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〔広告掲載基準総則〕 

平成２４年４月５日改定 

１．掲載の決定 

徳島新聞社に申し込まれた広告については、本社が「徳島新聞掲載基準」に基づいて

審査し、掲載の可否を決定します。広告の可否の決定については、その理由を説明す

る義務を負いません。 

２．責任の所在 

本紙に掲載された広告について、その内容に関して本社が損害を受けた場合を含め、

広告の内容の責任はすべて広告主にあります。 

３．広告主の明示 

広告に対する責任の所在を明らかにするため、広告主の正式名称、所在地、電話番号

またはホームページアドレスの表示が必要です。インターネットのホームページアド

レス、フリーダイヤルコールだけでは、広告主の所在が不明確なので、住所を明記し

てください。ただし、有名ブランドの商品広告などの場合、本社が容易に責任の所在

を確認できるものはこの限りではありません。 

４．内容・目的の明示 

広告内容および目的は明確に表示してください。一般読者が理解できない内容や意図

の不明なものは掲載できません。 

５．本紙の信頼の確保 

本紙の信頼を損なうおそれのある広告は掲載できません。 

６．人権の尊重 

本紙に掲載される広告は、基本的人権を尊重してください。 

７．法規の順守 

本紙に掲載される広告は、国内法規、国際条約および社会的規範を順守してください。 
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〔広告表示の基準〕【第３版】 

平成 25年 12月 16日改定 

Ⅰ 組体裁および用字、用語 

１．組み体裁は、縦書きは右上から、横書きは左上から書くことを原則とします。 

文字のサイズは、8級（5.5ポイント）を最低とします。 

〈付記〉 

不動産広告の物件概要や旅行法に定められている必要表示事項など各業種の自主規制

や法律で明記することを義務付けられているものは、これまで通り 5．5ポイントを目

安とするが、表記については広告編成部が良否を判断します。 

２．モノクロ広告では、黒ベタの部分は全体の 3 分の１を超える場合、黒ベタの部分を網

点 85％以下にしてください。 

３．記事体の単独広告は、編集記事と区別を明確にするため、サイズに関わらず上部の目

立つ場所に 18級(12ポイント)以上のゴシックで「広告」のクレジットを表示してくだ

さい。 

紙面を逆（天地、表裏）にするなど、読者が紙面を正視できない広告は、メッセージ

性のないデザイン以外掲載できません。ただし全面広告の場合は横位置での掲載を認

めます。この場合広告の下側を紙面外側にします。 

４．文字・用語は、「広辞苑」「現代用語の基礎知識」に記載のない言葉は使用できません。

ケ（箇）、 （門）、年齢を表す場合の才（歳）、 （第）、可愛い（かわいい）などの

略字・当て字は、固有名詞を除いて使用できません。キャッチコピーなどで当て字を

使用する場合は、ルビをふる、「 」で囲むなど、あえて使用していることを強調して

ください。 

５、計量単位はメートル等、法定計量単位を使用してください。坪、インチ等を使用する

場合は 1坪＝3.3㎡など法定単位を併記してください。 

５．「№1」「ベスト」「業界トップ」「業界最大手」「最高峰」など優位性を示す最高、最大

の表現は、客観的に実証された裏づけなく表示できません。この表示をする場合は、

客観的裏付けとなる第三者の調査機関名と発表年月も表示してください。「絶対」「永

遠」「安全」「完全」「万能」「またとない」「確実に○○」などは、裏付けなく断定的な

表現はできません。ただし「超○○」の表記は「価格・生命・健康・業界規制（不動

産広告等）のあるもの」以外は使用できます。 

  また、「県内初・四国初」の表記については広告主の確認で掲載 OKです。 

６．性別、職業、身分、地位、境遇、信条、人種、民族、地域、心身の状態、病気、身体

的な特徴などについて差別の観念を表す言葉、言い回しは基本的人権を侵害するおそ

れがあるので使用できません。ことわざ、成句などの引用についても、その文言の背
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景を考え、差別助長にならないように表現してください。 

７．地図の表記は北を上に表示してください。北を上に表記できない場合は、北の方角を

示す記号を地図内に入れてください。道路表記は正式名称を表示してください。通称

名を表記する場合は正式名称を併記してください。 

８．本紙の企画物には媒体としての制作責任が発生します。企画物のカット、内容につい

て必ず担当部署のチェックを受け、企画・制作＝徳島新聞社○○局のクレジットを入

れてください。用字・用語は記者ハンドブック（共同通信社発行）に準じます。また

徳島新聞社の刊行物、催しなどの広告の用字・用語も記者ハンドブックに準じます。 

９．全ページ広告のトッパン見出しの左右が、写真・カット・見出し・記事などの配置と

無関係に、通しの 70％（266mm）より長い場合は、70％の網掛けをしてください。 

 

Ⅱ 広告の表示と表現内容 

１、責任の所在 

広告に対する責任の所在を明らかにするため、①広告主の正式名称②所在地③電話番号

又はホームページアドレスの表示が必要です。ただし、有名ブランドの商品広告などの場

合、本社が容易に責任の所在を確認できるものはこの限りではありません。 

１．広告の内容、目的 

広告表示で内容が意味不明だったり、文言があまりに抽象的だと読者に誤解を与え、か

えって惑わせる結果となります。広告の目的は消費者に情報を的確に伝え、十分理解され

るものでなければなりません。「環境にやさしい」「地球を守る」等の抽象的な表示は、そ

の根拠となる説明を併記してください。 

シリーズ広告で、当初はあえて広告の意図や具体的内容を隠して回を追って内容を明ら

かにしていくティーザー広告の場合は、シリーズである旨、広告の総回数と順番、最終広

告を除き次回の掲載予定日を広告内に表示してください。 

２．虚偽または誤認される恐れがある表示  

事実や実態を曲げ消費者に誤認させることで効果を上げる広告を「誤認期待の広告」と

いいます。事実や本当の目的を隠し消費者をだます広告はあってはなりません。 

３．社会秩序を乱す表現  

違法とはいえないまでも、過激な性表現、暴力や犯罪を肯定し礼賛するもの、麻薬使用

の賛美、残虐なシーンの描写は、青少年の健全な育成を阻害するおそれが生じるとともに

本紙の品位、信頼性をおとしめることにつながります。著作権を有する本、雑誌、ビデオ

テープ、CD などの広告でも不快を感じる表現はできません。写真集など、芸術性を有する

写真、絵画、イラスト等でも、女性の乳首、ヘア、ヒップラインの鮮明なものは、掲載で

きません。 

４．信用棄損・業務妨害  
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「名誉」が社会的地位、名声など人格などに関するものであるのに対し、「信用」は主に

経済上の社会的評価を指し、「信用棄損」とは経済上の信用が傷つけられることをいいます。

「業務妨害」の「業務」の範囲は、その人や企業が関連する物質的、精神的なものすべて

を含むと解釈されています。「信用棄損」や「業務妨害」は他社との比較、自社の優位性の

強調するあまり競合他社を事実より矮小化したり、ゆがめてしまうことになります。 

５．プライバシー侵害・名誉棄損  

人の名前、写真、談話などは当人の承諾なしに広告に使用することはできません。特に

著名人の場合、名前や写真を勝手に使用すれば、法律上の問題が発生するおそれが多大に

あります。ましてや個人の地位や名声を不当にゆがめたり、傷つける表現、個人的事実を

不当に暴露することは訴訟問題に発展するので掲載できません。雑誌などの広告で少年被

疑者などの氏名、顔写真などを公表する場合の掲載可否は徳島新聞の報道基準により編集

局長が判断します。 

６．個人情報の保護 

商品購入、イベント参加申し込み、アンケートやプレゼントの応募などで得る個人情報

は、広告中にその利用目的を明示しなければなりません。明示した目的以外に個人情報の

利用はできません。また、取得した個人情報を第三者に提供する場合は、本人の同意を得

なければなりません。使用目的が「プレゼントや商品の発送のみに使用します」とあるの

に「性別・年齢・職業など」の表示をもとめるのは、行き過ぎ情報請求となります。 

７．著作物の使用 

著作権のある著作物を広告に使用する場合は、事前に著作権所有者の許諾が必要です。

著作権法によって保護されている著作物には①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著

作物②音楽の著作物③舞踊または無言劇の著作物④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作

物⑤建築の著作物⑥地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著

作物⑦映画の著作物⑧写真の著作物⑨新聞、雑誌誌面など編集著作物⑩プログラムの著作

物⑪情報の選択方法や構成に創作性があるデータベース――があります。これらの著作物

は、権利所有者の許諾を得るなど法律で定められたルールに従えば引用や掲載ができます。

引用の際には出典を明示してください。[ⓒマーク(Copyright の頭文字)は万国著作権条約に

基づく著作権表示です] 

８．他社の商標、マーク等 

他人が登録した商標や意匠は無断で使用できません。未登録の場合でも広く認識された

他人の商標、商品の容器包装などと同一または類似のものを使用することは不正競争防止

法で禁止されています。有名企業、団体の名称、公的機関、団体のマークの無断使用も不

当表示の恐れがあります。 

９．皇室や皇族 

「即位○○周年記念」「ご生誕記念」などの表示は、皇室の尊厳を傷つけないよう配慮し

てください。特に菊花紋章（皇室の紋章）を使用する場合は宮内庁の許可が必要です。「宮
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内庁御用達」の文言は現在この制度が存在しないので使用できません。 

10．外国についての記述 

外国の政府、国民性、製品などについてその国の尊厳を傷つけないよう配慮してくださ

い。特に外国の王室や元首の尊厳を傷つけるようなことが起きると、国際問題につながる

恐れがあります。 

11．国旗や紋章 

日本や外国の威信を損なわないよう配慮してください。なお、国旗・勲章・褒章などは、

所轄官庁、外国の国旗・紋章・旗章はその国もしくは団体の許可なしに商標として使用で

きません。特に赤十字マーク国際連合旗章は広告に使用することが禁止されています。な

お「オリンピック」と「五輪」の文言は一般名詞として使用できますが、オリンピックマ

ーク、大会の標語、開催国の公式エンブレム、マスコットキャラクターの使用は JOC（日本

オリンピック委員会）の許可が必要です・パラリンピックに関する知的財産とイメージは

「商標法」「不正競争防止法」「著作権法」等により保護されています。 

12．通貨や切手 

紙幣の写真、模写をそのままの形または変形した形で使用する場合は、通貨及証券模造

取締法に触れるおそれがあります。硬貨の場合は使い方に注意してください。切手は実物

と明らかに形状が異なる場合は使用が認められています。 

13．デメリット表示 

家電製品や不動産の公正競争規約によりデメリットがある場合、その表示を義務付けて

います。また製品によっては、使用するときの注意すべき事項を表示しなければ、不当表

示になるとの公正取引委員会の見解が出ています。 
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〔選挙に関する広告〕 

１．該当する選挙の公職選挙法を順守してください。 
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〔経済取引に関する広告〕 

１．割賦販売 

分割払い、クレジットを規制する割賦販売法では、「購入者から代金を２カ月以上の期間

にわたり、かつ３回以上に分割して受領することを条件にして『指定商品』『指定権利』『指

定役務』を販売または提供すること」と定義しています。 

法定表示事項は①現金販売価格②割賦販売価格③支払価格④支払回数⑤（現金販売価格

と割賦販売価格の差が 2500円以上の場合は）実質年利－となっています。また法定表示事

項以外の必要表示事項として社名、所在地、問い合わせ先、商品名を明記してください。

なお、単にクレジット販売を扱う広告であれは上記事項の表示は必要ありません。 

 

２．前払い式の割賦販売 

前払い式の割賦販売広告は、「商品の引き渡しに先立って、購入者から 2回以上にわたり

その代金の全額または一部を受領するもの」と定義しており、購入者が月掛けなどで積み

立てた額が全部または一定の額に達した後に商品をわたす方式です。前払い式割賦販売は

一般には禁止されており、取り扱うには経済産業大臣の許可が必要です。 

法定表示事項は①現金販売価格②割賦販売価格③支払価格④支払回数⑤商品の引き渡し

時期―となっています。また経済産業大臣の認可番号の提示を求めることがあります。 

 

３．前払い式特定取引の割賦販売 

前払い式特定取引とは、「月掛け金」などの名称で分割前払い方式により、〇〇友の会や

冠婚葬祭互助会などに商品の購入やサービスの利用の便宜が受けられるシステムのことで、

この場合も経済産業大臣の許可が必要な業態です。 

この広告の必要表示事項は①提供する商品名や役務の内容②商品の引き渡しや役務の提

供を行う業者名③商品の引き渡しまたは役務の提供時期④支払金額と支払回数⑤支払時期

と支払方法⑥解約の条件⑦経済産業大臣が指定した前受け金保証機関名⑧広告主名および

所在地－となっています。この場合も経済産業大臣の認可番号を求めることがあります。

なお、高額な配当をうたった金融商品を扱ったものは、出資法違反の恐れがあるので、掲

載できません。 

 

４．ローン提携販売の広告 

「ローン提携販売」は、購入者と販売業者以外に金融機関と契約を結ぶ点以外は割賦販

売広告と同じです。 

この広告の必要表示事項は①現金販売または提供価格および購入者の支払総額②借入金

の返還（利息の支払いを含む）の期間および回数③借入金の利息など融資手数料の実質年

率④金融機関名－となっています。 
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５．あっせん方式のクレジットカード 

 「割賦購入あっせん」とは次のような仕組みです。 

① 信販会社や専門店会などが割賦購入あっせん業者となって、あらかじめ会員（購

入者）に加盟店（業者）共通のクレジットカードやチケットを発行する。 

② 会員はこれによって加盟店から商品を購入する。 

③ 加盟店は割賦購入あっせん業者からその代金を受け取る（購入者を経由する場

合を含む）。 

④ 割賦購入あっせん業者は会員からその商品代金を分割して回収する。 

 

※さらにクレジットカードやチケットにかえて、インターネットを通じ ID やパスワード

を会員に通知する場合も「割賦購入あっせん」に含まれます。 

販売条件に触れる場合の必要表示条件は次の通りです。 

① 広告上、個々の商品やサービスに触れる場合は、その現金販売または提供価格

と支払い総額 

② 代金の支払い期間および支払い回数 

③ 諸手数料の実質年率 

④ 支払総額の具体的算定例 

⑤ 購入限度額がある場合はその金額 

⑥ その他特約がある場合はその条件内容（保証人、資格、解約など） 

 

６．割賦販売法で定められた使用義務のある用語 

広告に法定表示事項を表示する場合は８ポイント以上の活字を使用してください。  

⑴割賦販売 

現金販売（提供）価格（現金価格）・割賦販売（提供）価格（割賦価格・分割払い価格）・

月賦価格・前払い式割賦販売価格（予約積立価格）・月掛け予約価格・頭金（初回金）・申

込金・支払期間・支払回数（分割回数）・割賦手数料（分割払い手数料）・実質年率・賦払

い金（分割払い金）・月掛け金 

⑵ローン提携販売 

現金販売（提供）価格（現金価格）・支払総額・頭金・申込金・返還期間（返済期間）・返

還回数（返済回数）・融資手数料・実質年率・分割返済金（分割返済額） 

⑶割賦購入あっせん 

現金販売（提供）価格（現金価格）・支払総額・頭金・申込金・支払期間・支払い回数（分

割回数）・割賦購入あっせんの手数料（分割払手数料）・実質年率・支払い分（分割支払額・

分割支払金） 
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７．販売手数料（利息など）の表示 

実質年率で表示してください。 

 

８．通信販売 

 通信販売の広告は、商品の先渡しを原則とします。業者の実体がないものや業態があい

まいで、内容に問題がある場合は掲載できません。 

 通信販売の広告での必要表示事項 

① 商品または権利の販売価格または役務の対価（送料を含まない場合は商品価

格と送料） 

② 商品もしくは権利の代金または役務の対価の支払い時期および方法 

③ 商品の引き渡し時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期 

④ 商品もしくは指定権利の売買契約の申込みの撤回または売買契約の解除に関

する事項（特定商取引法第 15条の 2第 1項ただし書きに規定する特約がある

場合には、その内容を含む） 

商品の引き渡しまたは権利の移転後におけるその取引または返還についての

特約事項（ない場合はその旨） 

⑤ 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所および電話番号 

⑥ 申し込みの有効期限がある場合は、その期限 

⑦ ①以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、

その内容及びその額 

商品の対価および送料以外に購入者に負担がある場合は、その内容および金

額 

⑧ 商品に隠れた瑕疵（かし）がある場合の販売者の責任についての定めがある

場合は、その内容 

⑨ 磁気的方法または光学的方法によりプログラムを記録した物を販売する場合、

または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真

もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役

務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイル

に記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役

務を利用するために必要な電子計算機の仕様および性能その他の必要な条件 

⑩ 商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役

務の提供条件があるときは、その内容 

⑪ 必要表示事項を記載した書類を送ることをもって広告表示の一部を省略する

場合、書類を請求した者にそのための負担がある場合は、その金額 

 

なお、その場合の省略できる項目は次の通りです。⑪でも触れているように、広告スペ
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ースなどの関係で必要表示事項のすべてを表示することが困難な場合は「請求により、省

略した事項を記載した書面を遅滞なく交付する」旨を表示すれば、必要表示事項の一部を

省略してもよいことになっています。その省略基準は次の表のとおりです（消費者庁ホー

ムページより）。 

 

表 示 事 項 
販売価格・送料その他消費者の負担する金

額 

全部表示したとき 全部表示しないとき 

代金の支払い時期 
前払いのとき 省略できない 省略できる 

後払いのとき 省略できる 

代金の支払い方法  省略できる 

商品の引き渡し時期 遅滞なく商品送付 省略できる 省略できる 

それ以外 省略できない 

返品特約 

返品に関する事項 

（返品の可否・返品

の期間等条件、返品

の送料負担の有無） 

 省略できる 

ない 

省略できる 

ない 

販売業者の氏名等  省略できる 省略できる 

申込有効期限  省略できない 省略できない 

商品の隠れた瑕疵に

関する販売業者の責任 

負わない 省略できない 省略できる 

それ以外 省略できる 

ソフトウェアを使用

するための動作環境 

 省略できない 省略できない 

販売数量の制限等特

別の販売条件 

 省略できない 省略できない 

請求により送付する

書面の価格 

 省略できない 省略できない 

 

９．通信販売の本体価格以外の表示 

⑴送料の表示 

販売価格に送料が含まれていない場合は、その旨および金額の具体的な表示が必要です。 

① 一律の場合は「送料○○円」など 

② 地域、量、購入金額などが異なる場合は 

a.送料の条件別に表示 
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b.最低額と最高額のゾーンを表示 

c.大部分が類推できる平均送料を表示 

⑵送料以外の費用の表示 

送料以外に購入者の負担がある場合は「工事費○○円」「梱包料○○円」「組み立て費○

○円」のように内容と費用を明確に表示してください。 

⑶返品に関する表示 

① 返品を認めるときは、「○日以内に返品してください」などと返品可能期間とと

もに表示。この場合、返品に関する費用の負担が購入者なのか広告主なのか表

示が必要です。 

② 返品を条件付きで認めるときは、「キズがある場合および商品が違う場合のほか

は返品できません」などと返品可能な条件を表示が必要です。 

③ 返品を認めないときは、「商品の性格上返品できません」などと表示してくださ

い。 

⑷定期コースに関する表示 

金額の記載があれば、解約に関する文言が必要です。 

⑸代金前払い式の通信販売広告 

前払い式の必要表示事項は、後払い式と同様ですが、代金の支払い時期の表示は省略で

きません。また商品の引き渡し時期は「代金受領後○日以内」「○月○日まで」などと具体

的に表示しなければなりません。なお商品の発送が１週間以上日数がかかる場合は、代金

を受け取った旨と商品の引き渡し時期を購入者に書面で通知しなければなりません。 

⑹子ども向け商品の通信販売 

法定代理人の同意のない未成年者の購入申し込みは、契約が成立しない場合があるので

「未成年者の購入申し込みには、保護者の署名と押印が必要です」との表示が必要です。 

⑺通信販売できない商品 

法令などにより禁止されているものや、わいせつなものなど本社が不適当と認めたもの 
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〔景品類の提供の基準〕 

提供者の主観的意図やその企画の名目を問わず、事業者が経済取引（銀行預金、賃貸、

交換等を含む）に伴う景品類、サービスの提供には、「景品表示法」「独禁法」などにより、

制限があります。事業者が営利を目的としない協同組合、学校法人、地方公共団体等が物

産展、バザー等の経済活動を行う場合はも適用されますが、事業者が物品の供給を受ける

場合（中古車の買い取り等）は、適用されません。 

商品、サービスの購入者または入店者（取引に付随）を対象とした懸賞による景品類の

提供は、個々の店舗が行う「一般懸賞」と商店街、同業組合などが時期を限って行う「共

同懸賞」に分かれます。「総付け景品」は商品購入者または入店者の全員もしくは先着順に

景品類を提供するものです。取引を付随しない場合で、懸賞によるものは「オープン懸賞」

となります。 

 

１．一般懸賞、共同懸賞、総付け景品の最高額 

 区   分 取引価格 最高額 総額の最高限度 

一 般 懸 賞 5000円未満 取引価額の 20倍 売上予定総額の２％ 

5000円以上 10万円 

共 同 懸 賞  30万円 売上予定総額の３％ 

総 付 け 景 品 1000円未満 200円  

1000円以上 取引価額の 10分の２ 

 ※ただし、医療用医薬品業、医療機器業、衛生検査所業は、医療機関等に対して景品類

の提供は禁止。出版物小売業は、総付け景品が 100 円または取引価額の７％のいずれか

高い額の範囲内。不動産業は、総付け景品が取引価額の 10％（上限は 100 万円）となっ

ています。 

 

２．取引価額の算定 

購入額が景品提供の算定の基準となりますが、総付け景品の場合、来店し商品を購入し

ない場合または購入額が 1000円以下未満の場合は、1000円が算定基準となります。一般懸

賞の場合は、来店し商品を購入しない場合または購入額が 100 円未満の場合は 100 円が算

定基準となります。また、商品を購入しない場合でも、その販売店の扱っている商品が高

額な場合、その店で扱っている商品の最低額が算定の基準となります。例えば住宅の見学

会等で景品を提供する場合は、その住宅の値段が算定基準となります。ただし自動車販売

店が自動車関連以外の商品（食料品、自転車など）を扱っている場合などは、その商品の

最低価格が算定基準となります。なお各業界においては、独自の規約がありますので、こ
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の限りではありません。 

 

３．景品類の価額の算定 

景品類と同じ物が市販されている場合はその価格となり、同じ物が市販されていない場

合は景品の提供者が入手した価格または類似品の価格（市価など）を勘案し通常購入され

るであろう価格となります。海外招待旅行も類似したツアーの価格が適用されます。また、

１件の取引において複数の企画がありそれぞれに当選する可能性があるときは、複数の最

高価格を合わせた価格が、景品の対象となります。なお、医薬品は基本、景表法の範囲内

ですが、薬事法薬機法により景品として提供されることが禁止されています乱用の助長に

つながる恐れのあるものは禁止されています。（例：ラベルを張って応募）なお、景品が医

薬品の場合は禁止されています。 

 

４．「懸賞」とみなされるもの 

抽選券、抽選機、あみだくじ、じゃんけんなどによる偶然性を利用するものと、勝者の

予想、クイズ、〇〇コンテストなどで優劣を競うものがあります。 

 

５．景品規制の対象とならないもの 

① 事業者が商品等の供給を受ける取引（例：古本の買い入れ） 

② 原材料の取引 

③ 取引の本来の内容をなすと認められるもの（例：雑誌の付録） 

④ セット販売のもの（例：ランチセット、パック旅行） 

⑤ オープン懸賞の当選者にたまたま事業者の商品購入者がいた場合 

⑥ 商品購入者を紹介してくれた人への謝礼。ただし商品購入者にかぎる場合は除

く。 

⑦ 提供される者からみて対価を支払って取得すると考えにくいもの（例：表彰盾） 

⑧ 仕事の報酬などと認められる妥当な金品 

⑨ 商品購入者に対する値引き 

⑩ 商品のアフターサービスやメンテナンス 

⑪ 商品の使用や役務に必要な物品やサービス（例：充電器、配送サービスなど） 

⑫ 見本その他宣伝用の物品またはサービス 

⑬ 自店割引券その他割引を約する証票の配布 

⑭ 開店披露、創業記念などの行事に際して提供する物品またはサービス 

※ただし値引きに相当するものでも、「抽選の当選者」に限定したり、「プレゼント」など

と表記したりすれば、景品となり規制の対象となります。「福袋」はそれ自体が商品とみ

なされて大丈夫ですが、懸賞景品そのものに対して対価を支払う場合は、刑法の「賭博

及び富くじ」に抵触する場合があるので注意が必要です。 
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６．共同懸賞 

 「共同懸賞」は、次の要件のいずれかに該当することが必要です。 

① 一定の地域における小売業者などの相当多数が共同して行う場合 

② 一定の商店街に属する小売業者、テナントなどの相当多数が共同して行う場合。

ただし、中元、歳末などの時期において年 3 回を限度とし、かつ、年間通算し

て 70日の期間内に行うもの。 

③ 一定の地域において同業者の相当多数が共同して行う場合。ただし、同一メー

カーの販売店や○○販売グループなど系列が同じものや意図的に同業他社を除

いたものが行うものは一般懸賞となります。 

 

７．オープン懸賞 

商品購入や来店（取引付随）を条件としないで、郵便はがき（専用応募用紙のみは不可）、

FAX、電話、インターネットなどで応募すること、発表することが要件です。ただし製造業

者の場合は系列店以外の店舗に専用応募用紙の設置も認められています。また購入する権

利を抽選により決めることもオープン懸賞と認められています。 

最高額＝制限なし        総額＝制限なし 

次のケースはオープン懸賞には該当しません。 

① 商品などを購入することにより、経済上の利益の供給を受けることが可能また

は容易になること 

② 自己と関連のある小売業者またはサービス業者の店舗への来店者のみに対し供

給すること（例：元売業者と系列ガソリンスタンド） 

③ 当選者発表を店舗内だけで行うこと 

④ 当選者に店舗まで商品を取りに来てもらうことは原則として問題ないが、応募

者のほとんどを当選者とし、取りにこさせること 

 

８．新聞のクーポン付き広告 

クーポン券の部分を切り取って使用する、自己の供給する商品またはサービスの割引を

約する証票、見本等の無料提供・資料請求券を約する３種類の証票のことです。粗品、景

品等との引き換え券は新聞との取引付随となり新聞公正競争規約により禁止されています。 

クーポン券の種類 

① 割引券は割引額、割引率に制限はありませんが、100％割引はできません。 

② 見本（等）請求券は、サンプルのほかサービスのお試し券、実売している商品

の最小単位のものも見本として表示すれば、引き換えできます。 

③ 資料請求券は商品、サービスの説明資料であれば問題ありません。 

④ 商品購入券は媒体の広告効果を調査するものであれば問題ありません。またセ



15 

 

 

ット販売する場合は問題ありませんが、新聞との取引付随性や、景品類を提供

する表示はできません。 

クーポン券の表示事項 

広告主名、使用期限、サービス内容を表示してください。 

クーポン券部分は切り取って使用して下さい。 

注意事項 

クーポン券は原則その利用者すべてに等しく提供されるものでなければなりません。

従って抽選による提供はできません。ただし、映画館の収容人数に制限がある場合な

どは「先着○○名様」のような表示は差し支えありません。 

 

９．新聞の景品規制 

① 新聞の一般懸賞、共同懸賞、総付け景品の最高額 

区   分 取引価額 最高額 総額の最高限度 

一 般 懸 賞 5000円未満 取引価額の 10倍 売上予定総額の 0.7％ 

5000円以上 ５万円 

共 同 懸 賞  30万円 売上予定総額の３％ 

総付け景品  取引価額の８％または６カ月

分の購読料の８％のいずれか

低い金額 

 

 

② 共同懸賞 

一定の地域内または商店街の共同懸賞に新聞社と新聞販売店が参加することは可能です。

地方の新聞販売店のみが共同懸賞を行う場合は、最高額は 15万円で総額の限度は売上予定

総額の 1.5％という制限があります。ただし○○新聞系列の販売店がおこなうのは一般懸賞

となります。 

 

③ 編集企画の場合 

新聞社が、その新聞の編集に関連してアンケート、クイズなどの回答、将来の予想など

の募集を行い、その対象者を自己の発行する新聞購読者に限定しないで懸賞により景品類

を提供する場合、景品の最高額は３万円となります。 



16 

 

 

〔価格表示について〕 

平成 25年 10月 1日改定 

１．価格表示 

消費税転嫁対策特別措置法が平成 25 年 10 月 1 日から施行されますした。消費税の円滑

かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の張り替えなどの事務負担に配慮する観点から、表

示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば「税込価格」を表示し

なくてもよいとする特例が設けられます。（同法は、平成 2933年 3月 31日まで適用されま

す） 

※消費者への配慮の観点から、上記の特例を受ける事業者はできるだけ速やかに「税込価

格」を表示するよう努めることとされています。 

※詳しくは財務省・消費者庁等の関係省庁のホームページでご確認ください。 

【具体的な例】 

[例１] 

○○円（税抜き） ○○円（税抜価格） ○○円（税別） ○○円（税別価格） 

○○円（本体） ○○円（本体価格） ○○円＋税 ○○円＋消費税 

[例２] 

個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、広告内の目の付きや

すい場所に明瞭に「価格は全て税抜価格となっています」といった明記をしてください。 

 

※下記のように今まで通りの総額表示での掲載でも問題はありません。 

価格表示は消費税を含んだ総額で表示してください。表示の方法には下記の例があります。 

［本体 100円、税込 1058円の場合］ 

1058円 

1058円（税込み） 

1058円（本体価格 100円） 

1058円（うち税 58円） 

1058円（本体価格 100円、税 58円） 

1058円（税込 1058円）この場合税抜き価格を大きくしたり、色などで目立つようにしたり

することはできません。 

※「メーカー希望小売価格」など直接消費者に売る価格でないものは、総額表示の必要は

ありません。ただし税別の場合はその旨を表示してください。 

※「定価」の表示は書籍など「再販売価格指定商品」に限ります。 

 

２．二重価格の表示 

二重価格を表示する場合は、明確な根拠があるものに限ります。二重価格が架空なもの
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であったり、不正確なものであったりする場合は不当表示となります。 

＜１＞二重価格表示ができないもの 

① 同一でない商品 （車、電気製品などで耐久性、性能など異なるもの） 

同一の事業者が実際に販売している商品については問題となりません。（例：○○

ソフト新バージョン○○円、旧バージョン○○円等） 

② 同一性が認められないもの 野菜・鮮魚など生鮮食料品（タイムサービスを行う

場合の二重価格表示は認められています）、中古品・汚れ物・キズ物・旧型または

旧式の物。 

衣料品等のように色やサイズの違いがあっても同一の価格で販売されているよう

な商品については同一の商品に該当します。 

③ 根拠のあいまいなもの 直輸入品など消費者が価格情報を知りえない商品。 

③ その他 土地、書籍など再販売価格指定商品。 

※二重価格表示のできない商品については、「特価」（特別価格＝通常価格が存在している

から特別がある）という表示はできません。 

＜２＞比較対照価格の種類 

① 過去の販売価格 「当店通常価格」「自店旧価格」「セール前価格」など最近相当

期間（セール開始直近の過去 8 週間のうち 4 週間以上または直近のにわたり少な

くとも２週間以上前まで）にわたって実際に販売したもの。※不動産は独自の基

準がある 

② 将来の販売価格 コンサートチケットの「前売り券」と「当日券」など確実に販

売価格が引き上がるもの。ただし「オープン特価」や「お試し価格」と「セール

終了後価格」などについては将来の不確定な需要状況に応じて変動するものであ

るから適切ではないとの公取委の見解があります。 

③ メーカー希望小売価格 製造業者、卸売業者、輸入総代理店などが希望小売価格

を設定し、あらかじめ新聞広告、カタログ、商品本体への印字等により公表して

いるもの。ただし製造業者が「参考小売価格」や「参考上代」など小売業者に対

してのみ提示している価格は消費者の誤認を招くので不当表示となります。 

④ 競争事業者の販売価格 「市価」を比較対照とする場合は当該事業者が販売して

いる地域で相当数の者が実際に販売している価格を正確に調査されていること。

「特定の競争事業者の販売価格」を対照とする場合は当該事業者の名称、販売価

格、調査日時を正確に明示したもの。 

⑤ 他の顧客向けの価格 同一商品で顧客の条件（顧客の購入時期を含む）に応じて

販売価格が安くなっている場合、その価格とその他顧客向けの高い販売価格 

例：「非会員価格と会員価格」「標準価格と○日限定価格」など 

 

３．おとり広告 
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次のような場合は「おとり広告」となり、不当表示となります。 

① 取引を行うための準備がなされていない場合、その他実際には取引に応じること

ができない場合 

② 供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定内容が明瞭に記載され

ていない場合 

③ 供給期間、供給の相手方または顧客１人当たりの供給量が限定されているにもか

かわらず、その限定の内容が明瞭に記されていない場合 

④ 合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合、その他実際には

取引する意思がない場合 

⑤ 実際に販売される商品が、キズ物、ハンパ物、中古品などであるにもかかわらず、

その旨の表示のないもの 

⑥ 新型の商品であるかのように表示されているにもかかわらず、実際に販売される

商品が旧型品である場合 

⑦ 実際に販売される商品が特売用のものであり、通常販売品と内容が異なるにもか

かわらず、通常販売品であるかのように表示されているもの 

⑧ 実際には値引き除外品または値引き率のより小さい商品があるにもかかわらず、

「全店割引」「オール 30%OFF」「○○製品 3割引き」と表示 

⑨ 実際の販売価格が平常価格と変わらないのに、廉価で販売しているかのような表

示 

⑩ 広告商品の購入に際し、表示価格に加え、配送料、加工料、手数料などが必要な

のに、明瞭な記載がないもの 

⑪ 「閉店セール」「工場渡し価格」「卸値価格」などの用語を、事実に反して使用す

るもの 

⑫ 不当な二重価格表示 

 

４．比較広告 

比較広告が不当表示とならないためには、次の３条件をすべて満たすことが必要です。 

① 広告の内容が客観的に実証されていること。自社調べではなく、第三者または公

的機関が実証している数値や事実を使用していること、または実証方法が妥当な

ものであることが必要です。 

② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用されていること。調査内容が多

岐にわたる場合、比較相手より自社の優位な事項のみピックアップして表示する

こと、または比較相手の劣っている事項のみ表示することは事実に反する不当表

示となります。 

③ 比較の方法が公正であること。異なった条件で行われたにもかかわらず、すべて

の面で優秀であるかのような表示は不当表示となります。 
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〔金融関係に関する広告〕 

１．金融商品の広告 

国債、社債、株式、投資信託、ファンド、デリバティブ取引（先物取引、スワップ取引、

オプション取引など金融派生商品の取引）などの広告の必要表示事項は次の通りです。 

①手数料、保証金などの金額②取引額が保証金などの金額を上回る可能性があればその旨

と比率③損失が生じるおそれがあれば、その旨と理由および金額④その他重要事項 

 

２．金融商品の利息表示 

定期預金、ローン等の利息を表示する場合は銀行業公正競争規約に準じてください。必

要表示事項は次の通りです。 

⑴期間の定めのある預貯金等の金利を表示する場合 

①表示金利が適用されるために必要な預入等の期間②表示金額が適用されるために必要な

預入等の金額（１万円未満は省略化）③変動金利の場合はその旨④元本保証がない場合は

その旨⑤元本割れの生じる可能性がある場合はその旨⑥預金保険の対象でない場合はその

旨⑦外貨建ての場合は通貨の名称⑧利回り、利息額または元利合計額を表示する場合はそ

の計算根拠⑨税引き後の金利⑩商品性に組み込まれた手数料がある場合にはその旨⑪中途

解約ができない場合はその旨⑫外貨預金を円貨で預け入れる場合に適用される為替相場と

公示仲値との差および払い出す場合に適用される為替相場と公示仲値との差⑬外貨預金を

外貨で預け入れ・払い出す場合の取り扱い手数料⑭満期日以降の利息の有無および料率⑮

表示有効期限または基準期日⑯説明書の入手方法 

⑵期間の定めのない預貯金等の金利の表示のある場合 

①表示金利が適用されるために必要な据置期間がある場合はその期間②預入等からの期間

によって異なる金利が適用される場合はその旨③表示金額が適用されるために必要な預入

等の金額（１万円未満は省略化）④残高の多寡によって異なる金利が適用される場合には

その旨⑤変動金利の場合はその旨⑥元本保証がない場合はその旨⑦元本割れの生じる可能

性がある場合はその旨⑧預金保険の対象でない場合はその旨⑨外貨建ての場合は通貨の名

称⑩利回り、利息額または元利合計額を表示する場合はその計算根拠⑪税引き後の金利⑫

商品性に組み込まれた手数料がある場合にはその旨⑬預入または払出しの回数、金額また

は方法等に制限がある場合はその旨⑭据置期間内に解約できない場合にはその旨⑮外貨預

金を円貨で預け入れる場合に適用される為替相場と公示仲値との差および払い出す場合に

適用される為替相場と公示仲値との差⑯外貨預金を外貨で預け入れ・払い出す場合の取り

扱い手数料⑰表示有効期限または基準期日⑱説明書の入手方法 

⑶証券貸付の金利を表示する場合 

①表示金利が適用される貸出の完済までの貸出期間②表示金額が適用される貸出金額③変

動金利の場合はその旨④借入れからの期間によって異なる金利が適用される場合にはその
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旨⑤土地・建物等に担保を設定する場合はその旨⑥利息額または返済額を表示する場合は

その計算根拠⑦返済資産額の入手方法⑧信用供与に際し、保証料、手数料等がかかる場合

（表示金利に含まれている場合を除く）には、その旨およびその金額または料率⑨返済条

件を変更すると手数料がかかる可能性がある場合はその旨⑩表示有効期限または基準期日

⑪説明書の入手方法 

⑷極度貸付の金利を表示する場合 

①表示金利が適用される貸出金額または極度額②極度額または借入残高の多寡によって異

なる金利が適用される場合にはその旨③変動金利の場合はその旨④土地・建物等に担保を

設定する場合はその旨⑤利息額または返済額を表示する場合はその計算根拠⑥信用供与に

際し、保証料、手数料等がかかる場合（表示金利に含まれている場合を除く）には、その

旨およびその金額または料率⑦表示有効期限または基準期日⑧説明書の入手方法 

⑸金利優遇等の内容を表示する場合 

①金利優遇等を得るために必要な取引条件がある場合にはその旨②中途解約をすると金利

優遇等の中止等の不利益を受ける可能性がある場合にはその旨③表示有効期限または基準

期日 

 

３．保険商品の広告 

保険商品の広告は、責任開始時期、保証内容などの制限条件（免責事項）など重要事項

説明義務があります。広告内に詳しい説明ができない場合は、「詳しい内容はパンフレット

で確認してください」と表示し、パンフレットの入手方法を明記してください。 

※保険商品も金融商品の一つですから、登録制となっています。登録のない無尽講、共済

会、NPO法人など保険商品を扱った広告はできません。 

 

４．消費者金融広告 

個人向け無担保無保証貸付けの契約にかかる貸金業者の広告の必要表示事項は次の通り

です。 

① 法第 15条及び内閣府令で定める事項 

② 貸金業協会考査承認番号 

③ 貸金業協会マーク 

④ 協会員番号 

⑤ 協会で指定する商品の内容、契約、債務の返済等を含めた貸金業務全体の相談及

び苦情窓口（掲載の際は罫線で囲むこと） 

※ただし、広告スペースが 1 段以下である広告又は雑報広告（突き出し広告、記事中広告

等を含む）を出稿するにあたっては、上記の②～⑤までの事項の表示は、協会員の任意

とする。 
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〔会員募集に関する広告〕 

１．会員募集広告について 

事前審査のうえ、その事業の実態、内容が妥当なものに限り掲載します。 

（提出資料）営業パンフレット、会員契約書、会則、約款など 

預託金制会員募集の場合は、預託金保全措置の内容が確認できる資料 

次の事項に該当する場合は掲載できません。 

イ) 創立事務所、仮事務所などが臨時的なもの、また会員規約、運営規約、応募要項

など募集形態が不備なもの 

ロ) 事業が計画段階であったり、土地買収、開発許可、建築確認などの法的手続きに

不備があったりするなど、施設の完成度に問題があるもの 

ハ) 施設の収容力を超えて、不当に多数の会員を募集するもの 

ニ) 値上がりによる将来の利益を強調するなど、投機心をあおる表現のもの 

〔必要表示事項〕 

イ) 広告主名、所在地、電話番号 

ロ) 施設名、所在地、交通機関 

ハ) 総募集会員数、今回（第○次）の募集会員数 

ニ) 会員権の種類とその権利内容 

ホ) 入会時に必要な金額とその内訳（預託金については据え置き期間と据え置き期間

後の措置） 

ヘ) 会費、利用料 

ト) 会員権の譲渡の可否及び制限 

チ) 利用開始時期 

リ) 施設の規模、構造 

ヌ) 利用制限などの特別な制約事項がある場合はその旨 

※会員になる費用が比較的少額ですむ業種については、必要表示事項の省略を認めます。 

２．共有制の会員募集の広告 

〔必要表示事項〕 

イ) 募集会員数に表示は、会員数の総口数および今回募集の口数 

ロ) 一室当たりに換算した口数、金額 

ハ) 一口当たりの年間利用可能日数 

ニ) 年会費、利用料金の額のほか管理費が必要な場合はその額 

ホ) 付帯施設（譲渡対象物件以外のレストラン、売店、大浴場、レジャー施設など当

該施設において会員が利用できる施設）がある場合は、その利用可能時期、料金

など 

ヘ) その他、表示は不動産公正競争規約に定められた事項 
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（注）外国に所在する共有制会員募集の広告もこれに準じます 
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〔教育に関する広告〕 

教育に関する広告は、学校教育法、私立学校法などを順守してください。 

１．各種学校、専修学校の広告 

イ) 認可を受けた各種学校、専修学校の学校名表示は、それぞれの認可を受けた名称

通り明確に表示すること。 

ロ) 無許可の教育施設（講習会、学習塾、教室など）は、認可があるものと誤認させ

るおそれのある表示は不可。学校教育法は無認可の教育施設が使用してはならな

い名称があります。 

〔例〕○○大学、○○学校―など 

 

２．資格取得のための講座などの広告 

所定の課程を終了したときに与える資格、称号で、国家試験合格者に与えられる資

格、称号と紛らわしいものは「当会認定の○○士」あるいは「○○士（民間資格）」な

どと明示すること。 

ただし、国家試験に準ずるもの、または社会的に評価の定まったものが与える資格、

称号はその限りではありません。商工会議所の簿記 1・珠算能力検定や各省認定の検定

に基づいて与えられるものなどは、社会的な評価・認知が高い資格でしょう。 

 

３．講座などの広告 

外国語会話教室、学習塾、予備校、通信教育などの広告で講座の受講料を表示する場合

は、次の基準により明示してください。 

イ) 講座期間、回数、授業時間と受講料などは、定められた契約最低単位により表示

すること 

〔例〕「１レッスン、２～３名のグループ授業、1500円」というように最少単位の

みを表示して、１契約単位の期間、回数、授業時間などを明らかにしないものは

掲載できません。 

ロ) 受講内容が多岐にわたり最低契約単位の金額表示が困難な場合は、代金前払いシ

ステムの講座である旨を明記すること 

〔例〕「受講料は入学時の一括納入または学資ローンのご利用で月々お支払いいた

だく方法の二通りがございます」 

 

４．注意事項 

次の事項に該当する場合は掲載できません。 

イ) 教育、技術などの修得を主体とせず、卒業、修了後の収入、就職などを確約、保

証するかのような表現のもの 
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ロ) 裏付けのない合格数・率や就職数・率の実現表示および最大・最高などの表現の

もの 

ハ) 通信教育、塾などの広告で、教育体制の実態が不明確なものや教材や学習器具を

売りつけることを目的としたもの 

ニ) 臨時の講習会、教室、テストなどの広告で、主催者名、費用、期間などの表示の

ないもの 

※また、契約期間が 2か月を超え、契約金額（入学金・受講料・教材費・関連商品代）

が 50,000 円を超える「語学教室」「家庭教師派遣」「学習塾」は特定商取引法の「特定

継続的役務提供」の対象となり、誇大広告や不実の告知の禁止、契約書面の交付の義務

づけ、クーリングオフや中途解約などを認めなければならないことが定められています。 

 

５．その他要望事項 

塾などの広告で合格者や合格率などを掲載する場合、以下の注釈を広告内に併記するこ

とが望ましい。 

イ) 合格者の顔写真・氏名・合格した学校名などを掲載する場合 

掲載される合格者本人の了解を得ている旨 

ロ) 合格率・合格者数などを掲載する場合 

統計の対象となった合格者について、在籍した状況や期間などの具体的な基準を

明記、もしくは全国学習塾協会および経産省のガイドラインなど客観的な基準に

従って統計を取っている旨 
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〔宗教に関する広告〕 

１．宗教団体の広告 

内容、表現が妥当と認められたものに限り掲載します。ただし、次の事項に該当するも

のは掲載できません。 

イ) 信仰による利益を著しく強調したもの 

ロ) いたずらに不安感をあおり、人を迷わせるもの 

ハ) 明らかに非科学的と認められるもの 

ニ) 公序良俗に反するもの 

ホ) 他の宗教団体などの中傷、排撃とみなされる表現のもの 

ヘ) 寄付金募集を目的としたもの（許可が必要） 

ト) その他、本社が不適切と認めた宗教団体のもの 

 

２．加持祈祷、水子供養、吉相印などの広告 

医・薬学を否定する表現などで人心を迷わすものは掲載できません。 

 

３．易、運命鑑定の広告 

鑑定の日時、場所、鑑定料などを明示してください。ただし、次の事項に該当するもの

は掲載できません。 

イ) 広告主の実態があいまいなもの 

ロ) 誇大な表現のもの 

ハ) 読者に不安感をもたせるような表現のもの 

ニ) 通信による占い 

ホ) 実体が不明確なもの、内容、表現が妥当でないと本社が判断したもの 
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〔医療関係の広告〕 

2013年４月１日改訂（赤字部分が変更個所） 

医療広告については、厚生労働省通達の医療広告ガイドライン「医業若しくは歯科医業

又は病院若しくは診療所（デイ・サービスや訪問介護・看護を提供する事業所も含む※県

医務課の見解）に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」

に準じます。特定性・認知性・誘因性の三条件をそなえたものを医療広告と見直します。 

【広告できる事項】 

 （医療法第 6条の５第 1項関係） 

イ) 医師または歯科医師である旨 

ロ) 診療科名 

※別掲１参照 

ハ) 病院または診療所（医療・介護施設を含む）の名称、電話番号及び所在の場所を表

示する事項、管理者の氏名 

ニ) 診療日、診療時間、予約診療の実施の有無 

ホ) 法令に基づき指定を受けた病院・診療所または医師・歯科医師である旨 

ヘ) 入院設備の有無、病床の種別ごとの数、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・その他

の従業者の人数、病院・診療所の施設・設備または従業者に関する事項（据え置き

型の医療機器の一般名称〔CT、MRI、ガンマナイフなど〕、写真・映像、導入台数、

導入日なども可。メーカーが特定されるものは不可。） 

ト) 診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他医療従事者の氏名、年齢、

役職、略歴その他厚生労働大臣が定めるもの〔専門医…※厚労省のホームページで

検索可能〕（略歴は研修期間を除き、一連の履歴を総合的に記載する。ピックアッ

プは認めない）（＜○○学会認定○○専門医＞などの正式な表記が必要） 

また、「○○○センター」の表示は、地域の中核的機能を担う医療機関である場合

は広告可能ですが、個人病院などの中の施設名称である場合は広告としてその名称

（○○○センター）を使用することができません。 

チ) 医療相談、医療安全のための措置、個人情報取扱その他管理・運営に関する事項 

※別掲２参照 

リ) 紹介することのできる病院、保健医療、福祉サービス会社などの名称・所在地・連

絡先など、これらとの施設・設備・器具の共同利用の状況、連携に関する事項（紹

介率・逆紹介率も表示可） 

ヌ) 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、その他医療情報の提供に関

する事項（ホームページアドレス・Eメール・QRコードなど表示可） 

ル) 病院・診療所において提供される医療の内容に関する事項（検査、手術その他の治

療の方法については医療の選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの 
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※別掲３参照 

ヲ) 患者の平均的な入院日数、平均的な外来・入院患者の数、その他医療の提供の結果

に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの 

※別掲４参照 

ワ) その他各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項 

※別掲５参照 

 

※別掲１ 

■医業 

（イ）内科 

（ロ）外科 

（ハ）「内科」 または 「外科」と、下記 a～dとの組合せ（不合理な組合せとなる

ものとして、認められない診療科名がある） 

a) 部位、器官、臓器、組織又はこれらの果たす機能  

頭頸部、頭部、頸部、胸部、腹部、呼吸器、気管食道、気管、気管支、肺、消

化器、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、循環器、肛門、血管、心臓血管、

心臓、腎臓、脳神経、脳、神経、血液、乳腺、内分泌、代謝、脂質代謝、肝臓、

胆のう、膵臓  

b) 疾病、病態の名称  

感染症、性感染症、腫瘍、がん、糖尿病、アレルギー疾患 

c) 患者の特性  

男性、女性、小児、周産期、新生児、児童、思春期、老人、老年、高齢者 

d) 医学的処置  

整形（内科との組合せは不可）、形成（内科との組合せは不可）、美容、心療（外

科との組合せは不可）、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療、不妊治療、

疼痛緩和、緩和ケア、ペインクリニック、漢方、化学療法、人工透析、臓器移

植、骨髄移植、内視鏡 

（ニ）下記の診療科名 

精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放

射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科 

※単独で標榜することができる。（ハ）のａ～ｄの異なる各事項との組み合わせ

も可能。ただし、不合理な組合せとなるものとして、認められない診療科名が

ある。 

（注１）上記 a～dの同じ区分に属する事項をつなげて一つの名称にならないよう

に区切る。 
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例：（誤）「老人小児内科」⇒（正）「老人・小児内科」「老人／小児内科」「内科

（老人・小児）」「老人内科・小児内科」 

（注２）以前は標榜できていたが、標榜できなくなる診療科名 

神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、

気管食道科、胃腸科 

（注３）法令に根拠がないため、標榜することができない診療科名 

女性科、老年科、新生児科、化学療法科、疼痛緩和科、ペインクリニック科、

糖尿病科、性感染症科など 

（注４）不合理な組合せとなるものとして、認められない診療科名 

診療科名 不合理な組合せとなる事項 

内科 整形または形成 

外科 心療 

アレルギー科 アレルギー疾患（「アレルギー疾患アレルギー科」） 

小児科 小児、老人、老年または高齢者（例：「高齢者小児科」など） 

皮膚科 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神

経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、

肝臓、胆のう、膵臓、心臓または脳（例：「呼吸器皮膚科」な

ど） 

泌尿器科 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、

心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食

道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓

または脳（例：「頭頸部泌尿器科」など） 

産婦人科 

（産科・婦人

科） 

男性、小児または児童（例：「男性産婦人科」など） 

眼科 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心

臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、

胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓または心臓

（例：「腹部眼科」など） 

耳鼻いんこう

科 

胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、

内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓ま

たは心臓（例：「消化器耳鼻いんこう科」など） 

（注５）その他県より認可済の診療科目は可。 

■歯科医業 

（イ）歯科 
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（ロ）「歯科」と以下の a 、bとの組み合わせ 

a）患者の特性 

小児など 

b）診療方法の名称 

矯正、口腔外科など 

（注１）診療科の具体例 

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科など 

（注２）上記 aと bを組み合わせた診療科名も可能 

小児矯正歯科など 

（注３）法令に根拠がないため、標榜することができない診療科名 

インプラント科、審美歯科など 

■麻酔科 

厚生労働大臣の許可を受けた医師または歯科医師の氏名を併記する 

 

※別掲２ 

休日または夜間における診療の実施、診療録を電子化している旨、セカンドオピニ

オンの実施に関すること（費用や予約の受け付けに関することも可能）、医療の安

全を確保するための措置、個人情報の取り扱いについて（保護ポリシー、教育訓練

の実施状況、漏えい防止策など）、平均待ち時間（診療科別や曜日別などに広告可

能）、開設日・診療科別の診療開始日など 

 

※別掲３ 

検査、手術その他の治療の方法 

① 保険診療（〔例〕PET 検査によるがんの検査を実施、白内障の日帰り手術を実

施など） 

② 評価療養または選定療養（内容、制度、負担金額などについて、あわせて示

すことが望ましい） 

③ 分娩（分娩費、出産育児一時金受領委任払いの説明などについても広告可能） 

④ 自由診療のうち保険診療または、評価療養・選定療養と同一の検査、手術そ

の他の治療の方法（美容などの目的であるため、公的医療保険が適応さない

が、その手技などは、保険診療または評価療養・選定療養と同一である自由

診療での治療の内容は広告可能。〔例〕顔のしみ取り、イボ・ホクロの除去、

歯列矯正） 

⑤ 自由診療のうち薬事法の承認または認証を得た医薬品・医療機器による検査、

手術その他の治療の方法（〔例〕内服の医薬品による ED 治療、眼科用レーザ

ー角膜手術装置の使用による近視手術） 
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（注）④⑤は公的医療保険が適用されない旨と標準的な費用の併記が必要。標準

的な費用は、窓口で実際に支払う費用の総額が容易に分かるように記載。治療の

内容について、患者などの情報の受け手にとって分かりやすい表現やその説明を

記載すること。治療の方針についても、広告可能な事項の範囲であれば可能（〔例〕

「術中迅速診断を行い、可能な限り温存手術を行います」「手術療法のほかにいく

つかの薬物療法の適用があるので、それぞれのメリット・デメリットを説明し、

話し合いの下で治療方針を決定するようにしています」） 

提供される医療の内容（上記の「検査、手術その他の治療の方法」を除く） 

① 法令や国の事業による医療の給付を行っている旨 

② 往診の実施(往診に応じる医師名、対応する時間、訪問可能な地域なども広告

可能) 

③ 在宅医療の実施（訪問看護ステーションを設置している旨など） 

 

※別掲４ 

    手術の件数、分娩の件数、患者の平均的な入院日数、在宅患者・外来患者及び入

院患者の数、平均的な在宅患者・外来患者及び入院患者の数、平均病床利用率、

治療結果に関する分析を行っている旨または分析結果を提供している旨（分析結

果そのものは広告不可）、セカンドオピニオンの実施、患者満足度調査を実施して

いる旨または実施結果を提供している旨（実施結果そのものは広告不可） 

 

※別掲５ 

    従業員（医療従事者を除く）の氏名・年齢・性別・役職・略歴（略歴は一連の履

歴を総合的に記載しピックアップは不可）、健康検査の実施（実施日、時間、費用、

取り扱う人数、宿泊の有無など）、保健指導・健康相談の実施（日時、実施する医

師の氏名、費用など）、予防接種の実施（接種を勧める対象者、回数、1 回当たり

の費用など）、治験に関する事項（実施医療機関名、治験薬の成分名・開発コード

〔商品名は不可〕など）、患者の受診の便宜を図るためのサービス（費用の支払い

方法、入院患者に提供する医療に関するものを除くサービス・費用、駐車設備、

送迎サービス、携帯電話、貸しテレビ、インターネットの接続環境など） 

 

【広告できる表現方法】  

医業および歯科医業の広告は、医療法によって定められた項目以外表示できません。し

かし、表現について客観性・正確性を確保できれば、以下のように幅広く認めています。 

① 表記として認められたものの写真、イラストなどによる表現 

② 患者などの理解が可能となるように、分かりやすい表現の使用や説明を追加する

こと 
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③ 略号、記号も正確な情報伝達が可能なら差し支えない 

例えば、医師名は医療法第 6 条の５第 1 項 7 号で表記できることから、写真、イラス

トなどによる表現も認められます。また、「人工透析」も分かりやすい表現として表示

可能です。 

④ 「最新の治療法」「最新の医療機器」などは、医学的、社会的な常識の範囲で、事

実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。 

登場してから、何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新

しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても「最新」との表現を使

用することは、虚偽広告や誇大広告に該当する恐れがあります。 

また、新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、

常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当する恐

れがあります。 

【広告できない事項】 

原則「医療法または厚生労働省告示で広告可能な事項以外は広告できない」のですが、

ガイドラインで以下の広告を禁止事項として特に注意します。 

①広告が可能とされていない事項の広告 

イ) 専門外来（診療科目と誤認を与えるため） 

ロ) 死亡率、術後生存率など（評価が可能な段階にないため） 

ハ) 未承認医薬品（海外医薬品、健康食品など）による治療（薬事法で承認された医

薬品による治療などに限定されている） 

ニ) 「著名人も当院で治療を受けた」（優良誤認。事実であっても不可） 

②内容が虚偽にわたる広告（虚偽広告） 

イ) 絶対安全な手術（医学的にありえない） 

ロ) 厚生労働省が認可した○○専門医（資格認定は学会が実施） 

③他の病院、医療機関と比較して優良である旨の広告（比較広告） 

イ) 「日本一」「№１」「最高」「有数」などの表現（客観的な事実であっても使用でき

ない） 

④誇大広告(虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容などで、事実を

不当に誇張し、人を誤認させるもの) 

イ) 「知事の許可を取得した病院です！」（特別な許可を得た病院であるかの誤認を与

える） 

ロ) 「医師数○名（○年○月現在）」（示された年月の時点で事実であっても、その後、

大きく変動があった減少した場合） 

ハ) 「（美容外科の自由診療の際の費用として）顔面○○術 1か所○○円」（目立つよ

うに表示されているが、複数実施したときの 1 か所費用であり、単独では倍近い

費用がかかる旨は小さく書かれているなど、見落とすものと常識的判断から認識
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できる場合） 

⑤客観的事実であることを証明することができない内容の広告（患者や医療従事者の主観

によるものや客観的な事実の証明ができない事項） 

イ) 患者の体験談（広告可能な範囲であっても不可） 

ロ) 「理想的な医療提供環境です」（「理想的」は客観的な証明はできない） 

ハ) 「比較的安全な手術です」（何と比較して安全であるか不明） 

ニ) 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用（医学的・科学的根拠に乏しい文献、テレ

ビでの紹介は、それだけをもっては不可） 

⑥公序良俗に反する内容の広告（わいせつもしくは残虐な写真・映像または差別を助長す

る表現など） 

⑦その他 

イ) 品位を損ねる内容の広告（費用を強調した広告など） 

「今なら○円でキャンペーン実施中！」 

ふざけたもの、ドタバタ的な表現 

ロ) 他法令または他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告 

未承認医薬品、医療用医薬品に関する広告などは、医療に関する広告としても不

可 

【暗示的または間接的な表現の扱い】 

広告可能とされていない事項や虚偽・誇大広告などに該当する場合は認められません。 

①名称またはキャッチフレーズにより表示するもの 

アンチエイジング→不可（診療科名でも診療の内容でもない） 

②表現することが認められたもの以外について、写真、イラスト、絵文字により表示する

もの 

病院の院内施設の配置図や建物の外観写真→可能（他の病院の写真は不可） 

③新聞・雑誌などの記事、医師・学者などの談話、学説、体験談などを引用または掲載す

るもの 

専門家の談話を引用→不可（談話内容が保障されたものと誤認を与えるおそれ） 

④病院などのホームページの URLや Eメールアドレスなどによるもの 

www.gannkieru.ne.jp→不可（「がん消える」を暗示。効果は広告不可） 

⑤医療広告において、電話番号の数字に「１１８２（いいはに）」、「４１－８７７２（よい

はならび）」などのルビの表現はできません。 

 

【植毛相談、視力回復など】 

植毛を行う医療機関を紹介する「相談室」の広告は違法ではありません。ただし、紹介

する医療機関名を明示すれば医療法違反、実際には一つの医療機関を紹介するような「相

談室」は脱法行為と見なされます。また、視力回復は、医業免許のない民間施設でも、当
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該施設で利用者本人が行うマッサージやトレーニング、利用者本人が器具を操作して行う

視力回復行為は医師法違反とはなりませんが、基本的には視力は回復しないというのが

（社）日本眼科医会の見解です。 

【助産師の業務または助産所に関する広告】 

〔必要表示事項〕 

イ) 助産師である旨 

ロ) 助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項、管理者の氏名 

ハ) 就業の日時、予約による業務の実施の有無 

ニ) 入所施設の有無・定員、助産師・従業者の人数、その他これらに関する事項 

ホ) 助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他厚生労働大臣が定めるもの 

ヘ) 医療相談、安全のための措置、個人情報取り扱い、その他管理・運営に関する事項 

ト) 嘱託医師の氏名、病院・診療所の名称、業務に係る連携に関する事項 

チ) 助産録に係る情報、医療情報の提供に関する事項 

リ) その他厚生労働大臣が定める事項 

【法律に基づく医業類似行為（あん摩マッサージ指圧師・はり師、きゅう師等及び柔道整

復師）に関する広告】 

イ) 施術者（柔道整復師）である旨ならびに施術者の氏名及び住所 

ロ) 業務の種類（あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう） 

ハ) 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

ニ) 施術日または施術時間 

ホ) 医療保険・療養費支給が申請できる旨 

ヘ) 予約に基づく施術の実施 

ト) 出張による施術の実施 

チ) 駐車設備に関する事項 

ホ）その他厚生労働大臣が指定する事項 

ヘ）診療所でない場所が「○○クリニック」のように診療所にまぎらわしい名称を付け

ることは医療法上禁止されており、広告することもできません。 

【法律に基づかない医業類似行為に関する広告】 

「カイロプラクティック」「整体」「気功」など法律に基づかない医業類似行為は違法で

はなく、広告規制もありませんが、医療行為を行うような表現はできません。 

クイックマッサージ・足つぼマッサージなどは「気分転換」や「リラックス」などの表

現にとどめてください。 

【獣医師または診療施設の業務に関する広告】 

イ) 獣医師または診療施設の専門科名 

ロ) 獣医師の学位または称号 

ハ) 農林水産省令で定めるもの 
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【その他】 

医療法に基づかない業種で、次のようなものは掲載できません。 

イ) 占いや祈とうなどの広告で病名をあげたり、「治療」「治る」「根治」などの字句を

用いたりしたもの 

ロ) 断食、催眠術などの方法で「医療行為」を連想させる表示のあるもの 
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〔医薬品、医薬部外品、医療機器の広告〕 

 １．医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器は、医薬品等適正広告基準などにより、表

示できる効果・効能の範囲がそれぞれ決められています。 

イ) 承認・許可を受けた名称または一般的名称以外の名称は使用しない 

ロ) 製造方法について実際の製造方法と異なる表現またはその優位性について誤認の

おそれのある表現（例：最高の技術、最も進歩した製造方法など） 

ハ) 効能・効果等の表現は承認を受けた範囲を超えないものとする。また、承認を受

けた効能・効果等の一部のみを特に強調し、特定疾病に専用に用いられる医薬品

または医療機器以外のものについて、特定疾病に専門に用いられるものであるか

のような誤認を与えない表現はしないものとする 

ニ) 承認を要しない医薬品及び医療機器の効能・効果等の表現は、医学薬学上認めら

れている範囲を超えないものとする 

ホ) 成分、分量または本質、医療機器の原材料、形状、構造などについて虚偽、不正

確な表現などを用いて効能・効果等または安全性について事実に反する認識を得

させるおそれのある広告をしないものとする（例：高貴薬配合、デラックス処方、

数種…、各種…、〈配合されている成分名の具体的な全部列記、配合成分数の表示

は可〉、天然成分を使用しているので副作用がない、誤操作の心配のない安全設計

など） 

ヘ) 用法用量について、承認を要する医薬品等は承認を受けた範囲、承認を要しない

医薬品、化粧品、医療機器は医学薬学上認められている範囲を超えた表現、不正

確な表現などを用いて効能・効果または安全性について事実に反する認識を得さ

せるおそれのある広告をしないものとする（例：いくら飲んでも副作用がない、

使用法を問わず安全である、など） 

ト) 効能・効果または安全性についてそれを確実に保証する表現はしないものとする 

（例）「安全性は確認済み」「副作用の心配はない」「○○年の歴史に輝いた△△（商

品名）」「臨床データ」「実験例」「使用前、使用後の図面、写真」「愛用者の感謝の

言葉」「体験談」（使用感の説明、タレントによる製品の説明、提示は可） 

チ) 効能・効果等または安全性についての最大級の表現はしないものとする 

リ) 速効性、持続性などについての表現は、医学薬学上認められている範囲を超えな

いものとする 

ヌ) 本来の効能・効果等とは認められない表現により、その効能・効果等を誤認させ

るおそれのある広告は行わないものとする 

ル) 過量消費または乱用助長を促すおそれのある広告は行わないものとする 

ヲ) 医師または歯科医師の診断、治療によらなければ治癒が期待できない疾患につい

て、それによることなく治癒ができるかの表現はしないものとする 
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ワ) 使用及び取り扱いについての注意の付記 

カ) 品質、効能・効果等、安全性その他について、他社の製品をひぼうするような広

告は行わないものとする 

ヨ) 医薬関係者や一般の人の認識に相当の影響を与える公務所などが指定、公認、推

薦、指導、または選用しているなどの広告は行わないものとする 

タ) 不快または不安恐怖の感じを与えるおそれのある表現を用いた広告は行わないも

のとする 

レ) 著しく品位を損ない、もしくは信用を傷つけるおそれのある広告は行わないもの

とする 

ソ) 医薬品・医薬部外品を食品と同一広告に表示する場合、誤認を生じるおそれがな

いよう、けい線で区切るなどして、両者を明確に区分するものとする 

ツ) 医薬品・医薬部外品・化粧品を同一広告に表示する場合、相互に相乗効果を得ら

れるような誤解を招く表示は行わないものとする 

※ジェネリック医薬品（後発医薬品＝先発の医薬品＜新薬＞の独占販売が可能な特許有効

期間の後に、先発の医薬品と同じ成分、同じ効果で製造される医薬品）は一般向け医薬品

ではありませんので、広告することはできません。ただし、医薬品医療機器等法における

医薬品等の広告に該当しない範囲での企業広告やジェネリック医薬品という概念の普及啓

蒙は可能です。 

※一般用医薬品の通信販売 

平成 25年 12月 13日に「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」が公布され（平成 26

年 6 月 12 日施行）、第 1 類、第 2 類、第 3 類の一般用医薬品のすべてが、インターネット

販売、通信販売等、対面販売以外の特定販売を行うことが可能となりました。ただし、医

師の処方せんが必要となる医療用医薬品は、これまで通り、薬剤師が対面で情報提供・指

導する対面販売のままで、スイッチ直後品目・劇薬についても、他の一般用医薬品とは性

質が異なるため、要指導医薬品に指定され、薬剤師による対面販売が義務付けられていま

す。また、新聞等で通信販売を行うにあたっては、購入者への情報提供として、ネット販

売を行う場合に、ホームページ上に掲載しなければならない事項と同様の事項を、見やす

く表示する必要があります。 

２．医療機器 

医療機器は承認を受けた効能・効果等の範囲を超えた表現はできません。また、広告中

に承認番号あるいは許可番号を表示してください。 

３．治験広告 

承認前などの医薬品を治験試験するための被験者を募集する広告で治験薬の名称、実施

する医師名など表示できない項目があります。 
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〔健康食品などの広告〕 

１．成分本質、効能・効果、形状および用法容用量が医薬品を想定されるような表現や虚

偽、誇大な表現はできません。 

①疾病の治療または予防を目的とする効能・効果 

（例）「肝障害・腎障害を治す」「胃・十二指腸潰瘍の予防」「眼病の人のために」など 

②身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能・効果 

（例）「疲労回復」「強精強壮」「体力増強」「老化防止」など 

③医薬品的な効能・効果の暗示 

イ) 名称またはキャッチフレーズで暗示するもの 

（例）「延命○○」「○○の精（不死源）」「漢方秘法」「不老長寿」など 

ロ) 含有成分の表示及び説明で暗示するもの 

（例）「体質改善、健胃整腸で知られる○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗

効果を持つ」 

ハ) 製法の説明で暗示するもの 

(例)「本邦の深山高原に自生する植物○○を主剤に、△△、××等の薬草を独特の製

造法（製法特許出願）によって製法したものである」 

ニ) 起源、由来などの説明で暗示するもの 

（例）「○○という古い自然科学書をみると『胃を開き、鬱（うつ）を散じ、消化を助

け、虫を殺し、痰（たん）などもなくなる』とある。こうした経験が昔から伝え

られたが故に食前には必ず備えられたものである 

ホ) 新聞、雑誌などの記事、医師、学者などの談話、学説、経験談などを引用または

掲載することで暗示するもの 

（例）「医学博士○○の談『昔から赤飯に○○をかけて食べると癌（がん）にかからぬ

といわれている。…癌細胞の脂質代謝異常ひいては糖質、蛋白（たんぱく）代謝

異常と○○が結びつきはしないかと考えられる』」 

ヘ) 高麗人参と同等またはそれ以上の薬効を有する旨の表現で暗示するもの 

（例）「高麗人参にも勝るという薬効が認められています」 

ト) 「健康チェック」などとして、身体の具合、症状などをチェックさせ、それぞれ

の症状などに応じて摂取を勧めることで暗示するもの 

（例）「思い当たる症状に○をつけて下さい。○が３つ以上の方にお勧めします」 

チ) 「○○の方に」などの表現で暗示するもの 

（例）「○○病が気になる方」「身体がだるく、疲れのとれない方に」 

リ) 「好転反応」に関する表現で暗示するもの 

（例）「摂取すると、一時的に下痢、吹出物などの反応がでるが、体内浄化、体質改善

などの効果の現れである初期症状であり、そのまま摂取を続けることが必要であ
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る」 

ヌ) 「効用」「効果」「効き目」などの表現で暗示するもの 

（例）（１カ月以上飲み続けないと効果はありません）「大学病院でもその効用が認め

られています」 

ル) 「薬」の文字により暗示するもの 

（例）「生薬」「妙薬」「民間薬」「薬草」「漢方薬」「薬用されている」 

④医薬品的用法・用量 

医薬品は、食べたいときに食べる食品と異なり、効能・効果を発揮し、安全性を確保す

るために、服用時期、間隔、量などが「毎食後 30 分以内に水で服用」「1 日 3 回」「1 回２

錠」などと定められています。従って、このような表示があると医薬品的用法・用量にな

りますが、例えば、「１日 10 粒ぐらいを目安としてお召し上がりください」などの表示で

あれば、医薬品的用法・用量には当たりません。ただし、摂取方法が点鼻や舌下であれば

医薬品的用法に当たります。 

⑤成分内容が下記の PDF内にあれば、医薬品となるので、健康食品として掲載できません。
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〔保健機能食品などの広告〕 

保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品があります。 

特定保健用食品には、個別許可型、規格基準型と、条件付き特定保健用食品があり、厚

生労働省によって許可され、認められた範囲内で健康保持・増進効果などを表示すること

が可能です。 

栄養機能食品は、特に許可などを必要とするものではありませんが、ビタミンやカルシ

ウムなど、体に良いといわれる特定の栄養成分が一定量以上含まれる食品のことで、栄養

素の機能に限って表示できます。 

 

特定保健用食品 

特定保健用食品（通称「トクホ」）は表示できる効能・効果は許可されたものです。「許

可等をうけた表示の内容のとおり表示する」としており、普及啓発文言として「食生活は、

主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」と表示することを規定しています。許可

審査の過程で提出されたデータやそれをグラフ化したものは表示しても差し支えありませ

ん。許可を受けた表示の内容以外は「健康増進法」「景品表示法」の規制対象になります。 

 

機能性表示食品 

機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示する食品を言い、

消費者庁への届け出となっています。特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有す

る飲料及び脂質・コレステロール・糖類（単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでな

いものに限る）・ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除き、すべての食品が対象です。

生鮮食品については常温以外の保存の留意事項があれば、その方法を合せて表示する必要

があります。機能性表示食品は販売日の６０日前までに届け出る必要があるため、通販広

告での販売も届け出後６０日以降になります。「食品表示基準」で表示すべき項目は定めて

いるが、その中で広告する場合消費者の判断基準になると思われる表示を以下に挙げてみ

ます。 

・機能性表示食品であること 

・特定保健用食品と異なり、個別審査を受けたものではないこと 

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを（啓発文言） 

・室病の診断。治療、予防を目的としたものでないこと 

 

栄養機能食品 

特定の栄養成分を含むものとして食品表示基準が定める基準に従い、当該栄養成分の機

能の表示をするものです。鶏卵以外の生鮮食品を除いていましたが、平成 27年 3月の制度

変更で生鮮食品も表示が認められました。ただし、生鮮食品で栄養成分の機能を表示する
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場合、常温以外の保存の留意事項があれば、その方法を併せて表示する必要があります。 

個別許可や届け出は必要ありませんが、表示をする際に「栄養機能食品（ビタミンＡ）」

のように、どの栄養成分においての栄養機能食品であるのかの併記が義務づけられていま

す。栄養機能食品の中には、複数の栄養機能を持つものがありますが、それぞれの単独の

機能表示ではなく合わせて表示することも可能です（例：ビタミンＡは夜間の視力の維持

を助け、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です）。表示禁止事項として、食品表示基準

で栄養機能食品に認められた栄養素以外の成分の機能を示す用語、特定の保健の目的が期

待できる旨を示す用語を禁止しています。 

基準値内であれば栄養機能を表示できる成分、その成分が広告可能な栄養機能および注

意喚起表示は以下の通りです。 

※「」内は広告可能な栄養機能表示、（）内はその成分のみにある注意喚起表示。 

ｎ‐3系脂肪酸 「皮膚の健康維持を助ける栄養素です」 

亜鉛 「味覚を正常に保つのに必要な栄養素です」 

「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」 

「たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素

です」 

（亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがあります。乳幼

児・小児は本品の摂取を避けてください） 

カリウム 「正常な血圧を保つのに必要な栄養素です」 

（腎機能が低下している方は本品の摂取を避けてください） 

※カリウムは過剰摂取を回避するため、錠剤・カプセル剤は対象外 

カルシウム 「骨や歯の形成に必要な栄養素です」 

鉄 「赤血球を作るのに必要な栄養素です」 

銅 「赤血球の形成を助ける栄養素です」 

「多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です」 

（乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください） 

マグネシウム 「骨や歯の形成に必要な栄養素です」 

「多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるととも

に、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です」 

（多量に摂取すると軟便（下痢）になることがあります。乳幼児・

小児は本品の摂取を避けてください） 

ナイアシン 「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」 

パントテン酸 「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」 

ビオチン 「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」 

ビタミンＡ 

（β‐カロチン） 

「夜間の視力の維持を助ける栄養素です」 

「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」 
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（妊娠3か月以内又は妊娠を希望される女性は過剰摂取にならない

よう注意してください） 

ビタミンＢ１ 「炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助け

る栄養素です」 

ビタミンＢ２ 「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」 

ビタミンＢ６ 「たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を

助ける栄養素です」 

ビタミンＢ12 「赤血球の形成を助ける栄養素です」 

ビタミンＣ 「皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養

素です」 

ビタミンＤ 「腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素で

す」 

ビタミンＥ 「抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持

を助ける栄養素です」 

ビタミンＫ 「正常な血液凝固能を維持する栄養素です」 

（血液凝固防止薬を服用している方は本品の摂取を避けてくださ

い） 

葉酸 「赤血球の形成を助ける栄養素です」 

「胎児の正常な発育に寄与する栄養素です」 

（胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児

の発育がよくなるものではありません） 

※栄養機能成分共通の注意喚起表示 

 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

１日の摂取目安量を守ってください。 

 特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 

 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。（普及啓発文言） 
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〔薬局、薬店〕 

薬局、薬店の広告中で、乱用を助長したり、不安、不快を与えたりするような表現はで

きません。また、医薬品と医薬品以外のものを同一紙面で広告する場合は、両者を明確に

区別してください。 
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〔エステティック（美顔・痩身など）、化粧品の広告〕 

2013年 12月 16日改定 

〔エステティック（美顔・痩身など）関係〕 

１．次にあげる表示はできません。 

①病院または診療所と紛らわしい名称は表示できません。 

②医療行為と見なされる行為の表示はできません。 

イ) レーザー脱毛 

ロ) アートメーク 

ハ) ケミカルピーリング 

など 

③あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師でなければ禁止されている行為の表示はできま

せん。 

④医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務と誤認させるような表記はで

きません。 

⑤「○日で○○㌔やせた」「○○㌢ウエストが細くなった」など数字による表示や、実行前

と実行後の比較対照写真の使用などで、確実に効能・効果が得られるような表示。 

⑥やせたいところを細くする（部分痩身） 

⑦脱毛行為で「永久脱毛」の表示 

⑧実際の料金を著しく安く見せかけるために、根拠のない数字を実際の料金に比較対照し

て記載した二重価格表示 

⑨通常の顧客をモニターと称しているにすぎず、当該美容サービスの料金が何ら有利なも

のでないにもかかわらず、「モニター半額」などの、あたかもモニターになれば通常の顧

客よりも著しく安い料金で美容サービスの提供が受けられるかのような表示 

⑩かなりの回数にわたるサービスの提供の一括契約しか行われていないにもかかわらず、

あたかも、１回ごとに美容サービスの取引が行われているかのような表示 

⑪実態と異なる「無料体験痩身、美顔コース。先着 50名様」のような表示 

 

２．原稿内容がモニター募集の時は、その方法、目的、条件などを明確に表示してくださ

い。 

以下の法令等を順守してください。 

(1) 保健医療関係法令 

  ① 医師法②あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に関する法律③理学療法士及び作業療法

士法 

      ④栄養士法等。 

(2) 生活衛生関係法令 
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  ① 美容師法②理容師法③公衆浴場法等。 

(3) 薬務関係法令 

  ①薬事法②薬剤師法等。 

 

(4) 経済的行為関係法令 

  ①商法②民法③民事法等。 

(5) 社会・経済関係法令 

  ①特定商取引に関する法律②割賦販売法③消費者契約法④消費者基本法⑤不当景品類及び不当表示

防止法 

   ⑥個人情報保護法等。 

(6) 不適正取引防止等に関する条例 

  ①都道府県条例②消費生活条例等。  

 

※エステティック業界の自主規制を順守してください。 

① 全く欠けることがないことを意味する用語「完全」「完ぺき」「絶対」「永久」「保

証」「必ず」「万全」など 

② 他よりも優位に立つことを意味する用語「世界初」「日本初」「世界一」「日本一」

「超」「業界一」「当初だけ」「他に類を見ない」「抜群」など 

③ 最上級を意味する用語「最高」「最高級」「極」「一級」など 

※①～③は立証できる場合は除く 

④ 医師法・医療法・医薬品医療機器法など、医療および医療類似行為に抵触する用

語 

「治す」「治る」「治療」「療法」「医学的」「医療」「診察」「診療」「診断」「効く」

など 

 

〔化粧品の広告〕 

１．化粧品の効能・効果は「医薬品等適正広告基準」で承認を要しない化粧品についての

効能・効果の範囲が定められています。 

①承認を要しない化粧品の効能・効果の表現の範囲 

頭皮、毛髪を清浄にする 肌を柔らげる 

香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える 肌にはりを与える 

毛髪にはり、こしを与える 肌にツヤを与える 

頭皮、毛髪にうるおいを与える 肌を滑らかにする 

頭皮、毛髪をすこやかに保つ ひげを剃りやすくする 

頭皮、毛髪のうるおいを保つ ひげそり後の肌を整える 
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毛髪をしなやかにする あせもを防ぐ（打粉） 

クシどおりをよくする 日焼けを防ぐ 

毛髪のつやを保つ 日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ 

毛髪につやを与える 芳香を与える 

フケ、カユミがとれる 爪を保護する 

フケ、カユミを抑える 爪をすこやかに保つ 

毛髪の水分、油分を補い保つ 爪にうるおいを与える 

裂毛、切毛、枝毛を防ぐ 口唇の荒れを防ぐ 

髪型を整え、保持する 口唇のキメを整える 

毛髪の帯電を防止する 口唇にうるおいを与える 

（汚れを落とすことにより）皮膚を清浄にする 口唇をすこやかにする 

（清浄により）ニキビ、アセモを防ぐ（洗顔料） 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ 

肌を整える 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ 

肌のキメを整える 口唇を滑らかにする 

皮膚をすこやかに保つ 虫歯を防ぐ（※） 

肌荒れを防ぐ 歯を白くする（※） 

肌をひきしめる 歯垢（しこう）を除去する（※） 

皮膚にうるおいを与える 口中を浄化する（歯磨き類） 

皮膚の水分、油分を補い保つ 口臭を防ぐ（歯磨き類） 

皮膚の柔軟性を保つ 歯のやにを取る（※） 

皮膚を保護する 歯石の沈着を防ぐ（※） 

皮膚の乾燥を防ぐ 乾燥による小ジワを目立たなくする 

※使用時にブラッシングを行う歯磨き類に限る 

注１ 例えば「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする 

注２ 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする 

注３ （ ）内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して限定するもの 

このほか「化粧くずれを防ぐ」「小じわを目立たなくみせる」「みずみずしい肌にみせる」

などのメーキャップ効果及び「清涼感を与える」「爽快（そうかい）にする」などの使用感

の表示は事実に反しない限り認められます。 

 

２．化粧品の特定成分の特記表示 

特定成分の特記表示は認められない場合と、条件付きで認められる場合があります。「化

粧品における特定成分の特記表示について」に詳しい定めがあります。 

①特記表示が認められない場合 

イ) 「生薬エキス」「薬草抽出物」「薬用植物エキス」のように、「薬」の字が含まれる
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もの 

ロ) 「漢方成分抽出物」のように医薬品という印象を与えるもの 

②特記表示が認められる場合 

イ) 「植物成分」「植物抽出液」「天然植物エキス」「海藻エキス」などの表示 

ロ) 特定成分に付して配合目的を併記する場合。ただし。配合目的は化粧品について

の効能・効果の表現の範囲であって事実であること 

 

３．しわ取り効果などの標ぼうについて 

①しわ取り効果などについて 

化粧品の使用による、しわを解消、または予防する効果の標ぼうは、化粧品の効能の範囲

を逸脱しているので認められません。 

②素肌の若返り効果、老化防止効果について 

化粧品の使用による素肌の若返り効果、素肌の老化防止効果の標ぼうは認められません。 

③顔やせ効果について 

化粧品の使用による発汗効果、顔の筋肉の収縮効果、顔やせ効果などは認められません。 

 

４．メーキャップ効果について 

「小じわを目立たなく見せる」などのメーキャップ効果の表示は、事実に反しない限り認

められていますが、それが確実であると保証をする表現は認められません。 

 

５．「美白効果」の医薬部外品と化粧品の違いについて 

「美白」「ホワイトニング効果」などの表現は、薬事法で承認・許可された表現ではあり

ません。明確な説明なくこれらの表現を用いると「黒い肌が白くなる」かのような誤認を

与えますので、これらの用語を用いる際には次の説明を付記する必要があります。 

イ) 医薬部外品では、メーキャップ効果により肌を白く見せる旨、またはメラニン色

素の生成を抑えることにより日焼けを起こしにくい旨 

ロ) 化粧品では、メーキャップ効果により肌を白く見せる旨 

 

６．化粧品の表示に関する公正競争規約（主なものを例示） 

イ) 「安全」「安心」など安全性を意味する用語及び「万能」「万全」「何でも」等効果

が万能万全であることを意味する用語は、断定的に使用することはできません。 

ロ) 「新製品」「新発売」などの用語は、発売後６ヵ月以内でなければ使用することが

できません。 

ハ) 「無添加」「無配合」「不使用」など、ある種の成分を配合していないことを意味

する用語を表示する場合は、何を配合していないかを明示してください。 
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〔有料老人ホームの広告〕 

有料老人ホームとは、老人を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供

またはその他の日常生活上必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるもの（以下「介護

等」という）の供与（他に委託して供与をする場合及び将来において供与することを約す

る場合を含む）をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生

活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいいます。 

ただし、以下のものは有料老人ホームには含まれません。 

○老人福祉施設（老人デイサービスセンター、特別養護老人ホームなど） 

○認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居（認知症高齢者グループホーム） 

○厚生労働省令で定める施設（適合高齢者専用賃貸住宅） 

 

１．広告表示事項 

① 施設の名称、所在地、交通 

② 事業主体者名 

③ 施設の類型 

④ 事業開始年月日 

⑤ 施設において供与される介護等の内容 

・入居者に介護が必要となった場合、外部の事業者による訪問介護等の介護サービス

を利用する必要がある場合はその旨を表示 

・介護保険法の規定に基づく保険給付の対象とならない介護サービスについては、当

該介護サービスの内容及び費用を表示 

⑥ 建物の規模、構造、施設の概要 

・土地、建物が当該有料老人ホームの所有ではない場合は、その旨を表示 

（例）「土地・建物の権利形態 賃借（定期借地権、契約期間○年（平成○年契約））」 

・当該有料老人ホームが設置しているものではない施設、設備である場合は、その旨

を表示 

（例）「○○会運営のクリニックが施設内に併設」 

・当該有料老人ホームの敷地、建物内に設置されていない施設、設備を表示する場合

は、施設外にある旨と有料老人ホームからの距離や所要時間を表示 

・設備について、利用するごとに費用を支払う必要がある場合は、その旨を表示 

・共用施設が複数の用途で使用されている場合は、その旨を表示 

（例）「機能訓練室（教養娯楽室と共用）」 

・当該施設の構造、仕様の一部に異なるものがある場合は、その旨を表示 

（例）「南向き居室、○室中○室」 

⑦ 入居定員および居室数 
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⑧ 入居一時金、利用料、その他の入居者の費用負担の額 

・介護サービスや居室利用に関する費用以外に、入居者が支払う管理費等の費用につ

いては、その内訳を表示 

（例）「管理費の使途：事務・管理部門の人件費、自立者に対する生活支援サービス提

供のための人件費、共用施設の維持管理費」 

⑨ 入居金の返還規定 

⑩ 医療施設との連携内容 

・協力医療機関の名称、当該診療科目、具体的な協力内容を表示 

（例）「○○病院（内科）年に○回の健康診断」 

・入居者が費用を負担する必要がある場合は、その旨を表示（健康保険法等に基づく

医療または療養の給付を受ける際の一部負担金を除く） 

⑪ 居住の権利形態 

・利用権方式（居住部分と介護、生活支援等のサービス部分の契約が一体となってい

るもの） 

・建物賃貸借方式（居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっているもの。

入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は有効になりません） 

・終身建物賃貸借方式（都道府県知事から高齢者の居住の安定確保に関する法律の規

定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたもの。入居者の死亡をもって契約を終

了するという内容が有効） 

⑫ 利用料の支払い方式 

・一時金方式（終身にわたって受領する家賃相当額等の全部または一部を前払い金と

して一括して受領する方式） 

・月払い方式（前払い金を受領せず、家賃相当額等を月払いする方式） 

・選択方式（入居者により、一時金方式と月払い方式のいずれかを選択する方式） 

⑬ 入居時の要件 

a. 入居時自立 

b. 入居時要介護 

c. 入居時要支援、要介護 

d. 入居時自立、要支援、要介護 

⑭ 介護保険 

a. ○○県（市）指定介護保険特定施設（一般型特定施設） 

b. ○○県指定介護保険特定施設（外部サービス利用型特定施設） 

⑮ 介護居室区分 

a. 全室個室 

b. 相部屋あり（○人部屋～△人部屋） 

⑯ 一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかかわる職員体制（要介護者数：
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職員数） 

（a）1.5：１以上（b）2：1以上（c）2.5：１以上（d）3：1以上 

  ・介護職員数を表示する場合は、常勤換算方式による人数を表示し、夜間最少人数を

併記 

⑰ 外部サービス利用型特定施設である有料老人ホームの介護サービス提供体制 

a. 有料老人ホームの職員○人 

b. 委託先である介護サービス事業所名（訪問介護・訪問看護・通所介護） 

⑱ 提携ホームの利用が可能である旨・提携ホームへの移行が可能である旨 

⑲ その他 

・入居者の状態などにより、将来他の居室への住み替えが発生する場合は、その旨を

表示。また、住み替え時の、占有面積の減少、居室の利用に関する権利の変更（消滅）、

追加費用の発生、占有面積減少に伴う入居金の費用調整等の有無についても併せて表

示。 

・入居者の状態によっては、当該有料老人ホームにおいて終身にわたって居住し、ま

た介護サービスの提供を受けられない場合があるにもかかわらず、その旨を明瞭に表

示せず、「終身介護」「生涯介護」「終身利用」「最後までお世話します」「入居一時金に

ついて追加の費用はいりません」等の文言を使用することはできない。 

 

２．有料老人ホームの４類型 

①介護付き有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護） 

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料

老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら、当該有料老人ホームの居

室で生活することが可能です。（介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定

施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、介護付きと表示す

ることはできません） 

②介護付有料老人ホーム（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護） 

類型①とサービスの内容は同じですが、有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成など

を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生

活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、介護付きと表示することはでき

ません。 

③住宅型有料老人ホーム（※） 

生活支援などのサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、

入居者自身の選択により、地域の訪問介護などの介護サービスを利用しながら当該有料老

人ホームの居室での生活を継続することが可能です。 

④健康型有料老人ホーム（※） 

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契
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約を解除し退去しなければなりません。 

（※）特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームは「介護付き」、「ケア付き」

などの表示をすることはできません。 

 

３．注意を要する表示 

①施設内に設置していない設備や自己所有していない施設などについて表示する場合はホ

ームからの距離・時間・設備の設置者名を表示する必要があります。また、施設内に設置

および所有しているものでも利用に際して費用が必要なものはその旨表示してください。 

②ホームは医療機関でないため「看護施設」「医療施設」などの医療機関と誤認される恐れ

のある表示はできません。 

③医療機関について表示する場合は医療法に基づいた表示に留意してくだい。協力医療機

関を表示する場合は、具体的な協力内容と健康保険の自己負担分以外に入居者が負担しな

ければならない費用があれば表示してください。 

 

４．その他の老人福祉施設など 

①養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム（ケアハウス）・グループホーム・

老人デイサービスセンターなどの老人福祉施設は、表示に関する制限は特に設けられてい

ません。 

②高齢者向け賃貸マンションは、老人福祉施設と誤解されるような表現は避けてください。 

民間の高齢者向け賃貸住宅には以下の 3種類があります。 

a. 高齢者円滑入居賃貸住宅 

都道府県知事または各都道府県の指定登録機関に、高齢者が安心・円滑に入居でき

る賃貸住宅として登録されたものをいいます。その登録にあたっては、設備基準や

賃貸の条件における登録基準を満たす必要はあります。 

b. 高齢者専用賃貸住宅 

高齢者円滑入居賃貸住宅のうち、もっぱら高齢者を賃借人とする賃貸住宅のことを

いいます。賃貸借契約を結ぶ住宅のみが対象となり、それ以外のいわゆる利用権な

どの契約による住まいは登録の対象になりません。 

高齢者専用賃貸住宅のうち、下記の要件を満たし、都道府県知事に届け出されたも

のを適合高齢者専用賃貸住宅といいます。適合高齢者専用賃貸住宅は、有料老人ホ

ームの定義から除外されますので有料老人ホームの届け出が不要となります。また、

介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定を受けることが可能になります。 

◇適合高齢者専用賃貸住宅の要件 

・高齢者専用賃貸住宅として登録されていること 

・各戸の床面積が 25㎡以上であること（居間、食堂、台所その他、高齢者が共同し

て利用するために十分な面積を有する共用施設がある場合は 18㎡以上） 
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・各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること（共用部分

に共同利用のための適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各戸に備え

る場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸が水洗便所と洗面設備、を

備えていれば可） 

・前払い家賃の保全措置が講じられていること 

・入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、または健康管理

を実施していること 

c. 高齢者向け優良賃貸住宅 

高齢者向け優良賃貸住宅とは、バリアフリー化した構造・設備が備わっているとと

もに、緊急時対応サービスが受けられる住宅として、都道府県知事が認定した住宅

です。事業者は、整備費及び家賃の減額に対する助成制度を受けることができます。

また、入居者の募集に先立ち、高齢者円滑入居賃貸住宅としての登録が必要となり

ます。 

 サービス付き高齢者向け住宅は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正に伴い、

高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいとして、平成 23 年 10 月に創

設された制度です。改正前の高齢者円滑入居賃貸住宅、行政への事前の登録手続きが義務

付けられました。 

サービス付き高齢者向け住宅にあたっては、バリアフリー構造のほか規模・設備に一定

の基準があり、安否確認や生活相談といった高齢者支援サービスが必須とされています。

また、受領できる金銭が敷金・家賃（共益費含む）・サービスの対価に制限されるなど、契

約関係の基準も定められています。さらに都道府県知事が策定する高齢者居住安定確保計

画において、別基準が設けられている場合があるので、確認が必要です。 

 それらの基準を満たして、都道府県知事・政令市長・中核市長が登録届を受理したもの、

あるいは登録の届出手続き中であって行政の確認を得たものがサービス付き高齢者向け住

宅としての入居者募集が可能になります。また、誇大広告の禁止も義務付けられているこ

とから、正確な情報提供が欠かせません。入居者募集にあたっては、入居希望者の適切な

判断のために以下のような表示が求められます。 

① 広告主の名称または商号、所在地、電話番号 

② 広告主と事業主体者が異なる場合、事業主体者の名称 

③ 事業主体者と運営主体者が異なる場合、運営主体者の名称 

④ 施設の名称、所在地、交通の利便、総戸数・募集戸数、居住面積、敷地面積、建

物の規模・構造・建築年月 

⑤ サービス付き高齢者向け住宅の登録番号（登録手続き中の場合、その旨） 

⑥ 事業主体者が土地・建物を所有していない場合、その権利形態 

⑦ 居住の権利形態（ａ）利用権方式（ｂ）建物賃貸方式（ｃ）終身建物賃貸方式 

⑧ 入居の条件 
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⑨ 生活支援サービスの内容 

⑩ 生活支援サービスの費用 

⑪ 敷金、家賃、管理費又は共益費 ※権利金その他の金銭の受領はできない。 

⑫ 前払いを受領する場合、その旨 

⑬ 有料老人ホームの届け出もされていることを同時に表示する場合、有料老人ホー

ムとして必要な表示事項 

⑭ 入居者が利用する施設又は設備が次のいずれかに該当する場合、その旨 

（ａ）事業者が設置しているものではない 

（ｂ）登録住宅の施設内に設置されていない 

（ｃ）入居者が利用するごとに費用を払う必要 

（ｄ）特定の用途のための専用の施設又は設備として設置又は使用されていない。 

⑮ 設備の構造または仕様の一部に異なるものがある場合、その旨 

⑯ 入居者の居住部分について、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確

保に関する法律施行規則第１３条各号の理由以外（又は同条ただし書きの場合）

で変更する場合、その旨 

⑰ 終身にわたって居住又は介護サービスの提供を受けることができることを表示す

る際、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規

則第１３条各号の理由以外（又は同条ただし書きの場合）により居住又は介護サ

ービスの提供が受けられない場合、その旨 

⑱ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第６条第１項第１０号の高齢者生活支援サ

ービスを提供する者の人数を表示する場合次の人数を表示 

（ａ）サービスを提供する者の総人数及びサービスごとの内訳の人数 

（ｂ）要介護者等以外の入居者に対してサービスを場合、サービスを提供する者の

総人数及びサービスごとの内訳の人数 

（ｃ）夜間におけるサービスを提供する者の総人数及びサービスごとの内訳の人数 

⑲ 高齢者支援サービスを提供する者のうち介護に関する有資格者を表示する場合、

その人数を常勤又は非常勤ごとに表示 

⑳ 施設外観の写真やイラスト（完成図又は完成予想図と表示）を表示する際に、土

地・建物が事業主体者の所有ではない場合、その権利主体 
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〔介護老人福祉保健施設などの広告〕 

「有料老人ホームの広告」の「４．その他の老人福祉施設」の項も参考にしてください。 

介護保険法により、広告できる項目が次のものに制限されています。 

１．名称、電話番号、住所 

２．施設及び構造設備に関する事項 

イ) 療養室（広さ、個人用ロッカー、洗面所等の設備） 

ロ) 機能訓練室（広さ、機械・器具等の設備） 

ハ) 痴呆専門棟を有する介護老人保健施設については、その旨及び定員、施設設備 

ニ) 食堂（広さ、設備等） 

ホ) 談話室、レクリエーション・ルーム（広さ、テレビ・ソファー等の設備） 

ヘ) 浴室（特別浴槽等の設備） 

ト) 当該介護老人保健施設の協力病院及び協力歯科医療機関 

チ) 当該介護老人保健施設に在宅介護支援センターを設置している場合は、その旨及

びその事業内容 

リ) 当該介護老人保健施設に訪問看護ステーション又は特別養護老人ホーム等を併設

している場合は、その旨およびその事業内容等 

ヌ) その他特色ある施設（ボランティア・ルーム、家族介護教室等の設置状況） 

３．職員の配置員数 

イ) 介護老人保健施設に配置される常勤職員の職種ごとの員数 

ロ) 医師又は看護師の技能、経歴、年齢または性別に関する事項 

４．提供されるサービスの種類及び内容 

イ) レクリエーション、理容・美容・その他日常生活上（入浴回数、機能訓練の回数

等）のサービス内容 

ロ) 指定通所リハビリテーション又は指定短期入所療養介護を実施している介護老人

保健施設については、その旨。指定通所リハビリテーションについては、その定

員及び実施時間 

ハ) 利用料の徴収できる「特別な療養室」を有する施設については、その旨及びその

室数 

ニ) 紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、病院又は

診療所の名称 

ホ) 当該介護老人保健施設によるサービスの提供に関する諸記録に係る情報を開示す

ることができる旨 

ヘ) 医療の内容に関する事項は広告できない 

５．利用料の内容 
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介護老人保健施設において徴収する利用料（日常生活費その他の費用を含む）の費目、金

額、支払い方法及び領収について 

６．その他 

広告内容は虚偽であってはならないこと 
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〔人事に関する広告〕 

１．求人広告 

人事募集広告は労働基準法、職業安定法などを順守してください。 

〔必要表示事項〕 

イ) 雇用主の名称、所在地、電話番号 

ロ) 業種、職種名（または従事する仕事の内容） 

ハ) 応募資格（学歴・職歴・経験など） 

ニ) 勤務条件（労働時間・特殊な時間帯勤務の場合はその旨、交通費負担の有無・社

会保険の有無・就業地が所在地「本社」と異なるときはその就業地など） 

ホ) 雇用関係（正社員・パート社員・アルバイト社員・委託販売員などの別） 

ヘ) 給与（賃金）およびその内容 

① 金額を明示する場合は、雇用後確実に支給される金額に限ります。 

② 金額を明示しない場合は「当社給与規定による」「給委細面談の上決定」など

の表示は認めます 

③ 歩合給、能率給、出来高給、奨励給など臨時的な諸手当は金額表示できない。

ただし計算基礎金額の表示はできる 

④ 臨時的雇用関係（パート・アルバイト）の場合は、日給（時給）の賃金単位

を明示 

 

２．委託販売員の募集 

イ) 広告主名の表示を正確にしてください 

ロ) 業種の表示を正確にしてください「委託販売員」である旨を明記する 

ハ) 職種・業務内容を明確に表示してください 

ニ) 社員でないのに「幹部候補」など、将来社員になれるかのような表現はしないで

ください 

ホ) 賃金が歩合制である旨を明確に表示してください 

 

３．次の各項に該当するものは掲載できません。 

イ) 年少者：満 15歳未満の年少者は原則として労働者として使用できません。ただし、

修学時間外の軽労働や演劇出演などは、行政官庁の許可を得ればできることにな

っています。 

ロ) 年齢制限の禁止：労働者の募集・採用に当たっては、年齢制限をしてはいけない

ことが義務化されました。 

※ただし、例外的に年齢制限を認める場合があり、次の項目が該当します。▽定年年

齢を下回ることを条件として正社員を募集・採用するとき▽労働基準法等で年齢制限
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が設けられている業務のとき▽長期勤続による職業能力の開発を図る目的で、若年者

らを正社員として募集・採用するとき▽技能・知識の継承の観点から、社内のいびつ

な年齢構成を是正する目的で正社員を募集・採用するとき▽芸術・芸能分野で特定の

年齢層を募集・採用するとき▽高齢者の雇用を促進する目的で 60歳以上を募集・採用

するとき（厚生労働省令 130号） 

ハ) 雇用主が労働争議中のもの 

ニ) 車の持ち込み：自家用車を運送の用に供することは、原則として禁止されていま

すが、持ち込みの契約内容によっては、国土交通大臣の許可、または届け出があ

れば可能な場合があります 

ホ) 前借り制度など：いわゆるバンスなど労働することを条件に前貸ししたものを、

労働賃金と相殺するような行為は禁止されています 

ヘ) 私書箱・局留など臨時的あて先を用いるもので、広告主の実体が不明なもの 

ト) 将来に向かって確約する表現で、相当の実績のないもの 

（例）「○カ月研修後幹部登用」「海外旅行制度あり」など 

チ) 風俗営業関係で、風紀上好ましくないと思われるもの 

リ) 人事募集にみせかけ、他の不純な目的を企図したもの 

ヌ) その他、実体に問題があると本社が認めたもの 

 

４．その他 

イ) 新卒予定者の募集：高校新卒者は卒業年の 7 月 1 日より掲載できます。新卒高卒

者を募集する場合には、ハローワークに届け出済みの受理番号などの明記が必要

です。中学卒業者は厚生労働省の規制に従ってください。 

ロ) 日本の企業で海外勤務要員を募集する広告については、雇用主の実体が確認でき

る資料の提出を求めます。（在外公館、機関などの裏付け保証など） 

ハ) 外国に本拠地を持つ事業者が国内や海外に勤務する要員を募集する広告について

は、雇用主の実体が確認できる資料（前項同様）の提出を求めます。 

ニ) 国籍、男女、職業などの差別を感じさせる表現のものは、掲載できません。 

 

５．尋ね人の広告 

原則として、広告主と尋ね人との続柄は３親等以内の肉親に限ります。○ア警察に捜索願

を提出し受理されている○イ広告主と尋ね人との続柄は 3親等以内の肉親である（夫婦は NG）

○ウ証明書や念書を広告編成部に提出する○エ本文の連絡先は警察、が条件です。 

イ) 暗号めいた文章のものは掲載しません 

ロ) 目的が人権侵害のおそれのあるものは掲載しません 

ハ) 依頼者の住所、氏名、続柄、電話番号、理由などを記入の上、所定の掲載申込書

を提出してください。 
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６．退社に関する広告 

退社の理由いかんにかかわらず、退職者の実名表示のある一方的な告知広告は掲載で

きません。 

 

７．差別的表現のある広告 

イ) 人種、民族、国籍、性、職業、門地、心身のハンディその他で不当に差別したり、

侮辱している広告や、いわれなき差別的表現のあるものは掲載できません。 

ロ) 興信所、探偵社などの広告で、基本的人権を侵害するおそれのある表現をしたも

のは掲載できません。 
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〔求人広告掲載細則〕 

１．雇用主の名称 

  原則としてフルネームで表示すること。ただし、アルファベットの社名の場合や通称

を表記する場合、一般になじみがあると判断できる場合は可。 

 

２．雇用主の所在地 

  行政上の名称で表示すること。 

 

３．雇用主の業種 

イ) 説明困難な場合は取扱商品の表示でよい 

ロ) 募集職種の表示で業種が想定できる場合は、業種表示の省略を認めることがある 

 

４．雇用、身分 

イ) 臨時的雇用の従業員の場合は、常雇用と誤認されるおそれのある表示はできない。

（例）「社員」「部員」「課員」「幹部候補生」など 

ただし、就業規則などで臨時的雇用の従業員に対して通称として使用している場合

は事前審査の上、認めることがある 

（例）「○○メイト」「××アドバイザー」など 

ロ) 「嘱託社員」「アルバイト社員」「パート社員」「派遣社員」の表示は、常雇用と誤

認されるおそれがある表示とはみなさない 

 

５．職種 

イ) 原則的には「営業」「非営業」の別を分かりやすく表示すること。ただし、小規模

事業などで職種を限定できない実態にある業種については、「店員」「従業員」「ス

タッフ」表示を認めることがある。 

ロ) 職種名に代えて従事する業務の内容を表示してもよい。 

ハ) 外来語を使用した職種については、雇用主の業界で一般化した職種の呼称表示につ

いては認めるが、不明確な職種名は表示できない。 

 

６．給与表示 

金額を明示する場合は雇用後確実に支給される金額に限ります。 

金額を明示しない場合は「当社給与規定による」「給委細面談の上決定」などの給与決定

方法を明示してください。 

①金額表示ができるのは以下のものに限る 

イ) 固定給 
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A) 手当を含まない基準内賃金（基本給） 

B) 基準内賃金に固定的手当を加えた額を固定給として表示することもできる。 

（月額の給与表示例）「給与」「給」「月給」「固定給」「固給」 

ロ) 固定的手当（月額）勤務状態や業績によって変動しない手当 

（例）家族手当、通勤手当、地域手当、資格手当、技術手当、職務（種）手当など 

（注）時間外手当、能率給、歩合給を含めてはならない。 

ハ) 日給、時給 

一律に支給される固定的金額のみ単位を明らかにして表示できる「日収」は表示

できない。 

ニ) 年俸、年収、週給 

制度化されて雇用契約の内容になっており、かつ実際に採用されている場合のみ

事前審査の上、表示を認める。 

②以下のものは金額表示できない。制度名または名称のみの表示に限る 

イ) 歩合給、能率給、出来高給 

ロ) 臨時的手当＝勤務状態や業績によって変動する手当 

（例）精勤手当、時間外手当など 

ハ) 満了報奨金・満了慰労金について、金額を表示することは、条件等により必ずし

も支給されるわけでないためのぞましくない。 

ただし、金額表示をする場合は、満了期間及び金額の近くに「支給条件有」を併

記してください。 

③賞与は前年（期）実績または労使間で決定済みのもののみ表示できる。月換算の社員平

均支給率で表示することが原則だが、過去の実績に限り根拠のある金額表示ができる。 

④昇給については昇給制度についてのみ表示でき、昇給額、昇給率は表示できない。ただ

し、研修期間終了後の正社員登用時の金額表示はこの限りではない。 

（例）「初任給○○万円（３カ月研修中）研修後○○万円」など 

⑤時間外勤務が常態になっている場合の表示は、時間外勤務時間数を明らかに表示しても

かまわない。ただし、「給与」と表示はできない。 

 （掲載不可例） 

 「給与 30万円（残業 30時間含む）」：給与に残業を含めるのは不可 

 「月収 30万円」         ：条件明示のない月収表示は不可 

⑤時間外勤務を含めて交代制勤務が常態となっている場合は次のものに限って月収表示が

できる。この場合交代制勤務であること、または夜勤が有ることを明記してください。 

 （該当職種例）看護師、工場、警備員、など 

 （表示例）「看護師 月収○○万円 固定給＋残業＋夜勤あり」など 

⑥月収例を表記する場合は、給与の最低額を記載の上、文字サイズは控えめにして、金額

に対する説明を明記して下さい。 
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⑦タクシー運転手の場合は、上記のような雇用形態に加え、走行距離、売り上げノルマな

どがあるが、このことが広く一般に認知されているタクシー業界の特例として平均月収

表示を認める。ただし「給与」とは表示できない原則、具体的な「給与」の金額表示は

できない。 

⑧採用者に支払われる金額のうち最も低い額が表示されていることが原則であるので、次

のような語句は表示できるものとする。 

 （例）「以上」「より」「から」「～」など 

⑨表示金額にあいまいな語句を付すことはできない。 

 （例）「約」「位」「程度」など 

⑩念書あるいは給与支払証明書の事前提出を求めるもの 

イ) 年俸、年収または週給表示をする場合 

ロ) 給与または月収が 50万円を超える表示の場合 

※提出された書類の有効期間は 1年とする。 

 

７．男女雇用機会均等について 

募集または採用に当たり、対象を男性のみにしたり、女性を表す職種の名称を用いて表

示することはできません。ただし、以下の場合は法律の適用除外として、男女異なる取り

扱いも認められます。 

①業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない場合。ただし、単に一方の性に適し

ていると考えられるものは該当しません。 

イ) 芸術・芸能の分野における表現上、一方の性に従事させる必要がある職業 

ロ) 警備員など防犯上の要請から男性に従事させる必要がある職業 

ハ) 宗教、風紀、スポーツ競技などの性質上、その他の業務の性質上、一方の性に従

事させることについてイ）・ロ）と同程度の必要性があると認められる職業 

②労働基準法により、坑内労働、危険有害業務など女性の労働が制限、もしくは禁止され

ている職業、業務について、男性と同等のまた保健師助産師看護師法（第 3 条）により

男性を就業させることができない業務について、性別にかかわりなく均等な機会や取り

扱いを与えることが困難だと認められる場合 

③風習の違いにより女性が能力を発揮し難い海外での勤務など、特別の事情で、女性と男

性と同等の機会や取り扱いを与えることが困難だと認められる場合。 

なお、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない（4割を下回る）区分（各企業

における雇用管理区分）における募集または採用に当たって、求人情報の提供に有利な

取り扱いをすること、その他男性と比較して女性に有利な取り扱いをすることは違法で

はありません。 

 

８．職業紹介事業に関すること 
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職業安定法では、職業紹介事業を有料と無料に区分して次のように規定しています。こ

れ以外の職業紹介事業は認められません。 

①有料職業紹介事業 

厚生労働大臣の許可は事業所ごとに必要ですので、複数の事業所を持つ場合は、事業所そ

れぞれが許可要件を満たしていなければなりません。 

また、港湾運送業務、建設業務などについては、職業を紹介することは禁じられています。 

②無料職業紹介事業 

厚生労働大臣の許可が必要です。一方、学校教育法で規定する学校、専修学校、職業訓練

校などは厚生労働大臣に届け出れば行えますが、養成所などが生徒に対して無料で職業先

を紹介する場合は許可を受けていなければなりません。また、地方公共団体が施策に関す

る業務で必要性を認めたときや、特別の法律により設立された法人も、届け出によって無

料職業紹介が行える場合があります。 

 

９．派遣労働者に関すること 

労働者派遣事業とは、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させ

る事業で、法令の定める次の業務以外のすべての業務を対象とします。 

【派遣禁止業務】 

①建設の業務 ②港湾運送の業務 ③警備の業務 

④医師、歯科医師などの行う医療行為にかかる業務・看護師などのが行う診療補助などの

業務（紹介予定派遣の場合、病院等以外の施設で行われる業務、産前産後休業など代替

業務、へき地等で、厚生労働省で定める場所における医師の業務を除く） 

⑤人事労務管理関係業務のうち派遣先の団体交渉、労働基準法の労使協定締結などのため

の労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務（派遣業の許可基準に抵触） 

⑥いわゆる「士業」の弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計

士（一部を除く）、税理士（一部を除く）、弁理士（一部を除く）、社会保険労務士（一

部を除く）、行政書士（一部を除く）、管理建築士 

 

１０．商品・金融先物取引業の求人 

商品・金融先物取引業の募集は、広告主がそれぞれの先物取引の協会員であること。 

また、広告内に協会員である旨の表示をしてくだい。 

 

１１．系列グループでの求人広告 

①資本、組織、雇用面で系列企業であることが明らかに証明できる資料を事前に提出し

てくだい。 

②採用窓口となる企業の正式名称、所在地、電話番号を明示すること。 

③募集職種、募集人員、給与、勤務時間、採用条件などは共通事項表示であれば一括表
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示することができる。ただし、条件が異なる場合はその職種を明らかに明示すること。 

 

１２．新卒予定者の募集広告 

高校新卒者は卒業年の 7月 1日から掲載できます。 

ただし、ハローワークに届け出済みで、ハローワークでの受理番号など詳細の明記が必

要です。 

 

１３．本社の業務に競合する媒体の扱い 

本社の営業政策に影響があるとみなされる次のような広告を扱う場合については、事前

に問い合わせをすること。一定の規制を設けています。 

① 新聞配達員の募集広告 

販売局が競合とみなす他媒体社の新聞配達員の募集広告は、原則として掲載しない。 

② 案内広告の集稿に競合する求人情報誌の営業、人事募集広告 

 

１４．その他 

一時的な現象などで、一般常識を超えた高額な時給や日給を表示する業種の掲載につい

ては、実態を確認の上、給与額の上限規制を設ける場合があります。 
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〔代理店、内職など〕 

 会社概要、契約書、取扱商品のカタログなどで事前審査し掲載の可否を決めます 

 

１．代理店・フランチャイズチェーン店募集の必要表示事項 

① 広告主名、所在地、電話番号 

② 営業内容、取引態様（代理店、FCなど） 

③ 解約条件（解約条件がない場合はその旨）有無の記載 

※説明会を開く場合は「解約条件等については会場にて説明いたします」との表示でもか

まいません。 

※本社が容易に責任の所在を確認できるものは、この限りではありません。 

 

２、内職、副業など募集の必要表示事項 

① 広告主名、所在地、電話番号 

② 業務内容 

③ 業務に機器類が必要な場合は、その機器類の名称と金額 

④ 研修がある場合は、その費用と期間 

 

３．掲載できないもの 

① 広告主の実体、仕事の内容があいまいなもの 

② 利益、歩合率などを誇大に表現したもの 

③ 初心者でもすぐに高収入が得られるような表現のもの 

④ 入会金、契約金を集めたり、機械、材料などを売りつけたりするのが目的とみな

されるもの 

⑤ 応募者に著しく契約内容が不利なもの 

⑥ 繁殖や利殖を強調したり、買い入れを確約したりするもの 

⑦ 悪質なマルチ商法、内職・モニター商法の疑いのあるもの 
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「徳島案内」の体裁基準変更 

① 天地サイズは６４㎜。文字サイズは１６級です。 

② すべて行数扱いとし、1行は１５文字組とします。 

③ 最低行数は 2行からとします。 

④ ９行までは見出し 1.5 倍サイズの文字を 2 文字以上５文字まで。社名又は電話番号を

1.5倍サイズまで。 

⑤ １０行以上の場合は横組み、および 2倍サイズまでの活字を３行まで認めます。 

⑥ 指定書体およびマーク、ゴシック体活字は使用できません。 

⑦ 役物は白の役物（◯◎△◇など）※！？‼＊などは個数に制限はありませんが、囲いや

罫も含めデザイン的な使用は不可。黒の役物（●▲◆■など）は使用できません。 

⑧ 電話番号の下４ケタは全角活字とし、頭の４ケタ（市街局番及び 0120等）の番号はア

ラビア数字の 2分、３分数字も使用できます。 

10行以上の横組みの電話番号下４ケタは２分数字も使えます。 

⑨ １マスの中の（ ）が使用可能なものは、（株）（有）（協）（財）（営）（代）など編集

記事に準じます。 

⑩ １マスに１字が原則ですが、アルファベットの場合２文字の AM、PM、DK、JRなどが可

能。3文字では TEL、FAX、LDKなどが可能です。（大文字に限る） 

また、アラビア数字においては、２文字はもとより３文字も可。ただし、英字と数字

の混合、漢数字は不可。 

⑪ 表外文字の新旧異体字、漢字、計量単位は本社の編集記事に準じて下さい。 

年令→年齢 

（ただし、固有名詞の場合はこの限りではありません） 

⑫ ケイ線は１０行以上で横ケイのみ使用可。 

⑬ 社会通念上の理解が及ばない過度な省略や略語の使用、専門用語の多用はご遠慮下さ

い。 

⑭ その他（編集記事はひらがな表記のみ） 

まで (迄) →  
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〔風紀に関する広告〕 

１．風俗営業の広告は本社が妥当と認めたもの以外は掲載できません。 

ヌードスタジオ、ヌード撮影会、テレホンクラブ、ソープランド、その他営業内容のあ

いまいな風俗営業広告は掲載できません。シティホテル、大人のおもちゃ、ビニ本などポ

ルノ（セックス）風俗産業の広告掲載は夕刊のみ認め、スペースは記事下 1段以下に限り、

表現も青少年への影響を考慮して直截的なものは削除、変更を求めます。キャバクラ等の

広告でモデルの全身画像、イラストは不可。肩から上の顔はＯＫです。また、これらのオ

ープン広告は「建築物の紹介」広告として、朝刊は 5段（色刷り不可）まで掲載します。

営業上の字句は改稿、削除を求める場合があります。 

２．出版物、映画、演劇の広告で、次のような表現の場合、訂正を求め、あるいは掲載を

拒否する場合があります。 

イ) 異常性欲など性を興味本位に表現したもの 

ロ) 医学的なものでも、性を露骨に表現したもの 

ハ) 性犯罪や売春などを誘発するおそれのあるもの 

ニ) みだらな字句、隠語、伏字などを使用したもの 

ホ) 死刑、リンチ、拷問など残虐性を強調したもの 

ヘ) 暴力、殺人および麻薬、覚せい剤など、犯罪を誘発するおそれのあるもの。 

ト) 著しく射幸心をあおる表現のもの。 

３．男女交際を目的とする広告は、自治体など公的な団体の主催するものおよび私的な団

体が経営するものでも、相当の実績と信用があり、本社が妥当と認めたものを掲載します。 
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〔出版に関する広告〕 

原則として市販されている書籍、雑誌などの出版物を対象とし、以下の項目に該当する

広告は掲載できません。 

イ) 世間一般の常識を越えた中傷暴露的な内容で、名誉毀損、プライバシー侵害、差

別、信用毀損、業務妨害などのおそれのあるもの 

ロ) 有名人の推薦、記事などを無断または不正確に引用したもの（著作権法） 

ハ) 性に関して、表現が露骨、わいせつ、挑発的なもの 

ニ) 科学的根拠がなく疾病類の根治、健康の増進などをうたったもの 

ホ) 出版物の形を利用して諸法規の盲点をつくようなもの 

ヘ) バイブル商法の疑いのあるもの 

ト) 出版物の形式をとりながら、明らかに選挙（事前）運動など、売名行為が主な目

的と見なされるもの 

チ) 犯罪を示唆したり、暴力を礼讃するなど、社会的に認められないものを奨励また

は肯定するもの 

リ) 少年犯罪者の氏名や写真を掲載したもの（少年法に準ずる） 

ヌ) その他、内容、体裁など本社が適当でないと認めたもの 
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〔不動産に関する広告〕 

不動産の広告は「不動産の表示に関する公正競争規約」「不動産業における景品類の提供

の制限に関する公正競争規約」など、関係諸法規に従って掲載してください。 

 

１．広告の開始時期 

宅地建物取引業法で「宅地土地の造成または建物の建築に関する工事の完了前には、そ

の工事に必要な許可、確認を受けた後でなければ宅地土地または建物の広告をしてはなら

ない」と定めています。 

 

２．広告の表示 

 不動産の形質、価格、取引条件などについて、実際のものより優良もしくは有利である

とあおったり、誤認を招いたりするおそれのある表示はできません。 

 

３．特定用語の使用禁止 

 形質、役務の内容、価格、取引物件、取引条件などについて客観的事実に基づく場合を

除き以下の用語を使用することはできません。 

1) 全く欠けるところがないことを意味する用語 

「完全」「完璧」「絶対」「万全」などの用語は断定的に使用しないこと 

2) 他の事業者よりも優位に立つことを意味する用語 

「日本一」「日本初」「業界一」「超」「当社だけ」「他に類をみない」「抜群」など 

3) 最上級を意味する用語 

「最高」「最高級」「極」「一級」など 

4) 一定の基準より選別されたことを意味する用語 

「特選」「厳選」など（用語を使用する場合、具体的な選別基準を２、３件明示する） 

5) 価格が安いという印象をあたえる用語 

「安い」「買い得」「掘り出し」「土地値」「特価」「特別価格」「格安」「投げ売り」「破

格」「徳安」「激安」「バーゲンセール」「安値」「大売り出し」「おもいきり価格」「おど

ろき価格」「お手頃価格」「大処分」「満足のいく価格」など 

※価格に対する修飾語は掲載できません。 

6) 根拠のない用語 

「安全」「特別分譲」「投資向き」「稀少」「秘蔵地」「最終処分」「理想の…」「決算処分」

など 

 

４．遠隔地の物件 

遠隔地の物件および外国に所在する物件については、事前審査のうえ掲載の可否を決め
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ます。必要書類（宅建取引業免許証、登記簿謄本の写し）などを提出してください。 

 

５．必要表示事項 

物件の種別と必要な表示事項 

1) 分譲宅地（小規模団地を含む、残区画数が１区画のものを除く。） 別表１ 

2) 現況有姿分譲地（山林、原野等） 別表２ 

3) 売地・貸地 別表３ 

4) 新築分譲住宅（小規模団地を含み、残戸数が１戸のものを除く。） 別表４ 

5) 新築住宅・中古住宅・新築分譲住宅で残戸数が 1戸のもの 別表５ 

6) 新築分譲マンション（小規模団地を含み、残住戸１戸のものを除く。） 別表６ 

7) 中古マンション・新築分譲マンションで残戸数が 1戸のもの 別表７ 

8) 新築賃貸用マンション・新築賃貸用アパート 別表８ 

9) 中古賃貸マンション・貸家・中古賃貸アパート・新築賃貸用マンション 

または新築賃貸用アパートで残戸数が 1戸のもの 別表９ 

10) 共有制リゾートクラブ会員権 別表 10 

 

６．シリーズ広告 

「分譲住宅」「新築分譲住宅」「新築分譲マンション」「新築賃貸用マンション」または「新

築賃貸アパート」に関する広告表示であって、一つの企画に基づき、1年以内に、順次、連

続して 4 回以上または 6 ヵ月以内に 3 回以上にわたって行う一連の広告表示をいいます。

シリーズ広告では、以下の要件を満たす場合に限り、その一連の広告表示をもって、一つ

の広告表示と見なすことが認められています。 

(各回に必要な表示事項) 

1) シリーズ広告である旨 

2) 広告の回数（初回の広告で示した回数を減らすことはできませんが、増やすこと

はできます） 

3) シリーズ中の順位 

4) 次回の掲載予定日（最終広告を除く） 

5) 契約・予約の申し込みに応じない旨、申し込みの順位を確保しない旨（最終広告

を除く） 

※シリーズ広告を中止することはできません。最終広告は必要表示事項のすべてが記

載された「本広告」とすることになっています。また、広告主の都合で最終回を待た

ず、シリーズ広告を中止することはできません。 

 

７．予告広告 

「分譲宅地」「新築分譲住宅」「新築分譲マンション」「新築賃貸マンション」または「新
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築賃貸アパート」について、価格等が確定していないため、直ちに取引することができな

い物件について、その本広告（第 8条※に規定する必要な表示事項をすべて表示して物件の

取引の申し込みを勧誘するための広告表示をいう）に先立ち、その取引開始時期をあらか

じめ告知するのが予告広告です。 

※不動産の表示に関する公正競争規約第 4章第一節必要な表示事項 

(必要な表示事項) 

1) 予告広告である旨（目立つ場所に 14ポイント活字以上） 

2) 本広告を行い、取引を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに一切応じない

旨及び申し込み順位の確保に関する措置を講じない旨 

3) 価格（賃料）が未定である旨または予定最低価格（賃料）、予定最高価格（賃料）

及び予定最多価格帯 

4) 販売予定時期または取引開始予定時期 

5) 予告広告をする時点において、すべての予定販売区画、予定販売戸数または予定

賃貸戸数を一括して販売（取引）するか、または、数期に分けて販売（取引）す

るかが確定していない場合は、その旨及び当該予告広告以降に行う本広告におい

て販売区画数、販売戸数または賃貸戸数を明記する旨 

※予告広告を行う場合においては、当該予告広告にかかる物件の取引開始前に、当該

予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一

または広域において「本広告」をしなければなりません。 

 

８．必要な表示事項の適用除外の広告 

1) ネーミング広告 

分譲宅地・新築分譲住宅または新築分譲マンションの販売に先立ち、物件の名称

を募集するため、また、名称を考案するための手がかりとして当該物件のおおむ

ねの所在地、物件種別、おおむねの規模及び開発理念のみを表示する広告。 

2) 展示会等の開催案内広告 

物件情報展示会その他の催事の開催場所・開催時期または常設の営業所の場所を

案内する広告表示であって、展示している物件数、当該物件の種別及び価格の幅

のみを表示するもの。 

3) 会員募集広告 

住宅友の会などの会員募集広告で、現在販売中の物件または将来販売予定の物件

について、その物件の種別、販売（賃料を含む）中か販売予定かの別、及び最寄

り駅のみを表示するもの。 

4) 企業広告 

企業広告の構成要素として現に取引している不動産または将来取引しようとする

不動産について、その物件種別、販売中であるか販売予定であるかの別、及び最
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寄り駅のみを表示するもの。 

 

９．特定事項の表示義務と表示の禁止 

①表示しなければならない特定の事項 

物件の価格や利用について重大な悪影響を及ぼす事項または条件等について「見やすい場

所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字で明瞭に表示」すること。 

1) 市街化調整区域の土地 

都市計画法第７条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、開発行為や

建物の建築が原則として禁止されている。したがって、このような土地については「市

街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」と明示してください。さら

に、これと矛盾する事項や建ぺい率・容積率の表示も禁止されています。なお、既存

宅地の確認を受けた土地は、建物の建築が認められるので該当しない。 

2) 道路に適法に接していない土地 

幅が 4 メートル以上の道路に 2 メートル以上接していないと、建物の建築が禁止され

ています。このような土地については「建築不可」と表示すること。また、このよう

な土地に建てられている中古住宅については「再建築不可」と表示すること。 

3) セットバックを要する土地 

「みなし道路」に接する物件の広告については、「再建築時にセットバックを要す」等

を表示すること。さらにセットバックを要する面積が 10パーセント以上となる場合は、

その面積表示も必要。 

4) 古家等がある場合 

取引の対象になる土地に古家、廃屋等がある場合はその旨を表示すること。 

5) 沼沢地、湿原または泥炭地等 

沼沢地、湿原または泥炭地等についてはその旨を表示すること。 

6) 高圧線下 

土地の全部または一部が高圧線下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表

示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、

併せてその旨を明示すること。 

7) 傾斜地を含む土地 

傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね 30パーセント以

上を占める場合（マンション及び別荘地等を除く）又は傾斜地を含むことにより、当

該土地の有効な利用が著しく阻害される場合（マンションを除く）は、その旨及びそ

の面積を明示すること。 

8) 著しい不整形地等 

土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が 2 段以上に分か

れている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示すること。 
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9) 計画道路内の物件 

道路区域の決定または都市計画道路等の区域にかかる土地については、その旨を明示

すること。 

 

10．建築条件付き宅地の条件明示義務 

（必要表示事項） 

1) 取引の対象が建築条件付き宅地であること（分かり易い場所に分かり易い大きさ

で明記） 

2) 建築請負契約を締結するべき期限（購入者が建物の設計を協議するために必要な

相当の期間を経過した以降に決定） 

3) 建築条件が成就しない場合は、土地売買契約は解除され、かつ、土地購入者から

受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、すべて遅滞なく返還されること 

4) 表示する建築プランは次に挙げる以上の要件が満たされれば、違反になりません。 

① 設計プランの参考のための一例であって、採用するか否かは購入者の自由な

判断に委ねられている旨 

② プランにかかわる建物の建築代金ならびにこれ以上に必要となる費用の内容

及びその額 

※（例）この土地は、土地売買契約後 3 カ月以内に、Ａ社と建物と建築請負契約を締結す

ることを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地

売買契約は白紙となり、受領した手付金などの土地代金はすべてお返しします。 

 

11．プラン例の表示ついて 

建物・土地価格より総額表示を大きく表示してもよくなりました。ただし広告内に総額

表示と同等のポイントで「宅地土地分譲」の文字を必ず表記してください。 

 

12、二重価格表示 

1) 値下げ表示 

次の要件を満たすと、土地と中古住宅（中古マンション）もできます。 

① 過去の販売価格の公表時期及び値下げ時期を明示すること。 

※ 二重価格表示は、販売価格の比較表示のみであり、賃貸物件の賃料の比較表示は

できません。 

② 「過去の販売価格」は値下げの 3 カ月以上前に公表された価格であって、かつ、

値下げ前 3 カ月以上にわたり実際に販売するために公表していた価格であり、そ

の資料（パンフレットなど、新聞広告以外のものでも良い）を有すること。 

③ 値下げ時期から 6カ月以内に掲載するものであること。 

※ ただし、6か月以内であっても災害その他事情により物件の価値に同一性が認めら



72 

 

 

れなくなった場合には、同一性が認められる時点までに限られます。 

④ 土地（現況有姿分譲地を除く。）又は建物（共有制リゾート会員権を除く。）につ

いて行う表示であること。 

2) その他の割引表示について 

土地・建物両方において、一定の条件に適合する購入者に対し、一定率または一定額の

割引をすることは認められています。 

（例）ａ．代金全額を購入者の自己資金で支払う場合２％値引きする 

ｂ．マンションを 2戸（分譲地を２区画）購入する場合、総額から５％の値引き 

ｃ．賃貸（アパートなど）の場合、学割、シニア割引など一定の値引き 

 

 

13、不動産広告における景品類の提供 

 

取引形態 取引価格 

①売買で売主または代理の場合 物件価格 

②賃貸 

貸主または代理の場合で貸

地・賃貸住宅の場合 

賃貸借契約を締結するために必

要な費用の額（敷金など賃貸借契

約満了後に返却される金銭を除

く） 

貸主または代理の場合で借

地権付き物件の場合 

権利金などの返還されない金銭

の授受があるものは、当該権利金

の額（保証金、敷金など賃貸借契

約満了後に返却される金額を除

く） 

③媒介の場合 

媒介報酬限度額（ただし、売り

主、借り主等と共同して行う場合

はそれぞれの上記による） 

（注）「先着○名様」の場合は総付け（最高 100万円）となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

景品類の提供の方法 景品類の最高限度額 

①一般懸賞（来場者、購入者に抽選な

どで提供する場合 

取引価格の 20 倍または 10 万円のいずれ

か低い価額（取引予定総額の２％以内） 

②総付け景品（購入者全員または先着

順で提供するもの 

取引価格の 10％または 100 万円のいずれ

か低い価額 

③共同懸賞景品（多数の事業者が共同

して実施する抽選などで提供する場合 

30 万円（取引予定総額の３％以内） 

  



73 

 

 

14．投資用ワンルームマンションなどに関する表示 

①リースマンションなどの節税効果の表示 

節税効果については「不動産収入が赤字となる場合であり、黒字となる場合は納税額が

増加する旨を表示」し、さらに「不動産所得にかかわる必要経費が減少した場合、節税効

果も減少する旨を表示」することになっています。また、具体的な計算例を表示する場合

は「当該物件を購入した年度（初年度）の次の年度以降のものを表示し、次年度以降の計

算例と併せて表示し、かつ、初年度の節税効果を強調しないときに限り、初年度の計算例

を表示することができる」となっています。 

②リースマンションなどの賃料収入の表示 

家主の希望によって売主などが転貸目的で家主から賃借し、賃料を支払うことを条件と

している借り上げ契約（サブリース）の場合には、家主と売主などとの間に結ばれる賃貸

借契約に関する以下の表示が必要となります。 

1) 権利金、礼金、敷金、保証金などの支払いの有無及び支払う時はその額 

2) 月額賃料 

3) 賃料のほかに管理費などを支払うかどうかの別 

4) 賃借期間 

③契約更新及び賃料改定に関する事項 

裏付ける合理的な根拠を示す資料を有している場合を除き、以下の表示はできません。 

1) 将来にわたって、賃料市場における商品価値を確実に保持するかのような表示 

2) 将来にわたって、確実に安定した賃貸収入が確保されるかのような表示 

3) 将来にわたって、資産価値が確実に増大するかのような表示 

④投資用物件などの「利回り」表示 

「利回り」を表示するときは 

1) 1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合である旨 

2) 公租公課や物件の維持管理費用など必要経費の控除前である旨 

3) 予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨 

など、利回りの算定根拠の明示が必要です。賃貸契約や実績がない新築物件における賃

料表示には、近隣で同等物件を参考に想定賃料を算出することになります。実勢とかけ離

れた賃料を記載すると虚偽広告になります。 

 

15．表示基準 

①広告主 

名称・商号は正式名称で表示すること。事務所の所在地は住居表示番号（住居表示が実

施されていない場合は所在地番）を表示すること。電話番号は現地案内所やモデルルーム

だけの表示は不可。事務所の電話番号も併記のこと。免許証番号、所属団体名も表示 

②取引態様 
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「売主」「貸主」「代理」「媒介（仲介）」のいずれかを広告中に表示してください。 

③物件の所在地 

都道府県、郡、市、町村、字および番地を表示※別表参照（県内物件については郡市か

らの表示でよい） 

④交通の利便 

1) 徒歩による所要時間は、道路距離 80 メートルにつき 1 分とする。1 分未満は切り上げ

て 1分とする。 

2) 鉄道等の最寄り駅、停留場等の名称及び最寄り駅等からの徒歩所要時間を明示するこ

と。 

3) 鉄道等の最寄り駅からバスを利用するときは、最寄り駅の名称、最寄り駅等から最寄

りのバスの停留所までのバスの所要時間及び同停留所から物件までの徒歩所要時間を

明示して表示すること。この場合において、停留所の名称を省略することができる。 

4) バスのみを利用するときは、最寄りのバスの停留所の名称及び同停留所から物件まで

の徒歩所要時間を明示して表示すること。 

5) 公共機関を利用しないことが通例である場合には、物件に最寄り駅までの道路距離を

表示すること。 

6) 自動車・自転車による所要時間は道路距離を併せて表示すること。 

7) 新設予定の駅、バス停は路線の運行主体者（鉄道会社、バス会社）が発表したものに

限り新設予定時期を明らかにして表示してください。 

⑤団地等の規模 

開発面積は、宅地土地はもちろん、道路、学校、公園その他将来開発予定面積も含めた

総面積を表示すること。 

1) 総区画（戸）数は、他社の部分も含め開発区域内すべての予定区画（戸）数を表示す

ること。 

2) 販売区画（戸）数は、現に販売しようとする区画（戸）数を表示すること。分譲共同

住宅の総戸数は、現に取引きしようとする 1棟の建物ごとにそのすべての区分建物（住

戸のほか、管理事務所、店舗、事務所等を含む）の戸数を表示すること。   

⑥土地、建物の面積 

1) 土地、建物の面積は平方メートルを単位とすること。小数点以下の表示については小

数点第 2位まで表示可能で、1平方メートル未満は切り捨てて表示できるが、四捨五入

や切り上げ表示はできない。坪による表示はできないが、メートル法と併記に限り認

められます。 

2) 住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合は、畳 1畳当たりの広さが 1.62平方メート

ル（各室の壁心面積を畳数で除した数値）以上の広さがあるという意味で用いること。 

3) 土地面積に私道負担が含まれているときは、その旨とその面積を表示すること。 

⑦不動産の形質 
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1) 地目は登記簿に記載されているものを表示し、現況の地目がこれと異なるときは、現

況の地目を併記しなければならない。 

地目の種類 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運

河用地、水道用地、用悪水路（かんがい用または悪水排泄用の水路）、ため池、堤、井溝（田

畑などへの水路）、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地 

2) 用途地域は建物の用途、容積率、建ぺい率などについての表示 

用途地域の種類 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 

3) 新築とは建築後 1年未満であって、かつ未使用であること 

4) 宅地土地の造成工事の完了とは、宅地土地上に建物を直ちに建築することができる状

態に至ったことをいい、当該工事の完了に際し、都市計画法その他の法令による工事

の完了の検査を受けることが必要とされるときは、その検査に合格したことをいう。 

5) 建物の建築工事の完了とは、建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態

に至ったことをいう。 

⑧写真、イラスト 

宅地土地または建物の写真は、原則として、取引する物件（設計図に従い実物どおりに

作られたモデルルームを含む）の写真を用いて表示しなければならない。ただし、取り引

きしようとする建物が建築工事の完了前であるなど、その建物の写真を使用することがで

きない事情がある場合においては、次のイ）またはロ）に該当する限り、他の建物の写真

を用いることができる。 

この場合においては、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示し

なければならない。 

イ) 取引しようとする建物の規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。この場合

において、門塀、植栽、庭等が異なる場合は、その旨を表示すること。 

ロ) 建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの。 

外観写真については、類似していても規模、形質及び外観が「同一」でなければ使用す

ることはできない。モデルルームまたは写真、コンピュータグラフィックス、見取り図、

完成図または完成予想図による表示であって、物件の規模、形状、構造等について、事実

に相違する表示または実際のものよりも優良であると誤認させる恐れのある表示はできな

い。 

⑨設備等の概要 

設備は水道、ガス、電気、排水などの概要を表示すること。 

⑩団地内の公共・公益施設、生活利便施設の表示 

都市計画法第 29条の開発許可を受けて開発される団地に設置することが当該開発許可の

内容となっている公共・公益施設及び生活利便施設又は地方公共団体が設置に関して事業
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決定している公共・公益施設は、その整備予定時期を明示して表示することができる。開

発許可の内容となっている施設又は地方公共団体が事業決定している施設に限り、現に利

用できないものについてもその設置予定時期を明らかにして表示することができることと

している。 

これらの施設には、学校、病院、図書館、公民館、市役所、郵便局、スーパーマーケッ

ト、デパート等が含まれる。 

⑪価格表示 

1) 区画当たりの総額を表示すること。宅地の総額に 1 平方メートルまたは 3.3 平方メー

トル当たりの単価を併記できる。 

2) 分譲宅地において、すべての区画の価格を表示するのが困難であるときは、「1 区画当

たりの最低価格、最高価格」及び「最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数」

のみで表示することができる。また、販売区画数が 10未満であるときは、最多価格帯

の表示を省略することができる。 

3) 現況有姿分譲地の価格については、分割可能最小面積を明示して、1平方メートル当た

りの価格を表示すること。この場合において、１平方メートル当たりの価格が異なる

土地があるときは、それぞれの面積を明示して、最低価格及び最高価格を表示しなけ

ればならない。「住宅等を建築して生活するために必要とされる施設はありません」の

文言が必要。 

4) 住宅（マンションの場合、住戸）の価格については、１戸当たりの消費税込みの価格

を表示すること。この価格は、土地の価格（敷地土地が借地の場合は、借地権の価格）

及び電気・上下水道・都市ガス供給施設のための費用（消費税込み）を含んだもので

なければならない。 

5) 新築分譲住宅及び新築分譲マンションにおいて、すべての住戸の価格を示すことが困

難であるときは、１戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯

に属する住宅又は住戸の戸数のみで表示することができる。この場合において、販売

戸数が１０戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。 

6) 賃貸される住宅の賃料については、１カ月当たりの賃料を表示しなければならない。

ただし、１棟の建物内に取引対象住戸が複数ある新築賃貸用マンション及び新築賃貸

用アパートの場合において、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、

１住戸当たりの最低賃料及び最高賃料のみで表示することができる。 

7) マンション等の管理費については、１戸当たりの月額（予定額であるときは、その旨）

を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべて

の住宅の管理費を示すことが困難であるときは最低額及び最高額のみで表示すること

ができる。「管理費」とは、マンションの事務を処理し、施設その他供用部分の維持及

び管理をするために必要とされる費用をいい、供用部分の公租公課等を含み、修繕積

立金を含まないものをいう。 
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8) 共益費については、１戸当たりの月額（予定額であるときは、その旨）を表示するこ

と。ただし、住戸により共益費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の共益

費を示すことが困難であるときは最低額及び最高額のみで表示することができる。 

「共益費」とは、借家人が共同して使用又は利用する設備又は施設の運営及び維持に関す

る費用をいう。例えば、供用廊下の電灯代などがある。 

9) 修繕積立金については、１戸当たりの月額（予定額であるときは、その旨）を表示す

ること。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住

宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは最低額及び最高額のみで表示すること

ができる。 

⑫住宅ローン等の表示 

「住宅ローン」とは、銀行その他の金融機関が行う物件の購入資金及びこれらの購入に

付帯して必要とされる費用に係る金銭の貸借をいう。金融機関には住宅金融公庫その他の

公的金融機関も含まれる。 

住宅ローンについて表示するときは 

1) 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類（都市

銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、農協、等と金融機関の種類の表示でもよ

い） 

2) 提携ローン又は紹介ローンの別 

3) 融資限度額 

4) 借入金の利率及び利息を徴する方式（固定金利型、固定金利指定型、変動金利型、

上限金利付変動金利型等の種別）又は返済例（借入金、返済期間、利率等の返済

例に係る前提条件を併記すること） 

5) 住宅ローンの返済例の表示 

住宅ローンの返済例を表示する場合において、ボーナス併用払のときは、１カ月当たり

の返済額の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示しなければならない。 

⑬割賦販売（クレジット）の表示 

「割賦販売」とは、代金の全額又は一部について、不動産の引き渡し後１年以上の期間

にわたり、かつ、２回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。割

賦販売について表示するときは 

1) 割賦販売である旨 

2) 割賦限度額 

3) 利息の料率（実質年率） 

4) 支払期間及び回数 

5) 割賦販売に係る信用調査費その他の費用を必要とするときは、その旨及びその額 

⑭利回りの表示 

購入した物件を賃貸した場合における「利回り」の表示については、当該物件の１年間
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の予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合であるという意味で用い、その旨を明

示して表示しなければならない。 

この場合において、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨及び

「利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものであ

る旨を明示して表示しなければならない。 

⑮節税効果等の表示基準 

リース方式によるマンション等について「節税効果」又は「当該マンション等に係る賃

料収入の確実性等」について表示するときは、次の項目を表示しなければならない。なお

「節税効果」とは、給与所得者等が不動産所得を得ることとなった場合等に、税法上認め

られた方法により、課税総所得金額を減少させ、税負担を軽減することをいう。 

イ) 節税効果等の表示 

1) 節税効果があるのは不動産所得が赤字となる場合であり、同所得が黒字となる場

合には納税額が増加する旨を表示すること 

2) 不動産所得に係る必要経費が減少した場合は、節税効果も減少する旨を表示する

こと 

3) 具体的な計算例を表示する場合は、当該物件を購入した年度（初年度）の次の年

度以降のものを表示すること。ただし、次年度以降の計算例と併せて表示し、か

つ、初年度の節税額を強調しないときに限り、初年度の計算例を表示することが

できる。 

ロ) マンション等の賃料収入の確実性等についての表示 

1) 購入者が当該物件による賃料収入等を得ることができない場合には、その売主等

（売主又は指定する者）が賃料収入を保証する旨を表示するときは、その保証主

体、保証の内容、保証期間その他の条件を明示すること 

2) 購入者の希望により、売主等が購入者から当該物件を転貸目的で賃借し、賃料を

支払うことを条件としている場合においてその旨の表示をするときは、売主等と

購入者との賃貸借契約について、次の条件を明示すること。 

a. 権利金、礼金等の支払の要否及び支払を必要とする場合はその旨 

b. 敷金、保証金等の支払の要否及び支払を必要とする場合はその旨 

c. 賃料（月額） 

d. 賃料のほかに、管理費の支払の要否 

e. 賃借期間 

f. 賃貸借契約の更新及び賃料の改定に関する事項 

3) 前記の（イ）及び（ロ）の場合において当該広告表示を裏付ける合理的な根拠を

示す資料を現に有している場合を除き、表示してはならない。 

a. 将来にわたって、当該物件が賃貸市場における商品価値を確実に保持する

かのような表示 
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b. 将来にわたって、確実に安定した賃料収入が確保されるかのような表示 

c. 将来において、当該物件の資産価値が確実に増大するような表示 

※本社の不動産広告掲載基準は弊社の独自基準及び「不動産広告の実務と規制」（住宅新報

社）を準用いたします。不明な事項があれば、お問い合わせください。 
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必要表示事項 記事下
1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地 ○
3 広告主の事務所（宅建業法施行規則第6条の2第1号の施設を含む）の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号 ○
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨 ○
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称又は称号及び免許証番号 ○☆
8 売主と事業主（宅地造成事業の主体者）とが異なる場合は、事業主の名称又は称号 ○
9 物件の所在地（小規模団地及び副次的表示にあっては地番を省略することができる） ○

10 交通の利便 ○
11 開発面積 ○☆
12 総区画数 ○☆
13 販売区画数 ●
14 土地面積及び私道負担面積（最小面積及び最大面積のみで表示することができる） ○
15 地目及び用途地域（注１） ○
16 建ぺい率及び容積率（容積率の制限があるときは、制限の内容） ○

17
宅建業法第33条に規定する許可等の処分の番号（造成工事が完了済みの場合は省略する
ことができる）

○

18 道路の幅員 ○
19 主たる施設の概要 ●
20 工事の完成予定年月（造成工事が完了済みの場合は省略することができる） ○

①価格（最低価格、最高価格並びに最多価格帯及びその区画数のみで表示することができ
る）
②上下水道施設、都市ガス供給施設等以外の施設であって、共用施設又は特別の施設につ
いて負担金等があるときにはその旨及びその額並びにこれらの維持・管理費を必要とすると
きはその旨及びその額
①借地の場合はその旨 ○
②当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨並びに
その額
③1か月当たりの借地料

23 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第12条に定める事項 ○
24 取引条件の有効期限 ●

（注）
1

2
3

4
5

パンフレット等には、施行規則第4条第2項各号に定めるいわゆるデメリット事項を記載すること。
予告広告においては、施行規則第5条に定める「予告広告に係る必要な表示事項」を記載すること。

「●」の事項は、予告広告において省略することができる。

「○」に「☆」が付された事項は、小規模団地及び副次的表示において省略することができる。

別表１　分譲宅地　（小規模団地を含む、残区画数が１区画のものを除く。）

21 ●

●
22

市街化調整区域の土地にあっては、用途地域に代えて市街化調整区域である旨を明示するほか、都市
計画法施行令第36条第1項第3号ロ又はハに該当するものについては、住宅等を建築するための許可条
件を記載すること。
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必要表示事項 記事下
1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地 ○
3 広告主の事務所の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号 ○
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨 ○
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称又は称号及び免許証番号 ○
8 物件の所在地 ○
9 交通の利便 ○

10 総区画数 ○
11 販売区画数 ○
12 総面積及び販売総面積 ○
13 区画面積及び私道負担面積（最小面積及び最大面積のみで表示することができる） ○
14 地目及び市街化区域内の土地については用途地域 ○

15
「この土地は、現況有姿分譲地ですから、住宅等と建築して生活するために必要とされる施設
はありません」という文言（16ポイント以上の大きさの文字で記載すること）

○

16
市街化調整区域内の土地であるときは、「この土地は、市街化調整区域内の土地ですから、
宅地の造成及び建物の建築はできません」という文言（16ポイント以上の大きさの文字で記
載すること）

○

17 都市計画法その他の法令に基づく制限で、宅建業法施行令第3条に定めるものに関する事項 ○
18 価格（最低価格・最高価格） ○
19 価格のほかに、測量費、境界石等の費用を要するときは、その旨及びその額 ○
20 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第13条に定める事項 ○
21 取引条件の有効期限 ○

別表2　現況有姿分譲地
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必要表示事項 記事下

1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地 ○
3 広告主の事務所（宅建業法施行規則第6条の2第1号の施設を含む）の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号 ○
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨 ○
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 物件の所在地（町又は字の名称まで） ○
8 交通の利便 ○
9 区画面積及び私道負担面積 ○

10 用途地域（注１）及び地目 ○
11 建ぺい率及び容積率（容積率の制限があるときは、制限の内容） ○
12 都市計画法その他法令に基づく制限で、宅建業法施行令3条に定めるものに関する事項 ○

①価格
②上下水道施設、都市ガス供給施設等以外の施設であって、共用施設又は特別の施設につ
いて負担金等があるときにはその旨及びその額並びにこれらの維持・管理費を必要とすると
きはその旨及びその額
①借地の場合はその旨 ○
②当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨並びに
その額
③1か月当たりの借地料

15 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第12条に定める事項 ○
16 取引条件の有効期限 ○

別表３　売地・貸地

13 ○

○
14

（注１）　別表１に同じ
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必要表示事項 記事下
1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地 ○
3 広告主の事務所（宅建業法施行規則第6条の2第1号の施設を含む）の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号 ○
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨 ○
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称又は称号及び免許証番号 ○☆

8
売主と事業主（宅地造成事業又は建物建築事業の主体者）とが異なる場合は、事業主の名
称又は称号

○

9 物件の所在地（小規模団地及び副次的表示にあっては地番を省略することができる） ○
10 交通の利便 ○
11 総戸数 ○☆
12 販売戸数 ●
13 土地の区画面積及び私道負担面積（最小面積及び最大面積のみで表示することができる） ○
14 用途地域 ○
15 建物面積（最少面積及び最大面積のみで表示することができる） ○
16 建物の主たる部分の構造 ○☆
17 連棟式建物であるときは、その旨 ○

18
宅建業法第33条に規定する許可等の処分の番号（建築工事が完了済みの場合は省略する
ことができる）

○

19 道路の幅員 ○☆
20 主たる設備等の概要 ●
21 建物の建築年月（建築工事が完了していない場合は、入居予定年月） ○

①価格（最低価格、最高価格並びに最多価格帯及びその戸数のみで表示することができる）
②上下水道施設、都市ガス供給施設等以外の施設であって、共用施設又は特別の施設につ
いて負担金等があるときにはその旨及びその額並びにこれらの維持・管理費を必要とすると
きはその旨及びその額
①借地の場合はその旨 ○
②当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨並びに
その額
③1か月当たりの借地料

24 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第12条に定める事項 ○
25 取引条件の有効期限 ●

（注）
1
2
3

「●」の事項は、予告広告において省略することができる。
「○」に「☆」が付された事項は、小規模団地及び副次的表示において省略することができる。

別表４　新築分譲住宅 （小規模団地を含み、残戸数が1戸のものを除く。）

22 ●

●
23

予告広告においては、施行規則第5条に定める「予告広告に係る必要な表示事項」を記載すること。
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必要表示事項 記事下
1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地 ○
3 広告主の事務所（宅建業法施行規則第6条の2第1号の施設を含む）の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号 ○
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨 ○
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 物件の所在地（町または字の名称まで） ○
8 交通の利便 ○
9 土地の区画面積及び私道負担面積 ○

10 建物面積 ○
11 連棟式建物であるときは、その旨 ○

12
宅建業法第33条に規定する許可等の処分の番号（建築工事が完了済みの場合は省略する
ことができる）

○

13 建物の建築年月（建築工事が完了していない場合は、入居予定年月） ○
①価格
②上下水道施設、都市ガス供給施設等以外の施設であって、共用施設又は特別の施設につ
いて負担金等があるときにはその旨及びその額並びにこれらの維持・管理費を必要とすると
きはその旨及びその額
①借地の場合はその旨 ○
②当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨並びに
その額
③1か月当たりの借地料

16 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第12条に定める事項 ○
17 取引条件の有効期限 ○

別表5　新築住宅・中古住宅・新築分譲住宅で残戸数が1戸のもの

14 ○

○
15
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必要表示事項 記事下
1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地 ○
3 広告主の事務所（宅建業法施行規則第6条の2第1号の施設を含む）の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号 ○
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨 ○
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称又は称号及び免許証番号 ○☆
8 施工会社の名称又は商号 ○

9
売主と事業主（宅地造成事業又は建物建築事業の主体者）とが異なる場合は、事業主の名
称又は称号

10 物件の所在地（小規模団地及び副次的表示にあっては地番を省略することができる） ○
11 交通の利便 ○
12 総戸数 ○☆
13 販売戸数 ●
14 敷地面積 ○
15 用途地域 ○
16 構造及び階数 ○
17 専有面積（最小面積及び最大面積のみで表示することができる） ○
18 バルコニー面積 ○
19 専有面積が壁芯面積である旨及び登記面積はこれより少ない旨
20 管理形態 ○

21
宅建業法第33条に規定する許可等の処分の番号（建築工事が完了済みの場合は省略する
ことができる）

○

22
主たる施設の概要及び設備の利用について条件があるときは、その条件の内容（敷地外駐
車場についてはその旨及び将来の取扱い）

●

23 建物の建築年月（建築工事が完了していない場合は、入居予定年月） ○
①価格（最低価格、最高価格並びに最多価格帯及びその戸数のみで表示することができる）
②上下水道施設、都市ガス供給施設等以外の施設であって、共用施設又は特別の施設につ
いて負担金等があるときにはその旨及びその額並びにこれらの維持・管理費を必要とすると
きはその旨及びその額
①借地の場合はその旨 ○
②当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨並びに
その額

●

26 建物の配置図及び方位
27 管理費及び修繕積立金等 ●
28 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第12条に定める事項 ○
29 取引条件の有効期限 ●

（注）
1
2
3 「○」に「☆」が付された事項は、小規模団地及び副次的表示において省略することができる。

24 ●

別表６　新築分譲マンション（小規模団地を含み、残住戸1戸のものを除く。）

25

予告広告においては、施行規則第5条に定める「予告広告に係る必要な表示事項」を記載すること。
「●」の事項は、予告広告において省略することができる。
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必要表示事項 記事下
1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地
3 広告主の事務所（宅建業法施行規則第6条の2第1号の施設を含む）の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 物件の所在地（町または字の名称まで）
8 交通の利便 ○
9 階数及び当該物件が存在する階 ○

10 専有面積 ○
11 バルコニー面積
12 建物の建築年月（建築工事が完了していない場合は、入居予定年月） ○

①価格
②上下水道施設、都市ガス供給施設等以外の施設であって、共用施設又は特別の施設につ
いて負担金等があるときにはその旨及びその額

14
借地の場合はその旨及び当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要と
するときはその旨及びその額

○

15 管理費及び修繕積立金等 ○
16 管理方式（管理人の勤務形態。自主管理の場合はその旨）
17 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第12条に定める事項 ○
18 取引条件の有効期限

別表７　中古マンション・新築分譲マンションで残戸数が1戸のもの

13 ○
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必要表示事項 記事下
1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地 ○
3 広告主の事務所（宅建業法施行規則第6条の2第1号の施設を含む）の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号 ○
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨 ○
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 物件の所在地 ○
8 交通の利便 ○
9 賃貸戸数 ●

10 専有面積（最小面積及び最大面積のみで表示することができる） ○
11 構造及び階数（賃貸戸数が10未満の場合は省略することができる） ○
12 建物の建築年月（建築工事が完成していない場合は、入居予定年月） ○
13 賃料（最低賃料及び最高賃料のみで表示することができる） ●
14 礼金等を必要とするときはその旨及びその額 ●

15
敷金、保証金等を必要とするときは、その旨及びその額（償却をする場合は、その旨及びその
額又はその割合）

●

16 住宅総合保険等の損害保険料を必要とするときはその旨 ○
17 家賃保証会社等と契約することを条件とするときはその旨及びその額 ●
18 管理費又は共益費等 ●
19 駐車場、倉庫等の設備の利用条件（敷地外の駐車場についてはその旨及び将来の取扱い） ●
20 定期建物賃貸借であるときはその旨及びその機関 ○
21 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第12条に定める事項 ○
22 取引条件の有効期限 ●

1

2
3

別表8　新築賃貸用マンション・新築賃貸用アパート

当初の契約時からその期間満了時までに、事項番号13から19以外の費用を必要とするときは、その費目
及びその額を記載すること。
予告広告においては、施行規則第5条に定める「予告広告に係る必要な表示事項」を記載すること。
「●」の事項は、予告広告において省略することができる。

（注）
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必要表示事項 記事下
1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地
3 広告主の事務所（宅建業法施行規則第6条の2第1号の施設を含む）の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 物件の所在地
8 交通の利便 ○
9 建物面積又は専有面積 ○

10 建物の建築年月（建築工事が完了していない場合は、入居予定年月） ○
11 賃料 ○
12 礼金等を必要とするときはその旨及びその額 ○

13
敷金、保証金等を必要とするときは、その旨及びその額（償却をする場合は、その旨及びその
額又はその割合

○

14 住宅総合保険等の損害保険料を必要とするときはその旨 ○
15 家賃保証会社等と契約することを条件とするときはその旨及びその額 ○
16 管理費及び共益費等
17 定期建物賃貸借であるときはその旨及びその期間 ○
18 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第12条に定める事項 ○
19 取引条件の有効期限

（注）

別表9　中古賃貸マンション・貸家・中古賃貸アパート・新築賃貸用マンション
          又は新築賃貸用アパートで残戸数が1戸のもの

当初の契約時からその期間満了までに、事項番号11から16以外の費用を必要とするときは、その費目及びそ
の額を記載すること。
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必要表示事項 記事下
1 広告主の名称又は商号 ○
2 広告主の事務所の所在地 ○
3 広告主の事務所（宅建業法施行規則第6条の2第1号の施設を含む）の電話番号 ○
4 宅建業法による免許証番号 ○
5 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である場合はその旨 ○
6 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○
7 広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称又は称号及び免許証番号 ○

8
売主と事業主（宅地造成事業又は建物建築事業の主体者）とが異なる場合は、事業主の名
称又は商号

9 物件の所在地 ○
10 交通の利便 ○
11 敷地面積 ○
12 借地の場合はその旨 ○

13
当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨及びその
額

14 建築面積及び延べ面積 ○
15 専有面積 ○
16 構造及び階数 ○

17
宅建業法第33条に規定する許可等の処分の番号（建築工事が完了済みの場合は省略する
ことができる）

○

18 会員権の種類（共有制、合有性等の別等） ○
19 会員権の価格（入会金等を含む総額） ○
20 会員権の価格の内訳（預かり金等を返還するものについては返還条件） ○
21 会費・管理費等の額 ○
22 会員資格に制限があるときはその旨 ○
23 会員権の譲渡又は退会の可否及びその条件 ○
24 会員権の総口数及び今回募集口数 ○
25 総客室数及び１室当たりの口数 ○
26 建築年月（建築工事が完了していない場合は、工事の完了予定年月） ○

①施設の利用開始時期 ○
②施設の利用料金 ○
③施設の予約調整方法 ○
④施設の利用の制限
⑤1口当たりの年間利用可能日数 ○

28
付帯設備（譲渡対象物件以外のレストラン、売店、大浴場、レジャー施設等当該施設において
会員が利用できる施設をいう）の概要及びその利用条件（有料であることが明らかなものを除
く）

○

29 会員権の売主と施設の運営主体とが異なる場合は、運営主体の名称

30
相互利用施設（譲渡対象物件及び付帯施設以外で会員相互の施設相互利用契約に基づい
て会員が利用できる施設をいう。）の有無

○

31 相互利用施設の数及びその利用条件
32 会員以外の者がクラブ施設を利用することができる場合はその旨
33 施設を運用するときは、その旨とその内容
34 取引条件の有効期限 ○

（注）

別表10　共有制リゾートクラブ会員権

27

提携施設（共有制リゾートクラブの運営主体が、他のリゾート施設運営業者と提携して、会員に当該業者の保
有又は管理しているリゾート施設を一般より有利な条件で利用させることを目的とした施設提携契約を締結し
ている施設をいう。）について表示するときは、その利用条件の概要を表示すること。
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〔自動車に関する広告〕 

2013年 12月 16日改訂（赤字部分が変更個所） 

１．新車に関する表示について 

①価格を表示する場合の必要表示事項 

イ) 販売価格 

a. 広告主がメーカーの場合、「メーカー希望小売価格」を表示し、「価格は参考価

格であり、販売業者は価格を独自に定めているので、価格は各販売店へお問い

合わせください」との説明を付記する。 

b. ディーラー単独の場合は「車両本体価格」を表示する。 

c. 複数ディーラーの場合は「車両車本体価格」を表示し、「価格は各社が単独に決

めていますので、価格についてはそれぞれ各社にお問い合わせください」を付

記する。 

d. メーカーとディーラーの共同の場合、「メーカー希望小売価格」「車両本体価格」

の二つの表示が可能、それぞれの基準に準じます。 

ロ) 保険料、税金（消費税を除く）、登録料、リサイクル料などが、販売価格に含まれ

ていない旨を明瞭に表示する。 

ハ) 車名及び主な仕様区分（グレード、排気量、ミッション区分など車両を特定する

ために必要な事項） 

価格の付記説明は明瞭に表示すること 

※文字を広告の中の他の表示より大きくする、あるいは太くする 

※文字を反転させる、配色を他の表示と異なるようにする、あるいはアミをかける 

※文字に下線(アンダーライン)をつける 

※文字の大きさ(ポイント数)を７ポイントか 10級以上にする 

②写真と販売価格を併記する場合 

a. 広告に写真やイラスト等を掲載した車両の販売価格を明瞭に表示すること。 

b. 広告掲載車両の価格を明瞭に表示した上で、価格帯を参考として表示（＊）する

ことは問題ありません。 

c. 広告掲載車両の価格を明瞭に表示した上で、広告掲載車両よりも安価な低グレー

ド車の価格を参考として表示（＊）することは問題ありません。 

  ＊「参考として表示」とは、広告掲載車の販売価格の表示と文字の大きさを同等

以下にするとともに、配色等にも注意するなど、広告掲載車両の販売価格より目

立たなく表示すること。  

d. 「広告掲載車両と表示している販売価格は異なる」の表示をしている場合であっ

ても、広告掲載車両とは異なる低グレード車の価格のみを表示することはできま

せん。 
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e. 広告掲載車よりも低グレード車の価格を大きく目立つように表示することはでき

ません 

f. 広告掲載車両にメーカーオプションが装着されている場合は、オプションを含ん

だ価格を販売価格として表示すること。やむを得ず、オプションを含まない価格

を表示する場合は、装着されているオプションの内容と価格及びその価格が販売

価格に含まれていない旨をそれぞれに表示すること。 

g. 在庫車や展示車など、当該車両の写真が用意できない場合でも、他の車両の写真

を流用しないこと。 

③「値引き」「特価」「割引率」などを表示する場合 

「値引き」「特価」「割引率」など価格が有利であることを表示する場合、その根拠と

なる販売価格を表示する。（なお、特価と表示して「価格は店頭発表」等の表示は不可。） 

イ) 例「値引き額」＝「30 万円引き」等の値引き額を表示する場合には、その根拠と

なる販売価格として値引き前の価格及び値引き後の価格を表示すること 

ロ) 例「値引き率」＝「10％オフ」等の値引き率を表示する場合には、その根拠とな

る販売価格として値引き前の価格及び値引き後の価格を表示すること 

ハ) 例「特価」＝メーカー希望小売価格が 200万円の時、「特価」として車両本体価格

170万円と表示する場合には、その根拠となる販売価格として「メーカー希望小売

価格２００万円」を表示すること 

④特定の用語、事項を表示する場合の注意点 

イ) 「№１」「最高」など最上級表現を使用する場合、その裏付けとなる客観的数値ま

たは根拠を付記する 

ロ) 「新発売」「新型」など表示する場合、使用できる期間は新車発表後 12カ月とし、

マイナーチェンジなどの発表が予定される前６カ月間は表示できない 

⑤燃費消費率の表示 

「燃費を表示する場合」の基本的な考え方を明確化（再通知） 

※規約上問題のある広告が見られたことから、広告において燃費を表示する場合の基本的

な考え方について再度周知。 

【燃費を表示する場合の基本的考え方】 

・ポイント A 

公式テスト値又は公的第三者（国土交通省審査値）によるテスト値を表示し、かつ、「同テ

スト値（JC08 モード）である旨」及び「表示した数値は一定の試験条件での数値であり、

実際の数値は走行条件等により異なる旨」の付記説明をその数値の直近に、燃費表示との

関連が明確になるよう、かつ明瞭に表示すること。 

・ポイント B 

a. 「20ｋｍ／ℓ走れる」や「20ｋｍ／ℓ走れる？」など、表示した燃費値（公式テスト値）

通りに一般的に走れるかのように誤認される恐れのある表示は行わないこと 
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b. 燃料値（公式テスト値）自体が一定条件下の数値であって、走行条件等により異なると

いう前提のものであることから、これを基に算出したガソリン代等の計算値の表示は、

「燃費は走行条件等により異なり、計算値も走行条件等により異なる」等の付記説明の

表示をしたとしても、計算値どおりになるかのように消費者に誤認させるおそれが強い

ため、行わないこと。なお、特定の車両の燃費とは関連付けず、一般論としての計算値

を表示することは問題ありません。 

【広告に表示できるもの（適正な表示）】 

公式テスト値（JC08 モード燃費等）通りに一般的に走れるかのように誤認される恐れがな

い（または少ない）ため、表示可としたもの 

a. 一般論として燃費向上に伴うガソリン代の削減等について例示したもの 

b. 新型と旧型の燃費の向上率（公式テスト値比較）を表示したもの 

c. 上記の向上率を基に、一般論として燃費向上に伴うガソリン代の削減等について例示し

たもの 

d. ASV技術に関する表示 

自動で止まる○○○○ブレーキ搭載 

※機能内容、作動条件に関する説明条件を明記すること。 

（例）○○○○ブレーキは○○km/h 以下で前方の車両や障害物と衝突する可能性がある場

合に作動し、自動的に停止又は減速することにより衝突回避・被害軽減を図ります。 

歩行者や小型の障害物には反応しません。路面状態や気象条件等によってはシステムが作

動しない場合があります。あくまでも運転を支援する機能です。本機能を過信せず必ずド

ライバーが責任を持って運転して下さい。詳細は Web又は店頭でご確認下さい。 

【広告に表示できないものとして（問題となる表示）】 

公式テスト値（JC08 モード燃費等）通りに走ることを前提とした計算値の表示は、同テス

ト値通りに一般的に走れるかのように誤認されるおそれが強いため、従来通り、表示不可

としたもの 

公式テスト値を基に、ガソリン代の削減等についての計算値を表示したもの 

「低燃費」等の用語や環境負荷の軽減等について表示する場合の考え方を明確化 

※「低燃費」である旨を表示する場合及びそれを基に環境負荷の軽減等について表示する

場合の考え方を明確化 

a. 「低燃費」であることを基に環境負荷の軽減等について表示する場合は、「環境に配慮し

た」、「環境を考えた」等の表現を用いること。（「環境にやさしい」等の断定的な表現は

慎むこと） 

b. ASV技術に関する表示 

○○○○ブレーキ搭載だから自動で停止 

自動で止まる○○○○ブレーキ搭載 

※ASVの機能内容、動作条件および作動しない条件が表示されていない。 
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燃費の付記説明は「明瞭に表示」 

※文字を広告の中の他の表示よりも大きくする、あるいは太くする 

※文字を反転させる、配色を他の表示と異なるようにする、あるいはアミをかける 

※文字に下線（アンダーライン）をつける 

※文字の大きさ（ポイント数）を７ポイントか 10級以上にする 

以上４点のいずれかで明記してください。 

 

⑥特別仕様車等の場合 

特別仕様車の広告は、何が特別仕様なのかを明確にし、販売地域、台数、期間等を限定

内容が伴う場合には、必ずその旨を付記する。特別仕様車を継続して販売する場合は台数

の限定表示は行わない。 

イ) ディーラーで設定した特別仕様は、車両本体価格に含めないで特別仕様価格とし

て別途表示し、販売価格は車両本体価格を明記した上で合計金額を表示する。 

ロ) メーカー設定の場合、特別仕様分は車両本体に含まれるため、特別仕様分につい

て「参考市価」等の表示は行わない。 

ハ) 特別仕様車の二重価格（値引き）表示を行う場合は、値引き前の価格及び値引き

後の価格を明確に表示する。 

ニ) 複数のディーラーの共同広告で値引き表示を行うことはできません。 

 

⑦販売価格の他に割賦販売価格を併記する場合 

販売価格の他に割賦販売価格（ローン提携販売、残価設定ローンを含む）を併記する場

合には、次の事項を表示する 

イ) 現金で販売する価格（車両本体価格、合計金額） 

ロ) 割賦（ローン）支払い総額（車両の価格に割賦手数料を含んだ額） 

ハ) 頭金の額（初回支払額） 

ニ) 支払い回数（期間）および月々の支払額、ボーナス時の支払いがある場合はその

回数及び支払額、その他必要な費用 

ホ) 割賦（ローン）手数料の料率（実質年率で表示する） 

ヘ) 残価設定ローンの場合は、ローン終了時の条件（ローン終了時の車両返却の条件、

別途費用が必要となる場合の条件など） 

 

⑧景品類とは 

イ) 顧客を誘引するための手段として提供されること 

ロ) 自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供されること 

ハ) 物品、金銭、労務、便益、その他の経済上の利益であること 
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景品に当たらないもの 

正常な商慣習に照らして値引きと認められるもの（複数回の取引を条件とする場合を含む） 

正常な商慣習に照らして商品、役務に付属すると認められるもの 

 

購入者・来場者等における景品類の最高額 

提供方法 もれなく提供（ベタ付）         抽選等により提供（懸賞） 

取引価格 最高額 

1,000円未満 200円 

1,000円以上 取引価格の 20％ 

 

・ベタ付けの場合 

イ）購入者に対しては取引価格の 20％ 

例：200万円の自動車の購入者→最高額 40万円 

  3万円の携帯電話の購入者→最高額 6,000円 

ロ）来場者に対しては 6,000 円程度（点検整備等の価格を基に「取引価格」３万円程度と

みなし、その 20％で換算）。ただし、広告に掲載されている最低価格の商品が３万円以

下の場合、その価格を「取引価格」とみなして算出する。 

例外：次の場合は自動車が取引価格となり、最高額は 20％ 

a. 自動車のＤＭを送付、持参者に提供 

b. 自動車だけを展示・販売する店舗、会場への来場者に提供 

 

・懸賞の場合 

イ）購入者に対しては取引価格の 20倍（最高 10万円） 

例：200万円の自動車購入者→最高額 10万円 

3万円の携帯電話購入者→最高額 10万円 

ロ）来場者に対しては最高額 10万円（点検整備等の価格を基に「取引価格」３万円程度と

みなし、それを基に換算）。ただし、広告に掲載されている最低価格の商品が 5,000円

未満の場合、その価格を「取引価格」とみなして最高額はその 20倍。 

 

⑨おとり広告の禁止 

おとり広告とは、実際には一般消費者が広告の表示通り商品等を購入できないにもかか

わらず、一般消費者がこれを購入できると誤認するおそれのある広告です。 

事業者は、広告等において広く一般消費者に取引の申し出をした商品等については、消

費者の需要に対して自らの申し出どおり対応することが必要であり、何らかの事情により

取引に応じることについて制約がある場合には、その旨を明瞭に表示することが必要です。 

 

取引価格 最高額 

5,000円未満 取引価格の 20倍 

5,000円以上 10万円 
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⑩エコカー減税に関する表示 

イ) 減税の適用期間及び適用条件 

ロ) 車種、グレード、オプション等により減税額は異なる（対象外となる場合もある）

旨 

ハ) 詳細については、販売店（スタッフ）に尋ねられたい旨 

ニ) 「免税（車）」等の表示を行う場合には、免税の対象となる税金の種類（重量税・

取得税）を明瞭に表示すること 

ホ) 免税の対象が一部のグレードや駆動方式に限定される場合は、対象となるグレー

ド名や駆動方式等を明瞭に表示すること 

ヘ) エコカー減税（自動車重量税、自動車取得税）基準切替え等について表示する場

合は広告や商談時の説明等含め、事実に基づき適切に表示すること。 

①エコカー減税の基準切替え等が確定するまでは、現在基準の切換え等の検討が

行われている旨及び導入が決定した場合の導入時期、また今後の検討の状況によ

っては変更となる可能性がある旨を表示すること。 

②エコカー減税の基準切換え等が確定した後は新制度の導入時期を表示すること。 

「新基準等の導入前の今がお得」との表示は、新基準の導入後に販売条件（値引

きやローン金利等）の見直しが行われることも考えられ、結果的に不当表示とな

る可能性があることから行わないこと。 

 

⑪クリーンエネルギー補助金に関する表示 

イ) 補助金の適用を前提とした額について表示する場合は、表示した額で購入できる

かのように誤解されることのないよう、車両の販売価格及び補助金額を明瞭に表

示した上で、あくまでも参考として表示すること 

⑫下取車を通常よりも高くする旨等の表示 

下取車の価格は、年式や品質、車検残存期間等により１台毎に異なり、またその評価も

各販売店毎、スタッフ毎に異なり、絶対的、普遍的なものでありません。このため、消費

者にとっては実際に表示通りのことが行われているかどうかを判断するのが非常に難しい

といえます。さらに、表示通り行われない場合（「下取り価格が通常価格に比べ 10 万円ア

ップしていない」「本来 10万円以上価値のある下取車の価格が最低保障の 10万円に抑えら

れてしまい、お得でない」）や、表示通りのことが行われたとしても、その分、新車値引き

が減額されてしまうことも考えられ、そのような場合不当表示になる。したがって、下取

価格を通常より高くする旨や下取価格の最低保障に関する表示は、消費者の不信を招くお

それがある。なお、適正な通常通りの下取価格を提示した上で、期間中に限って景品類を

提供することは可能である。 

⑬電気自動車の一充電あたりの走行距離について 

電気自動車の場合は、ガソリン車に代わる燃費表示として公式テスト（国土交通省審査
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値）である一充電走行距離を表示すること。「電気自動車は走り方や使い方、使用環境など

により実際の一充電走行距離が大きく異なる旨」を明瞭に表示のこと。 

⑭燃料電池車（FCV）の燃費表示について 

1. FCVについては、「一充填走行距離」を燃費表示として取扱うものとする 

2. 「一充填走行距離」の表示に使用できるデータは、国土交通省の定める試験方法

（JC08 モード走行パターン）に基づき計測された自社測定値又は第三者機関の測

定値であって、客観性の担保された数値のものとする。 

3. 「一充填走行距離」を表示する場合は、「参考値である旨」及び「自社測定値又は

第三者機関（機関名）の測定値である旨」を明瞭に表示するものとする。 

4. 併せて、「水素の充填圧」及び「異なる充填圧の水素ステーションで充填した場合、

タンク内に充填される水素量が異なるため、走行距離が異なる旨」並びに「使用

環境（気象・渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて走行距離

が大きく異なる旨」を明瞭に表示するものとする。 

なお、「一充填走行距離」の表示と併せて、水素の充填に要する時間（「充填時間」）を

表示する場合は、以下のような取扱いとすることとする。 

1. 「充填時間」の表示に使用できるデータは、自社測定値又は第三者機関の測定値

であって、客観性の担保された数値のものとする。 

2. 充填時の条件（充填圧及び外気温）「充填圧及び外気温により、充填時間は異なる

旨」を明瞭に表示するものとする。 

 

２．中古車に関する表示について 
①価格を表示する場合の必要表示事項 

イ) 車名及び主な仕様区分 

ロ) 初年度登録年（軽自動車は初検査年、輸入車については年式、年型の表示可） 

ハ) 車台番号の下３ケタの表示が必要 

ニ) 販売価格 

a．保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う費用等は含まれていない旨を

付記 

ホ) 割賦販売価格の表示 

a．販売価格に、割賦販売価格を併記する場合には、以下の割賦販売条件を表示す

ること 

・割賦販売価格（割賦支払総額）、頭金の額、支払回数及び支払期間、実質年率、

残価設定ローンの場合はローン終了時の条件 

・月々の支払額だけを目立つように表示するなど、あたかも当該支払額（月々の

額等）のみで購入できるかのように誤解されることのないよう、割賦販売条件

を近接した場所に明瞭に表示すること 
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ヘ) 走行距離数 

a．走行メーターの状態によって、以下の事項を表示する 

・実走車＝千キロ未満を四捨五入して表示またはメーター指針をそのまま表示 

・走行距離計がマイル表示の場合は、換算（１マイル≒1.609 ㎞）して、キロ

メートルを表示すること 

・改ざん車＝改ざん車である旨を表示（例：改ざん車・改ざん歴車） 

・走行不明車＝推定できる根拠がある場合（例：推定○○キロ） 

・推定できる根拠がない場合（例：走行不明） 

メーター交換車＝交換前後のキロ数を表示、交換前○○キロ交換後○○キロ 

 

※メーター交換車と表示する場合には、記録簿などの交換根拠が必要、根拠がない場合は

すべて改ざん車となる 

ト) 自家用、営業用、レンタカー、その他（自家用は省略可） 

チ) 自動車検査証の有効期限 

「検 2年付」「検受」などの表示をする場合は車検整備費用（24カ月点検整備費用）

が販売価格に含まれている旨を付記する 

リ) 保証の有無 

保証に要する費用が販売価格に含まれている場合は「保証付」と表示すること 

a. それ以外の場合は「保証なし」と表示すること 

b. 「保証付」と表示した場合は 

・保証内容（全保証、部分保証等） 

・保証の期間および走行距離を表示すること 

c. 全車に同一内容の保証が付いている場合「全車保証付（部分保証、1 年間走行

無制限）」等の一括表示も可能 

ヌ) 「保証付」と表示した場合の保証が「メーカー保証（保証継承）」である場合 

a. 保証内容については「部分保証」と表示してください。なお「メーカー保証」

「新車保証」と表示することも可能です。 

b. 保証期間・保証走行距離については、メーカー保証の期限は車両によって異な

る為、原則、1 台ごとに表示することとなりますが、掲載する全ての車両のメ

ーカー保証が同じ条件（新車時からの保証期間・走行距離）であれば「初度登

録から●年、走行距離●万キロまで」などと一括表示することも可能です。 

ル) 定期点検整備実施について 

a. 道路運送車両法第 48条に規定する定期点検整備を実施して販売する場合は「定

期点検整備あり」、実施しないで販売する場合は「定期点検整備なし」と表示す

ることになっています 

b. 整備実施の有無については、定期点検整備である旨が分かるように表示するこ
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と 

c. 掲載した全ての車両について「定期点検整備あり」又は「定期点検整備なし」

を表示すること 

d. 「定期点検整備あり」と表示した場合には以下の表示が必要です 

・展示時点で整備が実施済（「済」）なのか、納車時までに実施する（「納車時」）

なのか 

・納車時の場合、整備費用が販売価格に含まれているのか、含まれていない

か（「済」の場合は、整備費用は販売価格に含める） 

・販売価格に整備費用が含まれていない場合、別途必要な整備費用の額を表

示する 

e. 保証付きで販売する場合において、定期点検整備の実施が保証を付ける条件と

なっている場合や、定期点検整備を実施しなければ販売しない場合は、同整備

費用は販売価格に含めて表示すること 

※「定期点検整備あり」と表示できるのは、販売する事業者が納車時までに、いわゆる法

定点検整備(12カ月点検、24カ月点検)を実施する場合で、指定・認定工場の作成する定期

点検整備記録簿が発行されるものに限られます。実施する整備の内容が、納車整備等の軽

整備等の定期点検整備記録簿が発行されないものや、入庫以前に他の事業者により定期点

検整備が実施された中古車等で販売する事業者では整備を実施しない場合は「定期点検整

備あり」と表示することはできません。 

ヲ) 修復歴の有・無 

a. 修復歴の有・無を表示する。「有」の場合は「修復歴の部位については尋ねられ

たい旨」を表示する 

ワ) 塗色 

カ) 通信販売の必要表示事項 

a. 送料が必要な場合はその額（最低額～最高額で可）を表示する 

b. 代金の全部または一部の支払いが納車前である場合は支払い時期を表示する 

c. 申し込みの有効期限がある場合は期限を表示する 

d. 特別の販売条件がある場合は内容を表示する 

e. 請求により、詳しい販売条件を記載した書面を交付する旨を表示する 

ヨ) リサイクル料金の表示 

預託済みの場合 

a. 販売価格に含めないで表示→預託済みである旨及び価格にリサイクル預託金相

額が含まれていないため、別途必要である旨を表示する （例）リ済別 

b. 販売価格に含めて表示→預託済みである旨及び価格にリサイクル預託金相当額

が含まれている旨を表示する （例）リ済込 

c. リサイクル料金に含まれない装備（後付けエアコンなど）がある場合→廃棄時
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にリサイクル料金の追加が必要な装備が付いている旨を表示する （例）リ 

追 

※リ○○マークを使用する際は、マークの説明をそれぞれ付記する 

②コミコミ価格等の表示 

「支払総額」であることを明確に表示した上で、併せて「ポッキリ価格」「コミコミ価格」

の名称を付けることは可能です。その際には以下の項目をすべて表示してください。 

イ）必ず車両本体価格を表示 

イ) 車両本体の価格に当該車を消費者が購入する際に支払う必要のある最低限の費用

を含めた「支払い総額」の名称を付してを表示すること。 

ロ) 「車両の販売価格」および「その他の費用の総額」を表示すること 

ハ) 「その他の費用」の内容を付記すること 

〈表示例〉その他の費用には、税金及び自賠責保険料、自動車リサイクル料金、

登録等に伴う費用等、購入の際に必要な全ての費用が含まれています。 

ニ) 「支払総額」は、一定の条件の下での価格であることを付記すること 

<<表示例>> 

支払総額は、○○月現在、県内登録（届出）で店頭納車の場合の価格です。お客

様の要望に基づく整備、オプション等の費用は、別途申し受けます。 

③「新古車」「新庫車」「登録済み新車」等の表示を行ってはいけません。 

◎走行キロ数の少ない中古車を「新品同様」と説明した上で、これを「新古車」と表

示したもの 

◎登録済み未使用車の説明として、「登録しただけの新品（新車）です」と表示したも

の 

④「登録済未使用車」の広告を行う際の注意点 

初度登録又は初度届出された車両であって、使用又は運行に供されていない車両に限り「登

録済未使用車」の用語を使用することができます 

イ) 「初度登録又は初度届出された車両であって、使用又は運行に供されていない車

両である旨」を付記すること 

ロ) 以下のような表示は行わないこと 

例（ａ）「登録未使用車」と「新車」の価格を比較し、お得である旨の表示 

（ｂ）「新品」、「新車同様」等の表示 

（ｃ）新車購入よりも重量税分がお得である旨の表示 

※重量税は、車検期間の残存に応じて、経済価値として中古車の価格に含まれていること

から、税金分がお得であるとはいえません 

⑤おとり広告となるおそれのある表示 

イ) フェア目玉車と通常の在庫車を明確に区別すること 

ロ) 通常の在庫車については、トラブル未然防止の観点から「○月○日現在の各店舗
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の展示車で、売約済となる場合があるので、詳しくは店舗に尋ねられたい旨」を

明瞭に表示すること 

ハ) 「フェア目玉車」として広告掲載した中古車を、フェア当日に広告掲載した店舗

で販売することができない場合は「おとり広告」となります 

⑥複数店舗の中古車を広告掲載する場合の注意点 

イ) 広告掲載車両の展示店舗がわかるように表示すること 

ロ) 「○月○日現在の各店舗の展示車で、売約済となる場合があるので、詳しくは店

舗に尋ねられたい旨」を明瞭に表示すること 

ハ) 顧客の要望により、車両を他の店舗へ移動する場合等、やむを得ない理由により、

広告に記載した店舗に展示されていないことが想定される場合は上記のロ）の表

示と併せて、「お客様の要望により、他の店舗へ車両を移動する場合がある旨」を

表示すること 

ニ) 通常の在庫車であっても、広告掲載した中古車は、販売店の都合で店舗間移動し

ないこと 

⑦「激安」等の表示 

イ) 「激安」「特価」「ビックリ価格」「爆安」「ウルトラプライス」「卸値価格」等の安

いという印象を与える用語を用い、実際のものよりも有利であるかのように誤認

されるおそれのある表示は行わないこと 

ロ) 「値引きされている旨」の表示も同様に行わないこと 

※中古車はその商品特性から、価格が「安い」という客観的な根拠を示すことが難しい商

品です。 

 

３．新車バイクの表示について 

１．車名及び仕様区分・製造国名（国産を除く）を表示することになっています。 

２．保証の有無を表示することになっています。 

３．「現金販売価格」の場合、車両の価格を表示し、保険料、税金（消費税を除く）、諸

費用は別途である旨を表示することになっています。 

「現金支払総額」の場合、現金販売価格に保険料、税金（消費税を除く）、諸費用を加え

た価格を表示、またその内訳を表示することになっています。 

カスタマイズ車はその内容、費用の内訳及びその合計金額を表示することになっています。 

４．価格が有利である旨を表示した場合、根拠となる価格を表示することになっています。  

(特価と表示して、「価格は店頭発表」等の表示は不可） 

５．写真やイラストの車両の価格を明確に表示することになっています。 

カスタマイズ車の写真の場合、カスタマイズを含んだ価格を表示することになっています。 
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６．台数や期間等に限定がある場合は、限定の内容を表示することになっています。 

「業界トップ」等最上級である旨を表示する場合は、その根拠を表示することになってい

ます。 

７．会員店は、自動車公正取引協議会の会員である旨を表示することになっています。  

 

４．中古バイクに関する表示について 

①広告における必要表示事項 

新聞や雑誌、インターネット等に中古車の販売価格を掲載する場合は、以下の事項を必ず

表示しなければなりません 

イ) 車名及び主な仕様区分→車名と、車種を特定するための仕様区分を表示 

ロ) 年式（原付を除く）→初度登録（検査）年を表示（不明の場合はその旨を表示） 

ハ) 製造国名（国産車を除く） 

ニ) 販売価格（消費税込み価格） 

a. 「現金販売価格」（保険料や税金、諸費用等を含まない価格）で表示する場合は、

「保険料、税金（消費税を除く）諸費用は含めていない旨」を付記 

b. 「現金支払総額」（保険料や税金、諸費用等を含んだ価格）で表示する場合は、

それぞれの内訳（金額）を付記 

c. カスタマイズ車の場合は、カスタマイズの内容、費用の内訳および合計金額を

表示 

d. 割賦販売価格を併記する場合は、「頭金の額」、「支払回数及び支払期間」、「割賦

（ローン）手数料の料率（実質年率）」を表示 

e. 残価設定ローンの場合、ローン終了時の条件を表示 

ホ) 走行距離数 

a. 走行距離計に示されたキロ数を表示 

b. 走行距離数に疑義がある場合は、「？」および「推定キロ数」を表示、推定でき

る根拠がない場合は、「？」および「不明」と表示 

c. 改ざんが明らかな場合は、「改ざんされている旨」を表示 

d. 自社でメーターを取り替えた場合は「メーターを取り替えた旨」および「取替

え前・後」のキロ数を表示 

ヘ) 自動車検査証の有効期限（軽二輪、原付は自賠責保険の有効期限） 

ト) 保証の有無→保障の費用が販売価格に含まれ、保証書が付いている場合は、「保証

付き」と表示 

チ) 定期点検整備実施の有無→納車時までに法定定期点検整備を実施して販売する場

合は「定期点検整備付き」、実施しないで販売する場合は「現状販売」と表示 

リ) メインフレームの修正・交換歴の有無 

ヌ) 車両の品質→「品質については販売業者に尋ねられたい旨」の付記でも可 
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ル) 通信販売の必要表示事項 

a. 送料が必要な場合には、その額を表示 

b. 代金の全部又は一部の支払いが車両の引き渡し前である場合には、支払いの時

期を表示 

c. 申込みの有効期限がある場合には、その期限を表示 

d. 販売台数の制限等、特別の販売条件がある場合には、その内容を表示 

e. 請求により通信販売の詳しい販売条件を記載した書面を遅滞なく交付する旨を

表示 

ヲ) 公取協会員である旨の表示 

a. 保証の有無等マークを用いて表示する場合は、マークの意味を注記等により明

瞭に表示すること 

b. 掲載全車が「保証付き」、「定期点検整備付き」等の場合は、１台ごとではなく、

一括表示（全車保証付き）等でも可 
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〔旅行に関する広告〕 

１．募集型企画旅行の広告における必要表示事項 

①企画旅行を実施する業者の氏名または名称、所在地、登録番号（旅行業協会に加入して

いる旅行業者にあっては、当該旅行業協会名も表示） 

②旅行の目的地及び日程に関する事項（発着地、主たる目的地、宿泊地、出発地、旅行日

数）機中泊、車中泊の場合はその旨 

③運送、宿泊または食事サービスの内容に関する事項（運送機関の種類または名称、宿泊

施設の名称または等級、食事条件） 

④旅行代金（燃油サーチャージが別途必要な場合はその旨最低額は最高額と同じ方法で表

示） 

燃油サーチャージの表示について 

旅行代金に含める場合 

 燃油サーチャージが旅行代金の中に含まれていることを、近接した同一

視野の場所に明瞭に表示すること 

（例）燃油サーチャージは含まれています。 

※国内空港施設使用料および海外空港諸税が必要となります。 

旅行代金とは別途に徴収する場合 

 燃油サーチャージが確定している場合はその額を、燃油サーチャージの

額が確定していない場合は基準日を併記した上で記載する等により目安となる額

を表示すること。 

 同一旅行商品において複数の航空会社の便を使用するため燃油サーチャ

ージの額が複数となる場合には、最低額及び最高額を表示すること。 

（例１）燃油サーチャージ（目安 5000円、：６/1現在）が別途必要となります。 

※また、国内空港施設使用料および海外空港税が必要となります。 

（例２）燃油サーチャージ（目安：26000～34000円：６/1現在）が別途必要と

なります。 

また、国内空港施設使用料および海外空港諸税が必要となります。 

（例３）国内空港施設使用料および海外空港諸税が別途必要となります。 

（注）燃油サーチャージは６/1 現在の額です。7 月以降の出発は増又は減があ

る場合があります。 

●燃油サーチャージ 

旅行代金に含まれる場合は、その旨を旅行代金に近接して表示する。別途に徴収する

場合は、確定した額（確定していない場合は基準日を併記した上で記載する等により

目安となる額）を旅行代金に近接して明確に表示する。 

●早期割引 



104 

 

 

早期割引条件を、旅行代金に近接して明確に表示し最低額と最高額は 8ポイント以上

で表示する。 

●二重価格 

同一の企画旅行について最近相当期間にわたって実際に販売されていた旅行代金と

の比較、または同一の企画旅行の旅行代金がいつの時点でどの程度の期間販売されて

いたか等その内容を正確に表示した場合の比較は、値下げ前の旅行代金とそれを掲載

した広告の次期、媒体等を併せて表示することで、二重価格表示ができる。 

なお、最近相当期間とは比較対照価格販売されていた期間が当該商品の販売期間の大

半を占め、かつ 2週間以上であること、さらに値下げ表示開始が比較対象価格で販売

されていた最後の日から 2週間以上経過していないことが条件である。 

●旅行代金以外の経費 

旅行代金以外に旅行者が通常負担する日投与のある経費（空港諸税、空港施設使用料

など）は、別途必要となる旨を旅行代金に近接して明瞭に表示する。 

 

⑤添乗員同行（旅程管理業務を行うもの）の有無 

⑥契約の締結前に書面を交付して取引条件の説明を行う旨（旅行業法施行規則第 25 条第 1

号に規定する事項＝取引条件の説明＝を表示してする場合を除く） 

⑦最少催行人員（催行が決定している場合はその旨） 

⑧受託販売の場合は登録番号と住所を表示してください。 

※誇大な表現や根拠なく優位性を強調する表現、旅行条件について誤認のおそれのある表

現には気をつけてください。 

なお、「受注型企画旅行」（旅行者の依頼により旅行の計画を作成するもの）については

「募集型企画旅行」と誤認させないため、①企画旅行業者の氏名または名称、所在地、登

録番号、②受注型企画旅行である旨の表記、③取引条件の説明を行う旨は必ず表記し、出

発日、旅行日程、旅行代金など、募集型企画旅行と誤認するおそれがある表示はできませ

ん。 

 

２．優待旅行と招待旅行 

優待旅行広告は、その企画旅行に関して第三者が旅行代金の一部を負担している事実が

ある場合に、その事項を表示して「優待」の表示が可能となります。 

①優待の当事者である第三者の名称 

②優待旅行を主催する旅行業者の名称、所在地、登録番号 

③当該企画旅行業者が定めた旅行代金 

④当該第三者の負担額 

 第三者による旅行代金の一部負担以外は消費者が支払うわけですから、これらの事項と

同時に「企画旅行の必要表示事項」を表示して、優待旅行広告が可能となります。なお、
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優待旅行の提供方法によっては、第三者の負担額が景品類の提供になる場合がありますの

で、景表法の制限にも注意してください。 

招待旅行 

 懸賞の景品などで消費者が旅行代金を負担せずに参加できる旅行をいいます。この場合、

旅行の募集広告には当たりませんので、企画旅行の必要表示事項を表示する必要はありま

せんが、企画者、目的地、旅行期間、発着地、出発日などの表示があるととっても親切で

す。 

招待旅行は景品類の提供となりますので、景表法による制限には注意してください。 

 

３．イベントと組み合わせた企画旅行 

 企画旅行には旅行業者以外の者（オーガナイザー）が企画したもの、あるいは旅行業者

と共同で企画したものがあります。旅行業者が募集することには問題はありませんが、こ

の旅行をオーガナイザーがその名において広く旅行者を募集し、旅行契約を締結すること

は旅行業の無登録営業となります。また、旅行代金を受け取ったりすることは旅行業代理

店業務の無登録営業となります。 

また、結婚式を旅行に組み入れたハネムーンパックなどのように、特別なイベントと旅

行を組み合わせた場合は、イベント業者と旅行業者の責任範囲が異なります。このような

場合、募集広告上の表示は以下の 3例のいずれかで表示することとなっています。 

①全体の主催を旅行業者のみとし、費用も全額旅行業者に支払う 

 共同企画―イベント業者、旅行業者 

 旅行企画・実施―旅行業者 

 費用―全費用を表示 

②費用、責任をイベント部分と旅行部分に分けて表示する 

 イベント主催―イベント業者 

 旅行企画・実施―旅行業者 

 費用―イベント参加費用と旅行費用を分離表示 

③旅行部分を含まない企画として表示する 

 主催―イベント業者 

 費用―イベント参加費用のみ表示 

（旅行部分についての表示例） 

 イベントに参加希望の方は○○旅行社企画・実施「△△ツアー」（××万円）に別途申し

込みいただくと便利です。 
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〔意見広告〕 

 意見広告は、通常の広告とは異なり広告する商品や役務表示がないほか、内容が主観的

であり、新聞読者に広く同意を求めるものです。ひぼう、中傷および公序良俗に反するも

のでないことと、本社の信用を損なうものでないこと、広告内容に広告主が責任を負える

と本社が判断したものは掲載します。 

 

１．意見広告の成立要件 

①商品や役務、イベントの告知表示がないこと 

②内容が主観的であること 

③反対意見が多数存在すること 

 以上の要件を満たした広告は「意見広告」と判断し、新聞記事と読者が誤認しないため

次の表示をしてください。 

①広告主の正式名称および代表者または責任者 

②広告主の住所および電話番号 

③18級（12ポイント）以上のゴシックで「意見広告」と表示 

 

２．次の意見広告は掲載できません 

①広告主が掲載内容に責任をもちえないと本社が判断したもの 

②内容があまりに抽象的で、意見内容が分かりにくいもの 

③他者をひぼう、中傷するものや、名誉棄損、プライバシーを侵害する疑いのあるもの 

④虚偽や事実を曲げて表現したものまたは読者を誤認させるもの 

⑤破壊活動または暴力行為などを肯定するもの 

⑥係争中もしくは当事者の当該係争・裁判に関するもの。ただし、公共性が高く、妥当な

内容と判断したものは掲載します 

⑦人権問題にかかわるおそれのあるもの 

⑧社会性のない私的な内容で広告の目的が不明確なもの 
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〔弁護士などの広告〕 

１．弁護士 

①表示しなければならない事項 

氏名及び所属弁護士会名。共同広告のときは、代表者１人の氏名及び所属弁護士会名 

②規制される広告 

イ) 事実に合致していない広告 

ロ) 誤導または誤認のおそれのある広告 

ハ) 誇大または過度な期待を抱かせる広告 

ニ) 困惑させ、または過度な不安をあおる広告 

ホ) 特定の弁護士または法律事務所と比較した広告 

ヘ) 法令または日本弁護士会連合会もしくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告 

ト) 弁護士の品位または信用を損なうおそれのある広告 

チ) 弁護士の選択にあまり重要でない事項を重要であるかのように強調し、優位な印象を

与える表示 

リ) キャッチフレーズは、誤解や過度な期待を与えないよう十分な注意が必要 

ヌ) 役職・経歴などの表示 

実体のない団体や休止団体または弁護士の社会的信頼・信用を損なう団体の役職、経歴は

表示できない。また、役職、前履歴によって有利な解決が期待できることを示唆する表現

はできない  

ヌ) 第三者の証言や推奨文を利用した広告は弁護士の広告と同様の扱いとする  

ル) 専門分野と得意分野の表示  

「専門家」「専門分野」「スペシャリスト」「プロ」「エキスパート」などの表示は控え

る。「得意分野」「取扱分野」「取扱業務」の表示は専門等の評価を伴わないので許され

る。  

③表示できない広告事項  

イ) 訴訟の勝訴率  

ロ) 顧問先または依頼者。ただし、顧問先または依頼者の書面による同意がある場合を除

く  

ハ) 受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されず、

かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く  

ニ) 過去に取り扱いまたは関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及

び広く一般に知られている事件または依頼者が特定されない場合で、かつ依頼者の利益を

損なうおそれがない場合を除く  
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２．司法書士  

①表示しなければならない事項 

氏名及び事務所の所在地、司法書士であること。法人会員は事務所の名称及び事務所在地 

②簡易訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする法人会員は、同業務を取り扱う事務所

において特定会員が常駐していること 

③禁止される広告 

(a)事実に合致していない広告 

(b)誤導または誤認のおそれのある広告 

（例）「他の事件を例として挙げ、同じような結果をもたらすと思わせる表現」 

「依頼する上で面談がまったく不要であるかのような表現」 

(c)誇大または過度な期待を抱かせる広告 

（例）「どんな事件でも解決してみせます」「たちどころに解決します」 

(d)他の会員との比較広告 

(e)他の会員をひぼう、中傷する広告 

(f)金品等の提供や供応をもって依頼を誘致するような広告 

（例）「友人等の紹介があれば紹介料を支払います」 

「キャンペーン期間中につき報酬割引中」 

(g)法令または会則に違反する広告 

(h)依頼者を表示した広告。ただし、依頼者からの文書による同意がある場合を除く 

(i)受託中の案件または過去に取り扱いもしくは関与した案件を表示した広告。ただし、依

頼者からの文書による同意がある場合を除く 

(j)その他司法書士の品位または信用を損なうおそれのある広告 

（例）新聞広告で、風俗情報等と近接した箇所への掲載 

以上が大阪司法書士会の規則の主な内容です。東京司法書士会では、同様の「規範規則」

で、広告に東京司法書士会員であることを表示しなければならないとしています。その他

の司法書士会でも独自に広告規則を設けているところがありますので、詳細は各司法書士

会に確認してください。日本司法書士会連合会でも、「不当な目的を意図し、または品位

を損なうおそれがある広告宣伝を行ってはならない」としています。 
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３．税理士  

①表示しなければならない事項  

氏名または税理士法人の名称及び所属税理士会名  

②禁止される広告  

イ) 事実に合致していない広告  

ロ) 誘誤導または誤認のおそれのある広告  

ハ) 誇大または過度な期待を抱かせる広告  

ニ) 特定の税理士会員または税理士会員事務所と比較した広告  

ホ) 法令または日本税理士会連合会、所属税理士会の会則及び会規に違反する広告  

ヘ) 税理士の品位または信用を損なうおそれのある広告  

③表示できない広告事項  

イ) 税務行政庁在籍時の具体的役職名  

ロ) 委嘱者の氏名または名称（書面による同意がある場合を除く）  

ハ) 現在取り扱いまたは委嘱されている事案（書面による同意がある場合を除く）  

ニ) 過去に取り扱いまたは委嘱された事案（書面による同意がある場合を除く）  

 

４．公認会計士  

①表示しなければならない事項  

氏名または監査法人の名称  

②禁止される広告  

イ) 業務、資格、経験に関して誇張した広告  

ロ) 他の会員をひぼう、中傷、または比較する広告  

ハ) 真実の情報を誤って伝えること  

ニ) 法令または会則及び会規に違反する広告  

 

５．寄付金募集の広告  

①社会福祉事業のための寄付金募集  

募集を開始する１カ月前までに、募集をしようとする地域の都道府県知事（２以上の都道

府県の区域にわたるときは厚生労働大臣）に募集の期間、地域、方法及び使途などを明ら

かにした書面を提出して許可をとらなければなりません。  

②重要文化財修復のための寄付金募集  

国宝など重要文化財の現状変更については、文化庁長官の許可が必要です。修理について

は、30日前に届け出なければなりません。従って、許可や届け出のないものは寄付金募集

はできません。  

③一般の寄付金募集  

地方自治体の条例で許可を必要とする場合があります。  
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６．有価証券などの紛失広告  

手形、小切手などの有価証券類の紛失または盗難にあった時、当該有価証券を無効とする

には、裁判所により「除権判決」を受けなければなりません。除権判決を受ける前に無効

の旨を表示した広告をしても法的な効力はありません。 


