
１／２                                  ２０１９年 ４月１９日現在 

 健康関連取引適正事業団 

 

２０１９年 指導通達及び、情報提供 通知実績 
（２０１８年（平成３０年）１２月２５日 ～ ２０１９（平成３１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                   指 導 通 達 内 容 

   
２０１９．０１．０７ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０１ 

０１．０９ 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 №０１ 
０１．１１ 健消理指 Ｋ１９－１０１号 ２０１９年度の各種広告物等の監修 再要請・指導 

     ０１．１７ 健消理指 Ｋ１９－１０２号 健取団ＷＥＢ「会員企業」内の「自社紹介」（無償）受付について

０１．２１ 無記号番号 主な生活環境、役務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 №０２ 

     ０１．２２ 健消理指 Ｋ１９－１０３号 法定書面を適正に交付しないと行政処分又は、摘発事案！！ 
     ０１．２２ 健消理指 Ｋ１９－１０４号 勧誘用チラシ及び、ＤＭハガキ（顧客向）の監修が必要です！ 
     ０１．２４ 健消理指 Ｋ１９－１０５号 ＤＭハガキ及び、勧誘用チラシの健取団監修による提出協力 

０１．２５ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０３ 
     ０１．２９ 健消理指 Ｋ１９－１０６号 健取団指定 ＤＭハガキのサンプル 

０２．０１ 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 №０３ 
     ０２．０１ 健消理指 Ｋ１９－１０７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

０２．０４ 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 №０４ 
０２．０７ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０４ 
０２．１２ 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 

     ０２． 健消理指 Ｋ１９－１０８号 「過量販売及び、総量規制の規制緩和を試験導入」の継続案 
     ０２．１３ 健消理指 Ｋ１９－１０９号 関西地方の警察本部へ販売市場先のお知らせ（資料含） 
     ０２．１３ 健消理指 Ｋ１９－１１０号 東海、北陸地方の警察本部へ販売市場先のお知らせ（資料含） 
     ０２．１３ 健消理指 Ｋ１９－１１１号 全国の警察本部への「販売活動のお知らせ」を送付予定 
     ０２．１４ 健消理指 Ｋ１９－１１２号 北陸・甲信越地方の警察本部へ販売市場先のお知らせ（資料含）

０２．１４ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０５ 
     ０２．１５ 健消理指 Ｋ１９－１１３号 景品類の提供に対するポイント解説 
     ０２．１８ 健消理指 Ｋ１９－１１４号 健取団ホームページの「自社紹介」について 再ご案内 
     ０２．１８ 健消理指 Ｋ１９－１１５号 ３月度～ 関係機関の定期巡回 

０２．１８ 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 
０２．２０ 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 №０７ 

     ０２．２１ 健消理指 Ｋ１９－１１６号 「過量販売及び、総量規制の規制緩和」を継続試験導入（案） 
     ０２．２２ 健消理指 Ｋ１９－１１７号 北海道・東北地方の警察本部へ販売市場先のお知らせ 
     ０２．２２ 健消理指 Ｋ１９－１１８号 中国・四国地方の警察本部へ販売市場先のお知らせ 

０２．２６ 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 №０８ 
０２．２６ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０６ 

     ０２．２７ 健消理指 Ｋ１９－１１９号 関東地方の警察本部へ販売市場先のお知らせ 
     ０２．２７ 健消理指 Ｋ１９－１２０号 関係機関への「販売活動のお知らせ」送付（予定含）について 

０２．２７ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０７ 
     ０２．２８ 健消理指 Ｋ１９－１２１号 2020年4月1日～民法改正のポイント説明 
     ０２．２８ 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 №０９ 

 



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 健消理指の記号番号                   指 導 通 達 内 容 

   
     ０３．０４ 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 №１０ 
     ０３．０４ 健消理指 Ｋ１９－１２２号 岐阜県県民生活課の定期巡回における会員の相談状況 
     ０３．０６ 無記号番号 消費者庁通達 食品表示法の改正 
     ０３．０６ 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 
     ０３．１１ 健消理指 Ｋ１９－１２３号 愛知県県民生活課の定期巡回における会員の相談状況（３社限定）

０３．１１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０８ 
     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 №１２ 
     ０３．１３ 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 
     ０３．１３ 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 
     ０３．１４ 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 №１５ 
     ０３．１５ 健消理指 Ｋ１９－１２４号 消費者行政及び、消費生活センターへの「販売活動のお知らせ」

０３．２０ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №０９ 
０３．２０ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１０ 
０３．２０ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１１ 

     ０３．２２ 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 №１６ 
０３．２２ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１１ 
０３．２２ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１２ 

     ０３．２５ 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 №１７ 
     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 №１８ 
     ０３．２７ 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 №１９ 

０３．２７ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１３ 
     ０３．２７ 健消理指 Ｋ１９－１２５号 「消費者月間」のお知らせについて 
     ０３．２８ 健消理指 Ｋ１９－１２６号 「消費者月間」ポスターのお申込みについて 
     ０３．２８ 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 №２０ 
     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 №２１ 
     ０４．０１ 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 №２２ 

０４．０１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１４ 
     ０４．０４ 健消理指 Ｋ１９－１２７号 関係機関による営業現場の介入（附帯：反社会的勢力の介入） 

０４．０５ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１５ 
     ０４．０８ 健消理指 Ｋ１９－１２８号 ２０１８年度 消費者相談室の対応実績 
     ０４．０８ 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 №２３ 
     ０４．０９ 健消理指 Ｋ１９－１２９号 会員からの要請によるイベント会場視察、関係機関巡回 
     ０４．１１ 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 №２４ 

０４．１１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１６ 
     ０４．１２ 健消理指 Ｋ１９－１３０号 健康セミナー（健康講座、勉強会等）による違法行為を是正！ 
     ０４．１２ 健消理指 Ｋ１９－１３１号 健康食品等の販売する際、違法トークを改善しないと・・・ 
     ０４．１５ 健消理指 Ｋ１９－１３２号 ２０１９年６月１５日、消費者契約法の改正について 
     ０５．１８ 健消理指 Ｋ１９－１３３号 通常総会内、消費者諸問題研究会の資料 
     ０４．１９ 健消理指 Ｋ１９－１３４号 冷凍食品（生肉、魚介類）の完全包装食品に対する届け出 

０４．１９ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１６ 
     ０４．１９ 健消理指 Ｋ１９－１３５号 会員ＪＫ社のイベント会場視察報告書 
 健消理指 Ｋ１９－１  号  
 健消理指 Ｋ１９－１  号  
   

 


