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迷惑ＦＡＸに業務停止の行政処分！？ 

 －特定商取引法の改正に注目－ 

 

みなさんこんにちは。すっかり秋らしくなり，肌寒い日も増えてきましたね。 

１歳になったばかりのうちのちびっこは寒くなったせいか，風邪ばかり引いています。みなさん

も体調にはお気を付けくださいね。 

   

今日は，迷惑ＦＡＸについて書きます。 

忘年会シーズンなど居酒屋さんから来るものや，パソコン買いませんか？化粧品買いませんか？

などなど，当事務所も一日のうちに何回もＦＡＸが送られてきます。一方的に送りつけられるこ

のＦＡＸ，日本では今まで何の法規制もありませんでしたが，この度やっと法規制の対象となり

ました。ＦＡＸＤＭで営業を行っている会社の方は，今後はＦＡＸＤＭが罰則の対象になる場

合がありますので，注意しましょう。 

 

このＦＡＸＤＭが法規制の対象になったのは，特定商取引法（特商法）が改正されたからです。 

以下，ＦＡＸＤＭに関する特商法の改正内容を詳しく見ていきましょう。 

今回の改正で規定されたのが・・・ 

①通信販売において販売業者は，受信者の請求または承諾なく，ＦＡＸ広告をしてはならない。 

②通信販売において販売業者は，受信者の請求または承諾について，その記録の作成保存をしな

くてはならない。 

③通信販売において販売業者は，ＦＡＸ広告に，ＦＡＸ拒否の意思表示の方法を記載しなくては

ならない。 

との内容です。 

ちなみに特商法における「通信販売」とは，販売業者や役務提供事業者が郵便・電話・ＦＡＸ・

メール等で売買契約や役務提供契約の申込みを受けて行う商品の販売や役務の提供のことを言

うので，ＴＶなどで行われているよくある通信販売より広い意味で使われていることにも注意が

必要です。 

これで今後，「迷惑な」ＦＡＸＤＭがなくなるといいですね！！ 

                                   （文責 前原 彩） 
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今月号では，よつばの近況報告，千葉周辺のおすすめスポット情報（千葉都市モノ

レール）と，おすすめグルメ情報をお届けします！ 

☆ 事務所の近況ご報告 ☆ 

【セミナー情報】 

よつば総合法律事務所では様々なテーマでセミナーの開催，講師としての参加をしてい

ます。今後の予定も含めて一部ご紹介いたします。セミナーにご参加いただいた皆様，ど

うもありがとうございます！  

★「カウンセラーが知っておきたい！法律のこと ～ 離婚・借金・職場の問題 ～」 

 （９月２４日 講師：三井伸容，粟津正博） 

  カウンセラーの皆さま向けにセミナーをしました。離婚，借金，

労働問題をテーマに丸一日かけてお話しさせていただきました。 

★「交通事故患者への問診・説明方法」 

 （１０月２２日 講師：今村公治，粟津正博） 

  千葉の接骨院の先生方向けの勉強会を開催します。保険会社・整形外科とも円滑な関

係を保ちながら適切な施術を行い，皆に感謝される整骨院になるためのお手伝いができ

ればと思います。 

★「過失割合を有利に交渉するための７つのポイント」 

 （１１月１７日 講師：今村公治） 

  千葉の保険代理店様向けの勉強会を開催します。当事務所の経験・

データを基にして交通事故の過失割合に特化したお話をさせていた

だきます。今後も定期的に交通事故や保険に関する勉強会を開催させ

ていただく予定です！ 

【事務所説明会情報】 

★ ９月２１，２７日に弁護士採用に向けた事務所説明会を行いました。 

毎年９月に司法試験の合格発表がありますが，今年は９月６日に発表がありました。平

成２８年度の司法試験合格者数は 1583人でした。当事務所の弁護士採用は，一般企業と同

様に事務所の説明会を行い，応募者との面接を数回して採用に至るという流れです。当事

務所では，今年はすでに７回ほど事務所説明会を開催しましたが，１０月にも２回開催す

る予定です。新しい弁護士が入所した際には，またご紹介させていただきます♪ 
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～ギネスにも認定☆千葉都市モノレール～ 
千葉事務所に来る途中，頭の上を何者かが通過することがあり

ます。千葉市のシンボル『千葉都市モノレール』です！ 

「懸垂型モノレールで営業距離世界最長」とギネス認定もされ，

震災でも台風でも止まらない，意外とすごいヤツです。 

今回は，その沿線のお出かけ情報と豆知識をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豆知識その１  

モノレールの中には，車両の外側も内側も全て上下逆さまに描かれたものがあります。 

屋根にはタイヤ。広告や案内表示も全て文字が逆。出逢えたら何かいい事があるカモ!? 

豆知識その２  

今年話題の「ポケモンＧＯ」ですが，千葉県内で１番ポケモンがいると言われているのが，今回

ご紹介した千葉ポートパーク！そして，駅を３つ進んだ「千葉公園」が，５番目だそうです。 

豆知識その３  

毎年受験シーズンになると，桜木駅と作草部駅の頭文字をとった「さくらさく」切符と，モノレ

ールのワイヤーを使った「落ちないお守り」が発売されます。今年も発売予定とのこと（駅員談） 

 

【千葉ポートパーク】千葉みなと駅徒歩 10 分 

テニスやＢＢＱも楽しめる臨港公園。 

今年７月からは園内を１周するパークトレイ

ンも運行開始！恋人の 

聖地に認定されている 

千葉ポートタワーもあり 

見どころ満載です！ 

【千葉市動物公園】 動物公園駅徒歩１分 

二本足で立つレッサーパンダの風太君で一

躍有名となった動物園。今や風太君もおじい

ちゃんですが，この春ついに猛獣ライオンが

登場☆中学生まで入場無料になったり，園内

にＢＢＱ場が New オープンしたり，まだま

だ元気なスポットです！ 

【よつば千葉事務所】栄町駅徒歩 2 分 

千葉事務所の本当の最寄り駅は，こち

らです。但し，ビルの裏側に出るので

迷子になる可能性が。。 
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～ 千葉周辺でオススメのお店紹介 ～ 

今月号では，弁護士今村のおすすめのお店をご紹介します♪ 

 

☆ パントリーコヨーテ  （ハンバーガー） 

千葉県千葉市中央区中央 3-11-11 ニュー豊田ビル 1F 

（京成線「千葉中央駅」徒歩 7分） 

千葉中央にあるハンバーガー屋さんです。写真で伝わりますでし

ょうか，とても美味しいです。店内の雰囲気もアメリカンでとて

も良い感じです。私には“映画館で映画を観た日はハンバーガー

を食べる”というマイルールがあるのですが，千葉中央の映画館

で映画を観た後，「パントリーコヨーテ」でハンバーガーにビール，最高です！ 

 

☆ ペントハウス （イタリアン） 

千葉県千葉市中央区中央港 1-28-6 ケーズリゾートビル 5F 

（千葉モノレール線「千葉みなと」駅 徒歩 5分） 

「オーシャンテーブル」というバイキングの人気店が入っているビ

ルの５階にあります。夜は会員制なのですが，ランチは会員でなく

ても利用できます。店内のおしゃれなインテリアに加えて，千葉み

なとの海が一望できるプール付テラスがあり，とても贅沢なランチ

タイムを過ごせます。ランチですと 1500円以下で食べられます。 

千葉みなとの公園や海岸沿いを散歩した後に贅沢ランチ，いかがでしょうか♪ 

 

☆ ユイットル （牡蠣，ワイン） 

千葉県千葉市中央区新田町３５－３ 

（ＪＲ線・京成線「千葉駅」徒歩 10分） 

「千葉葡萄酒食堂 Huitre」という，牡蠣とワインがおすすめのお店

です。古民家を改装したようなお店で，とても落ち着く雰囲気です。

生牡蠣に白ワインという贅沢コンビを堪能できます。カルパッチョ

やハラミステーキといった牡蠣以外のメニューもおいしいです。 

家族や友人とゆっくり過ごすのにピッタリなお店です。 
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