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インターネット通販に関する
相談の傾向と相談事例、解決のポイント
国民生活センター相談情報部
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図１ インターネット通販の商品に関する相談件数の推移
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図２ インターネット通販のうち
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に関する相談件数の推移

相談事例と解決のポイント

表 「商品未着」か「ニセ
モノ」の相談で、多
く寄せられた商品
（2014 年度）

事例

❶

＊ P
 IO−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等をオンラ
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。データはいずれも 2015 年７月 31 日までの
登録分。

インターネットで注文した
炊飯器が届かない

20日程前、大手ショッピングサイト内の店
舗で炊飯器を購入した。代金の 55,800 円
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事例

はクレジットカードで決済した。注文後、

❷

「１週間程度で商品を発送する」
とのメール

インターネットで購入した
ブーツがニセモノ

が届いたが、商品が届かないため催促の

約２週間前、インターネットで有名ブラン

メールをしたところ
「商品発送が遅れてい

ドの商品名で検索し、ヒットした販売業者

る」との返信があった。その後も商品が届

のサイトでムートンのブーツを注文した。

かないので「キャンセルしたい」
とメールし

代金 14,000 円をクレジットカードの一括

たところ、「キャンセルを承った。ショッ

払いで決済した。サイトには
「商品は正規

ピングサイトからキャンセルメールが届

品」と書いてあった。一昨日、中国から荷

く」と返信があった。しかし、ショッピン

物が届いた。商品を見ると、私が持ってい

グサイトから連絡はなく、電話やメールを

る、同じブランドの本社がある国で購入し

しても、つながらなくなった。そこで、ク

た本物に比べ、縫い目が雑で素材も正規品

レジットカード会社に相談したが、「販売

と同じとは思えないものだった。サイトに

店から解約の連絡はない。支払いを止める

は電話番号の表示がなく、注文時に販売業

ことはできない。調査に１カ月かかる」と

者から届いたメールには、連絡先のメール

言われた。ショッピングサイトに対しても

アドレスが２つ表示してあった。そこで、

メールで連絡したが、まだ返答がない。

その双方に
「ニセモノだから返金してほし



い」とメールをしたところ、カスタマーセ

（50 歳代

女性

家事従事者）

ンターというところから英語で
「販売業者

●解決に向けたポイント

に返信するよう伝える」という内容のメー

インターネット通販に関する相談では、
「商

ルが返信されたが、もう一方のメールアド

品を申し込んだのに届かない」という商品未着

レスは
「送信できない」
というエラー表示が

の事例が多く寄せられています。

出てしまう。クレジットカード会社に申し

出店も、大手量販店から小規模店舗、個人ま

入れているが、今後どうしたらよいか。

で多数あり、消費者はインターネット通販を用



いることで、日本に限らず世界中の事業者と契

（20 歳代

女性

給与生活者）

●解決に向けたポイント

約できます。一方で、取引する相手が見えない
こと（非対面取引）
で、トラブルになってしまう

事例❶で挙げたような商品未着の相談ととも

と解決が難しいケースもみられます。

に寄せられているのが、商品が届いたものの、

この事例においてのポイントは、商品を販売

その商品が
「ニセモノではないか」
と疑われる相

した事業者が、①
「大手ショッピングサイト」内

談です。しかし消費生活センターでは商品の真

に出店していたこと ②支払い手段がクレジッ

贋を確認することは困難であり、ブランドメー

しん

がん

トカードであることが挙げられます。

カーが真贋鑑定を行わないケースもあります。

消費生活相談の担当者は、相談者から契約の

商品そのものの真贋鑑定ではありませんが、商

経緯等の詳細を聞き取り、併せてショッピング

品についてのデータや情報をもとに、基準内商

サイトに何らかの補償制度があるか確認します。

品か基準外商品かの判定を行っている団体もあ

もし制度があればその対象になるのかなどにつ

り、その団体から得られる情報を販売業者やク

いても情報収集し、ショッピングサイト運営事

レジットカード会社に示していくことで、返品

業者やクレジットカード会社にトラブルの解決

や返金などについて話し合うきっかけになった

に向けた協力を求めていくことになります。

というケースもあります。
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また、販売業者と連絡が取れなくなってし

者を取り巻く環境は日々変化しています。

まった場合、相談者は返品について交渉するこ

このような相談が寄せられたとき、どの SNS

ともできなくなりますが、販売業者の所在につ

をきっかけにトラブルが起きたかを把握し、ト

いて、クレジットカード会社に問い合わせるこ

ラブルの現状を SNS 提供事業者に伝えること

とで情報を得られる可能性もあります。

で、今後の同種トラブルの未然防止につながる

事例

❸

可能性があります。一方で、SNS がグローバ

SNS で有名人の書き込みを見て
健康食品を注文

ル化していることもあり、SNS 提供事業者か
ら直接話を聞くことができないため、トラブル

「モデルが使って痩せた」
「効果がある」
との

の解決しか行えない場合も少なくありません。

インターネットの書き込みを見て、問い合

事例❸においては、相談者が契約した販売業

わせたサイトから販売業者のサイトにアク

者のサイトの利用規約や返品特約の記載内容等

セスし、サプリ１箱
（15 日分）を注文した。

の確認が必要です。相談者が返品特約を見落と

今日商品が届き、代引きで 5,000 円を支払

している可能性と、そうした表記が見にくい場

い受け取った。販売業者のサイトを確認す

所に書いてある可能性があります。その双方を

ると5,000 円は初回のみで、次回の注文か

相談者から聞き取り、実際にサイトを確認しま

ら 15,000 円になると書かれていた。高額

しょう。

であり、効果も分からないので解約したい

このように、インターネット通販をめぐるト

と思い販売業者に電話をかけたが誰も出な

ラブルは、
その内容が多岐にわたります。また、

い。SNS には連絡がつかないとの書き込み

消費者の契約した販売業者が、実は存在しな

もあり不安だ。どうしたらよいか。


（20 歳代

女性

かったり、海外の事業者であったりと、聞き取

給与生活者）

りを行うなかで、さまざまな事実が判明するこ

●解決に向けたポイント

とも少なくありません。事業者情報等を十分に
聞き取り、
解決への協力を求めていきましょう。

SNS の書き込みや広告をきっかけとしたトラ
ブルの相談は、近年寄せられる特徴的な事例で

加えて、インターネットで関連する情報を収集

す。SNS の多様化やグローバル化など、消費

することも必要です。

知的財産を侵害する物品
インターネット通販で購入した商品が
「知的財産

的財産を侵害する物品に該当すると認定され、税関

を侵害する物品に該当する疑いがある」＊ と税関で

が没収後、処分します。

発送を止められることがあります。
「コピー商品」

手続きの結果については後日税関から通知され

や「海賊版」などといわれるものがこれに当たりま

ますが、それまでの間に ①知的財産の権利者から、

す。税関の検査においてそのような物品が発見さ

輸入に関する同意書を取得して税関に提出 ②当該

れると輸入してはならないものかどうか認定する

貨物のうち侵害の疑いのある部分につき切除等の

手続きが行われることになり、その物品にかかる

修正を行う ③当該貨物を任意放棄（自らの意思で

特許権者等の権利者およびそれを輸入しようとす

所有権を放棄）を選択することができます。

る者に対し、手続開始通知書が送付されます。

＊

通知書を受け取った後
「自分が輸入したい物品は
知的財産を侵害していない」といった意見があると
きは、その旨の書面を定められた期限内に提出しな
ければなりません。書面の提出がない場合は、知
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知的財産を侵害する物品とは、
「特許権、実用新案権、意匠権、
商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を
侵害する物品」
（関税法 69 条の 11 第１項９号）、「不正競争防
止法第２条第１項第１号から第３号まで、第 10 号又は第 11号
に掲げる行為を組成する物品」
（関税法69条の11第１項10号）
のことをいい、これらは関税法により、輸入してはならない
貨物と定められている。

