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賢く始める！ 新成人

美容医療サービスの
トラブル

6

特集１ 賢く始める！ 新成人

事例 2 「二重まぶたの手術が１日で可能。手術当日に化粧できる」

というSNS広告を見た。カウンセラーから「50万円の手術は腫れな
い」「一緒に目の下の脂肪吸引もやるとよい」と勧められ、総額90万
円の契約をし、そのまま当日に手術を受けることになった。術後１週
間経っても腫れが引かない。リスクの説明はなかった。

美容に対して関心を持ち始める10〜20歳代の若者の間で、美容医

トラブルにあわないために

SA

療サービスに関するトラブルが増加しています。

美容目的の施術に緊急性はありません。「広告の施術は仕上

近年はウェブサイトやSNSから気軽に美容クリニックなどの情報

がりが悪い」と他の施術を勧められたり、「今日契約・施術

にアクセスできますが、うそや大げさな表示など問題のある広告を

すれば割引」とせかされたりしても、その場で契約・施術を

MP

きっかけに来院・契約してトラブルになることがあります。またカウ

してはいけません。

ンセリング当日の施術を勧められて、リスクを十分に認識しないまま
契約し、後悔したといった事例もみられます。

その場で契約・施術を勧められ…
事例 1

SNS広告で「10万円の全身脱毛」とあり、無料カウンセリ

ングを予約した。クリニックで「10万円の全身脱毛を受けたい」と
伝えたところ、
「広告の施術は光脱毛なので効果が低い。本来70万円
のレーザー脱毛を60万円にする」と勧められ、契約してしまった。

全身脱毛

10万円

今なら
60万円！

ましょう。

LE

・データの根拠がない
「満足度○％」
「○○療法の効果は99％」
・「モデル・女優の△△さんが当院に来院しました！」
・
「キャンペーン実施中！今なら○○円」
「期間限定50％オフ」

「痛みが少ない」「当日化粧できる」など低リスクをうたう広
告や説明をうのみにしないようにしましょう。
ダウンタイム＊
の長さや起こり得る症状、合併症の有無、使用する薬剤の名
称や効能、副作用等について、施術前に医師から十分に説明
を受けましょう。
高額な契約の場合、医療ローンなど分割払いを勧められるこ
ともありますが、本当に今必要な契約か、長期間支払いが続
けられるのかを慎重に検討しましょう。年収を偽るなど、う

…

参考：
「美容医療サービスのトラブル」（国民生活センター）
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210513_1.html
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70万円

以下のような広告を出すクリニックとは契約しないようにし

え〜

カウンセリングに
行ってみよう！

広告の施術は
効果が低いので、
レーザー脱毛を
お勧めします

クリニックの広告には、法律で禁止された表現があります。

その申告を指示される場合には契約しないでください。
＊

治療後、施術内容によっては腫れやむくみ、痛み、内出血等が起こる場合があるが、こう
した症状が落ち着いて、日常生活に戻れるようになるまでの期間

19

特集 1

くらしの豆知識 ２０２３

賢く始める！ 新成人

特集１ 賢く始める！ 新成人

SNSがきっかけの
トラブル

7

事例 2

娘がSNSでやり取りをした相手から、コンサートチケットの

購入を持ちかけられ応じた。チケット代金の約４万円は相手から知ら
された住所に送金したが、「お金を受け取った」という連絡の後、連
絡が取れない。SNSの相手のアカウントは削除されており、知らされ
ていた電話番号もつながらない。
事例 3

SNSは便利なコミュニケーションツールですが、様々な消費者トラ

SA

高校生の息子がスマホでSNSの広告を見て販売サイトにア

ブルのきっかけになることもあります。なかには、SNS上で知り合っ

クセスし、除毛クリームを注文した。自宅に商品が届き、同梱されて

た相手から誘われてトラブルになるケースもみられます。

いた書面を見て初めて、初回は980円だがその後最低５回購入する必

相談事例
事例 1

要のある定期購入の契約をしたことが分かった。２回目以降の５回は

MP

SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別の

サイトでやり取りをしよう」と言われて出会い系サイトに誘引され

た。するとサイトから「専用のチャット内に入る必要がある」と言わ
れて費用を請求され、クレジットカードで決済した。その後もサイト
から「個人同士でやり取りをするにはお金が必要」と言われて、合計
約16万円を支払った。「解約したい」と伝えたが、「相手がまだ続け

ているからやめられない」と言われ、さらに、「相手がサイトを退会
したから返金はできない」とメールが届いた。
別のサイトで
やり取りしよう！

いずれも１回の代金が約１万円と高額である。

トラブルにあわないために
SNS運営会社の利用規約では、SNSがきっかけでトラブルが
発生しても責任を負わないとしていることがほとんどです。

LE

SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相
手かは分かりません。お金を支払った途端に相手と連絡が取
れなくなることもあり、一度支払ったお金を取り戻すことは
困難です。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しま
しょう。

誘導されたサイトで費用を
次々と支払い…

大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の
広告や、「簡単にもうかる」「損はしない」などの投稿やメッ
セージはうのみにしないようにしましょう。

相手が退会したので
返金はできません

相手から学生証、運転免許証、健康保険証などの身分証明書
の情報を送るように求められるケースもありますが、送って
しまうと後で取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに
発展することがあります。絶対に送らないようにしましょう。

参考：
「SNSをきっかけとした消費者トラブル」（国民生活センター）
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211104_1.html
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特集 2

商品が届かない、偽物や粗悪品が届く

詐欺的な通販サイト

図

詐欺的な通販サイトを見分けるポイント

NO!

https://www.○△□-shop.top

○○○ショップ

ネット通販を利用して「商品が届かない」「偽物が届いた」といっ

・事業者の所在地
の記載がない
・所在地の場所を
調 べると、田ん
ぼや畑、個人宅
になっている

SA

たトラブルが後を絶ちません。SNSの広告やアカウントから通販サイ
トに誘導されるケースでは、洋服を注文したところ、縫製が悪い、素
材が違う、洗濯表示のタグがない、サイズが大幅に違うなどの粗悪品
な返金にしか応じてくれないというトラブルもみられます。

相談事例
事例 1

検索して見つけたウェブサイトで注文した靴が届かない。振

込先が個人名で連絡手段がメールしかなく、返事が来ない。
事例 2

ブランドバッグが安かったので注文した。代金引換で注文し

届いたが、明らかな偽物だった。
事例 3

SNSで見つけたウェブサイトで服を注文した。きれいな写真

が多く信用していたが、ほつれや素材違いの粗悪品ばかりが届いた。
返品したいが海外への配送料などを要求され、簡単に返品できない。

詐欺的な通販サイトに注意
最近は実在の百貨店をかたって閉店セールと称して客を集め、代金
引換で発送することで消費者を信用させようとする詐欺的な通販サイ
トもありますが、代金引換で商品代金を支払った後に偽物と分かって
も、宅配業者からの返金は困難です＊1 。トラブルにあわないために、
＊１ 「百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください！」（国民生活センター）
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211125_2.html
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ワンピース
購入する 在庫あり
会社概要
○○○ショップ代理店
所在地：東京都千代田区
連絡先：○○@abc.com

URLの表記が
おかしい
（正規サイトの
URLと少しだけ
異なるなど）

20,000円▶14,000円

30%OFF！
！

電話番号がなく、連絡方法が、問い合
わせフォームやフリーメールのみ

MP

が届き、返品するには高額な返送料や手数料を要求されたり、わずか

セール実施中

特集２ こんな手口にだまされない

2

くらしの豆知識 ２０２３

こんな手口にだまされない

一般に流通している価格より安い

・なじみのないURL
（URLの末尾が.win .xyz .cc .top .site .pwなど）
。
・代金振込先が店名と関係のない個人名義の口座。または、支払い方法
が代金引換のみ。

LE

・大手企業のロゴがたくさん貼られている。

図のポイントを参考に、冷静にチェックしましょう。
販売サイトの表記が日本語でも、多くの場合は海外の詐欺的な通販

サイトで、購入時に入力した情報が悪用されるおそれもありますので、
注意が必要です。

被 害 にあった場合は

⃝支払いに利用した決済会社や金融機関＊2 に相談しましょう。もし、
クレジットカードの番号を入力してしまった場合、クレジット会社
にカード番号の変更も要請します。
⃝他で使い回しているパスワードを設定した場合、同じパスワードを
設定中のウェブサイトのパスワードをすぐに変更しましょう。
＊２

振り込んで被害にあってしまった場合は、金融機関への申し出により振込先の口座を凍結
できる場合がある（
「振り込め詐欺救済法」に基づく措置）。振込先が詐欺に利用された口
座かどうか下記サイトで確認できる
「振り込め詐欺救済法に基づく公告」
（預金保険機構） https://furikomesagi.dic.go.jp/
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特集 2

点検して不安をあおる

点検商法

事例 2

自宅に突然事業者が「排水管の無料点検を行っている」と来

NO!

訪したので依頼したところ、排水管の点検後に「詰まっている。当社
なら高圧洗浄を13,000円でしている」と勧誘され、その場の雰囲気

特集２ こんな手口にだまされない

7

くらしの豆知識 ２０２３

こんな手口にだまされない

で契約してしまった。事業者は「明日高圧洗浄に来る」と言い、名刺
だけを置いて帰っていった。しかし、契約書もなく信用できる事業者
なのか心配になってきた。キャンセルしたい。

住宅の屋根や床下、排水管などを「無料で点検しますよ」などと言っ

SA

て突然家に来訪し、点検結果で状態が悪いと告げて消費者の不安をあ
おり、強引に工事や清掃サービス等を契約させるという悪質な手口に
よるトラブルが起きています。具体的には「屋根がゆがんでいる。こ

MP

のままでは雨漏りするかもしれない」「床下の湿気がひどい。放置す
ると大工事が必要になる」「排水ますが汚れている。今の状態のまま
では大変なことになる」などと不安をあおるケースがみられます。

相談事例
事例 1

突然、近くで工事をして

いる者だと作業員が来訪し、家の
屋根を見て「壊れている」と言っ
てきた。翌日、点検してもらった
ところ、屋根の瓦が割れたりずれ
ていたりする写真を見せられ、
「こ
のままでは瓦が飛んだり、もっと
ひどい状態になる」と言われた。

詰まってますね。
当社なら13,000円で
高圧洗浄しますよ

LE

トラブルにあわないために
「無料で点検する」
「点検させてほしい」などと訪問されても、
対応しないようにしましょう。点検と称して訪問してくる事
業者は、言葉巧みに消費者の不安をあおり、工事や清掃サー

このままでは
瓦が飛んだり、
もっとひどい
状態になる

ビス等の契約を取りつけようとします。
事業者の説明をうのみにせず、必要のない契約はきっぱり断
りましょう。一度契約すると、他の場所も点検したいと言っ
て、次々と契約させようとしてくるケースもあります。

「他社にも見てもらう」と言ったが、「今なら安くできる」
「早くした

突然の訪問で契約した場合や、来訪を依頼した内容と違う契

ほうがいい」とせかされ、180万円の屋根工事の契約をした。契約書

約をした場合＊1 など、クーリング・オフができる場合があ

には「一式」とあり、詳細は分からない。工事は２日で終わった。金

ります。最寄りの消費生活センター等に相談しましょう＊2 。

額に見合う工事がされていないのではないか。
参考：
「
『大雪で歪（ゆが）んだ』などと自宅の不具合を指摘して不安をあおる『点検商法』」「排
水管の点検や洗浄の勧誘にご注意！」（国民生活センター）
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180301_1.html
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＊１

見積もりのために訪問を要請した事業者とその場で修理等の契約をした場合や、広告等で
安価な価格のみを示しておきながら、実際には正当な理由がないのに高額な料金を請求さ
れた場合
＊２ 「消費生活センターに相談しよう」p52、53 参照
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2章

5

気をつけて！ ネットの落とし穴

図

サブスクリプションで
思わぬ請求に

無料お試し期間
申し込み

内容等を正しく理解しないまま申し込み、予期せぬ請求を受けたとい

ため、動画配信サービスのサブスクの無料トライアルを申し込んだ。
その後一度も利用せず半年ほど忘れていたが、最近になってクレジッ
トカードで月額2,000円の引き落としが続いていることに気づいた。
事例 2

パソコンがうまく動かなくなり、
「500円で専門家が解決し

てくれる」という質問サイトを利用した。回答はあったが、役に立つ
ものではなかった。１回だけの利用のつもりだったが、実際は２カ月
目以降が月額5,000円で質問し放題のサブスクの契約で、申込時に登
録したクレジットカードから料金が毎月引き落とされていた。

サブスクの契約のポイント
ネット上のサブスクの契約では、トライアル（体験）として、無料
やお試し価格でサービスを受けられる期間が設けられていることがあ
ります。その期間内に解約しなければ自動で定額サービスに移行し、

￥

￥

動画配信アプリ
サブスクリプション
1週間トライアル
開始日：○月×日

無料
¥900／月

申し込む

気をつけて！ ネットの落とし穴

MP

新型コロナウイルスをきっかけに自宅で過ごす時間が増えた

￥

２章

SA

※無料期間は1カ月
※無料期間を過ぎて解約されない
場合には、自動的に有料プラン
（¥5,000／月）
に移行します

です。動画や音楽の配信などを中心に広がりをみせていますが、契約

事例 1

￥

無料トライアルの申し込み

支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用できるサービス

こんなトラブルに注意

有料プランに
自動で移行

1カ月・1年など定期的に
決まった料金が引き落とされる

クレジットカード番号を
入力してください

サブスクリプション（サブスク）とは、定められた料金を定期的に

う相談が寄せられています。

サブスクリプションのイメージ

申込時に登録したクレジットカードから、定期的に決まった料金が引
き落とされます（図）。

LE

サブスクを契約している間は、サービス利用の有無に関係なく、料

金の請求を受けることになります。また、解約しない限り契約は自動
的に継続され、引き落としも続きます。

トラブルにあわないために
申し込む前に、事業者のウェブサイトなどで契約の条件、解
約方法をよく確認しましょう。無料期間がある場合は、無料
の条件や、無料期間の終了日などの確認が大切です。
解約は、事業者の定める方法で手続きをする必要がありま
す。申込時の登録情報（ID・パスワード等）は解約手続き
に必要となるため、忘れないようにしましょう。
利用していないサブスクの請求にすぐ気づけるように、クレ
ジットカード等の明細は毎月確認しましょう。

参考：
「予期せぬ“サブスク”の請求トラブルに注意！」（国民生活センター）
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_1.html
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