
 

〔自動車に関する広告〕 

１.新車に関する表示 

1-1.価格を表示する場合 

【必要表示事項】 

① 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下さい」

との説明を付記 

b. ディーラー単独の場合は「車両本体価格」を表示 

c. 複数ディーラーの場合は「車両本体価格」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下さい」を付記 

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る。 

※価格の付記説明は明瞭に表示して下さい。 

 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 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 

③ 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） 

1-2.写真と販売価格を併記する場合 

車両の写真やイラストに販売価格を併記する場合、写真やイラスト等を掲載した車両の販売価格

を、明瞭に表示して下さい。 

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、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 

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、「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できません。また、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。 

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

格として表示して下さい。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して下



 

さい。 

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で

下さい。 

1-3.「値引き」「割引率」「特価」などを表示する場合 

「値引き」「割引率」「特価」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

格を表示して下さい。なお、特価として表示して「価格は店頭発表」等の表示はできません。 

① 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 

② 例「割引率」 

＝「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 

③ 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 

1-4.特定の用語、事項を表示する場合の注意点 

「No.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

記して下さい。 

「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カ月間は表示できません。 

1-5.燃費消費率の表示 

(1) 燃費を表示する場合の基本的な考え方 

① 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。 

② 「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おそれのある表示は行わないこと。 

③ 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。 

(2) 広告として適正な表示 

① 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おそれが



 

ない（または少ない）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 

② 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れば、ASV 技術に関する表示は可能です。 

（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。」 

※燃費の付記説明は「明瞭な表示」が必要です。以下 4 点のいずれかで明記して下さい。 

a. 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 

b. 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 

c. 文字に下線（アンダーライン）をつける 

d. 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 

(3) 広告として問題となる表示 

① 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 

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

不可とします。 

a. 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 

② 「低燃費」等の用語や環境負荷の軽減に関する表示 

「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

は、「環境に配慮した」、「環境を考えた」等の表現を用い、「環境にやさしい」等の断定的な

表現は慎んで下さい。 

③ ASV 技術に関する表示 

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と、ASV 技術に関す

る表示はできません。 

（例）「○○○○ブレーキ搭載だから自動で停止」のみ 

1-6.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、必ずその旨を付記して下さい。特別仕様車を継続して販売する場合は台数の限定表示

は行わないようにして下さい。 

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して下さい。メーカー設定の場合は、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ようにし



 

て下さい。 

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

に表示して下さい。 

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。 

1-7.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、

次の事項を表示して下さい。 

① 現金で販売する価格（車両本体価格、合計金額） 

② 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） 

③ 頭金の額（初回支払額） 

④ 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 

⑤ 割賦（ローン）手数料の料率（実質年率で表示する） 

⑥ 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 

1-8.景品類 

景品類とは、以下に当てはまるものを言います。 

① 顧客を誘引するための手段として提供されること 

② 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 

③ 物品、金銭、労務、便益、その他の経済上の利益であること 

なお、以下のものは景品にはあたりません。 

① 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） 

② 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】 

① ベタ付けの場合 

 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 

 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

① ベタ付け（もれなく提供） 

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％ 

② 懸賞（抽選等により提供） 

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 



 

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 

② 懸賞の場合 

 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 

 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。 

1-9.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。 

1-10.エコカー減税に関する表示 

【必要表示事項】 

① 減税の適用期間及び適用条件 

② 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 

③ 詳細については、販売店（スタッフ）に尋ねられたい旨 

④ 「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 

⑤ 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 

⑥ 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 

a. 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 

b. 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 

また、「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。 

  



 

1-11.クリーンエネルギー補助金に関する表示 

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

て表示して下さい。 

1-12.下取り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

合不当表示になります。 

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ります。 

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

です。 

1-13.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（国土交通省審査値）であ

る一充電走行距離を表示して下さい。また、「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」を明瞭に表示して下さい。 

1-14.燃料電池車（FCV）の燃費表示について 

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します。 

「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

れた数値のものとします。 

「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」を明瞭に表示して下さい。 

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」を明瞭に表示して下さい。 

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します。 

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  

2-1.価格を表示する場合の必要表示事項 

【必要表示事項】 

① 車名及び主な仕様区分 

② 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） 

③ 車台番号の下３ケタ 

④ 販売価格 

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 

⑤ 割賦販売価格の表示 

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して下さい。 

a. 割賦販売価格（割賦支払総額） 

b. 頭金の額 

c. 支払回数及び支払期間 

d. 実質年率 

e. 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 

⑥ 走行距離数 

走行メーターの状態によって、以下の事項を表示して下さい。 

a. 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 

b. 走行距離計がマイル表示の場合…換算（１マイル≒1.609㎞）し、キロメートルを表示 

c. 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 

d. 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 

e. 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 

⑦ 自家用、営業用、レンタカー、その他の別（自家用は省略可） 

⑧ 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 

⑨ 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」、それ以外の場合は「保証な

し」と表示して下さい。 

a. 「保証付」と表示した場合 

保証内容（全保証、部分保証等）・保証の期間及び走行距離を表示 

b. 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 

⑩ 「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 

保証内容については「部分保証」と表示して下さい。なお「メーカー保証」「新車保証」と

表示することも可能です。 

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。 

⑪ 定期点検整備実施状況 

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」と表示して下さい。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」の表示が必要です。 

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して下さい。 

「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。 

【「定期点検整備あり」と表示した場合の必要表示事項】 

a. 展示時点で整備が実施済（「済」）か、納車時までに実施する（「納車時」）か 

b. 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） 

c. 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 

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

格に含めて表示して下さい。 

⑫ 修復歴の有・無 

「有」の場合は「修復歴の部位については尋ねられたい旨」を表示して下さい。 

⑬ 塗色 

⑭ 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） 

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 

c. 申し込みの有効期限がある場合は期限 

d. 特別の販売条件がある場合は内容 

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 

  



 

⑮ 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して下さい。 

2-2.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下さい。 

① 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」※「支払い総額」の名称を付して表示すること 

② 「車両の販売価格」および「その他の費用の総額」 

③ 「その他の費用」の内容の付記 

（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。 

④ 「支払総額」は、一定の条件の下での価格であることを付記 

（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。」 

2-3.「新古車」「新庫車」「登録済み新車」等の表示 

「新古車」、「新庫車」「登録済み新車」等は表示できません。 

（例）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 

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 

2-4.「登録済未使用車」の広告 

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。 

【注意事項】 

① 「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 

② 以下のような表示は行わないこと 

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言えません。 

2-5.おとり広告となるおそれのある表示 

フェア目玉車と通常の在庫車は、明確に区別して下さい。 

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」を明瞭に表示して下さい。 

「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。 

2-6.複数店舗の中古車を広告掲載する場合 

【注意事項】 

① 広告掲載車両の展示店舗がわかるように表示すること 

② 「○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 

③ 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②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 

④ 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 

2-7.「激安」等の表示 

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。 

「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、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でき

ません。同様に「値引きされている旨」の表示も行わないで下さい。 

３.新車バイクの表示について 

【必要表示事項】 

① 車名及び仕様区分 

② 製造国名（国産を除く） 

③ 保証の有無 

④ 価格 

a. 「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 

b. 「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 

c. 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 

⑤ 価格が有利である旨を表示した場合、根拠となる価格 (特価と表示して、「価格は店頭発

表」等の表示は不可） 

  



 

⑥ 写真やイラストの車両の価格 

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 

⑦ 台数や期間等に限定がある場合、限定の内容 

⑧ 「業界トップ」等最上級である旨を表示する場合、その根拠 

⑨ 会員店は、自動車公正取引協議会の会員である旨  

４.中古バイクに関する表示について 

4-1.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。 

【必要表示事項】 

① 車名及び主な仕様区分（車種を特定するための仕様区分） 

② 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） 

③ 製造国名（国産車を除く） 

④ 販売価格（消費税込価格） 

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 

⑤ 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 

⑥ 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） 

⑦ 保証の有無 

保証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 

⑧ 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 

⑨ メインフレームの修正・交換歴の有無 



 

⑩ 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 

⑪ 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 

⑫ 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 


