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●海外不動産所有権付きリゾート会員権
「タイムシェア」の契約は慎重に！
●ニセサイト・詐欺サイトにご注意！
●サービス付き高齢者向け住宅の基礎知識

消費者・生活者が主役となる社会へ

の
で
ホ
マ
ス
・
ン
パソコ

トラブルが増えています！
ニセサイト・詐欺サイトに
注意！

ブランド品を格安サイトで購入す
ると、商 品 が 届 か な かったり、
違う商品が届く場合があります。
本紙 3〜4 ページの記事に詳しく
記載しています。

遠隔操作による
プロバイダ勧誘の
トラブルに注意！

安易に勧誘会社に遠隔操作させず、契約しようとする

プロバイダサービスの内容を確認し、慎重に契約しましょ

う。また、安いからといって契約するのではなく、本当に
必要かどうかを考えましょう。
（くらしの赤信号 2014 年 7 月 15 日第 343 号記載）

身に覚えの無い請求画面が

ワンクリック請求に
注意！

表示されても、あわてて事業者

に連絡はせず、無視しましょう。
（くらしの赤信号 2014 年 5 月 15 日
第 341 号記載）

パソコン・スマホでのトラブルの相談件数が多くなっています。ニセサイト・詐欺サイト
やワンクリック請求のトラブルでは、一度支払ってしまうと返金が難しくなります。少しでも
おかしいと思ったら、消費生活センターにご相談を。

その契約、あやしいと思ったら！
枚方市立消費生活センター

■相 談 受 付／午前9時30分〜午後4時30分
〈土・日・祝日、年末年始を除く〉

■相談専用電話／０７２
‐
８４４
‐
２４３１

ひらかた観光大使 くらわんこ
©枚方文化観光協会

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202 ひらかたサンプラザ3号館2階

（枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）

海外不動産所有権付きリゾート会員権

「タイムシェア」の契約は慎重に！
最近、定期的に海外へ旅行して宿泊することのできる
「タイム
シェア」
と呼ばれるリゾート会員権が売り出されています。
「 海外
の人気リゾート地に、毎年来ることができる」
と聞くと、
とても素敵
なものに思えます。
しかし、タイムシェアは特徴をしっかり理解し
てから契約をしないと、後でトラブルの原因になります。
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タイムシェアとは、不動産所有権付きリゾート会員権の

タイムシェアとは？

問

題

ことで、契約内容は、毎年1週間契約したリゾートホテルや
系列ホテルへの宿泊等が可能な使用権と、施設の所有権

の一部をあわせて購入するのが一般的です。

点

①勧誘方法

海外旅行中に、路上や滞在中のホテルで声をかけら

れ、
「説明を聞くだけで商品券がもらえる」
などと言われ、
気軽に参加すると、会場では1組に1人の担当者がつ

き、言葉巧みに熱心に勧誘を受け、気分が高揚して契約してしまうことがあります。

②契約をせかされる

「いまなら特別に割引する」
などと即日の契約をせかされる場合もあります。

外国語の
契約書

管理費
解約不可

希望日に
泊まれない
1

長期間の返済

近ごろ商 品 情 報

③説明が不十分なことがある

費用について、
タイムシェアの購入代金だけではなく、毎年の年会費や管理費がかかり、分割

で支払う場合にはさらに金利・手数料がかかることについて、
説明がされていないケースもありま
す。
また、分割払いの場合、購入代金を完済しなければ解約できないことについての説明がない
場合もあります。

④正式な書面は外国語で書かれており、
内容の理解が困難なことが多い

日本語の翻訳書面を渡されるのが契約後の場合もあり、契約内容をしっかり理解できていな

いことがあります。

⑤海外での契約は現地の法律が適用される

タイムシェアの契約は、海外の法律を準拠法としていることが多く、
日本の法律の適用を受け

ることが難しいので注意が必要です。

⑥希望する物件の予約が困難なことがある

タイムシェアには、
あらかじめ利用する週が決まっているものと、毎年予約が必要なものがあり

ます。好きなときに予約できると説明されていても、宿泊したいときが旅行シーズンで混雑して予
約できず、
実際には宿泊権を使用できないケースもあります。
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アドバイス

タイムシェアの契約は、毎年継続的に利用することを前

提とした長期間の契約になり、金額も大きなものになりま

す。
クレジットカードの分割払いでの支払いになると、長期

の返済になりますし、解約には代金の完済が必要になりま

す。本当に長期にわたって利用するのか、契約内容や費用（金利・
手数料を含めた支払い総額、支払い期間、管理費、年会費等）
を

十分理解し、海外旅行中でも冷静に考えて契約するかどうかを
判断しましょう。

また、契約書にクーリング・オフの規定がある場合があります。

その期間を過ぎてしまうと解約が困難になるので、必ず期間内に
手続きをするようにしましょう。

《参考》国民生活センター
「年に1回、
憧れのリゾートライフ？海外不動産所有権付きリゾート会員権『タイムシェア』の契約は慎重に！」
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注文したのに届かない！違う粗悪な商品が届く！

ニセサイト・詐欺サイトに
ご注意！
人気の商品を格安で販売するとうたっているサイトで商品を購入し、商品が届かなかっ

たり
（詐欺サイト）、粗悪な商品やまったく違った商品が届く
（偽サイト）
といった相談が多
くよせられています。詐欺サイトや偽サイトの取り締まりや被害の救済は非常に難しい
のが現状です。特徴を十分に理解し、被害に遭わないように気をつけましょう。

事例 1

他店では売り切ればかりで購入できなかった家具を、イン
ターネットで見つけた。価格も3割引と安かったので注文し、
代金を振込んだ。振込み直後に、
「入金ありがとうございました。
商品は明日発送します」
とのメールが届いたが、その後商品
は届かず、メールを送っても返信はない。業者の連絡先はメー
ルアドレスしか分からず、連絡を取ることができない。

事例 2
通常は2万円はするブランド物の靴が8千円で売っているのを
インターネットで見つけ、カード決済をした。申込んで4日後に
商品が届いたが、商品を見てみると注文した靴とは色が違うし、
製造元も別の業者になっていた。メールで商品の交換を申し出
たが返信がない。商品を購入したサイトも昨日まで見ることが
できたのに、今日は
「このページは表示できません」
となっている。

注意点

商品名やブランド名に
「格安」
「安い」
などをつけて検索すると、偽サイト・詐欺サイ
トがいくつもヒットすることがあります。なかには正規サイトを真似たサイトもあるので、
見間違わないように注意が必要です。
誤って偽サイト・詐欺サイトで商品を注文してしまうと、連絡先が分からなかったり、
販売サイトが海外にあったりと、被害の救済が難しいのが現状です。
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こちら 相 談 室

偽サイト・詐欺サイトの特徴
①連絡先表記があいまい

所在地や電話番号などの記載が不十分であることが多いようです。連絡先の記載が不十分だと、トラ

ブルがあっても連絡がとれないおそれがあります。

②いつでも大量在庫・半額以下の価格

希少価値のある商品・ブランド品をいつでも廉価で大量の在庫を持っているのは不自然です。こういっ

た場合も、偽サイト・詐欺サイトの可能性があります。

③支払い方法に
「代引き」
が使えない

海外から商品が発送されてくるので、代引きが使えないことが多いです。サイトの指定する個人の口座

に前払いさせるケースが多く、口座名義が外国人の場合もあります。
また、クレジットカードでの支払いが可能な場合もありますが、だからといって信用できるとは限りません。

被害にあわないために
被害回復の難しい偽サイト・詐欺サイトの被害にあわないために、次のことをしっかり確認して、慎重に
購入するようにしましょう。

①ショップの情報

ネット通販の場合、特定商取引法でショップの所在地や責任者の名前の記載が義務付けられています。

購入ボタンを押す前に必ず、ショップの所在地は本当に実在する住所なのか、電話番号が携帯電話や日本
には存在しない電話番号ではないか、責任者の名前は記載されているかも確認しましょう。記載されてい
る電話番号に電話してみることをお勧めします。また、会社名や会社概要の記載があるかどうかも確認し
ましょう。

②取引の条件

配達方法や配送期間、キャンセルや返品条件などの条件を記載した利用規約は必ず確認しましょう。

③サイトの文章

外国語を直訳したような不自然な日本語ではないか、

確認しましょう。

④ショッピングモールや
ネットショップの評判や運営実績

利用するサイトについて、商品を注文する前に、ネットで

評判を検索してみましょう。ただし、悪い評判がないからと
言って直ちに信用するのは危険です。
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サービス付き
高齢者向け住宅の

1

基礎知識

サービス付き高齢者向け住宅とは

高齢者が住み慣れた地域で、安心、安全、快適に暮らせ
る住まいを供給するため平成23年10月から登録が始まった
制度です。
サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
は、単身高齢者、
高齢者＋同居者（配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支
援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要
があると市長が認めた方）
を入居対象者とし、一般的な賃貸
住宅に近い自立的な生活を送ることが出来る住宅です。
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登録情報の閲覧

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムという、インターネット上のサイト
（http://www.satsukijutaku.jp/search/index.php）で全国の登録状況を確認できるほか、登録主体となる都道府県・政令市・
中核市の担当窓口において登録簿を閲覧することができます。
なお、枚方市の場合は市役所の都市整備推進室（別館3階）
で登録簿（大阪府内に限る。）
を確認する
ことができます。
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サービス付き高齢者向け住宅のメリット

●設備面

サ高住として登録されるためには、一定の床面積（原則として各居住部分が25平方メートル以上）

や設備（台所・水洗便所など）、バリアフリー構造の基準を満たす必要があり、高齢者にふさわしい
ハード面が期待できます。

●安否確認・生活相談サービス

サ高住では、医療、看護、介護に関する一定の資格等のある職員などのケアの専門家が日中建

物に常駐し、少なくとも安否確認サービスと生活相談サービスを提供します。これらのサービスのほ
かに、食事・介護・生活支援などのサービスが提供されている場合もありますので、どういったサー
ビスが利用可能なのか、入居前に必ず確認してください。
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こちら 情 報 箱

●介護サービス

介護が必要となった場合は、介護保険の在宅サービスを受

けることができます。ご自身の心身の状況と照らし合わせて、
必要な医療・介護サービスを受けることができるよう、個別に
サービス事業者と契約を結ぶことで提供されます。

●サービス水準の担保

登録は都道府県・政令市・中核市

が行い、事業者へ指導・監督を行いま
す。また、家賃やサービス等、住宅に関
する情報が開示されることにより、自ら
のニーズにあった住まいの選択が可能
となります。
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ご利用にあたって

安価な
「高齢者向け住宅」等類似した商品がいくつもあり
ます。「サービス付き高齢者向け住宅」
の特徴を理解するこ
とが大切です。安否確認・生活相談サービス以外の介護・
医療・生活支援サービスには様々なタイプがあります。提
供方法や連携方法、家賃等の料金をいろいろな住宅間で比
較検討して、さらには事業者の説明を十分に受けて、ご自身
のニーズにあったものを選ぶようにしましょう。
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問い合わせ・相談窓口

●サービス付き高齢者向け住宅に入居中の方の専用相談窓口
一般財団法人 サービス付き高齢者向け住宅協会

℡03-5645-3573

受付：月〜金曜日
（祝日を除く） 午前9時〜午後5時

●登録簿の閲覧についての問い合わせ
枚方市役所

都市整備推進室

℡072-841-1478

《参考》国民生活センター刊
『くらしの豆知識2013』14〜15頁 「サービス付き高齢者向け住宅が創設」
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ひとりで悩まず、お電話ください。相談は無料です!
消費生活センター相談案内
◆相談受付 ０７２‐８４４‐２４３１

◆消費生活センター付近図
至大阪

◆受付時間 午前 9 時 30 分〜午後 4 時 30 分

枚方市駅

至京都

東口

至私市

（土・日・祝日、年末年始除く）

と一緒に解決の方法を考えます。対象は、枚方市
在住、在職、在学の方です。なお、メールでのご

サンプラザ
1号館

サンプ
2号 ラザ
館
︵工
事中
︶

気軽にご相談ください。専門の相談員が、あなた

近畿
ビルディング

ネット販売やキャッチセールスのトラブルなど、

相談は受付していません。

サンプラザ3号館
2階202号室

枚方市立
消費生活センター

土・日の相談窓口 消費者問題の専門家が実施する週末電話相談があります。
（年末年始を除く10時〜16時）
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
◆土曜日☎06‐４７９０‐８１１０
〈ナックス・ウィークエンド・テレホン〉
◆日曜日☎06‐6203‐76５０
〈ジェーカス日曜相談〉
（公社）全国消費生活相談員協会

賢 い 消 費 者 を め ざ し て…
■講座を開催しています

消費生活センターでは、安全安心で豊かな消費生

活を送っていただくために、今話題のテーマを取り上
げるなど、消費生活セミナーや講演会を随時開催して
います。

■各種パンフレットなどを
提供しています

国民生活センターや大阪府・市が発行している冊子

や悪質商法、食品表示、金融商品、住宅関連などの
パンフレットを配布提供しています。

■くらしの赤信号（月刊）
やシグナル
（季刊）
を発行しています

■貸出します

消費生活に関するビデオ・DVD・書籍の貸出を行っ

消費生活に関する情報や相談事例などを盛り込んだ

情報紙です。

■講師を派遣しています（出前講座）

■パソコンが使えます

消費生活情報の検索ができます。ただし、文書作

消費生活について学習したいグループのために、

相談員を地域に派遣しています。

ています。

成やメールの送受信はできません。

「訪問販売お断り」ステッカー
配布しています
消費者が契約しない意思表示を

しているにもかかわらず、
引き続きの勧誘や再度の訪問勧誘を
することは法律で禁止されています！
必要な方は、消費生活センターまたは市役所市民課・各支所でお受け取りください。

その契約、あやしいと思ったら！

枚方市立消費生活センター

ひらかた観光大使 くらわんこ
©枚方文化観光協会

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202 ひらかたサンプラザ3号館2階
TEL＆FAX 072-844-2433 （枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）

