
タイトル 内容 対象者 時間 企画

437～439
はじめての金融ガイド
金融取引の基礎知識
～トラブルの予防のために～

振り込め詐欺の被害にあわないために9分
偽造・盗難キャッシュカード8分
多重債務　16分

一般 31分 財団法人消費者教育支援センター

455
マギー司郎が教える
金融犯罪のタネと仕掛け

一般 26分 全国銀行協会

457 法六津探偵の金融犯罪を防げ
探偵と助手が振り込め詐欺や口座売買、インター
ネット関連犯罪、偽造キャッシュカードによる不正
引き出しや通帳印鑑の盗難について説明します。

一般 16分16秒 全国銀行協会

500
家庭科ベストセレクション
消費生活とトラブル防止

インターネットの普及による消費生活の変化
クレジットカードの仕組みと問題
様々な悪質商法
消費者トラブルにあってしまったら

教師 22分 NHKエンタープライズ

501
キミもねらわれている！
落語で知っとこ　悪質商法　手話つき

消費生活センターに寄せられる若年層の消費者トラ
ブルについて、「出会い系メール詐欺」「マルチ商法」
の相談実例をもとに落語にしました。

若年層 29分30秒
さいたま市消費生活総合センター
2010年

503
消費者トラブル啓発DVD
悪質業者の視点～次の狙いはあなたか
も～

ストーリー①催眠（SF)商法　8分
ストーリー②利殖商法　7分30秒
ストーリー③振り込め詐欺　8分

一般 23分30秒
内閣府
2009年

504
気にかけて　声かけて　トラブル撃退！
悪質商法捕り物帳

21世紀東京の高齢者をねらう悪質商法のうわさを聞
きつけ、江戸の岡っ引き弥助とその孫娘おみよが捜
査に乗り出しひと働き！再現ドラマで被害事例や問
題解決のポイントをわかりやすく示すとともに、トラブ
ル回避で大切なのは「家族や周囲の人々の見守り」
であることを、時代劇スタイルを交えて訴えます。

高齢者
その周りの人々

24分
東京都消費生活総合センター
2009年

505
若者を狙う悪質商法
～消費トラブルの対処法～

事例１マルチ商法トラブル　入会金のために借金、
友人を勧誘
事例２ネットトラブル　サイト事業者のワナ
事例３エステ店トラブル　無料体験サービスを受けて
高額契約に

若者 19分30秒
福岡県消費生活センター
平成21年

507
悪質商法ネタばらし
～若者を狙うだましの手口～

ナビゲーターのマギー審司が、10代20代の若者が
被害に遭いやすい4つの悪質商法の手口を、マジッ
クを披露しネタばらし。再現ドラマを交え、悪質商法
の対処法、クーリング・オフ制度などをわかりやすく
解説します。

若者 30分
東京都消費生活総合センター
2006年

519
ネットのトラブル、ブルブル！
ーインターネットに振り回されないため
にー

中学生たちが、インターネットを使うときに、いろいろ
なトラブルに巻き込まれていく事例を紹介。
「携帯電話」編では、　迷惑メール・チェーンメール、
学校裏サイトの怖さについて。「ネット対応型携帯
ゲーム機」編は巧妙なフィッシング詐欺や架空請求
について。「オークション」編は、コンサートチケットを
囮にしたワナに落ちていく事例を紹介。

中学生 19分
東京都消費生活総合センター
2008年

520
521
522
523
524

中学生向け消費者教育教材DVD
「気をつけよう！ネットに潜むワナ」

1.ワンクリック詐欺
  問題提起編　6分　問題解決編5分
2.インターネット通販
  問題提起編　6分　問題解決編5分

中学生 22分
北九州市立消費生活センター
2012年

525
526

もしあなたが消費者トラブルにあったら
消費者センスを高めよう！

A　ネットショッピングの落とし穴　7分03秒　アドバイ
ス1分08秒
B　おしゃれのリスク　5分31秒　アドバイス1分16秒
C　もうけ話にご用心　6分47秒　アドバイス35秒

高校生
若者

22分20秒
消費者庁
2011年

529 高齢者を狙う悪質商法

見守り者向け・高齢者向け
・劇場型・代理購入型の投資商法～温泉付き有料老
人ホームの利用権トラブル編～
・次々販売～健康器具・健康食品編～
・点検商法～リフォーム編～

見守り者
高齢者

見守り者向け22分
高齢者向け24分

大阪府消費生活センター
2012年

530
もう怖くない！
だましの手口、対処法

【利殖商法】13分
ある日、社債を高く買い取るという業者から電話。必
ず儲かるはずだったのに…
【点検商法】15分
近所の工事に来た業者。親切に瓦の修理をしてくれ
るはずが…
【押し買い】12分
貴金属を買い取る業者が訪ねてきた。断りきれず
に、家に入れてしまうと…

高齢者 43分
福岡県消費生活センター

531
はしのえみの消費者トラブル予防クリ
ニック

悪質商法の手口は年々巧妙になっています。自分
は騙されないと思っているアナタ。次の被害者はア
ナタかもしれません。悪質業者に騙されないため
に、この消費者トラブル予防クリニックで、被害者に
ならないための対処法を学びましょう。

一般 80分
鹿児島県消費生活センター
2012年

北九州市立消費生活センターDVDライブラリー

悪質商法・架空請求



533
阿藤快のあっと撃退！悪質商法
お年寄りを守るご近所の力

高齢者被害増加し続けています。被害の回復が困
難なケースが増えており、被害防止がますます重要
になっています。
この作品では悪質商法の被害に遭わないためには
悪質な業者(敵）を知ること。そして、ご近所や周囲の
人たちの交流を密にすることの大事さを描きます。

高齢者 22分
東映株式会社
2012年

534
高めよう！「見守り力」
～高齢者・障害者の消費者被害を防ぐ
ために～

高齢者や障害者の消費者被害の未然防止や、早期
発見のためには、地域社会全体で見守り、支援する
ことが求められています。
①小さな気づきが第一歩
②「気づく」を「つなぐ」
③「声かけ」は小さな勇気から
④みんな消費者、みんなで見守ろう

高齢者・障害者の見
守りの担い手向け

40分
消費者庁
2014年

535
相談する勇気
悪質商法に負けないぞ！

悪質室商法の被害にあったことのある若者たちが、
どうしたら被害にあわずに済むのか、被害にあった
場合はどうすればいいのかを学びます。そして「相談
する勇気」の大切さに気づきます。

軽度の知的障害や発
達障害のある若者

（保護者・支援者向け
の解説編付き）

25分38秒
千葉市消費生活センター
2013年

536－1
536-2

ネットのリスク、本当に理解しています
か？
画面の裏に潜む…数えきれないワナ

①ネットショッピングトラブル
高2のともきがブランドのスニーカーをネットで買った
とき
②架空請求トラブル
ネットで調べた無料の法律相談、クリックすると突然
請求画面が
③SNSトラブル
親切に相談に乗ってくれるSNSで知り合った友達に
会うことに

若年者 17分12秒
福岡県消費生活センター

537
　　　　　　　　　　さんえいけつ

消費者トラブル　惨英傑？
若者のこんな被害が増えています。

スマホのSNSなどを介して若者を狙う悪質商法が多
発！このDVDでは、3つの代表的な事例とその対応
策を解説しています。
①インターネット通販　②ワンクリック請求　③悪質
なマルチ商法

若者 25分
名古屋市消費生活センター
2014年

539
金融犯罪防止啓発ビデオ
家族で防ごう！金融犯罪

「振り込め詐欺」編(6分59秒）「投資勧誘詐欺」編(6
分52秒）
「還付金等詐欺」編(7分22秒）「ネットバンキング犯
罪」編(6分28秒）「ネットショッピング詐欺」編(6分51
秒）

一般 合計約33分
JBA
一般社団法人全国銀行協会
2015年

541
被害多発！危険なクリック
20代30代をねらうネットの罠

SNSを介した詐欺・誹謗中傷
出会い系高額商法・サクラサイト商法
アフィリエイト詐欺
事例をもとにインターネットをとりまく危険から身を守
る方法を紹介！

20代、30代向け 19分 文部科学省選定

543
巧妙化する詐欺手口に備える
ーだまされないための五箇条ー

連日のように報道される「特殊詐欺」の被害。「私は
だまされないから大丈夫」と思っているシニア世代の
多くが詐欺グループのターゲットになっています。こ
の作品では、二つの再現映像を検証しながら、その
理由と対策をわかりやすく説明していきます。
①オレオレ詐欺（受取型）②投資詐欺（劇場型勧誘）

成人 21分
文部科学省選定
株式会社教配
2016年

546 『見守り力』で消費者被害を防ぐ！

高齢者に身近な見守りの担い手である家族や事業
者の方等に消費者トラブルを発見する力を身につけ
ていただくため、「気づき」のポイントや上手な「声か
け」の方法、気づいたときの対処法を事例を交えな
がら紹介します。
①「悪質商法・家族編」20分　②「悪質商法・事業者
編」15分③「ニセ電話詐欺編」14分

高齢者見守りの
担い手

49分
福岡県・福岡県警察
2016年

548
林家木久扇・木久蔵の高齢者を狙う
詐欺・悪質商法

巧妙化の一途をたどる高齢者を狙った詐欺・悪質商
法。被害防止のために、高齢者自身の対策ととも
に、家族や身近な人々の見守りや日頃からの交流
が欠かせません。落語を楽しみながら、近年多発す
る手口の再現ドラマをもとに、被害に遭わないため
の対策法、周囲の見守りの大切さを描きます。

高齢者
家族周囲の方々

30分
東映株式会社
2018年

549
青空球児・好児のお年寄りの安全生活
術
だまされるな！振り込め詐欺・悪質商法

一向に減る気配のない「振り込め詐欺」と「点検商
法」を取り上げ、悪質な手口の特徴とその対策を考
えます。

高齢者
家族周囲の方々

22分
東映株式会社
2018年

550 架空請求のワナ 一般 19分
東映株式会社
2018年

555
事例で学ぶ！
高齢者を狙った
詐欺・悪質商法の手口と対策

詐欺・悪質商法から身を守るためには、普段からの
心がまえが大切で、事前に詐欺や悪質商法の手口
を知っておく必要があります。高齢者に被害が多い
詐欺や悪質商法の手口をわかりやすく紹介します。

一般 35分
株式会社東京法規出版
2019年

559

なぜ、騙されるのか？
高齢者を狙う悪質商法・詐欺に
対処するには

高齢者を狙った悪質商法・詐欺は巧妙化の一途をた
どっており、自治体や警察などでも様々な対策を
行っていますが、被害は一向に無くなりません。
今作では、「自分は騙されない」と思っている主人公
が、悪質業者の巧みな罠にかかっていく迫真のドラ
マを通して、自分だけで判断することの危険性を訴
えるとともに、被害に遭わないための対処法と、周囲
とのコミュニケーションの大切さを描きます。

高齢者
（字幕版あり）

２３分
東映株式会社
2019年

【新】
560

香山美子さんと学ぶ
特殊詐欺対策！
「絶対大丈夫」はあなたの過信

日頃から合言葉などを用意しして詐欺対策を行い、
「私だったらだまされない」と自信のある女優の香山
美子さん。司会の大竹真さんと共に、ケースドラマと
専門家による解説から、年々巧妙化する詐欺手口
やその対策について学んでいきます。だまされない
と自信のあった香山さんですが、近年の巧妙な手口
を知り、その自信は…。視聴者も香山さんと一緒に
飽きることなく学べる内容です。

成人向き
（字幕選択式）

本編30分
特典映像５分

株式会社教配
2020年


