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 健康関連取引適正事業団    

２０２２年度 消費者相談室の対応実績 
   消費者相談室（健取団受付分のみにて、会員直接受付の相談除く） 

 

２０２２年（令和４年）２月 ～ ２０２３年（令和５年）１月  受付分 

 

内外区分 会  員  内 会員外（員外事業者）  

● 行政は、消費者行政担当課 

消費生活センター並びに、 

  警察機関を指す。 

 

● 各会員の「お客様相談室」 

  で受付けた相談件数は除く。 

 

● 会員外・消費者については、 

  商品のアドバイス及び、 

  事業者の照会が多い。 

  また、ホームページを見ての 

  問合せも若干有り。 

 

 

 

相談区分 行 政 消費者 行  政  消費者 

北海道 ―――    １  ―――    １ 

青森県    １    ２    １  ――― 

岩手県  ―――    ３  ―――  ――― 

宮城県  ―――    ６  ―――  ――― 

秋田県  ―――  ―――  ―――  ――― 

山形県  ―――    １  ―――  ――― 

福島県  ―――    １  ―――  ――― 

茨城県    ２    １  ―――  ――― 

栃木県  ―――    １  ―――  ――― 

群馬県  ―――  ―――    １  ――― 

埼玉県  ―――    ２  ―――  ――― 

千葉県  ―――    ３  ―――  ――― 

東京都  ―――  ―――  ―――  ――― 

神奈川県  ―――    ５    ３  ――― 

新潟県  ――― ―――  ―――  ――― 

山梨県  ―――  ―――  ―――  ――― 

長野県  ―――    ３  ―――  ――― 

静岡県  ―――  ―――  ―――  ――― 

富山県  ―――  ―――  ―――  ――― 

石川県  ―――    ２  ―――  ――― 

福井県  ―――    １  ―――  ――― 

岐阜県  ―――  ―――  ―――  ――― 

愛知県  ―――    ３  ―――  ――― 

三重県  ―――    ４  ―――  ――― 

滋賀県  ―――  ―――  ―――  ――― 

京都府  ―――    ２  ―――  ――― 

大阪府  ―――    ８  ―――    １ 

兵庫県  ―――    ３  ―――  ――― 

奈良県  ―――    １  ―――  ――― 

和歌山県  ―――    ２  ―――  ――― 

鳥取県  ―――    ２  ―――  ――― 

島根県  ―――  ―――  ―――  ――― 

岡山県  ―――    １  ―――  ――― 

広島県  ―――    １  ―――  ――― 

山口県  ―――    １  ―――  ――― 

徳島県  ―――  ―――  ―――  ――― 

香川県  ―――  ―――  ―――  ――― 

愛媛県  ―――    ２  ―――  ――― 

高知県  ―――  ―――  ―――  ――― 
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福岡県  ―――    ３  ―――  ―――  

佐賀県  ―――  ―――  ―――  ――― 

長崎県  ―――  ―――  ―――  ――― 

熊本県  ―――  ―――  ―――  ――― 

大分県  ―――  ―――  ―――  ――― 

宮崎県  ―――  ―――  ―――  ――― 

鹿児島県  ―――  ―――  ―――  ――― 

沖縄県  ―――    １  ―――  ――― 

不 明  ―――   １５  ―――  ――― 

合 計   ３件  ８１件   ５件   ２件 

総 合 計           ９１件 

 

④－２ ２０２２年度（第２１期 2022.02.01～2023.01.31） 消費者相談室の対応実績概要 

 

消費者相談室の対応実績概要 

     １ ２０２２年度＝ ８４件（２０２１年度＝１５１件、２０１９年度＝１７７件） 

     ２ ２０２２年度＝ 会員全体 ８４件、 員外事業者、知識教授等の対応は全体 ７件 

     ３ 一方的な問い合わせ又は、電話切れなどは１００件以上を超えると推定する。 

 

     ４ 主な相談概要は、次項Ａ～Ｃの通りである。 

                                                       

 

 

Ａ 会員内・・・会員に対する消費者の相談概要・・・・・ ８４件中の主な事案 

 

      会員内の概要としては、問合せが中心であったが、指導通達、改善などを含め、誤認・違法行為の相談 

内容は次の通りである。 

また、問合せについても次の通りである。            会員＝健取団の会員（販売会社） 

                                                      

 

 

    問題のない又は、違法ではない勘違い的な相談内容 

                                                       

      ◯１ ＤＭハガキに関する問い合わせ・・・・・複数有 

                                                       

      ◯２ 商品代金のお支払いについて・・・・・ 

                                                       

      ◯３ 商品の問い合わせ・・・・・ 

                                                       

      ◯４ イベント会場に関する問い合わせ・・・・・ 

                                                       

◯５ 会員には概ね問題は無いと判断しました。 

                                                       

      ◯６ ＤＭハガキの送付中止依頼・・・・・ 

                                                       

      ◯７ クレジットカード決済について・・・・・ 

                                                       

      ◯８ 契約したのにサービス品が届かない・・・・・ 
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      ◯９ 健康食品（未開封）に対するクーリング・オフ期間外の合意解約について・・・・・ 

                                                       

      ◯10 クーリング・オフは無条件解約であることを認識する・・・・・ 

                                                       

      ◯11 家族からクーリング・オフ期間外の返品について・・・・・ 

 

 

     問題のある相談内容又は、誤認内容 

                                                       

      ●１ 営業トーク上の問題・・・・・医薬品・医療機器等法、健康増進法等の違反（前年同様） 

                                                      

      ●２ 無償で特売品を提供・・・・・景品表示法、消費生活条例等の違反 

                                                       

      ●３ 健康食品に対する不実告知・・・・・医薬品・医療機器等法、健康増進法等の違反（前年同様） 

                                                       

      ●４ この健康食品を飲めば・・・・・ 

                                                       

      ●５ 健康食品に対する書面不備・・・・・特定商取引法違反 

                                                       

      ●６ ８０歳以上の新規契約（販売）は禁止です・・・・・健取団自主行動基準違反 

 

 

 

                                                     

Ｂ員外事業者等・・・消費生活センター又は、一般消費者からのアドバイス要請又は、情報提供等 

        の主な相談内容・・・・・ ７件中の主な事案 

                                                       

      ■Ｑ１ ゲルマニウム・ネックレスの商品価格、保証などをお聞きしたい・・・・・ 

                                                       

      ■Ｑ２ ベットのスプリングに対する質問・・・・・ 

                                                       

      ■Ｑ３ 宣伝講習販売Ｔ社に対する情報を頂きたい。現在はＺ社のようです・・・・・ 

                                                      

      ■Ｑ４ ベットの上に敷くムートンを５０万円位で購入。 

使用していると腰が痛くなります。そのようなことはあるのでしょうか。・・・・・ 

                                                      

      ■Ｑ５ 消費者が宣伝講習販売Ｋ社から商品を購入したようだが、法定書面等が交付されていない。 

          Ｋ社の情報はありませんか。・・・・・ 

                                                      

      ■Ｑ６ １５年以上前、宣伝講習販売で、Ｏ社（健取団の旧会員）から健康寝具を購入したが処分したい 

          のでとの申し出である。・・・・・ 

                                                      

      ■Ｑ７ Ｎ社（ＦＧ）は事業団さんの会員ですか・・・・・ 


