
１／７                                  ２０１９年１２月２５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（令和元年）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 

 



２／７ 

 
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 №１７ 
     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 
     ０４．２２ 健消理指 Ｋ１９－１３６号 福岡県内関係機関の定期巡回報告 ７社分 
     ０４．２２ 無記号番号 訪販ニュース社の記事 健取団「消費者相談室」受付状況 
     ０４．２２ 健消理指 Ｋ１９－１３７号 滋賀県内（滋賀県野洲市）の訪問販売登録事業者の現状 
     ０４．２３ 健消理指 Ｋ１９－１３８号 消費者庁 消費者月間ポスターの無償配布について 



３／７ 

 
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 

   
     ０４．２４ 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 №２５ 
     ０５．０７ 健消理指 Ｋ１９－１３９号 加盟会社（会員企業）証、特大ポスターの配布について 
     ０４．２４ 健消理指 Ｋ１９－１４０号 消費者月間ポスターの送付について 
     ０４．２４ 健消理指 Ｋ１９－１４１号 イベント会場自主点検表の活用について 点検表２枚添付 
     ０４．２５ 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 №２６ 
     ０５．０７ 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 №２７ 

０５．０７ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１８ 
     ０５．０７ 健消理指 Ｋ１９－１４２号 ２０１９年改訂版「安心のしおり」無償配布について（募集） 
     ０５．０８ 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 №２８ 
     ０５．０９ 健消理指 Ｋ１９－１４３号 消費者行政又は、消費生活センターへ「販売活動のお知らせ」 
     ０ 健消理指 Ｋ１９－１  号  

０５．１３ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №１９ 
     ０５．１５ 健消理指 Ｋ１９－１４４号 個人情報の漏えい予防及び、個人情報の必要な管理（添付書面有）

     ０５．１６ 健消理指 Ｋ１９－１４５号 卸業を行う会員各位が常備する誓約書について（誓約書有） 
     ０５．１７ 健消理指 Ｋ１９－１４６号 北海道・東北地方の消費生活センター等への販売活動のお知らせ

     ０５．１７ 健消理指 Ｋ１９－１４７号 関東地方の消費生活センター等への販売活動のお知らせ 
０５．２４ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２０ 

     ０５．２７ 健消理指 Ｋ１９－１４８号 東海地方の消費生活センター等への販売活動のお知らせ 
     ０５．２７ 健消理指 Ｋ１９－１４９号 北陸・甲信越地方の消費生活センター等への販売活動のお知らせ

     ０５．２８ 無記号番号 日本流通産業新聞社 通常総会の記事（自主行動基準緩和を継続）

     ０５．２８ 健消理指 Ｋ１９－１５０号 関西地方の消費生活センター等への販売活動のお知らせ 
     ０５．２８ 健消理指 Ｋ１９－１５１号 中国・四国地方の消費生活センター等への販売活動のお知らせ 
     ０５．２８ 健消理指 Ｋ１９－１５２号 九州、沖縄地方（山口県含む）の消費生活センター等への 

販売活動のお知らせ 
     ０５．２８ 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 №２９ 

０５．２９ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２１ 
     ０５．３０ 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 №３０ 
     ０５．３０ 健消理指 Ｋ１９－１５３号 ＤＭハガキ及び、勧誘用チラシは健取団の監修を受けた上で・・

０５．３１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２２ 
     ０６．０３ 無記号番号 訪販ニュース社 通常総会の記事（過量ガイドライン、緩和措置）

     ０６．０４ 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 №３１ 
     ０６．０７ 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 №３２ 
     ０６．１１ 健消理指 Ｋ１９－１５４号 大阪府警察本部生活経済課 定期巡回の報告書 
     ０６．１１ 健消理指 Ｋ１９－１５５号 会員某社に対する管理医療機器（医療機器）取り扱い指導通達 
     ０６．１１ 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 №３３ 
     ０６．１１ 健消理指 Ｋ１９－１５６号 会員某社のＤＭハガキの監修及び、サンプル 
     ０６．１３ 健消理指 Ｋ１９－１５７号 会員某社のホームページ全体の監修及び、確認 
     ０６．１３ 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 №３４ 
     ０６．１４ 健消理指 Ｋ１９－１５８号 統一名刺の使用は自主行動基準で規制！ 
     ０６．１４ 健消理指 Ｋ１９－１５９号 ＬＳ社 勧誘用チラシの作成及び、監修依頼について 

０６．１７ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２３ 
     ０６．２０ 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 №３５ 

０６．２１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２４ 
     ０６．２５ 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 

０６．２６ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２５ 



４／７                                  

 
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 

   
     ０６．２７ 健消理指 Ｋ１９－１６０号 滋賀県野洲市の訪問販売事業者登録の周知について 
     ０６．２７ 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 №３７ 

０６．２８ 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 №３８ 
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 №３９ 

     ０７．０１ 健消理指 Ｋ１９－１６１号 東海地方の関係機関の定期巡回（お知らせ） 
０７．０２ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２６ 

     ０７．０４ 健消理指 Ｋ１９－１６２号 新規加入会員向 関西地方へお知らせ送付及び、要請事項 
     ０７．０５ 健消理指 Ｋ１９－１６３号 Ｓグループ７社の消費者諸問題研修会の実施 
     ０７．０５ 健消理指 Ｋ１９－１６４号 関西地方の主な消費者行政、消費生活センターへお知らせ送付 

０７．０５ 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 №４０ 
０７．０８ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２７ 
０７．０９ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２８ 

     ０７．１０ 健消理指 Ｋ１９－１６５号 関西地方 関係機関へ販売活動のお知らせ送付 
     ０７．１２ 健消理指 Ｋ１９－１６６号 三重県内の関係機関に定期巡回報告 ８社分 

０７．１７ 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 
０７．１８ 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 №４２ 

     ０７．１９ 健消理指 Ｋ１９－１６７号 愛知県県民生活課への定期巡回報告（３社限定） 
０７．２２ 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 №４３ 

     ０７． 健消理指 Ｋ１９－１６８号 空番号 
     ０７．２２ 健消理指 Ｋ１９－１６９号 関東地方の主な消費者行政、消費生活センターへお知らせ送付 
     ０７．２３ 健消理指 Ｋ１９－１７０号 法定書面（領収証及び、お申込売買契約書）の記載事項の変更 

０７．２３ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №２９ 
     ０７．２５ 健消理指 Ｋ１９－１７１号 大阪府、京都府の定期巡回時における会員の相談状況 
     ０７．３０ 健消理指 Ｋ１９－１７２号 今後の消費者諸問題研修会実施予定及び、研修会等の募集 
     ０７．３１ 健消理指 Ｋ１９－１７３号 消費者庁発刊の「健康食品Ｑ＆Ａ」の提供について 
     ０７．３１ 健消理指 Ｋ１９－１７４号 健取団ホームページ「自社紹介」のお知らせ（再通知） 

０８．０１ 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 №４４ 
     ０８．０１ 健消理指 Ｋ１９－１７５号 野洲市の訪問販売事業者登録状況（会員のみ）８月１日現在 
     ０８．０１ 健消理指 Ｋ１９－１７６号 卸業の会員向 お取引先様へコンプライアンス講習会のお勧め 
     ０８．０１ 健消理指 Ｋ１９－１７７号 Ｋ１９－１７０号の続き 法定書面の変更 

０８．０１ 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 №４５ 
０８．０１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３０ 
０８．０５ 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 №４６ 

     ０８．０６ 健消理指 Ｋ１９－１７８号 「安心のしおり」及び、消費者庁発刊の冊子提供 お知らせ 
     ０８．０６ 健消理指 Ｋ１９－１７９号 北海道・東北地方、北陸・甲信越地方、中国地方 

主な消費者行政、消費生活センターへお知らせ送付 
０８．０９ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３１ 
０８．０９ 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 №４７ 
０８．０９ １０３号－３ Ｓグループへ法定書面の適正交付（再通達） 
０８．０９ 健消理指 Ｋ１９－１８０号 警察機関等の現場介入した場合は健取団に必ず報告を！ 

（添付書類：健取団共通相談処理簿、関係機関介入処理簿） 
０８．０９ 無記号番号 暴追あいち８月号   暴力追放愛知県民会議 
０８．１９ 健消理指 Ｋ１９－１８１号 滋賀県野洲市 訪問販売登録事業者登録 更新申請 会員４社 
０８．２０ 健消理指 Ｋ１９－１８２号 Ｓグループ ホームページの最終確認及び、修正・追加事項 
０８．２０ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３２ 



５／７                                   

 
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 

   
     ０８．２０ 健消理指 Ｋ１９－１８３号 消費増税に伴う「総額表示」の義務付けについて 

０８．２１ 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 №４８ 
０８．２１ 無記号番号 国土交通省 次世代住宅ポイント制度の公示 
０８．２２ 無記号番号 東京都主催 コンプライアンス講習会のお知らせ 
０８．２３ 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 №４９ 
０８．２３ 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 №５０ 
０８．２３ 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 №５１ 
０８．２６ 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 №５２ 

     ０８．２６ 健消理指 Ｋ１９－１８４号 東京都主催コンプライアンス講習会のお知らせなど 
０８．２７ 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 №５３ 
０８．２７ 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 №５４ 
０８．２７ 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 №５５ 

     ０８．２８ 健消理指 Ｋ１９－１８５号 ＪＫ社 抜き打ち会場視察報告 勧誘からイベント終了まで 
０８．２８ 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 №５６ 
０８．２８ 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 №５７ 
０８．２８ 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 №５８ 
０８．２８ 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 №５９ 

     ０８．２９ 健消理指 Ｋ１９－１８６号 宣伝講習販売（ＳＫＨ）の視察日不定の会場視察を終えて・・・

０８．２９ 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 №６０ 
０８．２９ 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 №６１ 
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 №６２ 
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 №６３ 
０９．０３ 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 №６４ 

     ０９．０４ 健消理指 Ｋ１９－１８７号 消費増税の引き上げに便乗した詐欺行為に注意！ 
     ０９．０５ 健消理指 Ｋ１９－１８８号 消費増税に関連した違法広告について 

０９．０６ 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 №６５ 
０９．０６ 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 №６６ 
０９．０６ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３３ 
０９．０６ 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 №６７ 
０９．０９ 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 №６８ 

     ０９．０９ 健消理指 Ｋ１９－１８９号 岐阜県定期巡回のお知らせ 
     ０９．１０ 健消理指 Ｋ１９－１９０号 全国警察本部（警視庁）へのお知らせ送付の予告 
     ０９．１０ 健消理指 Ｋ１９－１９１号 景品類の無償提供に対する解釈及び、重要ポイント 

０９．１０ 無記号番号 （公財）暴力追放愛知県民会議からのお知らせ送付 
     ０９．１３ 健消理指 Ｋ１９－１９２号 ＳＧ向 法定書面を交付しない自体が犯罪！・・・ 
     ０９．１３ 健消理指 Ｋ１９－１９３号 法定書面を交付しない自体が犯罪！・・・・・・・ 

０９．１３ 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 №６９ 
０９．１７ 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 №７０ 
０９．１７ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３４ 
０９．１９ 健消理指 Ｋ１９－１９４号 違法な広告を改善するための健取団の監修又は、確認作業 
０９．１９ 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 №７１ 

     ０９．１９ 健消理指 Ｋ１９－１９５号 ＳＧ向 消費者問題についての質問事項Ｑ＆Ａ 
０９．１９ 健消理指 Ｋ１９－１９６号 消費者問題についての質問事項Ｑ＆Ａ 
０９．１７ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３４ 
０９．１９ 健消理指 Ｋ１９－１９４号 違法な広告を改善するための健取団の監修又は、確認作業 



６／７ 

 
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 

   
０９．１９ 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 №７１ 
０９．１９ 健消理指 Ｋ１９－１９５号 ＳＧ向 消費者問題についての質問事項Ｑ＆Ａ 

     ０９．１９ 健消理指 Ｋ１９－１９６号 消費者問題についての質問事項Ｑ＆Ａ 
０９．２４ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３５ 
０９．２５ 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 №７２ 
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 №７３ 
０９．２６ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３６ 
０９．２７ 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 №７４ 

     １０．０２ 健消理指 Ｋ１９－１９７号 滋賀県野洲市 訪問販売登録事業者 最新登録状況 
     １０．０２ 健消理指 Ｋ１９－１９８号 岐阜県県民生活課 定期巡回報告８社分 

１０．０４ 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 №７５ 
     １０．０８ 健消理指 Ｋ１９－１９９号 健取団ホームページ定期的にご確認下さい！！ 

１０．０９ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３７ 
     １０．０９ 健消理指 Ｋ１９－２００号 インターネット上の自社ホームページの広告に要注意！ 

１０．１０ 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 №７６ 
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 №７７ 
１０．１７ 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 №７８ 
１０．２１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３８ 
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 №７９ 
１０．２５ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №３９ 

     １０．２５ 健消理指 Ｋ１９－２０１号 自社ホームページは違法広告の産物です！！ 健取団の確認を 
１０．２８ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４０ 

     １０．３１ 健消理指 Ｋ１９－２０２号 ＰＳ社 調査・実施の諸対応について 
１０．３１ 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 №８０ 
１１．０１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４１ 
１１．０５ 無記号番号 ２０２０年予定表カレンダーの送付 
１１．０６ 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 №８１ 

     １１．０６ 健消理指 Ｋ１９－２０３号 ＰＳ社 商品パンフレット及び、商品チラシ ４点監修確認 
     １１．０７ 健消理指 Ｋ１９－２０４号 １１月～１２月度 出張予定及び、お知らせ事項 

１１．１１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４２ 
     １１．１２ 健消理指 Ｋ１９－２０５号 「健康食品の正しい利用」及び、「環境美化」の掲示ポスター 

１１．１３ 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 №８２ 
（事前） １１．２５ 健消理指 Ｋ１９－２０６号 ＰＪ社 イベント会場視察（特販）      №事前入力 
（事前） １１．２５ 健消理指 Ｋ１９－２０７号 ＳＡ社 イベント会場視察（特販）      №事前入力 
（事前） １２．０３ 健消理指 Ｋ１９－２０８号 ＳＳ社 イベント会場視察（一般イベント）  №事前入力 
（事前） １２．０３ 健消理指 Ｋ１９－２０９号 ＳＳ社 イベント会場視察（一般イベント）  №事前入力 
     １１．１８ 無記号番号 東京都福祉保健局「食品の適正表示推進者講習会」お知らせ 

１１．１８ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４３ 
１１．２５ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４４ 
１１．２６ 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 №８３ 
１１．２８ 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 №８４ 

     １１．２９ 健消理指 Ｋ１９－２１０号 商品（役務含）販売時の景品提供について 
     １１．２９ 健消理指 Ｋ１９－２１１号 健取団指定の法定書面以外の注文・予約・申込書の類は禁止 

１２．０２ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４５ 
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 №８５ 



７／７ 

 
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 

   
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 №８６ 
１２．０２ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４６ 

     １２．０４ 健消理指 Ｋ１９－２１２号 １１月及び、今後の予定の健取団・消費者諸問題対応実績報告書

     １２．１４ 健消理指 Ｋ１９－２１３号 Ｓグループ各社の消費者諸問題研修会（法定書面主体） 
     １２．１０ 健消理指 Ｋ１９－２１４号 名古屋市消費生活センター定期巡回報告 

１２．１１ 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 №８７ 
１２．１１ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４７ 
１２．１２ 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 №８８ 

     １２．１３ 健消理指 Ｋ１９－２１５号 違法広告を根絶！ 健取団会員の権利を有効に！ 
     １２．１６ 健消理指 Ｋ１９－２１６号 行政処分の８０％以上は書面不備・・・・・ 

１２．１７ 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 №８９ 
１２．１８ 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 №９０ 
１２．１８ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４８ 

     １２．１８ 健消理指 Ｋ１９－２１７号 ２０２０年度の各種広告物及び、勧誘用チラシ（ＤＭ）の受付 
１２．２０ 無記号番号 主な生活環境、役務関連等の情報ファイル №４９ 
１２．２０ 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 №９１ 

     １２．２０ 健消理指 Ｋ１９－２１８号 法定書面「お申込売買契約書」における記載事項の追加について

１２．２３ 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 №９１ 
１２．２４ 健消理指 Ｋ１９－２１９号 ２０１９年 関係機関の定期巡回等のまとめ 
１２．２５ 健消理指 Ｋ１９－２２０号 ２０１９年 指導通達及び、情報提供等のまとめ 

 
 


