２／１

２０１８年０６月２０日現在
健康関連取引適正事業団

平成３０年 指導通達及び、情報 通知実績
（平成２９年１２月２５日 ～ 平成３０年１２月３１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

２０１８．０１．１２ 無記号番号
０１．１３ 健消理指 Ｈ３０－１０１号
０１．１６ 健消理指 Ｈ３０－１０２号
０１．１８
０１．１９
０１．２２
０１．２２
０１．２２
０１．２４
０１．２４
０１．２６
０２．０５
０２．０５
０２．０７
０２．０９
０２．１４
０２．１５
０２．１９
０２．２０
０２．２１
０２．２２
０２．２８
０２．２８
０３．０１
０３．０２
０３．０６
０３．０８
０３．０９
０３．１３
０３．１５
０３．１５
０３．１９
０３．２２
０３．２２
０３．２７
０３．２９
０３．２９

健消理指 Ｈ３０－１０３号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１０４号
健消理指 Ｈ３０－１０５号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１０６号
健消理指 Ｈ３０－１０７号
健消理指 Ｈ３０－１０８号
無記号番号
無記号番号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１０９号
健消理指 Ｈ３０－１１０号
無記号番号
無記号番号
無記号番号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１１１号
健消理指 Ｈ３０－１１２号
無記号番号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１１３号
無記号番号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１１４号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１１５号
無記号番号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１１６号
健消理指 Ｈ３０－１１７号
無記号番号
無記号番号
無記号番号

指導通達内容
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０１
新年総会内、消費者諸問題研究会 資料№３０
消費者（契約者、ご家族向）の安心して頂けるように環境作りを
するための健取団ホームページ「自社紹介」掲載について
消費者諸問題研究会の資料送付について
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０１
コンプライアンス講習会の募集 卸・製造業 取引先用
コンプライアンス講習会の募集 信販業 取引先用
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０２
関西地方の消費者行政 販売市場のお知らせ送付
中国・四国地方の消費者行政 販売市場のお知らせ送付
健取団ＷＥＢ「会員企業」の「自己紹介」初回受付について
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０２
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０３
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０４
東海地方の関係機関の定期巡回について
消費者庁からの「消費者月間」予告案内
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０３
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０５
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０６
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０７
医師法の違反行為及び、医薬品・医療機器等法の違反行為
愛知県県民生活課 定期巡回時における会員の相談状況
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０８
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０４
「安心のしおり」無償提供のお知らせ
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０９
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１０
会員ＴＹ社 業務改善指示及び指導・教育期間の設置
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０５
岐阜県県民生活課 定期巡回時における会員の相談状況
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１１
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１２
㈱ユニライフ 消費者諸問題研修会の実施５／７
北海道内の関係機関に定期巡回及び、お知らせ
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１３
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０６
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１４

２／２

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
０３．２９
０３．３０
０４．０２
０４．０４
０４．０５
０４．１１
０４．１２
０４．１６
０４．１７
０４．１９
０５．１９
０４．２４
０４．２５
０５．２１
０４．２７
０４．２８
０５．１０
０５．１４
０５．１７
０５．２１
０５．２１
０５．２１
０５．２６
０５．２９
０５．２９
０５．３０
０５．３１
０５．３１
０６．０１

健消理指の記号番号
健消理指 Ｈ３０－１１８号
健消理指 Ｈ３０－１１９号
無記号番号
無記号番号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１２０号
健消理指 Ｈ３０－１２１号
健消理指 Ｈ３０－１２２号
健消理指 Ｈ３０－１２３号
健消理指 Ｈ３０－１２４号
健消理指 Ｈ３０－１２５号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１２６号
健消理指 Ｈ３０－１２７号
無記号番号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１２８号
無記号番号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１２７号
健消理指 Ｈ３０－１２９号
無記号番号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１３０号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１３１号
健消理指 Ｈ３０－１３２号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１３３号

０６．０１ 健消理指 Ｈ３０－１３４号
０６．０６ 健消理指 Ｈ３０－１３５号
０６．０７ 健消理指 Ｈ３０－１３６号
０６．０８
０６．１３
０６．１３
０６．１５

無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１３７号
無記号番号
健消理指 Ｈ３０－１３８号

０６．２０ 健消理指 Ｈ３０－１３９号
０６．１４ 無記号番号
０６．１９ 健消理指 Ｈ３０－１４０号
０６．１９ 健消理指 Ｈ３０－１４１号

指導通達内容
「消費者諸問題研修マニュアル」の作成及び、配布
法定書面の書面不備、書面不交付を徹底的に改善！
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０７
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０８
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１５
「消費者諸問題研修マニュアル 特商法改正版」について
卸・製造業会員向 会員の権利提供を受けていますか
５月度、消費者月間について
健取団顧問弁護士の相談及び、諸対応について
消費者月間ポスターの送付について（４／２３～送付）
通常総会内の消費者諸問題研究会 資料
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №０９
「過量販売及び、総量規制の規制緩和を試験導入」について
「過量販売及び、総量規制の規制緩和を試験導入」
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１０
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１６
北海道内、関係機関の定期巡回における報告書
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１１
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１２
「過量販売及び、総量規制の規制緩和を試験導入」
法定書面の書面不備及び、書面不交付を速やかに
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１７
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１３
関係機関への販売市場お知らせ送付及び、今後の諸対応について
主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１８
「会員の販売活動のお知らせ」サンプル
東海地方の関係機関への販売活動のお知らせ」送付について
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１４
北陸・甲信越地方の関係機関への販売活動のお知らせ」送付に
ついて
関東地方の関係機関への販売活動のお知らせ」送付について
関西地方の関係機関への販売活動のお知らせ」送付について
九州、沖縄地方（山口県含）の関係機関への販売活動のお知らせ」
送付について
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１５
消費者庁からの注意喚起！ 打ち消し表示、協調表示を適正に
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１６
北海道・東北地方の関係機関への販売活動のお知らせ」送付に
ついて
中国・四国地方の関係機関への販売活動のお知らせ」送付に
ついて
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１７
会員某社に対する「聞き取り調査の上での改善及び、是正
会員某社に対する法定書面等の送付及び、周知徹底事項

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

０６．１９ 無記号番号
０６．２０ 健消理指 Ｈ３０－１４２号
健消理指 Ｈ３０－
号
健消理指 Ｈ３０－
号
健消理指 Ｈ３０－
号
健消理指 Ｈ３０－
号
健消理指 Ｈ３０－
号
健消理指 Ｈ３０－
号
健消理指 Ｈ３０－
号
健消理指 Ｈ３０－
号

指導通達内容
主な生活経済、健康関連、食品関連等の情報ファイル №１８
代表者、責任者各位は法定書面の書面不備を点検して頂きたい！

