報道発表資料
平成 21 年 6 月 4 日
独立行政法人国民生活センター
増加する結婚式場・披露宴サービスのトラブル
－返還されない申込金、納得できない解約料－
PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）によると、結婚式場・披露宴サ
ービス（以下、「結婚式場サービス」
）に関する相談が過去 5 年間増加し続けており、2004
年度 623 件であったものが 2007 年度には 1,000 件の大台を超え、2008 年度は 1,222 件に
達した。
相談内容の傾向をみると、「結婚式場の予約をして申込金を支払った後、キャンセルを申
し出たが申込金を返してもらえない」「結婚式場を挙式予定日前にキャンセルしたが、解約
料に納得できない」など申込金等の返金や解約料に関するものが多い。
そこで、結婚式場サービスに関する相談について、申込金等の返金や解約料に関するも
のを中心に相談内容、事例などを分析し、消費者トラブルの未然・拡大防止のために情報
提供する。
１．相談の傾向
（１）年度別相談件数－過去 5 年間増加傾向－
相談件数を年度別にみると、2004 年度 623 件であったものが 2007 年度には 1,000 件を
超え、2008 年度は 1,222 件に達した。また、結婚式場サービスに関する相談のうち、申込
金等の返金や解約料に関する相談の割合も増加傾向にあり、2008 年度では、約 6 割（777
件）が返金または解約料に関するものであった（図）。
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結婚式場サービスに関する相談の年度別件数と「返金」または「解約料」に関する相談の割合の
年度別推移（2004～2008 年度）
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（注 1）2009 年 5 月 25 日までの PIO-NET 登録分。PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワーク・シ
ステム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報
を蓄積しているデータベースのこと。
（注 2）結婚式場サービスに関する相談件数には、結婚式専用の式場やホテルでの結婚式・披露宴の他、レストランウ
エディングなどに関するものも含まれる。
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（２）契約当事者の属性（2008 年度）－20～30 歳代が多い－
契約当事者の性別は男性が 47.2％、女性が 52.7％と女性が若干多い。年代別では、20 歳
代（55.5％）
、30 歳代（35.6％）が大半である。
（３）契約金額、既支払金額、支払方法（2008 年度）－50 万円未満が多い－
契約金額の平均は約 197 万円である。
一方、既支払金額については、平均が約 38 万円で、全体の約 89％が 50 万円未満である。
これは、挙式等が実施される前に寄せられる相談が多く、相談する時点では申込金や内金
などの契約金額の一部分のみを支払っているというケースが多いためである。
また、支払方法をみると、即時払い（現金払い）がほとんどである（全体の約 91.6％）。
２．主な相談事例
（１）勧誘時の説明不足等
【事例 1：解約料についての説明不足】
内金 5 万円を払って結婚式場の予約をし、キャンセル時には会場使用料約 9 万 5 千円が
違約金になると説明された。2 週間後キャンセルを申し入れると、挙式まで 120 日を切った
ので見積り金額の 20％が違約金になると請求された。契約時に既に挙式予定日まで 120 日
を切っていたのに 20％になるとの説明がなく納得できない。
（2008 年 7 月受付、 20 歳代、男性、給与生活者、北海道）
【事例 2：費用についての説明不足】
ブライダルフェアの際に施設見学と試食会に参加した。今日契約すると平均的な結婚式
の費用が割引になるなどと言われ、見積り後に契約した。その後、希望の料理や衣装等の
打ち合わせをした際、当初申し込んだ料金ではあまりにも貧弱であり、平均的な式を希望
するとかなり高額になるとわかった。説明と異なるので解約を申し出ると、約款上の違約
金（基本料金の 50％）を請求された。納得できない。
（2008 年 8 月受付、20 歳代、女性、給与生活者、東京都）
【事例 3：急かされて慌てて契約】
ホテルで挙式をしようと思い出向いたところ、自分たちの希望する条件では年内は１日
だけ、それも１つの時間帯しか空いていないと説明を受けた。その日を希望している人が
まだ他に１組いると言われ焦ってしまった。仮契約書にサインをしてきたが、慌ててして
しまった契約なのでキャンセルしたい気持ちが強くなった。規約に違約金の記載があるが、
支払わないといけないか。

（2008 年 7 月受付、30 歳代、女性、無職、埼玉県）
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（２）契約の認識に齟齬
【事例 4：仮契約と思って申込み】
結婚式場を見に行って説明を聞き、申込みをした。仮契約と思っていたが、１週間後に
取り消したらキャンセル料 15 万円 と言われた。説明を受けた時、申込金は 15 万円だが今
はお持ちではないでしょうから１万円でいいと言われたので、軽い気持ちで１万円を払っ
た。支払うべきか。

（2008 年 12 月受付、30 歳代、男性、給与生活者、神奈川県）

【事例 5：仮押さえと言われ支払い】
インターネットの広告を見て出向き、結婚式場の場所を仮押さえするために必要と言わ
れ１万円を支払ったが、2 週間後に断った。広告にも違約金のことは記載がなかったのに、
挙式前 90 日以内の解約は 40 万円の違約金が必要と言われた。契約書はもらっていないし
解約金がかかることの説明も一切受けていない。手付金 10 万円を支払って契約することに
なっていたが、まだしていない。
（2009 年 1 月受付、20 歳代、男性、給与生活者、愛知県）
（３）事業者の対応に問題があり解約
【事例 6：担当者が次々替わり解約】
結婚式場を予約したが、プロデューサーが次々と替わった。1 人目の担当者は、連絡する
と言いながら全く連絡がなく、数ヶ月後に電話で「次の人に引き継いでやめる」と言って
きた。2 人目とは数回打ち合わせたが、半年後にまた別の人から、前の者はやめたので担当
者が変更になると電話があった。しかし、引き継ぎは 2 回ともされていなかった。信頼で
きなくなったため解約を申し出たところ、事業者は責任を認めながらも、見積り金額の 20％
の請求をしてきた。

（2008 年 7 月受付、20 歳代、女性、給与生活者、大阪府）

（４）早期の解約にもかかわらず高額な解約料等のトラブル
【事例 7：1 年以上先の予約をキャンセル（高額な解約料）
】
1 年以上先の結婚式場の予約（申込金として 10 万円を支払い済み）をキャンセルしたが、
見積り金額 250 万円の 20％の 50 万円を請求された。業者に規約に記載されている通りと
言われたが納得いかない。

（2008 年 12 月受付、20 歳代、女性、給与生活者、京都府）

【事例 8：1 年以上先の予約をキャンセル（申込金が返金されない）】
1 年以上も先の挙式の結婚式場を申込み 10 万円支払った。契約後 1 週間も経っていない
ので無条件で解約ができると思いキャンセルしたところ、既払い金の 10 万円は返せないと
いう。どうしたらよいか。

（2008 年 11 月受付、20 歳代、女性、給与生活者、岐阜県）
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３．問題点
（１）解約料や費用などについての説明が十分でない（事例 1、2）
契約や申込みの際に、申込金等の返金や解約料について事業者から十分な説明がなされ
ておらず、いざ解約を申し出た際に、申込金等が返金されなかったり、事前に説明のなか
った解約料を請求されてトラブルになるケースが目立つ。契約金額や見積り金額などにつ
いての説明不足も見られる。
（２）契約・申込みを急かせるケースもある（事例 3）
式場の見学や下見に行った際に、式場等の予約が埋まってしまうなどと言って、契約や
申込みを急かせるケースもある。
（３）契約の認識に齟齬が生じたケースもある（事例 4、5）
式場の予約などをする際に、仮契約、仮申込み、仮予約、仮押さえなど、正式に契約が
成立しているかどうかに関して消費者と事業者との間で認識に齟齬が生じたケースもある。
式場の予約はしたものの、契約はまだ成立しておらずキャンセル時には申込金等は返金さ
れると思っている消費者が、予約をキャンセルしようとした際に、申込金等が返金されな
かったり、解約料を請求されてトラブルが発生している。
（４）事業者の対応に問題のあるトラブルもある（事例 6）
契約・申込みから挙式等が行われるまでの打ち合わせなどにおける事業者の対応に問題
があって消費者が解約をしようとした場合にも、事業者が責任を認めず、高額な解約料を
請求されて納得できないといったトラブルが発生している。
（５）早期の解約の場合にも解約料を請求される（事例 7、8）
相談事例の中には、挙式等よりも 1 年以上前の予約をキャンセルした場合や、契約・申
込みしたその日にキャンセルを申し出た場合についても、申込金等が返金されなかったり、
解約料を請求されたというケースもある。
消費者契約法第 9 条第 1 号では、消費者契約の解除に伴う違約金を定める条項に関し、
事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるものについては、当該超える部分について無効
としている。解約料等が平均的な損害額を超えるかどうかは個別のケースによるが、少な
くとも挙式等の予定日より 1 年も前に予約をキャンセルしたのに高額な解約料等を請求さ
れたというような場合には、消費者契約法により解約料等を定める条項が無効になると考
えられる 1)。

1)

挙式実施日の 1 年以上前に結婚式場の予約をし、その数日後に予約を解除した場合について、支払った
予約金の返還を認めない条項が消費者契約法 9 条 1 号により無効とされた判例がある。（東京地裁平成 17
年 9 月 9 日判決）
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４．消費者へのアドバイス
（１）契約・申込みをする際は規約や約款をよく読み、十分説明を受ける
契約・申込みを急かされても、契約書、規約、約款などの内容、サービスの内容も確認
し、十分に検討した上で契約・申込みをする。
特に、解約する場合には挙式等の何日前までであればどれだけの解約料がかかるのか、
あるいは申込金等についてどれだけ返金があるのかを事前に確認し、その根拠となる契約
書や規約なども必ず受け取っておく。解約条件の確認の際には、事業者団体の共通約款な
ども参考にするとよい 2)。
（２）見積りの内容についても説明を受け、関係資料は必ず受け取る
見積りの内容に含まれるもの含まれないものを確認する。また、料理の内容や会場に関
する資料なども必ず受け取っておく。
（３）契約がいつの時点で成立するのかを確認する
式場等の予約の際に仮契約、仮申込みなどという言い方をされて、契約はまだ成立して
いない、予約のキャンセル時にも解約料等は発生しないと思っていても、後日キャンセル
したところ解約料を請求されたというケースもある。式場等の見学や下見の際に日程を押
さえるつもりだけであっても、いつの時点で契約が成立するのか、キャンセルした場合に
は解約料が発生するのかどうかを確認する必要がある。
（４）最寄りの消費生活センターに相談する
解約料などに関して納得できない点があったり、トラブルが発生した場合には、最寄り
の消費生活センターに相談する。
５．業界への要望
（１）申込金等の返金や解約料などに関する説明を十分に行うこと
解約時における申込金等の返金や解約料などに関する消費者トラブルが多いことから、
消費者に契約書や約款などを交付したうえで、これらに関する説明を十分に行うこと。ま
た、契約金額や見積り金額についても、サービス内容の内訳や関係資料を提示して十分な
説明を行うこと。
（２）契約・申込みを急かせないこと
式場の見学や下見に行った際に、式場等の予約が埋まってしまうなどと言って、消費者
に考える余裕を与えずトラブルになるケースもある。消費者が冷静な判断のもとに意思を
決定できるように、契約・申込みを過度に急かせないこと。

2)

社団法人日本ブライダル事業振興協会 HP 参照（http://www.bia.or.jp/）。
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（３）契約の認識に齟齬が生じないようにすること
仮契約、仮申込みなどという言い方によって、契約が成立しているのかどうかに関して
消費者との間で認識に齟齬が生じないように、いつの時点で契約が成立し、キャンセルし
た場合に解約料が発生するのかなどについて十分な説明をすること。
（４）トラブルが発生した場合には適切に対応すること
解約料等のトラブルが発生した場合には、消費者との話し合いを十分に行い、消費者が
一方的に不利にならないよう適切に対応すること。
（５）解約料等に関する契約書や規約の内容を適正にすること
契約書や規約における申込金等の返金や解約料等の定めについては、消費者契約法第 9
条第 1 号で平均的な損害額を超えるものは無効としていることに照らして適正なものとす
ること。
６．要望先
・社団法人日本ブライダル事業振興協会
７．情報提供先
・内閣府国民生活局総務課国民生活情報室
・経済産業省商務情報政策局サービス産業課
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