
啓発用ＤＶＤ（悪質商法・クレジット・契約など） H28-10-11現在

若者 高齢者 一般

101
今、高齢者が狙われている！
　－お年寄りのための防犯対策（住宅編）－

○ 2005 住まいの防犯 16分 南日本テレビ

102
油断大敵！悪質商法
　－迷惑メール警報　クレジット注意報－

○ 2005 20分 （財)日本消費者協会

103 魔法の講座 ○ 2005 プレゼンテーション 24分 経済産業省

104
ズバリ！私のどこがいけなかったの？
　－賢くつきあうローン＆クレジット－

○ ○ ○ 2005 27分 全国銀行協会

105
マギー審司の悪質商法ネタばらし
　－若者を狙うだましの手口－

○ 2006 アポ・架空請求・キャッチ・マルチ・クーリングオフ 30分 東京都消費生活総合センター

106 詐欺手口にご用心 ○ 2008 振込詐欺・リフォーム詐欺･内職詐欺 18分 現代映像株式会社

107
孤独・お金・健康につけ込む
　－主婦・お年寄り狙いの悪質商法－

○ 2008 利殖商法･健康に付け込む悪質商法 23分 現代映像株式会社

108 ケータイ・パソコンその使い方で大丈夫？ ○ 2008 ルールとマナー（裏サイト等） 25分 東映(株)教育映像部

109
あなたは大丈夫！？
　－若者ねらいの悪質商法－

○ 2008 アポ・ワンクリック詐欺・架空請求・恋人商法 22分 現代映像株式会社

110 ケータイ安全教室 ○ ○ 2008 18分 ＮＴＴドコモ　ケータイ教室事務局

111
悪質商法とは？
　－あなたは狙われている－

○ ○ ○ 2008
送り付け・催眠商法・アルバイト商法・マルチ商法・キャッ
チ・恋人商法

20分 現代映像株式会社

112 ネットのトラブル、ブルブル（中学生向け） ○ 2008 携帯電話・ネットゲーム・オークション 19分 東京都消費生活総合センター

113 悪質業者の視点 ○ 2009 SF商法･利殖商法・振込詐欺 23分 内閣府国民生活局

114
断るチカラの磨き方（知的障害・発達障害のある方への練習編
付き）

○ ○ ○ 2009 架空請求・キャッチ・マルチ・デート商法 21分 東京都消費生活総合センター

115 悪質商法捕物帖 ○ 2009 利殖・催眠商法、次々販売、携帯電話 24分 東京都消費生活総合センター

116
若者の契約トラブル
　－しまった！こまった！だまされた！？－

○ 2010 ネットショッピング・マルチ商法 26分 （社）全国消費生活相談員協会

117
キミもねらわれている（手話付き）
　－落語で知っとこ悪質商法－

○ ○ ○ 2010 出会い系メール詐欺・マルチ商法 29分 さいたま市消費生活総合センター

118 まさととめぐみのおこづかいを考えよう ○ 2010 （小学生金銭教育用） 16分 全国消費生活相談員協会

119 もしあなたが消費者トラブルにあったら・・・ ○ 2011 ネットショッピング・おしゃれのリスク・もうけ話 22分 消費者庁

120 ネットと上手につき合おう！ ○ 2011 ネットトラブル 23分 東映(株)教育映像部

121 消費者センスを身につけよう（中学生向け） ○ 2011 携帯電話の落とし穴・ネットショッピング 22分 消費者庁

122 ネット世界の歩き方（小学生向け） ○ 2011 無料着うた・無料オンラインゲーム 17分 神奈川県消費生活課

123
騙されない。と思ってる？
　－いっこく堂の消費者トラブル見守り隊－

○ 2012 利殖・点検商法・訪問販売 37分 神奈川県消費生活課

124 高齢者を狙う悪質商法 ○ 2012 利殖・点検商法・次々販売 27分 大阪府消費生活センター

125 青空球児・好児のお年寄りの安全生活術 ○ 2012 振込詐欺・点検商法 22分 東映(株)教育映像部

126 いま詐欺はオレオレだけじゃない。 ○ 2012 24分 日本証券業協会

127 阿藤快のあっと、撃退！悪質商法 ○ 2012 押し買い・無料商法・水質検査 22分 東映(株)教育映像部

128
中学生も消費者です
　－契約トラブルや権利と責任を学ぶ－

○ 2012
「買い物」を通じて契約などの基礎知識、権利と責任を
学ぶ

16分 東映(株)教育映像部

129 インターネットの危ない世界 ○ 2012 ネットトラブル５つの事例 45分 神奈川県消費生活課

130
ななの消費生活ものがたり
　－アニメで見る悪質商法－

○ ○ ○ 2013 エステトラブル・マルチ・次々販売・利殖商法 33分 愛媛県消費生活センター

131 消費者被害防止啓発ＤＶＤ　（5枚） ○ ○ 2013 健康食品送り付け・利殖商法・訪問販売 25分 和歌山県消費生活センター

132
みえる？みえない？みえてきた！
　－契約・クレジット・消費者トラブル－

○ ○ 2013 契約・クレジットって何？ネットショッピング・マルチ 19分 三重県消費生活センター

133
みえてくる！悪質商法の手口
　－狙われる高齢者－

○ 2013 催眠・利殖・点検商法・次々販売 29分 三重県消費生活センター

134 山田花子の消費生活サポーター劇場 ○ 2013 消費生活サポーターとは 28分
岡山県県民生活部くらし安全安心
課

135 気いつけられ！悪質商法 ○ 2013 利殖・催眠・点検商法、ネットトラブル、振込詐欺 24分 富山県

136
インターネット×リアル（２枚）
　－より良いコミュニケーションを築いていくために－

○ 2013
インターネット関連トラブル、インターネットとの上手な付
き合い方

88分 千葉県県民生活課

137
高めよう！「見守り力」
　－高齢者・障害者の障害者被害をふせぐために－

○ ○ ○ 2014 高齢者・障害者の消費者トラブルと見守り 40分 消費者庁

138 消費者トラブル惨英傑（さんえいけつ）？ ○ 2014
インターネット通販、ワンクリック請求、悪質なマルチ商
法

26分 名古屋市消費生活センター

139 回復します消費者被害。守ります消費者の利益。 ○ 2014 消費者団体訴訟制度（差止請求、被害回復） 27分 消費者庁

140
特殊詐欺抑止対策ＤＶＤ
「特殊詐欺にご用心！」

○ ○ 2015 振込詐欺　等 21分
近畿二府四県警察
（公財）和歌山県防犯協議会連合会

141 映像で知る情報セキュリティ ○ ○ 2015
ワンクリック請求、スマートフォンのセキュリティ、SNS、
小学生向けネットマナー、情報漏えい、ｳｨﾙｽ・ｻｲﾊﾞｰ攻
撃対策

120分
IPA（独立行政法人情報処理推進機
構）

142 消費者トラブル撃退　虎の巻 ○ 2015
消費者市民社会の構築、消費者被害事例ドラマ、クーリ
ング･オフや相談方法

46分 福島県消費生活センター

143
スマホの安全な使い方教室
～気をつけようＳＮＳのトラブルに～

○ 2015
個人情報は大丈夫？特に写真は要注意、リアルに会う
ことの危険、ネット犯罪の危険、誤解からネットいじめへ

23分 東映(株)教育映像部

144
電話で詐欺のお話
その電話、本当に大丈夫？

○ 2015
マイナンバー制度の巻、老人ホーム入居権の巻、還付
金詐欺の巻

14分 山口県環境生活部県民生活課

145 消費者啓発　ワンポイント講座！ ○ 2016
食べ物を考える　まさかの事故に備える、見えなくなった
お金、あなたはアナタですか！？、考える消費者になろ
う！、スマートフォン啓発用アニメ　ルールを決めた日

29分
神戸市市民参画推進局市民生活部
消費生活課
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