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国民生活センター相談情報部

3 月に、ヨガ教室や結婚式場などの相談は 4 月

新型コロナウイルス関連の
消費生活相談

に多く寄せられました。
「新型コロナウイルス
感染症の感染予防等を理由にキャンセルしたと
どお

全国の消費生活センター等が 2020 年 1 〜 8

ころ、規約通りのキャンセル料を請求された」

月に受け付けた新型コロナウイルス関連の消費

など解約や解約料に関する相談がみられました。

生活相談は約65,000件でした。2月以降増加し、

③トイレットペーパー、消毒液、体温計など

4 月には 1 カ月で 20,000 件を超えましたが、5

商品の品不足についての相談や、インター

月以降は減少しています
（図 1）
。新型コロナウ

ネット通販で
「注文したが、届かない」
「販売事

イルス関連の相談の特徴は次のとおりです。

業者に電話をしたが、連絡が取れない」などの
相談が、トイレットペーパーは 3 月、消毒液、体

図 1 新型コロナウイルス関連の相談件数
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（2020年）

ド番号等を詐取しようとする手口が 2 月頃から

（2020 年 8 月 31 日までの PIO―NET ＊ 1 登録分）

みられました。

①マスク

特別定額給付金に関しては
「給付金の手続き

4 月頃までマスクの品不足や高価格について

に必要」などとウソの説明をしたり、自治体な

の相談が寄せられました。また、4 月には
「注

どをかたり、自宅への訪問や電話、メール等に

文した覚えのないマスクが届いた」など送り付

より個人情報や、キャッシュカード、マイナン

けに関する相談が急増しました。インターネッ

バーカード等の情報や、金銭を詐取しようとす

ト通販に関する相談も多く、
「代金を銀行口座

る手口が、4 月下旬からみられました。

に振り込んだが、届かない」
「販売事業者と連絡

持続化給付金の不正受給を持ちかけるなどの

が取れない」といったケースや、届いたマスク

詐欺が疑われる相談は 5 月頃からみられ、7 〜

が不良品だったケースなどがみられました。

8 月に相談が多く寄せられました。国民生活セ

②旅行・宿泊関連、ヨガ教室、結婚式場など

ンターでは、持続化給付金の受給資格がない人

国内外のパックツアーや手配旅行、航空券、

は、受給できると持ちかけられても絶対に応じ
ないよう呼びかけています＊ 2。

ホテル・旅館など、旅行・宿泊関連の相談は 2 〜
＊1

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等をオンラインネット
ワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース

＊2

国民生活センター
「新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！（速報第 7 弾）－受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける
手口に気をつけて！－」
（2020 年 7 月 10 日公表） http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200710_1.html
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という相談も寄せられました。

「新しい“消費”生活様式」の影響で増加 !?

②身の回り品

インターネット通販の
消費生活相談

洋服やかばん、靴などを
「注文したが届かな
い」
「粗悪品・模倣品が届いた」など、詐欺的な

新型コロナウイルスを想定した
「新しい生活

通販サイトに関するトラブルがみられます。
「在

＊3

様式」 の実践例に通信販売の利用が示されて

宅勤務が増え、オフィス用チェアを購入しよう

いるなか、インターネット通販のトラブルは増

としたが、代金振り込み後にサイトが表示され

加し、5 月には相談全体の 30％を超えました

なくなった」など、生活様式の変化に伴って購

（図 2）
。最近のインターネット通販に関する相

入した商品に関するトラブルもみられました。

談の傾向や特徴は次のとおりです。

「感染拡大防止のためインターネット通販が

①「お試し」
定期購入

推奨されていたので初めて利用したが、商品が

「お試し○円」
と通常より低価格で健康食品や

届かない」など、インターネット通販を使い慣

化粧品などを購入できると広告する一方で、複

れていない人がトラブルにあったという相談も

数回の購入が条件となっている、定期購入に関

寄せられました。

する相談が多くみられます。

③オンラインで提供されるサービス

未成年者のトラブルが目立っていることも特

インターネット通販では、
「モノ」
だけではな

徴で
「お小遣いの範囲で買えると思って契約し

く
「サービス」のトラブルもみられ、
「退会した

たが、2 回目以降に高額な請求があり、支払え

はずの動画配信サイトの料金が請求されてい

ない」
「臨時休校中に動画投稿サイトを見ること

る」
などの相談が寄せられています。
また、
「子どもがオンラインゲームで高額な

が多くなり、視聴中に出てきた広告を見てダイ

課金をしてしまった」
というケースが、特に小・

エットサプリを申し込んだが、
定期購入だった」

中学生の男子に多

図 2 インターネット通販の相談件数
（件）
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相談全体に占めるインターネット通販の相談件数の割合

（2020 年７月 31 日までの PIO―NET 登録分）

＊3

厚生労働省
「
『新しい生活様式』の実践例」 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000641743.pdf
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より子どもの在宅

20.0
16,439

２月

としては
「休校に
時間が増え、家で

15,000

1月

ラブルのきっかけ

25.0

21,312

19,275

くみられます。ト

「仕事で家を留守
にし、休校で家に
いる子どもにゲー
ムをさせていた」
などがみられまし
た。
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不急の外出を控え、自宅で過ごす時間が長くな

相談事例

ると、スマートフォン等でインターネットを利
用する機会が増えることが予想されます。
また、

事例 1 「お試し」
定期購入

ウェブサイトやアプリなどで目にする、広告を

高校生の娘がスマートフォンで動画投稿サ

きっかけとしたトラブルが増加することが考え

イトを見ていたときに、ダイエット青汁の広

られます。そこで、インターネット通販を利用

告が表示され、「初回無料でお試しできる。

するうえでの注意点についてまとめました。

解約は電話でできる」とあったので申し込ん
だようだ。商品が届き、解約の電話をしたと

①通信販売にはクーリング・オフ制度はあ

ころ、「1 回だけで解約する場合は 1 万 3000

りません。事前に返品・解約の条件や販

円がかかる」と言われたという。解約して、

売事業者の連絡先を確認しましょう。

商品を返品したい。

②お金や個人情報の詐取等を目的とした詐
欺的な通販サイトもあります。少しでも

事例 2 詐欺的な通販サイト

怪しいと思ったら利用しないようにしま
しょう。

新型コロナウイルスを想定した新しい生活
様式でインターネット通販が推奨されていた

③
「お試し」
のはずが高額な料金を請求され

ので、今回初めて利用した。洋服と靴を購入

たという相談が寄せられています。注文

し、合計 1 万 2000 円をクレジットカードで

前に定期購入の契約になっていないか確

決済した。その後 2 週間経っても商品が届か

認しましょう。

ないので、事業者に電話したところ、「新型

④未成年者のインターネットトラブルは、

コロナウイルスのため対応していない」とい

家族などまわりの保護者が目を配って防

うアナウンスが流れた。個人情報を悪用され

ぎましょう。また、子どもが無断でクレ

たら困るし、解約したい。

ジットカードを利用することがないよ
う、保護者はクレジットカードを適切に

事例 3 オンラインゲーム

管理しましょう。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、息

新型コロナウイルスに便乗し、メールや電話

子が通っている小学校が休校になったため、

などで個人情報等を詐取しようとする手口にも

祖母に息子を預かってもらっていた。その間

引き続き注意が必要です。暗証番号、
口座番号、

に、祖母のスマートフォンでゲームに課金し

通帳、キャッシュカード、マイナンバーは
「絶

てしまったようで、3 カ月続けて毎月 10 万

対に教えない！渡さない！」
ようにしましょう。

円以上の金額がキャリア決済で請求されてい

不安に思った場合や、
トラブルが生じた場合、

る。どうしたらよいか。

または
「怪しいな？」
と思ったら、すぐに最寄り
の消費生活センター等
（消費者ホットライン
「188
（いやや！）
」
）
へ相談しましょう。

消費者へのアドバイス
今後も「新しい生活様式」
の推進により、不要

参考：国民生活センター「新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要（2020 年 8 月まで）」
（2020 年 9 月 17 日公表）
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200917_3.html
	国民生活センター「『新しい “ 消費 ” 生活様式』の影響で相談増加 !? インターネット通販のトラブルにあらためて注意！」
（2020 年 9 月 17 日公表）
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200917_2.html
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