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若者向け啓発用
DVD完成でござる！！

　このたび消費生活センター
では、若者向け消費者被害防止
キャンペーンの一環として、
若者が狙われやすい代表的な
悪質商法「インターネット通販」

「ワンクリック請求」「悪質な
マルチ商法」についてのDVD
を作成しました。
　このDVDは、市内の大学、
専門学校、高校などに啓発資料
として配布します。

2週間、図書とDVD類を各3点まで
＊初めての方は、図書カードを作成します。免許証や保険証など本人確認できるものをお持ちください。

月～土曜日 9：00～17：00（祝日・年末年始を除く）
くらしの情報プラザ 1222-9677

若者向けキャンペーン 特集号②

名古屋市　消費者被害防止キャンペーン

http://www.saneiketsu.jp

検索

DVDの映像はキャンペーン終了日（2015年2月10日）まで
専用サイトで公開しています。

＊SNSで誘われるケースが増えています

DVDの貸し出しをしていますいらないものは、はっきり断る！ ひとりで悩まず相談しましょう

登録料を払ったり商品を契約して会員になり、友人などを勧誘して新たに加入させると、
紹介料やマージンなどの利益を得ることができ、連鎖的に組織を拡大させていく仕組み
です。ネットワークビジネスとも呼ばれています。

マルチ商法（連鎖販売取引）のトラブル

主な商品 クーリング・オフや中途解約ができます
健康食品、化粧品、補正下着、
ビジネスキットなど

「いい話がある」などとマルチ商法の
勧誘であることを告げずに呼び出す

学生に多額のクレジット契約や
消費者金融からの借金を勧める断っても、しつこく勧誘を繰り返す

「絶対にもうかる」などと断言する

契約書または再販売商品を受け取った日のどちらか遅い方から20日
以内は、クーリング・オフができ、その後は中途解約できます

（一定の条件を満たせば未使用商品の返品が可能）。

こんな行為があったら悪質です！

あなたが友人などを誘うときに、この様な行為をすると人間関係が
壊れるだけでなく、

あなた自身が懲役や罰金などの刑事罰を
受ける可能性があります。

見極める力をつけて、今よりも一歩進んだ消費者になろう！
・身の周りにどんな悪質商法があるのか関心を持つ
・契約するときは、様々な情報を調べて慎重に検討する
・良いことばかり言う事業者はまず疑う
・よく分からない契約はしない
・契約後は、本当に満足できたかなどを評価し、次の契約に生かす

消費生活センター「くらしの情報プラザ」では、今回ご紹介した様な
啓発DVDや図書、ビデオの貸し出しをしています。是非ご利用ください。

貸し出し期間

開館時間

お問い合わせ

DVD

図書

他にも…
・重要事項が記載された説明書や契約書
を渡さない
・「入会後は解約できない」と説明したり、
解約の申し出を拒否する など
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消費生活相談・金融商品等特別相談 土・日テレフォン相談
架空請求ホットダイヤル

サラ金・多重債務特別相談

月
〜
金 052-222-9690

※相談は市内在住・在勤・在学の方が対象です

利用のご案内

受付
時間

受付
時間

月～金曜日
9：00～16：15

名古屋市消費生活センター

（祝日・年末年始を除く）
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消費生活相談・金融商品等特別相談

土・日テレフォン相談

架空請求ホットダイヤル

サラ金・多重債務特別相談

※架空請求、多重債務の相談もこちらの番号で受け付けています。
※土・日曜日は電話相談のみで、来所相談は行っていません。

〒460-0008
名古屋市中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ11階
TEL （052）222-9679　FAX （052）222-9678

※くらしに役立つ幅広い
　情報を提供しています。

相談室 くらしの情報プラザ

パソコン用

携帯電話用

http://www.seikatsu.city.nagoya.jp
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/m/

「電子メールによる相談受付」も
ご利用ください。

●本誌の内容の無断転載と利用をお断り致します。
●このパンフレットは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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●地下鉄「伏見」⑥番出口から南へ350m
●地下鉄「大須観音」④番出口から北へ450m

地下鉄東山線

⑥番

ビルの1階に
中消防署があります

名古屋市消費
生活センター

伏見ライフ
プラザ

交通のご案内
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