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内閣府消費者委員会事務局参事官補佐 

弁護士 木下聡子 

【資料】本相談事例および本アンケート調査結果の整理  
—ショッピングモールを対象として— 

 
※ 本相談事例及び本アンケート調査結果に関する下記記載は、その一部をそのまま抜粋したものである。

但し、括弧書きは筆者による補足である。  
なお、「…」は中略を示す。  

※ 斜体部分は、本アンケート調査結果の内容を示す。  

※ 「アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Ｑ16）」とは、第５回資料１－４の「１」で挙げられ
た内容を示す。具体的には、本アンケート調査のＱ16「Ｑ15（ショッピングモールサイトを利用した
際に、トラブルの経験はありますか？）のトラブルについて、差し支えのない範囲で具体的な内容を
記述願います。（取引の内容、ショッピングモールサイトやショップの名称、トラブルの最終的な解決
状況や、感想など）」の回答結果の一部である。  

※ 「アンケート自由回答―運営者への要望（Ｑ20）」とは、第５回資料１－４の「２」で挙げられた内容
を示す。具体的には、本アンケート調査のＱ20「ショッピングモールサイトの利用に際して、トラブ
ルが起こらないようにするために、サイトの運営者の責任で行ってほしいサービスや情報提供などが
ありましたら記述願います。」の回答結果の一部である。  

※ 「#」で示された番号は、第６回資料２の表中の番号に対応している。例えば、「#1-1-1」であれば、
同資料中の「【１－１】加盟店管理に関する分類」の「１」（信ぴょう性の低い情報商材を販売）に対応
する。  

 

ケース１  
第一次的に、相談者及び相手方その他の第三者間で問題が生じてい
ると見受けられ、  
第二次的に、プラットフォーム事業者との間でその責任の所在が問
題となり得る場合  

 出品に関する問題 

 情報商材 
#1-1-1 
- （情報商材の販売先へ誘導していたレビューは削除されたが、）同じものがモール内で電子書籍と
しても販売されていた。  

#1-1-4 
- ダウンロードサイトを通じて、競馬予想ソフトウェアを数千円で利用。その予想式を更に高額で
ネット販売し、数万円～50 万円の品を次々売り捌いているものもあり、買ってしまった。  

＃1-1-5 
- （情報商材を 20 万円で購入し、だまされたと気づいたが、）PF に苦情を言うと、サポートは出来
ないと言われた。  

- 事業者に返金を求めたところ、３万円返金するという。  

 偽物 
#1-1-6（ショッピングモール／フリマ） 
- （偽物の花の種の販売につき、）ショッピングモールやフリマサイト等に直接通報したが、出品削
除などの連絡も一切なく、沢山の人が今も騙されて買っている。  

 表記の不備／虚偽の表記 
#1-1-2  
- （新品と称した中古品につき）気づいた出品者をこれまでモールに何十件も報告してきたが、一
向に改善される傾向がない。  
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アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16） 
- 飲料をケースで購入した。一般的には 1 年程度の賞味期限だが、届いたのは 1 ヶ月を切った商品
だった。  

- なんの説明も書いていなかった。  
アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16） 
- 購入した洋服が、色が写真と異なり、素材感も粗雑で返品した。  

 商品の破損 
アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16） 
- 購入した商品がすぐに壊れた。調査したところ、説明にある規格を十分に満たしていなかった。
保証を使って商品を返品処理した。  

アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16） 
- 送られてきた商品が破損していた。  

 代金支払に関する問題 

 金額の誤表記 
#1-3-10（海外 Online Travel Agent／越境） 
- ホテルのミスで金額に誤りがあったと言われ、割高な料金での予約若しくはキャンセルを選択す
るよう言われた。…自分に落ち度はなく納得できない。  

 商品発送に関する問題 

 未着 
#1-1-3 
- ショッピングモールから、その店は「…退店しました」とメールが届いた。  
- 注文履歴は配送済みになっている。  
- 販売店を検索してもモールのサイトでは出てこない。  
- 販売店の受注確認メールにはメールアドレスも、住所も電話番号もなかった。  
- ネットの口コミで被害にあったと書いている人が何人もいて不安だ。  
- モールにはメールで被害届を出したが、まだ返事が来ない。  
- 解約返金してほしい。  

 遅配 
#1-6-1 
- 配送が記載よりも遅く、届くまでかなりの時間がかかった。  
- 配送までの日数も小さい字でかかれていて気が付かなかった。  
- 遅いのがわかっていればそのショップでは頼まなかった。  

アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16） 
- 商品がなかなか届かないにも関わらず、何の連絡もなかったので、他の店に同じものを頼んだら
そちらはすぐに届いて、そのあとに最初に頼んだ店から何の連絡もなしに商品が届いたので、同
じ商品を二つも買ってしまう羽目になったことがある。  

アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16） 
- 送ったと言われたのに実際に物が届いたのは最初に問い合わせをした１０日後ぐらいだった。  

 誤発送／誤配 
アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16） 
- 誤った商品が送られてきた。  
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アンケート自由回答―運営者への要望（Q20）  
出店者に関する審査・監督・情報提供―信頼性の確保  
 出展者の審査を厳しくするとともに、審査基準と審査結果、出展者の信用情

報を提供または公開して欲しい。  
 信頼のおける出展者、出店店舗か精査及び審査をきっちりして欲しい。  
 評価等で苦情の上がっているショップは定期的に信用度を確認してほしい。  
 購入者レビューにはその販売会社の関連者が自分で書き込んで情報操作して

いる可能性もあるのでそういう評価だけで会社を判断するのではなくしっか
りそれ以外の要素から信頼のできる会社を選定して掲載して欲しいと思う。  

 不誠実な対応や商売をするショップは、通報からの情報精査で即座にペナル
ティを課すべきだと思う。  

 サイト上で在庫と実際の在庫が頻繁に食い違うような出店者には、タイムセ
ールへの参加を禁じてほしい。  

 口コミ評価で極端に悪い評価や通報があった場合に審査をしてほしい。事前
に身分証等で身元を確認してほしい。  

 年間のトラブルの件数  
 そのショップの消費者とのトラブルの事案数や解決事例を示してほしい。  
 違反出品者への懲戒・公表・注意喚起  
商品のチェック  
 偽造品や盗品のチェックをしっかりやって欲しい。  
 過大広告など嘘の記述がないかのチェック。海賊版の販売のチェック。  
商品の説明  
 サイズ、素材、色などできるだけ詳しく商品説明してほしい。  
エスクロー  
 商品が届くまでサイト側が支払金を預かる。  
レビューの管理  
 一部のサイトではレビューでのなりすましやサクラが多いので、本当に商品

を購入した人のみレビューできるように厳格にして欲しい。  
苦情等受付窓口  
 サイトの運営者はもとよりショップとの連絡が確実に取れるようにして欲し

い。  
 トラブルがあった時、運営会社に直接電話できるようしてほしい。  
 トラブルがあった場合、運営者は責任をもって仲介してほしい。  
 トラブルの最初の情報は必ずショッピングモールサイトが受けて、その後の

状況を監視することが必要で、利用者はモールサイトを信用してカード情報
等を連絡しているのでこれだけは重視して貰いたい。  

 トラブル専用受付  
 24 時間電話受付窓口。  
 トラブルが起きた時の仲裁  
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 ユーザー登録に関する問題 

 アカウントの不正使用—他人のクレジットカードの登録 
#1-2-1 
- （自己のアカウント上で他人のクレジットカードが登録され、有料のサービスが購入されてい
た。）  

- 請求はカード所有者へ行くと思うが、カード所有者からすると私が不正にカード番号を利用した
ように見える  

- カード会社に問い合わせ、カード番号を教えてと言われたが、カード番号下 4 桁のみしか見え
ず、それでは情報が足らないとのこと。  

- ※規約に PF に損害が発生した際にその賠償請求を会員が負うとある  
#1-2-2 
- 全く身に覚えのないクレジットカードが…登録されて使用されていた。  
- カスタマーセンターに連絡した時は、まだクレジットカードの承認が保留で注文は完了しておら
ず、…注文は取り消せたが不安。  

 他者の注文への支払い 
#1-4-1 
- （注文メール中のリンク先の支払方法に従って支払ったところ、）その後サイトから連絡はなく、
サイトもみられなくなっていた。  

- ショッピングモールのカスタマーセンターへ問い合わせたら「貴方の名前で支払いを受けている
が、注文者は貴方ではない」とのこと。  

- 警察に相談するよう言われたが、被害届は受理されない。  
 

アンケート自由回答―運営者への要望（Q20）  
 カード情報などの個人情報の管理。セキュリティ管理。  

 

ケース２  第一次的に、相談者及びプラットフォーム事業者間で  
問題が生じていると見受けられる場合  

システムの提供に関する問題 

 システム操作の不具合 
#1-7-1（共同購入クーポンサイト） 
- スマホで購入枚数を増やす際の反応がおかしかったため、5 枚になっていたこと（購入枚数を間
違えたこと）に気づかなかった。  

#1-3-8（大手ショッピングサイト） 
- 自己都合の返品は受けられないと断られた。  
- 返品規約の確認はしていなかった。  
- 自分のスマホでは返品規定のところがスクローズできず確認できなかった。  
- 返品返金してほしい。  

 ログイン制限 
#1-2-3 
- （不正利用されたことに伴い再発行を受けた）新カードを一度利用したら、モールにログインで
きなくなった。  

- 通常の利用とは異なる利用があり利用制限を行った、制限解除の予定はない、1 万円分貯まった
ポイントも移行不可、制限内容については伝えられないという。  
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 最終確認画面の不存在 
#1-3-7（大手宿泊サイト／越境） 
- 海外（の宿のサイト）は（国内の宿のサイトとは異なり、）確認画面がなかったと思う。  
- すべての部屋をキャンセルすることになった。  
- 支払はクレジットカードを利用した。業者は約 10 日で全額を振り込むと言っている。  
- このようなシステムを使っている業者は問題ではないか。  

 予約未完了状態における予約完了メール配信 
#1-3-2（ホテル予約サイト／越境） 
- 海外ホテル予約し、予約完了メールが届いた…しかし、実際に行ったら「予約は入っていない」
と言われ…  

- 予約サイトは「最終確認はされておらず、当日は満室だった」「ホテルから返金されないので返金
できない」と言われた。  

 最低価格保証手続の複雑性・不透明性 
#1-3-3（海外 Online Travel Agent／越境） 
- （最低価格保証に基づき差額を）返金申請した。サイト上の手続方法に従ったが「画像のフォー
マットが違う、ファイル名が文字化けして確認できない」等本質でない問題で時間を稼ぎ、結
果、時間が経過しすぎて検証できないことを理由に返金されなかった。  

- 消費者に対し 24 時間以内に手続き申請するよう求めているのに、事業者からの返信は３～４日後
の運営で返金するつもりがないと思う。  

- 他国拠点のＡ事業者だが、日本で収益をあげる事業者なのだから、それなりの対応が必要だ。  
- サイトで利用可能な５千円のクーポン券が送付されるというが、納得できないので情報提供した
い。  

 最安値の誤表記 
＃1-3-6 
- ショッピングモールは「（最安値の）表示がおかしかったのは（ポイントアップ反映の）タイムラ
グの一時的なもので現在は復旧」と言うが、そこは 18 時間以上前からポイントアップしており、
18 時間をタイムラグとするのは長すぎる。  

 

ケース３  
第一次的に、相談者及び相手方間で問題が生じているのか、  
相談者及びプラットフォーム事業者間で問題が生じているのか、  
線引きが難しいと見受けられる場合  

 代金支払に関する問題 

 送料の表記違い 
#1-1-7 
- 現在の広告は送料別になっているが、注文時は間違いなく送料無料とあり、サイトの購入履歴に
も、サイトからの注文受付メールにも、店舗からの受注確認メールにも送料 0 円とある。  

- （キャンセルできたものの、）決済に使ったのは期間限定ポイントであり、キャンセルに応じたと
しても期限到来分は戻ってこない。  

アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16） 
- 配送料無料とかいてあったのに配送料を取られていた。  

 キャンセルに関する問題 

 期限付ポイントによる返金 
#1-7-1（共同購入クーポンサイト） 
- 「購入後 7 日以内のキャンセル可能」とあったので、それではキャンセルして改めて 2 枚購入す
ると伝えたところ、…「…ポイント…で購入金額分の返還で対応します」とのこと。  
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- ポイントの使用期間は 180 日。  
- 「このポイント還元に同意する場合はその旨連絡ください」とある…  
- いつまでに連絡すればよいか分からないし返金は出来ないのだろうか。  

 キャンセルの可否 
#1-3-4（海外 Online Travel Agent／越境） 
- 今まで何度も利用しており、いつもはキャンセル可能だったので（今回の予約のキャンセル不可
の条件を）見逃したかもしれない。どうしてもキャンセルできないか。  

- クレジットカードが瞬時に決済されるのも不満だ。  

 キャンセル料の認識の齟齬 
#1-3-1（旅行サイト／越境） 
- 予約時に "キャンセル無料 "の記載があった…しかし、予約の完了を通知していたメールを確認し
たところ、キャンセルの場合も全額徴収されるプランとなっていた。  

#1-3-5（チケット仲介サイト） 
- （キャンセル料 10%の）通常取引で売却したにもかかわらず、サイト業者はキャンセル料を（エ
クスプレス便等を選んだ場合の）売価全額の 19,000 円を請求し、（別途）72,000 円で売れた代金
から勝手に相殺して入金してきた。  

- 売却価格全額のキャンセル料はおかしくないか。  
- 勝手に引かれた代金分は返金して欲しい。  
- メールしか連絡ができず回答も非常に遅い。  

 相談者自身による入力ミス 
#1-3-9 
- すぐに間違いに気づき窓口まで連絡したが、「いかなる理由であっても購入の取消しは出来ない」
という規約があり、確認画面も表示されているので取消し不可と告げられた。  

- 規約に書かれていれば従うしかないのか。  
 

アンケート自由回答―運営者への要望（Q20）  

規約条件の明確化―返品・送料等  
 返品できる条件を、商品個別欄で説明してほしい。  
 各商品のページで免責事項を記載。  
 送料や返品などトラブルになりそうなことは、簡潔にわかりやすく書いてほ

しい。  
 万一注文した商品と違う商品が届いたり、欠陥があったりした場合、返送料

の負担なく返品交換に応じてもらえる。  
 利用規約の抜粋（最低限ここは知っておいてほしいというところを赤文字な

ど分かりやすく表示する）  
 メルマガなどで時々、規約にはこういうのがありますと５項目以下くらいで

簡単に説明してくれると全文読まなくても知れていいかも。  
 

 ポイント付与の問題 

 ポイント付与の条件 
#1-5-1 
- 商品横に「ポイント 10 倍＋クーポン 3 万円」表記があった。  
- 問い合わせると、「当クーポンは購入時にバナーをクリックして適応するもの」「今から遡って適
応はできない」と言われた。しかし、その説明はわかりにくく、自分は 3 万円のクーポンが付与
されることを見込んで購入に踏み切ったのである。  


	【資料】本相談事例および本アンケート調査結果の整理
	—ショッピングモールを対象として—
	第一次的に、相談者及び相手方その他の第三者間で問題が生じていると見受けられ、
	ケース１
	第二次的に、プラットフォーム事業者との間でその責任の所在が問題となり得る場合
	① 出品に関する問題
	 情報商材
	#1-1-1
	- （情報商材の販売先へ誘導していたレビューは削除されたが、）同じものがモール内で電子書籍としても販売されていた。
	#1-1-4

	- ダウンロードサイトを通じて、競馬予想ソフトウェアを数千円で利用。その予想式を更に高額でネット販売し、数万円～50万円の品を次々売り捌いているものもあり、買ってしまった。
	＃1-1-5

	- （情報商材を20万円で購入し、だまされたと気づいたが、）PFに苦情を言うと、サポートは出来ないと言われた。
	- 事業者に返金を求めたところ、３万円返金するという。

	 偽物
	#1-1-6（ショッピングモール／フリマ）
	- （偽物の花の種の販売につき、）ショッピングモールやフリマサイト等に直接通報したが、出品削除などの連絡も一切なく、沢山の人が今も騙されて買っている。

	 表記の不備／虚偽の表記
	#1-1-2
	- （新品と称した中古品につき）気づいた出品者をこれまでモールに何十件も報告してきたが、一向に改善される傾向がない。
	アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16）

	- 飲料をケースで購入した。一般的には1年程度の賞味期限だが、届いたのは1ヶ月を切った商品だった。
	- なんの説明も書いていなかった。
	アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16）

	- 購入した洋服が、色が写真と異なり、素材感も粗雑で返品した。

	 商品の破損
	アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16）
	- 購入した商品がすぐに壊れた。調査したところ、説明にある規格を十分に満たしていなかった。保証を使って商品を返品処理した。
	アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16）

	- 送られてきた商品が破損していた。


	② 代金支払に関する問題
	 金額の誤表記
	#1-3-10（海外Online Travel Agent／越境）
	- ホテルのミスで金額に誤りがあったと言われ、割高な料金での予約若しくはキャンセルを選択するよう言われた。…自分に落ち度はなく納得できない。


	③ 商品発送に関する問題
	 未着
	#1-1-3
	- ショッピングモールから、その店は「…退店しました」とメールが届いた。
	- 注文履歴は配送済みになっている。
	- 販売店を検索してもモールのサイトでは出てこない。
	- 販売店の受注確認メールにはメールアドレスも、住所も電話番号もなかった。
	- ネットの口コミで被害にあったと書いている人が何人もいて不安だ。
	- モールにはメールで被害届を出したが、まだ返事が来ない。
	- 解約返金してほしい。

	 遅配
	#1-6-1
	- 配送が記載よりも遅く、届くまでかなりの時間がかかった。
	- 配送までの日数も小さい字でかかれていて気が付かなかった。
	- 遅いのがわかっていればそのショップでは頼まなかった。
	アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16）

	- 商品がなかなか届かないにも関わらず、何の連絡もなかったので、他の店に同じものを頼んだらそちらはすぐに届いて、そのあとに最初に頼んだ店から何の連絡もなしに商品が届いたので、同じ商品を二つも買ってしまう羽目になったことがある。
	アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16）

	- 送ったと言われたのに実際に物が届いたのは最初に問い合わせをした１０日後ぐらいだった。

	 誤発送／誤配
	アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16）
	- 誤った商品が送られてきた。


	④ ユーザー登録に関する問題
	 アカウントの不正使用—他人のクレジットカードの登録
	#1-2-1
	- （自己のアカウント上で他人のクレジットカードが登録され、有料のサービスが購入されていた。）
	- 請求はカード所有者へ行くと思うが、カード所有者からすると私が不正にカード番号を利用したように見える
	- カード会社に問い合わせ、カード番号を教えてと言われたが、カード番号下4桁のみしか見えず、それでは情報が足らないとのこと。
	- ※規約にPFに損害が発生した際にその賠償請求を会員が負うとある
	#1-2-2

	- 全く身に覚えのないクレジットカードが…登録されて使用されていた。
	- カスタマーセンターに連絡した時は、まだクレジットカードの承認が保留で注文は完了しておらず、…注文は取り消せたが不安。

	 他者の注文への支払い
	#1-4-1
	- （注文メール中のリンク先の支払方法に従って支払ったところ、）その後サイトから連絡はなく、サイトもみられなくなっていた。
	- ショッピングモールのカスタマーセンターへ問い合わせたら「貴方の名前で支払いを受けているが、注文者は貴方ではない」とのこと。
	- 警察に相談するよう言われたが、被害届は受理されない。


	第一次的に、相談者及びプラットフォーム事業者間で
	ケース２
	問題が生じていると見受けられる場合
	システムの提供に関する問題
	 システム操作の不具合
	#1-7-1（共同購入クーポンサイト）
	- スマホで購入枚数を増やす際の反応がおかしかったため、5枚になっていたこと（購入枚数を間違えたこと）に気づかなかった。
	#1-3-8（大手ショッピングサイト）

	- 自己都合の返品は受けられないと断られた。
	- 返品規約の確認はしていなかった。
	- 自分のスマホでは返品規定のところがスクローズできず確認できなかった。
	- 返品返金してほしい。

	 ログイン制限
	#1-2-3
	- （不正利用されたことに伴い再発行を受けた）新カードを一度利用したら、モールにログインできなくなった。
	- 通常の利用とは異なる利用があり利用制限を行った、制限解除の予定はない、1万円分貯まったポイントも移行不可、制限内容については伝えられないという。

	 最終確認画面の不存在
	#1-3-7（大手宿泊サイト／越境）
	- 海外（の宿のサイト）は（国内の宿のサイトとは異なり、）確認画面がなかったと思う。
	- すべての部屋をキャンセルすることになった。
	- 支払はクレジットカードを利用した。業者は約10日で全額を振り込むと言っている。
	- このようなシステムを使っている業者は問題ではないか。

	 予約未完了状態における予約完了メール配信
	#1-3-2（ホテル予約サイト／越境）
	- 海外ホテル予約し、予約完了メールが届いた…しかし、実際に行ったら「予約は入っていない」と言われ…
	- 予約サイトは「最終確認はされておらず、当日は満室だった」「ホテルから返金されないので返金できない」と言われた。

	 最低価格保証手続の複雑性・不透明性
	#1-3-3（海外Online Travel Agent／越境）
	- （最低価格保証に基づき差額を）返金申請した。サイト上の手続方法に従ったが「画像のフォーマットが違う、ファイル名が文字化けして確認できない」等本質でない問題で時間を稼ぎ、結果、時間が経過しすぎて検証できないことを理由に返金されなかった。
	- 消費者に対し24時間以内に手続き申請するよう求めているのに、事業者からの返信は３～４日後の運営で返金するつもりがないと思う。
	- 他国拠点のＡ事業者だが、日本で収益をあげる事業者なのだから、それなりの対応が必要だ。
	- サイトで利用可能な５千円のクーポン券が送付されるというが、納得できないので情報提供したい。

	 最安値の誤表記
	＃1-3-6
	- ショッピングモールは「（最安値の）表示がおかしかったのは（ポイントアップ反映の）タイムラグの一時的なもので現在は復旧」と言うが、そこは18時間以上前からポイントアップしており、18時間をタイムラグとするのは長すぎる。


	第一次的に、相談者及び相手方間で問題が生じているのか、
	ケース３
	相談者及びプラットフォーム事業者間で問題が生じているのか、
	線引きが難しいと見受けられる場合
	① 代金支払に関する問題
	 送料の表記違い
	#1-1-7
	- 現在の広告は送料別になっているが、注文時は間違いなく送料無料とあり、サイトの購入履歴にも、サイトからの注文受付メールにも、店舗からの受注確認メールにも送料0円とある。
	- （キャンセルできたものの、）決済に使ったのは期間限定ポイントであり、キャンセルに応じたとしても期限到来分は戻ってこない。
	アンケート自由回答―トラブルの具体的内容（Q16）

	- 配送料無料とかいてあったのに配送料を取られていた。


	② キャンセルに関する問題
	 期限付ポイントによる返金
	#1-7-1（共同購入クーポンサイト）
	- 「購入後7日以内のキャンセル可能」とあったので、それではキャンセルして改めて2枚購入すると伝えたところ、…「…ポイント…で購入金額分の返還で対応します」とのこと。
	- ポイントの使用期間は180日。
	- 「このポイント還元に同意する場合はその旨連絡ください」とある…
	- いつまでに連絡すればよいか分からないし返金は出来ないのだろうか。

	 キャンセルの可否
	#1-3-4（海外Online Travel Agent／越境）
	- 今まで何度も利用しており、いつもはキャンセル可能だったので（今回の予約のキャンセル不可の条件を）見逃したかもしれない。どうしてもキャンセルできないか。
	- クレジットカードが瞬時に決済されるのも不満だ。

	 キャンセル料の認識の齟齬
	#1-3-1（旅行サイト／越境）
	- 予約時に"キャンセル無料"の記載があった…しかし、予約の完了を通知していたメールを確認したところ、キャンセルの場合も全額徴収されるプランとなっていた。
	#1-3-5（チケット仲介サイト）

	- （キャンセル料10%の）通常取引で売却したにもかかわらず、サイト業者はキャンセル料を（エクスプレス便等を選んだ場合の）売価全額の19,000円を請求し、（別途）72,000円で売れた代金から勝手に相殺して入金してきた。
	- 売却価格全額のキャンセル料はおかしくないか。
	- 勝手に引かれた代金分は返金して欲しい。
	- メールしか連絡ができず回答も非常に遅い。

	 相談者自身による入力ミス
	#1-3-9
	- すぐに間違いに気づき窓口まで連絡したが、「いかなる理由であっても購入の取消しは出来ない」という規約があり、確認画面も表示されているので取消し不可と告げられた。
	- 規約に書かれていれば従うしかないのか。


	③ ポイント付与の問題
	 ポイント付与の条件
	#1-5-1
	- 商品横に「ポイント10倍＋クーポン3万円」表記があった。
	- 問い合わせると、「当クーポンは購入時にバナーをクリックして適応するもの」「今から遡って適応はできない」と言われた。しかし、その説明はわかりにくく、自分は3万円のクーポンが付与されることを見込んで購入に踏み切ったのである。



