
５／１                                  平成２８年１２月２６日現在 

 健康関連取引適正事業団 

平成２８年 指導通達及び、情報 通知実績 
（平成２８年 １月 ５日 ～ 平成２８年１２月２６日） 

 

関係機関＝警察本部（特商法担当部署）、消費者行政担当課（都道府県）並びに、主な都道府県下の消費生活センター 

 

指導通達日 健消理指の記号番号                   指 導 通 達 内 容 

Ｈ２８．０１．１０ 健消理指 Ｈ２８－１０１号 新年総会内、消費者諸問題研究会 資料№２５ 

    ０１．１２ 健消理指 Ｈ２８－１０２号 ＴＹ社 消費者トラブルの指導勧告 

    ０１．１３ 健消理指 Ｈ２８－１０３号 健康食品取扱会員向 健康食品に対する過量販売、目安の周知 

    ０１．１３ 健消理指 Ｈ２８－１０４号 日頃の指導通達、情報提供などについて 

    ０１．１４ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０１ 

    ０１．１５ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №０２ 

    ０１．１９ 健消理指 Ｈ２８－１０５号 出資法（預り金）違反の要件と諸対応について 

    ０１．２０ 健消理指 Ｈ２８－１０６号 食品衛生管理に関する食品取り扱い規制（有店舗用）作成の件 

    ０１．２１ 健消理指 Ｈ２８－１０７号 生体機器を使用しての医師法違反について（員外事業者の行為） 

    ０１．２１ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０２ 

    ０１．２２ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０３ 

    ０１．１５ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №０３ 

    ０１．２５ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０４ 

    ０１．２５ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０５ 

    ０１．２８ 健消理指 Ｈ２８－１０８号 健康食品に対する過量販売規制（健消理指Ｈ２８－１０７号続き） 

    ０１．２９ 健消理指 Ｈ２８－１０９号 「関係機関による検挙・摘発及び、行政処分件数表」の提供 

    ０１．２９ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №０４ 

    ０２．０２ 健消理指 Ｈ２８－１１０号 指導通達、お知らせなどの取り扱いについて 

    ０２．０４ 健消理指 Ｈ２８－１１１号 加盟会社（加盟店）証店・特大ポスターの無償提供（年３回） 

    ０２．０５ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０６ 

    ０２．０４ 健消理指 Ｈ２８－１１１号 加盟会社（加盟店）証店・特大ポスターの無償提供（年３回） 

    ０２．０５ 健消理指 Ｈ２８－１１２号 抜き打ち店舗・会場検査及び、関係機関の定期巡回等の実施 

    ０２．０８ 無記号番号 日本流通産業新聞社 新年総会及び、新年懇親会の掲載記事 

    ０２．０８ 無記号番号 訪販ニュース社 新年総会及び、新年懇親会の掲載記事 

    ０２．０８ 健消理指 Ｈ２８－１１３号 平成２７年度 消費者相談室対応実績表 

    ０２．０９ 健消理指 Ｈ２８－１１４号 販売市場先の連絡における協力要請（再通達） 

    ０２．０９ 健消理指 Ｈ２８－１１５号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 東海地方 

    ０２．０９ 健消理指 Ｈ２８－１１６号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 関西地方 

    ０２．０９ 健消理指 Ｈ２８－１１７号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 九州・沖縄地方 

    ０２．１２ 健消理指 Ｈ２８－１１８号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 関東地方 

    ０２．１２ 健消理指 Ｈ２８－１１９号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 北海道・東北地方 

    ０２．１５ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０７ 

    ０２．１６ 健消理指 Ｈ２８－１２０号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 中国・四国地方 

    ０２．１７ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０８ 

    ０２．１７ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №０５ 

    ０２．１７ 健消理指 Ｈ２８－１２１号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 甲信越地方 

    ０２．１９ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №０６ 

    ０２．２２ 健消理指 Ｈ２８－１２２号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 北陸地方 

    ０２．２２ 健消理指 Ｈ２８－１２３号 景品表示法改正による課徴金規制のスタート（４月１日～） 

    ０２．２３ 健消理指 Ｈ２８－１２４号 消費者諸問題に対しての代表者の権限委任書（４月１日～１年間） 

 



５／２ 

指導通達日 健消理指の記号番号                   指 導 通 達 内 容 

    ０２．２３ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０９ 

    ０２．２４ 健消理指 Ｈ２８－１２５号 「消費者諸問題に対しての代表者の権限委任書」の提出について 

    ０２．２４ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №０７ 

    ０２．２６ 健消理指 Ｈ２８－１２６号 ＰＣ社 新規加入向・消費者諸問題研修会の実施 

    ０２．２７ 無記号番号 訪販ニュース社 平成２７年度・消費者相談室内訳の掲載記事 

    ０２．２９ 健消理指 Ｈ２８－１２６号 １２６号－２ ＰＣ社 関係機関の定期巡回予定含む 

    ０３．０１ 健消理指 Ｈ２８－１２７号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 岡山県内限定 

    ０３．０２ 健消理指 Ｈ２８－１２８号 法定書面交付の徹底及び、法定書面の書式一部変更 

    ０３．０２ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１０ 

    ０３．０３ 健消理指 Ｈ２８－１２９号 イベント販売等におけるお客様の事故・事件等対応マニュアル 

    ０３．０４ 健消理指 Ｈ２８－１３０号 各種書面の紹介、使用方法並びに、完備 

    ０３．０４ 健消理指 Ｈ２８－１３１号 愛知県県民生活課の定期巡回時における相談状況（会員３社） 

    ０３．０５ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１１ 

    ０３．０７ 健消理指 Ｈ２８－１３２号 学研が発行するマーク・記号の大百科３の紹介 

（健取団の取引適正マークの掲載（紹介）） 

    ０３．０８ 健消理指 Ｈ２８－１３３号 特定商取引法・改正案を消費者庁が公表 

    ０３．０８ 健消理指 Ｈ２８－１３４号 消費者契約法・改正案を消費者庁が公表 

    ０３．０８ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №０８ 

    ０３．０８ 健消理指 Ｈ２８－１３５号 Ｆ社、Ｔ社の合同消費者諸問題研修会実施要項 

    ０３．０８ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１２ 

    ０３．１０ 健消理指 Ｈ２８－１３６号 今後の関係法令の施行の経過又は、経緯（教材用） 

    ０３．１１ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１３ 

    ０３．１４ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１４ 

    ０３．１６ 健消理指 Ｈ２８－１３７号 管理医療機器業届出の調査（販社会員を対象） 

    ０３．２３ 健消理指 Ｈ２８－１３８号 管理医療機器業届出の調査（販社会員を対象）重要性等 

    ０３．２３ 健消理指 Ｈ２８－１３９号 ５月消費者月間の周知及び、消費者月間用ポスターの配布等 

    ０３．２６ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１５ 

    ０３．２８ 健消理指 Ｈ２８－１４０号 ＰＣ社 消費者諸問題研修会後の効果測定の結果 

    ０３．２８ 健消理指 Ｈ２８－１４１号 岡山県内の定期巡回時における相談状況（会員４社） 

    ０３．２８ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №０９ 

    ０３．２９ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１６ 

    ０３．３０ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１７ 

    ０４．０１ 健消理指 Ｈ２８－１４２号 景品表示法の課徴金規制が本日からスタート 

    ０４．０１ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１０ 

    ０４．０７ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１８ 

    ０４．０８ 健消理指 Ｈ２８－１４３号 ＦＥ社 消費者諸問題研修会後の効果測定の結果 

０４．０８ 健消理指 Ｈ２８－１４４号 ＴＬ社 消費者諸問題研修会後の効果測定の結果 

    ０５．１４ 健消理指 Ｈ２８－１４５号 通常総会内 消費者諸問題研究会の資料№２６ 

    ０４．１３ 健消理指 Ｈ２８－１４６号 日頃の指導通達、情報提供並びに、通常総会について 

    ０４．１５ 健消理指 Ｈ２８－１４７号 滋賀県消費生活センターの定期巡回における相談状況（会員４社） 

    ０４．２３ 健消理指 Ｈ２８－１４９号 消費者月間周知及び、消費者月間ポスターの送付遅れについて 

    ０４．２７ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１１ 

    ０４．２７ 健消理指 Ｈ２８－１５０号 ５月の「消費者月間」のポスター提供送付 

    ０５．０２ 健消理指 Ｈ２８－１５１号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付（関西地方） 

    ０５．０９ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１９ 

    ０５．１０ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１２ 

    ０５．２３ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１３ 

    ０５．２４ 健消理指 Ｈ２８－１５２号 ＢＮ社 取引先の研修会実施（要請に応える） 

 



５／３ 

指導通達日 健消理指の記号番号                   指 導 通 達 内 容 

    ０５．２５ 健消理指 Ｈ２８－１５３号 ＰＣ社 抜き打ち店舗・会場検査の実施について 

    ０５．２５ 健消理指 Ｈ２８－１５４号 特定商取引法・改正の成立 

    ０５．２６ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２０ 

    ０５．２７ 健消理指 Ｈ２８－１５５号 法定書面の無断転写・無断使用禁止（員外事業者向） 

    ０５．２７ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２１ 

    ０５．３１ 健消理指 Ｈ２８－１５６号 個人情報の入手について 

    ０６．０１ 健消理指 Ｈ２８－１５７号 広告物等の無断使用による著作権侵害について 

    ０６．０２ 健消理指 Ｈ２８－１５８号 業務に従事するための誓約書の完備について 

    ０６．０９ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１４ 

    ０６．０９ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２２ 

    ０６．１３ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１５ 

    ０６．１６ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１６ 

    ０６．１７ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２３ 

    ０６．１７ 健消理指 Ｈ２８－１５９号 抜き打ち店舗・会場検査の実施について 

    ０６．２４ 健消理指 Ｈ２８－１６０号 ＰＣ社 抜き打ち店舗・会場検査の報告書 

    ０６．２９ 健消理指 Ｈ２８－１６１号 法定書面の適正な交付及び、違法行為の是正について 

    ０６．３０ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２４ 

    ０７．０１ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２５ 

    ０７．０４ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１７ 

    ０７．０５ 健消理指 Ｈ２８－１６２号 改正・特定商取引法に関するＱ＆Ａ（訪販協の情報を基に） 

    ０７．０５ 健消理指 Ｈ２８－１６３号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 東海地方 

    ０７．０７ 健消理指 Ｈ２８－１６４号 ＧＤ社 特定商取引法の対応を要請 

    ０７．０８ 健消理指 Ｈ２８－１６５号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 北海道・東北地方 

    ０７．０８ 健消理指 Ｈ２８－１６６号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付  

九州、沖縄地方（山口県含む） 

    ０７．１４ 健消理指 Ｈ２８－１６７号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 関西地方 

    ０７．１５ 健消理指 Ｈ２８－１６８号 愛知県、岐阜県の定期巡回のお知らせ 

    ０７．１９ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２６ 

    ０７．２１ 健消理指 Ｈ２８－１６９号 岐阜県内の定期巡回時における相談状況（会員８社） 

    ０７．２６ 健消理指 Ｈ２８－１７０号 愛知県内の定期巡回時における相談状況 

（会員３社＝ＪＫ社、ＬＡ社、ＴＬ社） 

    ０７．２７ 健消理指 Ｈ２８－１７１号 滋賀県野洲市「野洲市くらし支えあい条例」の事前登録について 

    ０７．２８ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１８ 

    ０７．２９ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２７ 

    ０８．０３ 健消理指 Ｈ２８－１７２号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 関東地方 

    ０８．０３ 健消理指 Ｈ２８－１７３号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 中国・四国地方 

                     （山口県除く） 

    ０８．０３ 健消理指 Ｈ２８－１７４号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付 北陸・甲信越地方 

    ０８．０９ 健消理指 Ｈ２８－１７５号 滋賀県野洲市の条例施行に対する経過報告（表敬訪問） 

    ０８．１９ 健消理指 Ｈ２８－１７６号 「加盟会社（加盟店）証及び、安心のしおり」の無償提供 

    ０８．２５ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №１９ 

    ０８．２６ 健消理指 Ｈ２８－１７７号 法定書面の適正な交付について 

    ０８．３０ 健消理指 Ｈ２８－１７８号 関西地方の消費者行政定期巡回及び、消費者行政からの連絡事項 

    ０８．３０ 健消理指 Ｈ２８－１７９号 三重県の定期巡回のお知らせ 

    ０８．３０ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２８ 

    ０９．０１ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №２０ 

    ０９．１５ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №２９ 

    ０９．１５ 健消理指 Ｈ２８－１８０号 三重県内の定期巡回時における相談状況（会員９社） 

 



５／４ 

指導通達日 健消理指の記号番号                   指 導 通 達 内 容 

    ０９．１７ 健消理指 Ｈ２８－１８１号 関係機関の巡回要請、敵的な研修会並びに、ＣＲ講習会等の募集 

    ０９．２１ 健消理指 Ｈ２８－１８２号 ＡＢ社 期限付問題解決指示及び、改善要請 

    ０９．２３ 健消理指 Ｈ２８－１８３号 違法行為を行う会員に速やかな対応要請及び、改善要請措置 

    ０９．２３ 健消理指 Ｈ２８－１８４号 大阪府及び、京都府の定期巡回における会員の相談状況 

    ０９．２６ 健消理指 Ｈ２８－１８５号 違法行為による無条件解約の主な違反事例 

    ０９．２６ 健消理指 Ｈ２８－１８６号 北九州市立消費生活センター主催の訪問販売事業者講習会の案内 

    ０９．２６ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３０ 

    ０９．２８ 健消理指 Ｈ２８－１８７号 ＡＢ社 無条件解約等の業務指示 

    ０９．２８ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３１ 

    ０９．２９ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №２１ 

    １０．０１ 健消理指 Ｈ２８－１８８号 滋賀県野洲市「訪問販売事業者登録」申請について（健取団窓口） 

    １０．１１ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №２２ 

    １０．１１ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３２ 

    １０．１９ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３３ 

    １０．２０ 健消理指 Ｈ２８－１８９号 ＴＹ社 今後の諸対応について（消費者トラブル未然防止） 

    １０．２０ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３４ 

    １０．２４ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３５ 

    １０．２４ 健消理指 Ｈ２８－１９０号 ＴＹ社 消費者トラブル未然防止を目的とした消費者問題研修会 

    １０．２５ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３６ 

    １０．２７ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №２３ 

    １０．２７ 健消理指 Ｈ２８－１９１号 滋賀県野洲市の訪問販売事業者登録事項について 

    １０．２９ 健消理指 Ｈ２８－１９２号 滋賀県野洲市の訪問販売事業者登録受付の５社完了について 

    １０．２９ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３７ 

    １１．０１ 健消理指 Ｈ２８－１９３号 悪質な事業者等による解約トラブル又は、かたり商法に注意！ 

    １１．０１ 健消理指 Ｈ２８－１９４号 野洲市消費生活センター 訪問販売事業者登録状況（参考） 

    １１．０２ 健消理指 Ｈ２８－１９５号 愛知県、名古屋市、岐阜県の定期巡回お知らせ 東海地方の会員 

    １１．０４ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３８ 

    １１．０７ 健消理指 Ｈ２８－１９６号 「加盟会社（加盟店）証」及び、「安心のしおり」の無償配布 

    １１．０８ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №３９ 

    １１．１１ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №４０ 

    １１．１１ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №２４ 

    １１．１１ 健消理指 Ｈ２８－１９７号 消費者諸問題研修マニュアルの一部変更における対応について 

    １１．１４ 無記号番号 戸別訪販会員のみの情報提供ファイル 

    １１．１４ 健消理指 Ｈ２８－１９８号 大阪府主催 特定商取引法講習会のお知らせ 

    １１．１７ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №４１ 

    １１．１７ 健消理指 Ｈ２８－１９９号 家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正 

    １１．１８ 健消理指 Ｈ２８－２００号 法定書面交付の周知徹底及び法定書面の無断転写・無断使用禁止 

    １１．２２ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №２５ 

    １１．２２ 健消理指 Ｈ２８－２０１号 名古屋市、定期巡回時における相談状況（会員１０社） 

    １１．２４ 健消理指 Ｈ２８－２０２号 法定書面（領収証及び、お申込売買契約書）の送料免除 

    １１．２４ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №２６ 

    １１．２６ 健消理指 Ｈ２８－２０３号 各種研修会、講習会の募集並びに、年末年始の事業活動について 

    １１．２８ 健消理指 Ｈ２８－２０４号 愛知県内の定期巡回時における相談状況 

（会員３社＝ＴＫ社、ＴＥ社、ＬＶ社） 

    １１．２９ 健消理指 Ｈ２８－２０５号 関係機関による営業現場の介入の諸対応について 

    １１．３０ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №４２ 

    １２．０１ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №２７ 

    １２．０２ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №４３ 

    １２．０５ 健消理指 Ｈ２８－２０６号 滋賀県野洲市の訪問販売事業者登録状況について（全登録完了） 



５／５ 

指導通達日 健消理指の記号番号                   指 導 通 達 内 容 

    １２．０６ 健消理指 Ｈ２８－２０７号 平成２９年の適正な勧誘・集客用チラシ及び、広告物の監修 

    １２．０７ 無記号番号 主な生活環境、住まい、社会問題等の情報ファイル  №２８ 

    １２．０９ 無記号番号 （公財）暴力追放愛知県民会議からの暴力団排除条項について 

    １２．１５ 健消理指 Ｈ２８－２０８号 特殊詐欺事件に対する被害防止の協力要請 愛知県警等より 

    １２．１５ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №４４ 

    １２．１６ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №４５ 

    １２．１６ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №４６ 

    １２．２２ 無記号番号 主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №４７ 

   

 

 


