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愛媛新聞広告倫理綱領 
 

１．愛媛新聞の広告は読者のための情報であること。 

２．愛媛新聞の広告は真実を伝えるものであること。 

３．愛媛新聞の広告は公正であること。 

４．愛媛新聞の広告は品位があり、独創的で知識と楽しみを与え

るものであること。 

５．愛媛新聞の広告は言論および表現の自由を尊重するととも

に報道の自由を侵すものでないこと。 

 

愛媛新聞の広告は、自社の広告審査機関を経て掲載の適否を独自に判断します。掲

載を不適当と認めた場合には広告内容の訂正・削除を求め、またその理由を明示せず

掲載を拒否することがあります。 

また、愛媛新聞社発行の新聞などに掲載された広告の内容に関しては、本社が損害

を受けた場合も含め、その責任の一切は広告主にあります。 

以上の基本的な考え方から、さらに次のような広告は不適当と判断します。 

 

１．広告の目的・内容があいまいで、読者が理解しがたいもの。 

２．読者に実害を与えるおそれのあるもの。 

３．明らかな根拠がないのに断定的な表現をしたり、社会通念上肯定されない表現をする

もの 

４．各種団体の広告関係綱領・基準・規制などに著しく反するもの。 

５．広告主の名称・住所あるいは実態が不明確なもの。 

６．他を中傷、ひぼうし、また他人の名誉を傷つけ秘密を侵すおそれのあるもの。 

７．極端に不快・けん悪感や不安・恐怖感をおこさせるもの。 

８．広告内容が極端に一方的なもの。 

９．故意に奇をてらったもの。 

10. 事実に反し新聞がその内容を支持したり、推薦しているかのような表現をするもの。 

11. 正当な理由なくして、記事や広告を否定するもの。 



 

 

新聞広告倫理綱領および新聞広告掲載基準 

 

新聞広告倫理綱領（昭和 33 年 10月７日制定 昭和 51 年５月 19 日改正・日本新聞協会） 

日本新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命を認識して、常に倫理の向上に努め、

読者の信頼にこたえなければならない。 

１．新聞広告は、真実を伝えるものでなければならない。 

１．新聞広告は、紙面の品位を損なうものであってはならない。 

１．新聞広告は、関係諸法規に違反するものであってはならない。 

 

新聞広告掲載基準（昭和 51年５月 19 日制定 平成３年３月 20 日一部改正・日本新聞協会） 

「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき、「新聞広告掲載基準」を次のとおり定める。 

以下に該当する広告は掲載しない。 

１． 責任の所在が不明確なもの。 

２． 内容が不明確なもの。 

３． 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。 

誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。 

（１） 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。 

（２）統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるよう

な表現のもの。 

（３）社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけし

ようとするもの。 

（４）取引などに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有

利であるような表現のもの。 

４． 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがない

もの。 

５． 事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるい

は保証しているかのような表現のもの。 

６． 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。 

７． 社会秩序を乱す次のような表現のもの。 

（１）暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。 

（２）醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。 

（３）性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。 

（４）その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。 

８． 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。 



 

 

９． 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるも

の。 

10. 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。 

11. 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。 

12. 皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。 

13. アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用し

たもの。 

14. オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用した

もの。 

15. 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。 

16. 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。 

17. 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し・支払方法および返品

条件などが不明確なもの。 

18. 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が

不明確なもの。 

19. 謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書（または承諾書）の添付のないもの。 

20. 解雇広告（愛媛新聞広告掲載基準と異なるため、この項は削除する） 

21. 以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。 
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第１部 広告表示一般の注意事項 

 

１．アマチュア規定・知的財産権など 
 

「特許法」「不正競争防止法」「商標法」「著作権法」「意匠法」「個人情報保護法」

「アマチュア規定」など各法律・規定を順守してください。 

 

１．アマチュア選手・役員の氏名、写真、談話などを使用したものは、本人の承諾の有

無、報酬の有無にかかわらずアマチュア規定違反とみなされるので掲載しません。

ただし、日本体育協会の承認を得たものはこの限りでありません。各体協の規約を

順守してください。 

２．高校野球に関する広告で次のものは掲載できません。 

① 選手・野球部長・監督の氏名、写真、談話を使用したもの 

② 予想事項をクイズや懸賞に使用したもの 

③ 高校野球の精神にふさわしくないもの 

（風俗営業、遊戯場、成人向映画、貸金業などの広告は企画連合広告から除く） 

④ 代表校に対する寄付金を募集する広告 

３．「オリンピック」「五輪マーク」の使用については、日本オリンピック委員会（Ｊ

ＯＣ）の制限があるので注意してください。 

４．皇室の写真・菊花の紋章は使用できません。ただし宮内庁の承認を得たものは掲載

できます。 

※「宮内庁御用達」という表示は、昭和２９年以前に「宮内庁御用達」の実績がある

場合に限り表示できます。 

５．国旗を商品そのもの、および商標として使用したものは掲載できません。国旗を広

告に使用する場合でも、その尊厳を傷つけないようにしなければなりません。 

※国際連合旗は国連の規定で、いかなる場合も使用できません。 

６．外国の元首・王室などの尊厳を傷つけるような広告は掲載しません。 

７．赤十字マークは広告に使用できません。 

８．個人の氏名・写真・肖像などは本人の承認なしで使用してはいけません。 

９． 個人情報を取得する際には利用目的をできる限り特定して明示してください。また、

利用目的などをホームページで公表している場合はＵＲＬを明示してください。た

だし自社トップページから１回程度の操作で到達できる場所へ掲載されているも

のに限ります。 

※「お客さまサービスの向上」「当社事業活動のために利用します」「マーケティング活動

に用いるため」などは具体的に利用目的を特定していないためＮＧです。 
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10. 工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権など)を表示する際は、登録され

たことを証明する書類を提出してください。 

11. 著作権、不正競争防止法上の権利の侵害となる広告は掲載できません。 

※著作権の保護期間は著作者の生存期間およびその死後 50年間です。 

※◯Ｃマークのある印刷物から無断使用した広告は掲載できません。 

12. 国土地理院作成の地図を使用する場合は、事前の許可が必要です。 

13. 通貨に関して次のものは掲載できません。 

① 紙幣の複写・模写を原寸大で使用したもの 

※一見して本物との違いがわかる程度に大きさを変える必要があります。紙幣の上に

「見本」と明記すれば掲載できます。 

② 通貨の尊厳をそこなうおそれのあるもの 

14. 郵便切手を広告のデザインに使う場合、次のようなものに限り掲載できます。 

① 大きさを変えたり、変形させたりするなどしてデザインが大幅に異なるもの 

② 印面全体が×印などで消されていたり、「模造」「参考品」といった文字が入ってい

たりするもの 

③ カラーの郵便切手を黒一色で表現したもの 

④ その他、郵便切手でないことが明らかにわかるもの 

15. 本社の社名・社章を使用する場合は、事前に本社の承認を得なければなりません。

ただし、「本紙ご愛読の皆さまへ」などの表記はできません。 

 

 

 

 

２．インターネット関連広告 
 

１．広告内容・アドレスが示すホームページの内容によっては、広告の掲載を断るか、

アドレス表示の削除を求めることがあります。 

２．求人広告・不動産広告では、アドレスの周知を主目的とした内容は掲載できません。 
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３．政党・選挙広告 
 

「公職選挙法」は政治活動と選挙活動を区別しています。特定の選挙、候補者、当選

を目的とし、周旋・勧誘がなされているかによって「選挙運動の広告」の可能性が強く

なります。 

 

政党その他の政治団体の広告 

１．選挙運動期間中(立候補の届け出をした時から、投票日前日)の政党その他の政治団

体（政治資金規正法第６条により各選挙管理委員会または総務大臣に届け出た団体）

の広告は、選挙管理委員会から確認書の交付を受けた政党その他の団体(確認団体)

に限ります。候補者名または氏名類推事項は記載できませんが、政党代表者名は差

し支えありません。 

 

２．選挙運動期間以外(政治活動)の掲載時期、スペース、回数、色刷りは原則自由で、

広告の内容は政策の普及宣伝などに関するものとします。選挙運動とみなされるも

の（「清き１票は○○党へ」など）、他を非難・中傷するもの、事実を曲げたもの、

関係諸法規に抵触するもの、本社が不適当と認めたものは掲載しません。 

 

３．選挙運動ができる期間（届出をしてから投票日の前日まで） 

参議院議員選挙と都道府県知事選挙…………………………17日間 

政令指定都市の市長選挙………………………………………14日間 

衆議院議員選挙…………………………………………………12日間 

都道府県議会議員選挙と政令指定都市の市議会議員選挙…９日間 

一般市の市長選挙と市議会議員選挙…………………………７日間 

町村長選挙と町村議会議員選挙………………………………５日間 

 

４．事前審査のため、出稿は原則として掲載予定日の２週間前とします。 

 

５． 「２段４分の１」（１回当たりの広告寸法）は公選法上｢２段×9.6 センチ以内｣と

されています。愛媛新聞では｢２段×9.4センチ｣とします。 
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衆議院総選挙 

（公費ですが「名簿届出政党等広告」に限り、当該選挙区における得票総数が有効投票

総数の 100分の２に達しない場合は名簿届出政党等の支払いになります） 

小選挙区選挙 

１． 候補者広告 (広告主体＝小選挙区選挙の立候補者） 

① 掲載期間  立候補届け出日翌日付から投票日の前日付まで 

② 回    数  ５回以内 

③ １回当たりのサイズ 公選法上は横 9.6センチ、縦２段(２段４分の１)以内。 

愛媛新聞では横 9.4センチ。雑報･色刷りは不可 

④ 必要書類 「新聞広告掲載証明書」と「新聞広告掲載承諾通知書」 

（１回の掲載ごとに１枚） 

２． 候補者届出政党広告（広告主体＝当該都道府県における候補者届出政党） 

① 掲載期間  立候補届け出日翌日付から投票日の前日付まで 

② 回    数 候補者数による 

当該都道府県における 

届出候補者の数 
合計段数 回数 

１～５人 ４段 ８回以内 

６～10人 ８段 16回以内 

11～15人 12段 24回以内 

16人以上 16段 32回以内 

③ １回当たりのサイズ 公選法上は横 9.6 センチ(最大横 38.5 センチ)、縦 1 段組の

整数(２以上)倍の寸法。縦 15段以内。愛媛新聞では横 9.4センチ(最大横 37.6セ

ンチ)。長方形に限る 

④ 必要書類 「新聞広告掲載証明書」(１段４分の１のスペースごとに 1枚） 

「新聞広告掲載承諾通知書」（１回の掲載ごとに１枚） 

⑤ 必要表示 「当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告」 

である旨 

比例代表選挙 

名簿届出政党等広告（広告主体＝当該比例代表選挙区における名簿届出政党等） 

① 掲載期間  立候補届出日翌日付から投票日の前日付まで 

② 回    数  登録者数による 

当該選挙区における 

名簿登録者の数 
合計段数 回数 

１～９人 ８段 16回以内 

10～18人 16段 32回以内 

19～27人 24段 48回以内 

28人以上 32段 64回以内 

③ １回当たりのサイズ 公選法上は横 9.6 センチ、縦 1 段組の整数(２以上)倍の寸

法。愛媛新聞では横 9.4センチ。 
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④ 必要書類 「新聞広告掲載証明書」（１段 4分の１のスペースごとに 1枚） 

⑤ 必要表示  「当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告」 

である旨 

※国庫負担ですが、当該選挙区において得票総数が有効投票総数 100 分の２に達しな

い場合は私費扱いになります。 

 

参議院通常選挙 

（公費ですが「名簿届出政党等広告」に限り、当該選挙における得票総数が有効投票総

数の 100分の 1に達しない場合は名簿届出政党等の支払いになります） 

選挙区選挙 

候補者広告（広告主体＝選挙区選挙の立候補者） 

① 掲載期間  立候補届出日翌日付から投票日の前日付まで 

② 回    数  ５回以内 

③ １回当たりのサイズ 公選法上は横 9.6センチ、縦２段(２段４分の１)以内。 

愛媛新聞では横 9.4センチ。 

④ 必要書類 「新聞広告掲載証明書(選挙長が交付)」「新聞広告掲載承諾通知書」 

（ともに１回の掲載ごとに１枚） 

※２人以上の候補者が共同して広告を行うことは、１人分のスペースの範囲であれば

可。ただし、回数については、おのおの１回として計算されます。 

比例代表選挙 

名簿届出政党等広告（広告主体＝名簿届出政党等） 

① 掲載期間  立候補届け出日翌日付から投票日の前日付まで 

② 回    数  名簿登載者数による 

名簿登載者の数 合計段数 回数 

１～８人 20段 40回以内 

９～16人 28段 56回以内 

17～24人 36段 72回以内 

25人以上 44段 88回以内 

③ １回当たりのサイズ 公選法上は横 9.6 センチ(最大横 38.5 センチ)、縦 1 段組の

整数(２以上)倍の寸法。縦 15段以内。愛媛新聞では横 9.4センチ(最大横 37.6セ

ンチ)。長方形に限る 

④ 必要書類  ｢新聞広告掲載証明書｣(１段 4分の１のスペースごとに 1枚） 

※国庫負担ですが、当該選挙区において得票総数が有効投票総数 100 分の１に達しな

い場合は私費扱いになります。 
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県知事選挙（公費） 

１．掲載期間  立候補届け出日翌日付から投票日の前日付まで 

２．回    数  ４回以内 

３．１回当たりのサイズ 公選法上は横 9.6センチ、縦 2段(２段４分の１)以内。 

愛媛新聞では横 9.4センチ。 

４．必要書類 「新聞広告掲載証明書」(１段 4分の１のスペースごとに 1枚) 

「新聞広告掲載承諾通知書」（１回の掲載ごとに１枚） 

 

市町村長、自治体議員選挙 (私費) 

１．掲載期間  立候補届け出日翌日付から投票日の前日付まで 

２．回    数 ２回以内 

３．１回当たりのサイズ 公選法上は横 9.6センチ、縦 2段(２段４分の１)以内。 

愛媛新聞では横 9.4センチ。 

４．必要書類 「新聞広告掲載証明書」（１回の掲載ごとに１枚） 

※２人以上の候補者が共同して広告を行うことは、１人分のスペースの範囲内であれ

ば可能です。ただし回数については、それぞれの候補者について１回として計算さ

れます。 

 

掲載上の注意点 

１．政党等の私費の広告を除いて選挙広告の掲載は、立候補届け出日翌日付から投票日

の前日付までに限ります。 

２．候補者広告は記事下のみ、雑報および色刷りは不可とします。 

３．新聞広告掲載証明書に記載してある候補者名と広告の候補者名は、同一でなければ

なりません｡ただし｢通称使用認定書｣がある場合は、候補者名は通称のみを記載し

てください。 

４．広告は全体を枠で囲み、独立して意味をなす体裁にしてください。 

５．同一候補を同日の紙面に複数掲載することは可能です。ただしスペースを倍にした

り、２つ以上の広告を合わせたりして１つの広告効果をねらったと認められるもの

(候補者の姓と名を別々に入れたものなど)は不可とします。 

〔掲載できない例〕 

６．候補者広告、公費の政党広告、私費による政党広告を組み合わせて掲載することは

できますが、それぞれ独立した広告として明確に区分してください。 

候補者氏名 写
真 

候補者氏名 写
真 

候補者氏名 写
真 

あ  な  た 一  票  を ○ ○ 党 に 
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〔掲載できる例〕 

 

 〔掲載できない例〕 

７．選挙に関する広告で、次のものは掲載できません。 

① 訂正広告および誤りなどによる再掲載 

② 当選または落選に関するあいさつ広告 

③ 選挙の事前運動とみなされる広告。特に選挙の機運が

高まった時期で、候補者とみなされる者が掲載されている場合は注意が必要です 

④ 候補者および公職者が喪主の場合の会葬お礼広告。氏名の掲載はできないので、

○○家などとして掲載します。町長など役職名のみであれば掲載可能です 

⑤ 公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(公職にある者も含む)や後援

団体による選挙区内であいさつを目的とした有料の広告 

⑥ 候補者(予定者を含む)の著書の広告。純粋な書籍広告は合法ですが、時期・内容・

回数・スペース・文字の大きさなどから判断して脱法行為と思われるものは掲載

できません 

⑦ 自治体企画で、首長の名がカット・枠内に記されている会社の広告 

⑧ その他、公職選挙法、愛媛新聞広告掲載基準に触れるものや社会通念上妥当と認

められないもの 

８．選挙に関する広告で、次のようなものは掲載できます。 

① 立候補辞退の広告で、他の候補者に影響を及ぼす内容でないもの 

② 死亡広告、出火おわび広告で、妥当と認められるものに限り、公職の候補者また

は公職の候補者になろうとする者(公職にある者も含む)の氏名

選 選 選 選 選 選 

選 選 

選 

政党 

政党 

 

 

政党 

選 選 選 
選 

政党 政党 

政党 

選 
選 選 

選 

政党広告 
選 選 

選 

選 

選 

選 

政
党
広
告 政党広告 
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４．意見広告 
 

１．意見広告は、個人や企業、団体などが、それぞれの立場から主義、主張、見解を表

明し、理解や支持を得ることを目的とした広告です。「意見広告」と明示し、原則

として掲載します。 

なお自衛隊、原発など大きく世論が対立する問題については慎重に扱います。次の

ようなものは掲載しません。 

① 広告主(団体、連合体、法人、個人など)の名称、代表者名、住所、責任の所在およ

び目的があいまいなもの 

② 内容に確実な裏付けがなく、虚偽、誇大、過激な表現を用いたもの 

③ 不当に他を中傷、ひぼうするもの、一方的、暴露的でプライバシーを侵すもの。

破壊行為や暴力を肯定するもの 

④ 本社が求めた出典・根拠を表示しない、あるいは提示しないもの 

⑤ その他、本社で掲載を不適当と認めたもの 

２．本社が必要と認めた場合は、回数およびスペース、内容を制限する場合があります。 

３．事前審査のため、出稿は原則として掲載予定日の２週間前とします。 

４． 広告主の記名・押印のある掲載申込書を提出してください。 

 

 

 

 

５．政府･自治体などの広報広告 
 

地方自治体など行政機関および公共団体、事業団体などの公共的な広報、ＰＲなど

の広告は原則として掲載します。広告内に「広報」「○○広報」「広報○○」いずれか

の表示が必要です。なお、原発や自衛隊など大きく世論が対立する問題については慎

重に扱いますので、事前にご相談ください。
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６．係争広告 
 

１．係争中のものの一方的声明は掲載しません。ただし、一般に対する告知やおわびな

どはこの限りではありません。 

２．労働争議に関係がある広告は事実の告知にとどめます。ただし、社会的な混乱を避

けるため労使双方が読者に訴える場合は、その内容を検討して掲載します。 

３．係争に発展する可能性のある広告は掲載しません。 

４．民事訴訟など係争中の当事者の声明広告は掲載しません。 

５．被害者同盟や債権者同盟の広告は原則として掲載しません。 

６． 一般に声明書などの原稿受け付けに際しては、申込者の記名・押印のある申込書が

必要です。他をひぼうしたり、攻撃的な字句や不確実な主張をしたりするものは削

除し、良識をもって正しく事実を告知することにとどめます。 

 

 

 

 

７．風紀関連広告 
 

１．次にあげた表現は掲載できません。 

① 残虐、暴力、非道その他公序良俗の通念に反するもの 

② 性をせん情的、挑発的に表現したもの 

③ みだらな感情を起こさせるもの 

④ 残酷、グロテスクな表現を伴う字句や写真などを使用したもの 

⑤ 遊技場などの広告で投機、射幸心を著しくあおるもの 

２． 青少年保護条例に違反するものや風俗営業に関する広告で、本社が認めたもの以外

は掲載できません。 

〔例〕ソープランド、ヌード劇場、デートクラブ、ホストクラブ、ツーショットダイヤル、大人の玩

具、アダルトビデオ 

※ホテルの広告で、同伴、休憩の表示やベッドなど室内の写真について本社が不適

当と判断したものは掲載しません。 

※スナック・クラブなどのホステスの顔写真は使用できません。 
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８．通信販売広告 
 

通信販売の広告は事前審査を原則とします。会社概要、会社登記簿謄本の写し、商

品のパンフレットなどを提出してください。「特定商取引法」「同施行規則」などを順

守します。 

１．必要表示事項 

① 広告主の名称、所在地、電話番号 

② 商品名、内容(材料、品質、サイズ、容量など) 

③ 価格、送料、消費税、その他工事費、梱包料、組み立て費など。送料が地域、量、

購入金額などで異なる場合は、(a)送料の条件別(b)最低額と最高額(c)大部分が類

推できる平均送料のいずれかを表示 

④ 代金の支払い時期と方法(代金後払いを原則とします) 

⑤ 商品の引き渡し時期(前払い式の場合) 

〔例〕 ○月○日まで、○週間以内 

⑥ 返品の可否・条件 

ａ．返品を認める場合は、返品可能期間、費用(送料、梱包料など)と負担者(購入者

か広告主の別) 

ｂ．返品を認めない場合は「食品につき返品できません」などと表示してください 

⑦ その他、特別な条件がある場合 

ａ．申し込みの有効期限があるときは、その期限 

ｂ．価格、送料以外に購入者が負担すべき費用があるときは、その内容と金額 

ｃ．販売数量の制限などがあるときは、その内容 

ｄ．カタログを別途送付する場合で有料のときは、その金額 

ｅ．かくれた瑕疵(かし)の責任について別段の定めがあるときは、その内容 

⑧ 子ども向けと思われるものには、「未成年者の購入申し込みには保護者の署名と押

印が必要」などと表示 

⑨ 広告主の商品発送の時期が、購入申し込み後相当期間を要する場合は、その旨 

〔例〕申し込みを受けてから２～３週間ほどかかります 

２．通信販売できない商品 

① 爆発、発火のおそれがある危険物 

② メガネ、コンタクトレンズなど使用者ごとに調整が必要なもの 

③ ペット類 

④ その他法令などにより禁止されているものや、わいせつなものなど本社が不適当

と認めたもの 
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９．展示販売広告 
 

会場を借りて行う展示販売の広告は、事業の実態、内容が妥当と本社が判断したもの

を掲載します。販売会場の表示に加え広告主名、広告主の本社の所在地、電話番号、商

品の種類を明示してください。 

また、架空の名称や官公庁・団体・有名会社と誤認されやすい名称の使用や、事実に

反してあたかもそれらの協賛・後援を受けているかのような表示はできません。 
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10．求人広告 
 

「職業安定法」「労働基準法」「改正男女雇用機会均等法」「児童福祉法」その他関係諸

法規を順守します。 

 

求人広告 

１．必要表示事項 

① 求人者の名称 

② 所在地（就業地が所在地と異なる場合は、その就業地を表示してください） 

③ 業種・職種（スーパー○○、○○自動車販売など名称だけでその業種が理解でき

る場合は特に明記しなくてかまいません。職種は、「市場調査」「企業調査」「ＰＲ」

などあいまいな表記は避けてください。所在地表記に関して、スペースが限られ

ている場合は、市町までの表記で可とします） 

④ 雇用形態（「正社員」「パート」「アルバイト」などを明示してください） 

２．給与表示は、月額固定給・日給・時給を原則とします。歩合給や諸手当と、はっき

り分けて表示します。採用時に支払われる最低支給額を表示してください。 

〔例〕 固定給○○万円＋歩合給＋諸手当 

「月給○○万円」「月給○○円以上（固定残業代○○円、○時間相当分含む、○時間

を超える残業代は追加で支給）」や、応募の際に詳しく説明をする前提で金額表示

をせず「当社規定による」「委細面談の上」などは可。 

３．複数の雇用形態別に表示する場合は、｢正社員｣｢パート｣などと明示してください。 

４．特別職であっても業種や年齢などから判断し、社会通念を超えた給与表示は給与証

明書など客観的な裏付け資料を求める場合があります。 

５．正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員(雇用契約)は、最低賃金が決められてい

るため｢完全歩合制｣での募集、採用はできません。 

６．改正男女雇用機会均等法により、次の事項を順守します。 

① 合理的理由がなく、募集、採用の対象から女性(もしくは男性)を排除しない 

② 採用人員、その他条件をつける場合、同一の募集採用区分の男性と比較して女性

に不利なものとしない 

③ 男性(もしくは女性)を表す職種名を用いたり、「男性(もしくは女性)歓迎」などと

表示たりしない(イラストなども含む） 

〔例〕 「男子営業社員募集」「男子 10名、女子５名募集」「カメラマン募集」(男女と付記すれば可)

「ウエートレス募集」「男子 30歳、女子 28歳まで」「女性は未婚者」「女性事務員募集」 

※ ただし、芸術・芸能・宗教・警備員・危険有害業務など業務の性質上、合理的な理由がある場合は

この限りではありません。 



 

 13 

７．年齢制限は合理的理由なく設けてはなりません。満 15 歳未満の年少者の募集は、

厚生労働大臣の許可のないものは掲載できません。 

【年齢制限できる｢例外事由｣】 

① 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約

の対象として募集採用する場合 

〔例〕60歳未満の方を募集(定年が 60歳) 

② 労働基準法など法令の規定により年齢制限が設けられている場合(危険有害業

務など) 

③ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者などを期間の定めのない

労働契約の対象とする場合 

※「職歴不問｣と明示してください 

④ 技能・ノウハウの継承の観点から特定職種において労働者数が相当程度少ない

特定の年齢層に限定し、かつ期間の定めのない労働契約の対象とする場合 

⑤ 芸術･芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合 

〔例〕演劇の子役のため○歳以下の方を募集 

⑥ 60 歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活

用に限定)の対象となる者に限定して募集、採用する場合 

８．高校生以下の新卒者の一般的募集広告(別途規則あり)はできません。 

※「新卒者」「卒業見込者」の表記だけでは新高卒・中卒も含まれるので、「○年大学

卒業者」「○年大学卒業見込者」などと表示してください。 

９．労働争議中の企業の求人広告は掲載しません。 

10. 運送業で車持ち込みの求人、求職はできません。ただし、国土交通大臣の許可があ

る場合は除きます。 

11. 労働を条件に前貸しをして、労働賃金と相殺するような求人広告はできません。 

12. 風俗営業において売春を勧誘もしくはあっせんする疑いのあるものは掲載しませ

ん。 

〔例〕デートクラブ、ソープランド嬢、ヌードモデル募集 

13. 旅館・ホテル、私書箱・局留め、貸机など臨時的なあて先のみを用いたものや電話

番号だけのものは掲載しません。 

14. 保険会社の広告は「○○支社」までフルネームで表示。さらに内務、外務の別を明

示してください。 

 

契約社員 

求人の必要表示事項に加え、契約社員募集である旨と、契約期間を明記。最長３年。

高度な専門知識、技術などを持つ労働者および 60歳以上の高齢者に対しては最長５年。

更新の有無を明記してください。 

 〔例〕 契約期間 1年（更新あり） 
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労働者派遣事業・職業紹介事業 

「労働者派遣法」「同施行令」および「職業安定法」「同施行規則」を順守します。 

労働者派遣事業 派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、

この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 

労働者派遣事業および職業紹介事業は、事業主単位で厚生労働大臣の許可番号を表示

してください。 

１. 労働者派遣の種類 

① 労働者派遣事業 同一事業所に対し派遣できる期間は原則３年が限度。日雇労働

者(派遣元事業主との労働契約が 30 日以内の労働者)の派遣は原則禁止されてい

ます。 

※2015年 9月 30日から、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別が廃止

され、すべて許可制になりました。 

※期間制限の例外：○派遣元に無期雇用されている ○60 歳以上 ○終期が明確な有期プロ

ジェクト業務 ○日数限定業務（１カ月の勤務日数が通常労働者の半分以下かつ１０日以

内） ○産前産後休業、育児休業、介護休暇などを取得する労働者の業務への派遣 

※日雇派遣の禁止の例外として○ソフトウェア開発 ○機械設計 ○事務用機器操作 ○通

訳、翻訳、速記 ○秘書 ○ファイリング ○調査 ○財務処理 ○取引文書作成 ○デモンス

トレーション ○添乗 ○受付・案内 ○研究開発 ○事業の実施体制の企画、立案 ○書籍

などの制作・編集 ○広告デザイン ○ＯＡインストラクション ○セールスエンジニアの

営業、金融商品の営業 といった業務や○60 歳以上 ○雇用保険の適用を受けない学生 

○副業として従事する人(生業収入が 500万円以上の人に限る) ○主たる生計者以外の人

(世帯収入が 500万円以上の人に限る) の場合が認められています。 

② 紹介予定派遣 派遣期間終了後に社員として採用されることを前提に派遣元事業

主が派遣労働者、派遣先に対して職業紹介を行うこと。派遣先は労働者の業務遂

行能力などを見定めることができます。６カ月を超えて労働者を派遣してはなり

ません。 

職業紹介事業(就職のあっせん) 職業紹介事業とは求人および求職の申し込みを受け

て、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。こ

の場合、あっせんとは求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行わ

れるよう第三者として便宜を図ることです。手数料または報酬を受けて行う職業紹介

を有料職業紹介といい、職業安定法第 30 条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可が

必要です。また無料職業紹介には厚生労働大臣の許可または届出(学校や地方公共団

体などが行う場合)が必要です。 

請負 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第 632 条)で、

労働者派遣との違いは、請負には注文主と労働者の間に指揮命令関係を生じないとい

う点です。請負業者が自ら雇用する労働者を募集する場合と、注文主が請負業者(個

人の場合もある)を募る場合があります。この場合は求人（「雇用契約」）ではなく請

負契約を結ぶ「請負契約」になります。請負である旨を明示してください。 
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〔例〕 請負大工募集 

２. 労働者派遣事業・職業紹介事業の禁止業務 

① 労働者派遣事業 

a. 港湾運送業務 

b. 建設業務 

c. 警備業務 

d. 医療業務（ただし、紹介予定派遣や産前産後休業の場合などは可能） 

e. 人事労務管理関係業務 派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する

協定締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 

f. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、

弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務  

g. 建築士事務所の管理建築士の業務 

② 有料職業紹介事業(就職のあっせん) 

a. 港湾運送業務 

b. 建設業務 

③ 請負＊注２ 

制限される業務はないが、「請負事業」である旨を明記します 

 

〔＊注１.２.労働者派遣事業と業務請負のしくみ〕 

                      （労働者派遣事業） 
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(労働者派遣を行う) 

派 遣 先 
(労働者派遣の役務の

提供を受ける) 

派遣契約 
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委託販売員 

以下の事項を明示します。 

① 販売する商品名 

② 「委託販売員」である旨 

③ 買い取りの有無 

※「幹部候補」など将来社員になれるかのような印象を与える表現、その他一般雇用

と誤認されるような表示はできません。 

 

俳優・声優などの募集 

１．実績のある確かな会社、団体と本社が認めた場合に限り掲載します。養成が目的で

ある場合は、映画、ＴＶなどに出演できるような表現は掲載できません。 

※「タレント募集」の表示で、実際は有料の研修生募集で多額のレッスン料を要求す

る例もあるので注意が必要です。 

２． 厚生労働大臣の許可なく、他社の映画やＴＶへの出演などのあっせんを行うものは

掲載できません。 

 

退社(解雇)広告 

退社の広告は掲載しません。 

 

謝罪・釈明広告 

本社が認めたものに限り掲載します。広告主の押印のある申込書・関係者(謝罪相

手など)の広告掲載承諾書などを提出してください。
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11．求縁・尋ね人広告 
 

求縁・結婚紹介 

個人交際、求婚、養子縁組、乳幼児養育やそれらのあっせん広告は掲載しません。た

だし、結婚紹介業に関しては以下の基準で掲載します。 

１．事前に会社の登記簿謄本の写し、また入会規約など業務内容のわかる参考資料を提

出してください。 

２．結婚紹介を専業とする資本金 1,000万円以上の法人に限ります。 

３．原則として全国的な事業展開をし、愛媛県内に責任ある事業所があること。 

４．過去３年以上、法人および経営責任者に非社会的な行為がないこと。 

５．広告には、入会金の有無・会費の額・紹介方法など業務内容をわかりやすく具体的

に表示すること。 

６． 契約が２カ月・５万円(総額)を超える場合、中途解約ができる旨を表示しなければ

なりません。（「特定商取引法」＝特定継続的役務提供） 

 

尋ね人 

１．広告内容の事実を明らかにしてください。 

※捜す人・捜される人・申込者などの関係を確認した上で、申込者の住所、氏名、続

柄、電話番号などを記入した押印のある「尋ね人広告申込書(別紙様式あり)」を提

出してください。 

２．広告には広告主の姓・名・続柄のいずれかを明示してください。暗号めいたものは

掲載できません。 

３．人権侵害のおそれがあると判断したものは掲載しません。 

４．写真入りの原稿は原則として掲載しません。 

※ 申込者は親権者またはそれに準じる人を原則とします(事実確認のため、戸籍謄本

の提出を求めることがあります）。 

 

調査について 

調査内容でプライバシー侵害のおそれのあるものは掲載しません。 

〔例〕身上調査、浮気調査、素行調査、結婚調査
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12．代理店募集広告 
 

１．事前に会社の登記簿謄本の写しおよび契約書、会社概要や商品内容のわかるカタロ

グなどを提出してください。 

２．必要表示事項 

① 広告主の名称、所在地、電話番号 

② 事業内容 

③ 権利金(加盟金)、保証金などの有無およびその金額 

④ 必要な資金の総額 

⑤ 店舗の必要の有無 

⑥ 機材・原料・商品など買取制の有無。ノルマ制の場合はその旨 

⑦ 研修・指導の有無およびその期間と費用 

⑧ 契約または解約上の重要事項 

※営業広告に「代理店募集」など付記する場合も同様です。 

３．次のようなものは掲載できません。 

① 初心者でも容易に、確実に高収入が得られるような表現のもの 

② マルチ商法(連鎖販売取引)とみなされるもの 

③ 入会・契約金を集めたり、材料・機器などを売りつけることが目的とみなされる

もの 

④ 採用時に物品の購入を条件にしたり、担保金を徴収するもの 

⑤ ニッパク商法(悪質な教材販売のこと。受講後に仕事を回したり、製作物を買い取

ることを条件に教材購入を伴う講習会を開くものの難癖をつけて約束を守らな

い) 

⑥ その他本社が不適切と判断したもの 
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第２部 価格表示・景品・比較広告 

 

１．価格表示、比較広告 
 

二重価格表示 

「二重価格表示」をする場合は、自己の販売価格に当該販売価格より高い他の価格(比

較対照価格)を併記してください。「比較対照価格」は架空のものでなく、確かな実績の

あるものに限ります。 

※自社製の商品やサービスで、一般に料金表などによってその価格が周知していると思

われる場合は、もととなる価格の根拠(メーカー希望小売価格など)は省略できます。 

〔例〕定期船の運賃や映画館の入場料など 

 

※生鮮食料品やペット類などは、同一性の判断が困難なため二重価格表示は適しませ

ん。一定時間に限り販売価格を下げるタイムサービスなど同一性が明らかな場合は、

二重価格表示が可能です。 

※ 「半額セール」「40％ＯＦＦ」「特別価格」「特価」などの表現にも比較対照価格を

示してください。 

比較対照価格 

適正な表示が行われていない場合、一般消費者に「販売価格が安い」との誤

認を与え、不当表示に該当するおそれがあります。 

１．市価 

その商品と同一の商品について、その小売業者の属する地域で、相当数の者

が実際に販売している価格。正確な価格調査によるものでなければなりません。 

２．メーカー希望小売価格 

その商品について、製造業者など小売業者以外のものが最近付した価格であ

って、あらかじめパンフレットなどで公表されており、実際の取引に用いられ

ている価格。 

３．平常(通常)価格 

その小売業者が、その商品と同一の商品を最近、相当期間(過去８週間のうち

４週間以上にわたり少なくとも２週間前まで)販売していた事実がある場合に、

その商品に付していた価格。 

４. 「自店旧価格」「当店平日価格」「セール前価格」なども使用できますが、事

実に基づいていなければなりません。「定価」の表示は「再販売価格指定商品」

に限り使えます。 
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※「閉店セール」「店じまいセール」などの表示は事実を確認の上、使用してくださ

い。店舗改装などによる場合は、その旨をあわせて明示します。 

※汚れ物、キズ物、ハンパ物、旧型品、中古品などの二重価格表示については、その

旨（「難あり」、「中古品」など）を明示してください。 

※ 中古車、中古ピアノの二重価格表示は業界の自主規制によりできません。 

 

おとり広告 

以下のようなおとり広告の疑いがあるものは掲載しません。また掲載後、おとり広告

だと判明した場合は、以後その広告主の広告は掲載できません。 

１．実在しない、または販売のために必要な準備がなされていない商品を表示したもの 

２．売却済みのものや処分を委託されていない他人のものを表示したもの 

３．重大な瑕疵(かし)がある商品で、その瑕疵の内容が明示されていないもの 

４．合理的な理由がないのに取引に応じない商品を表示したもの 

５．商品の販売量、販売期間または販売の相手が著しく限定されている商品に関する表

示で、その限定の内容が明示されていないもの 

 

最大級・絶対的表現 

最大級の表現や絶対的表現については、客観的に実証された裏付けが必要です。 

〔例〕「四国で初めて」「日本一」「業界唯一」「最高」「最大」「最小」「トップメーカー」「100％」「必ず

もうかる」「誰にも…」「絶対」「永久」「永遠」「当社だけ」「純粋」「チャンピオン」「一番」「完全」

「完ぺき」「首位」「トップを行く」「超安値」 

※自己の優位性を表示する場合にも、信頼できる第三者機関の公正かつ客観的データ

を提示し、広告に明示してください。 

 

比較広告 

比較広告とは、競争関係にある商品・サービスの比較対象を、客観的に測定または評

価し表示するものです。比較対象を明らかにそれとわかる方法で暗示することも含まれ

ます。「比較広告に関する景品表示法上の考え方」を順守してください。自社商品の優

れた点だけを比較して消費者を誘引することは不当表示の可能性があります。また、他

社商品を中傷してはなりません。 

次の要件を満たす必要があります。 

１．比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること 

２．実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること 

３．比較の方法が公正であること 

※ 業界で決められた「比較表示の基準」がある場合は、それに準拠してください。 
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「環境にやさしい｣などの表示 

「環境にやさしい」など、環境に配慮した旨の表示で、一般消費者に誤認を与える可

能性のある表現はできません。（環境保全に配慮している商品の広告表示の留意事項＝

公正取引委員会） 

１．表示の示す対象範囲を明確にしてください 

〔問題のある表示例〕 リサイクル可能 

〔表示できる例〕   包装紙はリサイクル可能な紙でできています 

２．強調する原材料などの使用割合を明示してください 

〔問題のある表示例〕 リサイクル原材料使用 

〔表示できる例〕   回収ペットボトルから再生した原材料を 60％使用 

３．環境保全の効果を強調する場合は、実証データなどで裏付けを併記してください 

４． エコマークなど、環境保全に配慮した商品であることを示すマークは、それに隣接

した場所に認定理由が明確に分かるように説明を併記してください 

 

消費税 

価格表示は税込みで行います。二重価格表示などで比較対照とする「メーカー希望小

売価格」も同様です。 

※ メーカー希望小売価格は、商品の売却行為以外は総額表示の義務はありません。
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２．景品・懸賞提供広告 
 

「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律(独禁法)」を順守します。「新聞公正競争規約」をはじめ、各業界の自主規制

で定められている場合はそれを優先してください。 

 

懸  賞 

１． 懸賞の種類と景品類の内容 

一般懸賞…① 

懸賞による 

   取引付随あり                  共同懸賞…② 

懸賞によらない          総付け(ベタ付き)景品…③ 

 

   取引付随なし                         オープン懸賞…④ 

 

 

① 一般懸賞（個々の事業者がくじやクイズでの懸賞により商品購入者らに景品類を

提供するもの） 

② 共同懸賞（商店街など一定の地域における相当多数の小売業などが、共同して懸

賞により景品類を提供すること） 

 

種  類 取引商品の価額 景品の最高額 景品総額 

一般懸賞 
5,000円未満 取引価額の 20倍 懸賞販売総売り上げの

2％まで 5,000円以上 10万円 

共同懸賞 制限なし 30万円 
懸賞販売総売り上げの

3％まで 

 

  〔例〕一般懸賞の場合 

・取引価額 300円の場合に提供できる景品の最高額は 300円×20＝6,000円 

・300円の商品 10個につき抽選券１枚を提供する場合の取引価額は 3,000円で、提供できる景品の最

高額は 60,000円 

※入店者やイベント来場者を応募条件にした場合も「取引付随」とみなします。取引

商品の価額は原則として「100円」が基準になります。ただし、当該店舗において

通常行われる取引価額のうち、最低のものが 100 円を超えると認められるときは、

最低のものを「取引の価額」とすることができます。 
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③ 総付け(ベタ付き)景品（抽選などによらず、来店者や商品購入者などにもれなく

景品類を提供すること。先着順も含む） 

取引価額 景品類の最高額 

1,000円未満 200円 

1,000円以上 取引価額の 20％ 

ａ．景品総額についての規制はなし 

ｂ．景品が商品見本程度のものや、正常な商習慣の範囲内のもの(開店記念、創業

記念)であれば、上記の規制は適用されない 

ｃ．商品購入を条件とせず、入店者を対象とした場合は、その店舗で販売されてい       

る全商品のうち最低価格、もしくは｢100円｣を取引商品の価額とみなす 

④ オープン懸賞 (商品購入者や入店者＝取引付随＝にこだわらず、だれもがクイズ

などに応募できる懸賞) 

景品類の最高額に制限はありません。応募方法・回答方法が新聞・テレビなどの広

告中に明示され、郵便はがきやインターネットなどで自由に応募できることが条

件です。製造業者が行う場合、取引先小売店に応募用紙を設置することが許され

ていますが、系列店であったり資本の過半を拠出していたりしていると取引付随

性があると判断され、オープン懸賞とならない場合があるので注意が必要です。 

 〔例〕 

・シールやレシートの提出など取引のあったことを証明するものが必要な場合 

・商品を見ないと答えがわからない場合 

・「詳しくは店頭で」と広告文中で呼びかけている場合 

・当選発表を店舗内だけで行う場合 

２． その他 

① 景品類の価格は仕入価格ではなく、一般小売価格で判断します。 

② 景品類に制限のある業界は、その自主規制の最高額までとします。 

③ 高度の知識・技能を必要とする論文・小説・図案などの募集で、社会的に信用の

ある第三者によって審査を行うものは懸賞規制の対象外です。景品類に制限はあ

りません。 

④ 懸賞広告を本紙に掲載した場合は、原則として当選発表も本紙で行ってください。 

 

クーポン広告 

クーポン広告には、「割引券」「見本(等)請求券」「資料請求券」の３種類があります。

手にした人がもれなくサービスを受けられるのが原則であることから、抽選券は掲載で

きません。一般広告主の行うクーポン広告は 2002年(平成 14年)４月に自由化されまし

たが、独禁法などの法規制は引き続き受けることになります。通常の商慣習の範囲を超

えていないかチェックするとともに、新聞の取引付随についても注意が必要です。 
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１．割引券 

① 券面表示事項の規定は廃止されましたが、実施店舗名、対象商品またはサービス

の内容、使用有効期間、割引率などを明示することによって消費者の誤解を払拭

する配慮が必要です。また、割引表示には比較対照価格(当店通常価格など)も明

示してください。 

② 「１クーポン１商品」の制限がなくなっています。 

③ その他、応募に際して制約事項があればその旨を表示してください。 

２．見本(等)請求券（商品引き換え券、粗品進呈券、サービスの無料請求券含む） 

実施店舗名、対象商品名またはサービスの内容、使用有効期限などを明示します。 

３． 注意事項 

新聞の取引付随にあたるおそれがあるため、下記の表示はできません。 

① クーポンの形をとらず、「新聞を持参した方のみ○○」「新聞を見たと言った方に

は○○」などと表示して商品やサービスを提供すること。 

② 新聞広告内に懸賞の応募用紙を盛り込み、そのままはがきに添付して応募させる

こと。あて先・解答欄などは、あくまでも「記入例」として表示します。 
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第３部 業種・業態別の注意事項 

 

１．金融･投資広告 
 

「貸金業法」「利息制限法」「出資法」「金融商品取引法」などを順守してください。

日本貸金業協会は個人向け無担保無保証貸し付けの契約にかかわる広告について、平成

20年８月１日からすべての広告を審査し、「考査承認番号」を付与しています。 

 

貸金業 

１．次のいずれかに該当する業者に限って掲載します。 

① 日本貸金業協会加盟社(考査承認を受けたものに限る)、または財務省(所轄財務

局)登録業者で、愛媛県内に店舗または自動契約機を有するもの 

② 経済産業省に登録された割賦購入あっせん業者(信販業者)、またはこれと提携し

ている業者 

③ 事業者金融の広告で本社が認めたもの 

※ただし、いわゆる「日掛」など日賦返済方式をとる広告は、上記登録業者の広告で

あっても掲載しません。 

※銀行など貸金業以外の金融機関と共同で行っているものに関しては、その都度本社

で協議の上、決定します。 

２．掲載紙面は２段８分の１以上の記事下と記事中広告とします。 

３．連合広告は、公共的性格の強いもの、協会など団体が行うもので本社が認めた特定

のものに限ります。 

４．必要表示事項 

① 業者の氏名または名称、および住所または店舗などの所在地、電話番号 

② 日本貸金業協会の会員番号、財務省あるいは所轄財務局の登録番号 

③ 無担保、無保証の貸し付けの場合は日本貸金業協会の広告考査承認番号(１段未満

は任意) 

④ 賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めをする場合は、賠償額の元本に対する

率(年利)を表示 

⑤ テレホンローン(振込ローン)には、＜要審査＞の文言 

⑥ 無人契約受付機、無人コーナーなどの広告には「自動契約機」の表示と＜要審査

＞の文言 

５．貸し付け条件を掲げる場合は、上記必要事項に加え、次の事項を追記してください。 

① 貸し付け種類ごとの貸付限度額 

② 貸し付け種類ごとの最高貸付金利(実質年利で小数点第１位まで表示) 
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③ 返済方式(元金均等払い方式、元利均等払い方式、自由返済方式、一括返済方式の

いずれか）、返済期間および返済回数 

④ 貸付審査に必要な書類・資料があればその旨 

⑤ 担保が必要な場合はその事項。担保の種類、保証人の要否、手数料が必要な場合

はその旨 

⑥ 仲介手数料をとる場合は、その計算方法と年利 

※無担保、無保証の貸付限度額は 50万円以内。または年収の 10％以内。 

６．次の各項に該当する表現は使用できません。 

① 返済能力の乏しい者に安易に貸し付けを行うかのような誤解を与えるもの 

〔例〕主婦大歓迎、学生ローン、年金担保 

② 過剰融資を招くおそれのあるもの 

〔例〕 他店利用者も歓迎、今月に限り無条件融資、増額・追加融資、ひとつにまとめて無理なく返済、

返済でお悩みの方 お断りすることはありません、名刺 1 枚でご融資ＯＫ、ラクラクキャッシ

ング 

③ 公正な競争を阻害するおそれのあるもの 

｢開店｣「オープン」の表示は開店前後通算 60 日間に限る。(「○月○日オープン」

と表記)。また、顧客誘引の催しの表示や｢粗品進呈｣「サービス期間中」｢○周年記

念特別融資｣などは不可。 

④ その他、誤解を生じさせて顧客を誘引するおそれのあるもの 

〔例〕超低利、５分でＯＫ、法定金利以下、ご希望額融資、ご利用者○万人突破、○万人の信頼、訪

問貸付いたします、お友達を紹介してください 

※恩給証書、定期預金、積立預金、相互掛金、信用信販会社などが発行するクーポ

ン券を対象に、買い取り、担保とする金融広告は掲載しません。 

 

銀行 

銀行の広告で、預貯金やローンなどの金利を表示する場合は、「銀行業の表示に関す

る公正競争規約」にある必要表示事項を入れてください。カードローンなどの広告の場

合は、貸金業の必要表示事項を表記してください。 

 

金融商品 

金融商品取引法の規制を受ける金融商品は、「国債」「地方債」「社債」「株式」「投資

信託」「信託受益権全般」「集団投資スキーム持ち分」「デリバティブ取引(外為証拠金取

引を含む)」です。取り扱い業者、投資助言、代理業は一部の業者を除き、登録制にな

っています。 

１．必要表示事項 

① 手数料などの情報 
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② 保証金などの情報 

③ 取引額が保証金などの額を上回る可能性がある場合の情報(その旨、比率) 

④ 金利など指標の変動を原因として損失が生じる恐れがある情報(為替リスク、価格

変動リスク、信用リスクなど) 

⑤ 当該損失額が保証金などの額を上回るリスクがある旨 

⑥ その他、重要事項において顧客の不利益になる場合、その旨 

２．表示方法 

① 大きな文字で明瞭、正確に表示してください 

② リスク情報は、最も大きい文字および数字と著しく異ならない大きさで表示しま

す 

３．誇大広告の禁止 

断定的判断や利回り、損失保証と誤解させる表示などは広告できません。 

投資信託 

将来における配当に触れる場合は、必ず予想に基づくものである旨を表示してくださ

い。 

保険 

保険加入募集の広告では、将来の利益の配当または剰余金の分配について確実である

と誤解させる表示はできません。また、資産および負債に関して記載する場合は、財務

大臣に提出した内容と異なるものを掲載することはできません。 

抵当証券 

抵当証券の広告は事前審査の上、本社が認めたものに限り掲載します。 

有価証券 

「証券取引法」による正規の業者のみ掲載します。有価証券の募集、売り出しの広告

には、財務大臣に提出した「目論見書」と異なる内容を表示することはできません。将

来の配当に触れる場合は、必ず予想に基づくものである旨を表示します。 

商品先物取引 

商品先物取引の広告は、売買取引の受託の認可を受けた商品取引員でなければ掲載で

きません。事前に本社の審査を受けてください。広告中に日本商品先物取引協会の会員

であることを明示します。 

出資金募集 

法で定めるもの以外は出資者を募集してはなりません。業務内容、所在地を明記して

ください。局留め、私書箱、旅館内など臨時的なあて先のものは掲載できません。 
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投資顧問の広告 

投資顧問業は登録制業者か認可制業者で、事業の実態、内容が妥当であると本社が判

断したものに限り掲載します。金銭、有価証券の預託を受けると誤認されるような表示

をしないよう注意します。 

 

債権取り立てなど 

債権(売掛金、貸金、不渡り手形など)取り立て、示談などの引き受け(紛争の仲介な

ど)に類する広告は掲載できません。 

 

プリペイドカード 

原則として財務局長の登録を受けたもので、事業の実態、内容が妥当であると本社が

認めたものに限り掲載します。 

必要表示事項 

① 広告主名、所在地および電話番号 

② カードで購入できる商品または役務の内容 

③ カードが使用できる場所に制限がある場合はその旨 

④ カードの使用期間または使用期限がある場合はその旨 

 

手形(小切手)無効広告 

１．広告内容は、広告主名とその所在地、金額、振出日、振出人、振出番号、支払場所、

支払期日に限ります。 

２．紛失の理由は有価証券無効の判決が出るまで確定しないので、｢紛失｣｢事故｣などの

表記にとどめます。「盗難」の表示をする場合は、警察の盗難届受理証明書が必要

です｡                            

３．広告主の署名・押印のある申込書が必要です。 

※「契約不履行」「詐欺」などの表現は使えません。 

 

寄付金の募集 

次の場合に限り掲載します。 

① 社会福祉事業などのための寄付金の募集は、厚生労働大臣または募金を実施する

地域の都道府県知事の許可を受けたもの 

② 国宝、文化財保護などを目的とした寄付金募集は、文化庁長官の許可を受けたも

の 

③ 地方公共団体の許可を受けたもの 
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２．割賦販売(月賦･クレジット)広告 
 

「現物の先渡し割賦販売」または「銀行などと提携して行う積立方式（前払い式割賦

販売＊注１と前払い式特定取引＊注２）」以外は原則として掲載しません。「割賦販売法」

「特定商取引法」などを順守してください。 

 

現物の先渡し割賦販売 

割賦販売は、購入者から２カ月以上の期間にわたり、かつ３回以上に分割して受領す

ることを条件にして「指定商品」「指定権利」「指定役務」を分割払いで販売または提供

することをいいます。 

※「指定商品」「指定権利」「指定役務」については、割賦販売法施行令を参照してください。 

必要表示事項 

① 広告主名、所在地および電話番号 

② 現金販売価格および割賦販売価格(分割払い価格) 

③ 商品名 

④ 頭金(初回金)または申込金額 

⑤ 支払期間と支払い回数 

⑥ 割賦(分割払い)手数料 

⑦ 実質年率(現金販売価格と割賦販売価格の差が 2,500円以上になる場合) 

※代金前払い式の場合は不要です。 

⑧ 解約の条件 

 

前払い式割賦販売 

「現物の先渡し割賦販売」の必要表示事項に加え、商品の引き渡し時期を表示してく

ださい。 

 ※「割賦販売法」では、経済産業大臣の許可を受けた業者でなければ前払い式割賦販売は行えません。

広告主が許可を受けているか確認してください。 

 

前払い式特定取引 

必要表示事項 

① 広告主名、所在地および電話番号 

※前払い式特定取引業者には、公的機関と誤認するおそれのある名称を用いるケー

スが多いので注意が必要です。 

〔例〕 誤：「○○冠婚葬祭互助会」→ 正：「株式会社 ○○冠婚葬祭互助会」 

② 提供する役務の内容または商品名 
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③ 役務の提供や商品の引き渡しを行う業者名 

④ 役務の提供または商品の引き渡し時期 

⑤ 支払金額と支払い回数 

⑥ 支払い時期と支払い方法 

⑦ 解約の条件 

⑧ 経済産業大臣が指定した前受け金保証機関名 

＊注１:前払い式(商品の引き渡しに先立ち、購入者から２回以上にわたり、その代金の全部または一部を

受領するもの。購入者が月掛けなどで積み立てた額が、代金の全部またはあらかじめ決められた一

定額に達した後に商品を渡す方式。経済産業大臣の許可が必要。ミシン、編み機、ベッド、ピアノ

などの楽器、家電製品などの業界で行われている)  

＊注２:前払い式特定取引(「月掛け金」などの名目での分割前払い方式により、商品売買やサービス利用

の取り次ぎを行っている「○○友の会」式のもの。婚礼・葬式の施設の提供、衣服の貸与などの取

り次ぎを行う「冠婚葬祭互助会」など。経済産業大臣の許可が必要) 

 

ローン提携販売 

ローン提携販売は、購入者がメーカーや販売会社の保証のもとに金融機関から購入資

金を分割払いで借りるものをいいます。 

必要表示事項 

① 広告主名、所在地および電話番号 

② 現金販売価格および支払総額 

③ 商品名 

④ 頭金(初回金)または申込金 

⑤ 借入金の返済期間および回数 

※利息の支払いを含みます。 

⑥ 融資手数料 

⑦ 実質年率(現金販売価格と割賦販売価格の差が 2,500円以上になる場合) 

⑧ 提携金融機関名 

⑨ 解約の条件 

 

 割賦購入あっせん(チケット式割賦販売) 

割賦購入あっせんは、信販会社や専門店会などの発行するチケットやクレジットカー

ドで商品の購入をするもので、割賦購入あっせん業者は経済産業大臣の登録が必要です。 

必要表示事項 

① 広告主名、所在地および電話番号 

② 支払い期間および回数 

③ 個々の商品について触れる場合、その現金販売価格と支払い総額 
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④ 手数料の実質年率 

⑤ 支払い総額の具体的算定例 

⑥ 購入限度額がある場合は、その金額 

⑦ 資格、保証人、担保、対象区域など条件がある場合、その旨 

   

注意事項 

① 表示はすべて８ポイント以上の文字で、法定表示事項は下記の標準用語を使って

ください（「割賦販売法施行規則」）。 

〔標準用語一覧〕 

割賦販売 

○現金販売(提供)価格(現金価格) ○割賦販売(提供)価格(割賦販売・分割払い価

格) ○月賦価格 ○前払い式割賦販売価格(予約積立価格) ○月掛け予約価格 

○頭金  (初回金) ○申込金 ○支払期間 ○支払い回数(分割回数) ○割賦手

数料(分割払い手数料) ○実質年率 ○賦払い金(分割払い金) ○月掛け金 

ローン提携販売 

○現金販売(提供)価格(現金価格) ○支払総額 ○頭金 ○申込金 ○返還期間

(返済期間) ○返還回数(返済回数) ○融資手数料 ○実質年率 ○分割返済金

(分割返済額) 

割賦購入あっせん 

○現金販売(提供)価格(現金価格) ○支払総額 ○頭金 ○申込金 ○支払期間

○支払い回数(分割回数) ○割賦購入あっせんの手数料(分割払手数料) ○実質

年率 ○支払い分(分割支払額・分割支払金) 

② 利率表示は、実質年率で表示します。アド・オン方式(当初の元本を最後まで借り

続けていたものと仮定して計算する料率)による表示は、実質年率を併記する場合

でも認められません。 

なお、単にクレジット販売を扱う旨のみの広告は、上記必要表示事項の①以外の

表示は必要ありません。
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３．自動車広告 
 

 「自動車公正競争規約」などを順守してください。 

 

新 車 

１．価格を表示する場合、次の事項を表記します。 

① 車名 

② 主な仕様区分(排気量・ミッションタイプ・グレードなど) 

③ 販売価格(消費税を含めた価格)には、保険料、税金(消費税を除く)、自動車リサ

イクル料金、登録などに伴う諸費用は含まれていない旨 

※突き出しなどの記事中広告で、スペース的に表示が困難な場合は省略できます。 

④ メーカー出稿での販売価格は「メーカー希望小売価格」で表示。「価格は参考価格

であり、販売業者が価格を独自に定めている」旨を付記 

⑤ ディーラー出稿の販売価格は、車両本体の場合「車両本体価格」で表示。付属品、

特別仕様などを追加して販売する場合、合計金額と内訳(車両本体価格＋付属品な

どの名称・単品ごとの価格)を追記。合計金額は任意の名称で表示できます 

⑥ 複数ディーラーの共同広告でひとつのディーラーの販売価格を例示する場合は、

「販売価格の一例である」旨 

⑦ メーカーとディーラーによる共同広告の販売価格は、「メーカー希望小売価格」ま

たは「ディーラーの販売価格」で表示し、「(メーカー)希望小売価格は参考価格で

ある」または、「ディーラーの販売価格はディーラーが独自に決定している」旨 

２．特別価格表示(二重価格表示)を行う場合には、比較対照価格(メーカー希望小売価

格など)と、その条件を表示してください。 

３．特別仕様車については装備内容を明示し、販売台数、販売期間などに制限がある場

合は、その旨を表示してください。 

４．割賦販売価格(残価設定ローン含む)を併記する場合は以下の事項を表示してくだ

さい。 

① 現金で販売する場合の価格 

② 割賦(ローン)支払総額 

③ 頭金(初回支払額) 

④ 月々の支払い回数(期間)および支払額。ボーナス時の支払いがある場合はその回

数および支払額。その他必要な費用 

⑤ 割賦(ローン)手数料の料率（実質年利で表示） 

⑥ 残価設定(ローン)の場合、ローン終了時の条件（ローン終了時の車両返却の条件、

別途費用が必要になる場合の条件など） 
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５．個人リース料金を表示する場合、次の事項を表記してください。 

※スペースなどの理由でリース終了時の条件の表示が困難な場合は、「リース終了

時の条件については店頭でお尋ねください」との旨を表示することで省略可能で

す。 

① リースである旨 

② 頭金の額 

③ リース料金の支払い回数および支払期間、その他必要な費用 

④ リース終了時の条件など 

〔例〕車両を返却、買い取り、またはリースの継続の選択ができます 

⑤ リース支払総額 

⑥ （オープンエンド方式の場合）設定残存価額 

⑦ リース料金に含まれる内容 

⑧ リース契約内容・条件に応じて以下の表示 

※リースおよび賃貸である旨 

※中途解約ができない場合はその旨 

※リースおよび賃貸終了時に車両を返却する必要がある場合はその旨 

※車両返却時に車両状態などにより別途追加費用が発生する場合はその旨 

※オープンエンド方式の場合は「オープンエンド方式のため、車両売却価格（査定

価格）と設定残存価額の差額を支払う必要がある」旨など 

※その他特記すべき事項 

６．サブスクリプションなど賃貸料金を表示する場合 

※スペースなどの理由で表示が困難な場合は、「支払い条件などの詳細については

店頭でお尋ねください」などと表示することで省略可能です。 

① 頭金の額 

② 賃貸料金の支払い回数および支払期間、その他必要な費用 

③ 最低契約期間の支払い総額 

④ （オープンエンド方式の場合）設定残存価額 

⑤ 賃貸料金に含まれる内容 

⑥ 賃貸契約の内容条件に応じて以下の表示 

※賃貸である旨 

※中途解約ができない場合はその旨 

※リース、賃貸終了時に車両を返却する必要がある場合はその旨 

※車両返却時に車両状態などにより別途追加費用が発生する場合はその旨 

※オープンエンド方式の場合は「オープンエンド方式のため、車両売却価格（査定

価格）と設定残存価額の差額を支払う必要がある」旨など 

※その他特記すべき事項 

 

７．通信販売を行う場合は以下の事項を表示してください。 

① 送料が必要な場合には、その額(最低額、最高額の表示で可) 

② 代金の全部また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 



 

 34 

③ 申し込み有効期限がある場合には、その時期 

④ 販売数量の制限など特別の販売条件がある場合には、その内容 

⑤ 請求により、詳しい販売条件を記載した書面を遅滞なく交付する旨 

８．写真、イラストと販売価格を併記する場合は、車名および主な仕様区分を付記する

とともに販売価格を明りょうに表示してください。 

〈注意事項〉 

① １台の写真に複数のグレード価格を表示する場合、写真のグレード価格がどれで

あるか明確にしてください 

② 写真に使用している車種の価格帯のみ(○○万円～○○万円)表示し、当該車の価

格が判然としないような表記や、最低グレード車の価格のみ(○○万円～)の表示

および低グレード車の価格を目立たせるような表示は避けてください 

③ 写真の車両にオプションが装着されている場合、その価格を含んだ総額を表示し

てください 

９．燃料消費率の表示は公式テスト値に限定。「国土交通省審査値」である旨と「定め

られた試験条件での数値で、実際の走行条件などにより異なる」旨を付記してくだ

さい。 

10. 販売期間や販売台数が限定されている場合、その内容を表示してください。 

11. ｢新発売｣｢新型｣など商品が新しくなったことを意味する用語を継続して使用でき

る期間は、新型車発表後 12 カ月とし、モデルチェンジ、一部改良など新型車の発

表が予定される前の６カ月間は表示できません 
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中古車 

１． （2023年９月 30日以前）価格を表示する場合、次の項目を表記します。 

① 車名・ボディーカラー 

② 主な仕様区分(排気量・ボディータイプ・ミッションタイプ・グレードなど) 

③ 走行距離数 

④ 販売価格 

※価格には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれていない

旨を付記してください。 

⑤ リサイクル料金の表示 

未預託の場合⇒リサイクル料金が必要な旨 

預託済みの場合⇒リサイクル預託金相当額を表示 

※販売価格にリサイクル預託金相当額を含めて表示する場合は、預託済みである旨

と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してください。 

⑥ 初度登録年(軽自動車は初度検査年) ※○年の表示で可 

⑦ 自動車検査証の有効期限(年月) 

⑧ 自家用以外の場合、使用区分(営業用・レンタカー・その他)の表示 

⑨ 保証の有無(保証がある場合は内容・期間・走行距離などの条件が必要) 

⑩ 定期点検整備の実施状況 

⑪ 車体番号の下３桁以上を表示する 

 

１． （2023年 10月１日以降）価格を表示する場合、次の項目を表記します。 

① 車名・ボディーカラー 

② 主な仕様区分(排気量・ボディータイプ・ミッションタイプ・グレードなど) 

③ 走行距離数 

④ 支払総額（主として表示）、内訳として「車両価格」および「諸費用」 

※「価格には保険料・税金・登録などに伴う諸費用が含まれている」旨と「当該価

格は、登録などの時期や地域などについて一定の条件を付した価格である」旨を

付記してください。 
〔例〕・支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録などに伴う費用、リサイクル預託金相当

額など、購入時に必要なすべての費用が含まれています。 

・支払総額は、３月現在、県内登録（届出）で店頭納車の場合の価格です。お客さまの要望に

基づくオプションなどの費用は別途申し受けます。 

⑤ リサイクル料金の預託状況 

※預託済みの場合、預託金相当額が支払総額に含まれている旨、 

未預託の場合、未預託のため、廃棄時にリサイクル料金の支払いが必要な旨、 

廃棄時に追加料金が必要な装備が含まれる場合は、その旨を表示してください。 

⑥ 初度登録年(軽自動車は初度検査年) 

※ ○年の表示で可 

⑦ 自動車検査証の有効期限(年月) 

※有効期限が切れている場合はその旨を表示してください。 
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※定期点検整備を実施しない場合、「検２年付」と表示することができません。 

※車検無しの車両を販売する場合、車検を取得し登録する際の価格表示が必要です。 

⑧ 自家用以外の場合、使用区分(営業用・レンタカー・その他)の表示 

⑨ 保証の有無（支払総額の近接した箇所に表示） 

※ 保証付きの場合、保証する期間や走行距離などの条件を合わせて表示する 

⑩ 定期点検整備の有無（支払総額の近接した箇所に表示） 

⑪ 車体番号の下３桁以上を表示する 

２． 二重価格表示はできませんが、販売価格に対し、購入に関する一定の条件および割

引率または割引額が明示されているもの(割引表示)は掲載可能です。 

〔例〕・○○フェア期間中、当社が選定した対象中古車を現金で購入された方は、販売価格から５％引

きになります 

３． 割賦販売価格を併記する場合は、「支払い総額」「車両価格」のどちらに対するもの

か表示し、以下の事項を表示してください。 

① 割賦販売価格 

※「車両価格」に対する割賦販売価格を表示する場合は、「諸費用は登録時までに

お支払いいただく」旨を明りょうに表示 

② 頭金の額 

③ 月々の支払回数（期間）および支払額。その他必要な費用 

④ 割賦（ローン）手数料の料率（実質年利で表示） 

⑤ 残価設定（ローン）の場合、ローン終了時の条件（残価精算時に、車両状態など

により別途追加費用が発生する場合はその旨など） 

※スペースなどの理由でローン終了時の条件の表示が困難な場合には「ローン終

了時の条件などについてはお尋ねください」などと表示することで省略可能です。 

４．個人リース料金を表示する場合、その旨と次の事項を表示してください。 

※スペースなどの理由で表示が困難な場合は、月々の支払額および「支払い条件な

どの詳細についてはお尋ねください」などと表示することで省略可能です。 

① 頭金の額 

② リース料金の支払い回数および支払期間、その他必要な費用 

③ リース支払総額 

④ （オープンエンド方式の場合）設定残存価額 

⑤ リース料金に含まれる内容 

⑥ リース契約に関する以下の表示 

※リースおよび賃貸である旨 

※中途解約ができない場合はその旨 

※リース期間終了時に車両を返却する必要がある場合はその旨 

※車両返却時に車両状態などにより別途追加費用が発生する場合はその旨 

※オープンエンド方式の場合は「オープンエンド方式のため、車両売却価格（査

定価格）と設定残存価額の差額を支払う必要がある」旨など 

※その他特記すべき事項 
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５．サブスクリプションなど賃貸料金を表示する場合、次の事項を表示してください。 

※スペースなどの理由で表示が困難な場合は、月々の支払額および「支払い条件な

どの詳細についてはお尋ねください」などと表示することで省略可能です。 

① 頭金の額 

② 賃貸料金の支払い回数および支払期間 

③ 最低契約期間の賃貸料金支払総額 

④ （オープンエンド方式の場合）設定残存価額 

⑤ 賃貸料金に含まれる内容 

⑥ 賃貸に関する以下の表示 

※賃貸である旨 

※中途解約できない場合はその旨 

※賃貸終了時に車両を返却する必要がある場合はその旨 

※車両返却時に車両状態などにより別途追加費用が発生する場合はその旨 

※オープンエンド方式の場合は「オープンエンド方式のため、車両売却価格（査

定価格）と設定残存価額の差額を支払う必要がある」旨など 

※その他特記すべき事項 

６．修復歴のある車は、その旨を表示します。 

７．（2023年 10月１日以降）冠水車である場合は、その旨を表示します。 

８． 実際のものより有利であるかのように誤認されるおそれのある表現はできません。 

〔例〕 

･「新古車」「準新車」｢旧型新車」「新装車」｢新粧車｣「新車同様」など新しい印象を与えるもの 

･「超特価」「超激安」など安さを強調する表現 

･「安全保証」など安全を確約する表現 

･ 販売価格を表示した車と異なる写真、イラストの添付 

※ 「フル装備」と表示するためには、「パワーステアリング」「パワーウインドー」「カ

ーステレオ(コンポ)」「エアコン」が装着されていることが必要です。 

※ 「登録済み未使用車」とは、初度登録または初度届出された車両で、使用または運

行に供されていない車両に限り使用できます。 
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自動車取引にかかる景品規制の概要 

 

 

  

購入者・来場者など 

もれなく提供 

（ベタ付き） 

抽選などにより提供 

（懸 賞） 

取引価額   最高額 

1,000円未満⇒  200円 

1,000円以上⇒取引価額 

の 20％ 

取引価額    最高額 

5,000円未満⇒取引価額の 

20倍 

5,000円以上⇒ 10万円 
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…
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最
高
額
４
０
万
円 
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高
額
…
６
，
０
０
０
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程
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を
３
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円
と
し
て
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扱
い
、
そ
の
２
０
％ 

最
高
額
…
取
引
価
額
の
２
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倍 

最
高
１
０
万
円 

最
高
額
…
１
０
万
円 

（
取
引
価
額
を
３
万
円
と
設
定
） 
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４. 不動産広告 
 

「宅地建物取引業法」「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」「同施行規則」

「景品表示法」ほか関係諸法規に従って、掲載してください。 

 

広告表示の開始時期の制限 

宅地や建物の内容、取引条件に関する広告は、都市計画法による開発許可や建築基準

法に基づく建築確認など、法令についての許可を受けた後でなければ掲載できません。 

 

必要表示事項 

「不動産の表示に関する公正競争規約」では、物件の種別や広告媒体別に必要表示事

項が定められています。広告制作に当たっては、必要表示事項をまとめたチェックリス

ト(別表)を参照してください。 

 

必要表示事項の注意点 

１．広告主の名称または商号、所在地および電話番号 

広告主の所在地は、本社・支社・営業所などの継続性のある営業拠点の住所にして

ください。現地案内所などの臨時的な住所や電話番号のみの表記は不可です。 

２．宅建業免許証番号 

免許には、知事(都道府県のうちの１つにのみ事務所を設置)と国土交通大臣(都道

府県のうち２つ以上にわたって事務所を設置)の２種類があります。更新は５年ごと。

免許証番号の（ ）内の数字は更新回数を表します。数が多い不動産会社は、それだ

け長期にわたって宅建業を営んでいるといえます。 

３．取引態様 

「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の別を表示してください。 

※販売提携・委託・販売・協力・直売などの表示はできません。ただし、「販売提

携（代理）」「販売提携（媒介）」などの表示は可能です。 

４．物件の種類 

「分譲宅地」「売地」「貸地」「中古住宅」「貸家」「新築分譲マンション」「一棟リノベ

ーションマンション」「中古マンション」「一棟売りマンション・アパート」などの別

を表示してください。 

※一棟リノベーションマンションは「共同住宅等の１棟の建物全体（内装、外装を

含む。）を改装又は改修し、マンションとして住戸ごとに取引するものであって、

当該工事完了前のもの、若しくは当該工事完了後１年未満のもので、かつ、当該

工事完了後居住の用に供されていないものをいう。（施行規則から抜粋）」 
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５．不動産の所在地 

「不動産登記法」による住所(登記簿に登録されたもの＝登記地番)を表示してくださ

い。「住居表示に関する法律」による住居表示番号ではありません。 

６． 交通の利便 

物件から最寄りのバス停や駅まで徒歩○分など、物件から最寄り駅までの徒歩所要

時間を表示してください。80ｍに１分かかるものとして計算します。１分未満の端数

は切り上げます(81ｍなら徒歩２分)。公共交通機関を利用しないことが通例である場

合は物件の最寄り駅などまでの道路距離を表示してください。 

また、販売戸数（区画数）が２戸以上の分譲物件の場合、最も近い住戸（区画）と

最も遠い住戸の徒歩所要時間を表示してください。 

〔例〕◯◯駅まで徒歩２分から５分 ◯◯スーパーまで 200m～450m 

※交通の利便に加えて、学校や公園など公共・公益施設について表示するときは、そ

の施設までの道路距離や所要時間を表示してください。道路距離や所要時間を表示

した場合でも「学校・公園近し」とは表示できません。 

７． 価格 

① 土地の価格表示 

１区画当たりの価格(総額)を表示してください。ただし、１区画当たりの敷地面積

を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、１㎡当たりの価格で表示す

ることができます(一括取引のほか、ＡとＢの２区画に分割して取引に応じる場合

など)。 

〔例〕土地面積/300㎡、１㎡単価 50万円。なお、分割取引にも応じます。この場合、Ａ地

は１㎡当たり 60万円、Ｂ地は１㎡当たり 40万円となります。 

宅地の価格は、上下水道施設・都市ガス供給施設の設置費用、そのほか宅地造成に

かかる費用、およびそれらにかかる消費税を含めて表示しなければなりません。 

② 住宅の価格表示 

住宅の価格は、敷地の価格を含む１戸当たりの価格を表示してください。この価格

には、電気・上下水道・都市ガス供給施設にかかる費用および消費税が含まれます。 

③ 「分譲宅地・新築分譲住宅・新築分譲マンション」価格の略記法 

広告スペースなどの関係ですべての物件の価格を表示することが困難な場合は、物

件の最低価格と最高価格および最多価格帯とそれぞれの物件数のみで表示するこ

とができます。物件数が 10 未満のときは、最多価格帯の表示を省略してもかまい

ません。 

〔例〕分譲宅地 販売区画数／50区画 価格／1,500万円～2,850万円 最多価格帯／1,900

万円 15区画 

④ 賃貸住宅の賃料 

賃貸住宅(マンションの場合は住戸)は、１カ月当たりの賃料を表示してください。
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すべての住戸の賃料表示が難しいときは、最低および最高賃料のみで表示すること

ができます。 

⑤ 管理費・共益費・修繕積立金 

 管理費(マンションの事務処理や共用部分の維持管理費用)、共益費(借家人が共同

使用する設備の運営維持費用。共用廊下の電灯代など)、修繕積立金は、それぞれ

１戸当たりの月額を表示してください。すべての金額表示が難しい場合は、最低お

よび最高額のみで表示することができます。 

８． 地目 

地目は、21種類に区分されています。登記簿に記載されているものを表示してくだ

さい。登記簿の地目が現況地目と異なるときは、現況地目を併記してください。 

〔例〕地目/宅地（現況畑) 

〈地目の種類〉○宅地 ○田 ○畑 ○塩田 ○鉱泉地 ○池沼 ○山林 ○牧場 

○原野 ○墓地 ○境内地 ○運河用地 ○水道用地 ○用悪水路 ○ため池 

○堤 ○井溝 ○保安林 ○公衆用道路 ○公園 ○雑種地 

９．用途地域、建ぺい率・容積率 

用途地域は原則、市街化区域に指定され、13種類あります。工業専用地域には、住

宅が建てられません。用途地域の指定は自治体によって異なりますので、確認のうえ

掲載してください。 

〈用途地域の種類〉○第１種住居地域 ○第２種住居地域 ○第１種低層住居専用地

域 ○第２種低層住居専用地域 ○第１種中高層住居専用地域 ○第２種中高層

住居専用地域 ○準住居地域 ○田園住居地域 ○近隣商業地域 ○商業地域 

○準工業地域 ○工業地域 ○工業専用地域 

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合をいい、用途地域と建築する建物

の種類などによって最高限度が決められています。敷地が 100 ㎡、建ぺい率 50％の

とき、建築面積は 50㎡(100㎡×50％)以下にしなければなりません。 

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合をいいます。敷地が 100㎡、容積

率 200％のとき、述べ床面積は 200 ㎡(100 ㎡×200％)以下にしなければなりません。 

１０． 面積 

「○○㎡」のようにメートル法で表示します。坪数を表記するときは、「○○㎡(○

坪)」などとメートル法表記に付随する形で表示してください。坪単価は「3.3㎡(坪)

単価」と表記します。 

１１． 写真・絵図 

① 写真 

宅地または建物の写真は、実際に販売するものを使用してください。ただし、建物

が建築工事の完了前であるなど事情がある場合は、施工する者が過去に施工した建

物の写真を使用することができます。建物の外観は構造、階数、仕様が同一で規模、
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形状、色などが類似するもの。建物の内部は写される部分の規模、仕様、形状など

が同一のものに限ります。写真に接する位置に、他の建物である旨と異なる部位を

明示してください。 

大きく掲載するなど、取引する建物であると誤認させるおそれのある表示はできま

せん。 

② 絵図 

宅地または建物の見取図、完成図もしくは完成予想図は、その旨を明らかにして使

用します。樹木や建物など物件の周囲の状況を表示するときは、現況に反する表示

をしないように注意してください。 

 

二重価格表示・割引表示 

① 二重価格表示（賃貸物件の賃料比較は不可） 

 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、下記のａ.～ｃ.の要件すべ

てを満たし、物件の価値に同一性が認められる場合に限られます。 

a. 過去の販売価格の公表日および値下げの日を明示したものであること 

b. 値下げ直前の価格で、かつ値下げ前２カ月以上にわたり実際に販売していた価

格であること 

c. 値下げの時期から６カ月以内に表示するものであること 

 なお、値下げした価格のみを表示し、それに「新価格」「改定価格」「値下げ価格」

「プライスダウン」などと併記することは可能です。上記 a.～c.の要件すべてを満

たす物件も同様の表示ができます。 

② 割引表示 

 一定の条件に適合する相手に対し、販売価格、賃料などから一定率または一定額の

割引をする場合、条件を明示して割引率、割引額または割引後の額を表示すること

ができます。 

〔例〕売地 2,500万円 

今月末までに代金全額をお支払いいただける方には 8％引き(200万円引き)で販売します。 

 

温泉の表示 

温泉付きの物件を掲載するときは、温泉法により次の事項を表示してください。 

① 温泉に加温したものについてはその旨 

② 温泉に加水したものについてはその旨 

③ 温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合(運び湯)はその旨 

④ 共同浴場で、循環装置または循環ろ過装置を使用する場合はその旨 
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建築条件付き売地 

土地を販売するに当たり、土地購入者と指定する建設業者との間に、一定期間内に建築請

負契約が成立することを条件に売買される土地のことをいいます。掲載するときは、下記の

項目を表示してください。 

① 取引の対象が建築条件付き売地である旨 

② 建築請負契約を締結すべき期限 

③ 建築請負契約が成立しないときは、土地売買契約は解除され、土地購入者から受け取

った金銭はすべて遅滞なく返還される旨 

④ 建築プランを示すときは、下記の要件 

a.建築プランは参考のための一例であって、採用するかどうかは土地購入者の自由で

ある旨 

b.建築プランにかかる建物の建築代金とそれ以外に必要となる費用の内容とその額 

※土地の価格は必ず表示する必要があります。土地価格と建物価格の合計額のみの

表示はできません。合計額を表示する場合は、土地の価格表示を超えない大きさ

の文字を使用し、強調しないでください。 

 

自由設計型マンション企画 

自由設計型マンション企画(以下企画)は「特定の土地を前提とするマンション建築

の基本計画を示して当該計画について一般消費者の意見を聴取し、これを反映させた

実施計画を確定し、第５条に規定する広告表示の開始の要件を満たした後に、売買契

約をする方式によるマンションの建築企画」（表示規約第４条第６項第２号から抜粋）

とされています。掲載するときは、下記の項目を明りょうに表示してください。 

① 企画に係る基本計画である旨および基本計画の性格 

② 企画実現に至るまでの手順 

③ 企画に関する意見聴取のための説明会などの開催時期および場所 

④ 意見聴取に応じた一般消費者に対し、企画に係る物件その他の物件の取引につい

て拘束するものではなく、また、何ら特別な取り扱いをしない旨 

⑤ 企画の実施に際しては、実施計画が確定した後に建築確認を受ける必要がある旨

およびいまだ建築確認を受けていない旨 

⑥ 企画の実施段階で顧客の注文による設計変更図面作成費、追加工事費その他の費

用を必要とするときは、その内容および金額 

⑦ 物件の図面や絵図を示す場合、一般消費者の意見を聞くための手がかりを示すも

ので、具体的な実施計画に基づくものではない旨を接する場所に入れる 

※企画のコンセプトに関する説明や⑦以外を除き建物の具体的な設計プランの表

示は禁止されています。 
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特定事項の明示義務 

都市計画法、建築基準法その他の法令による重大な利用の制限や物理的な物件の欠陥

(瑕疵＝かし)があるもの、消費者にとって著しく不利益となる事項は、明確に表示して

ください。 

① 市街化調整区域内の土地 

 市街化調整区域内の土地については、原則として造成工事を行ったり、住宅などを

建築したりすることはできないという厳しい制限があります。「市街化調整区域。

宅地の造成および建物の建築はできません」と表示してください。建ぺい率、容積

率は表示できません。 

一定の要件を満たせば都市計画法に基づき建築などを認められる場合がありま

すが、これは例外的です。その場合は「市街化調整区域(要建築許可)」と表示して

ください。 

また、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなど沿道サービス施設の立地が

許可される場合は「市街化調整区域(沿道サービス)」、開発許可を受けた土地に関

しては「市街化調整区域(開発団地)」と表示してください。 

② その他デメリット表示 

セットバックを要する土地、古家・廃屋がある土地、がけ上・がけ下や高圧線下に

ある物件、山林・原野などの現況有姿分譲地、道路に適法に接していない土地、傾

斜地、路地状部分が 30％を超える土地などは、その旨を明示してください。 

 

特定用語の使用基準 

次に示す用語は、原則使用禁止です。用語を使用する場合は、それぞれ表示内容を裏

付ける合理的な根拠を示す資料が必要です。これに加えて④⑤の用語には根拠を併記す

る必要があります。 

① 全く欠けるところがないことを意味する用語 

「完全」「完ぺき」「絶対」「万全」など 

② 他社より優位に立つことを意味する用語 

「日本一」「日本初」「業界一」「超」「当社だけ」「他に類を見ない」「抜群」など 

ただし、客観的、具体的な事実に基づく場合であり、かつ、その事実に関するデー

タを保有している場合は、この限りではありません 

③ 一定の基準で不動産が選別されたことを意味する用語 

「特選」「厳選」など 

物件のセールスポイントになるような選別基準を具体的に表示する場合は、この限

りではありません。 

 〔例〕 

【特選中古住宅情報】この広告に掲載している 30物件は、下記のすべての条件を満たして
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います。 

○最寄り駅から徒歩 10分以内に所在すること 

○敷地面積は 140㎡(正味)以上あること 

○敷地の形状は、ほぼ方形であること 

○物件から半径 300ｍ以内に嫌悪施設がないこと 

○物理的、法律的な利用制限がないこと 

○建物の建築経過年数が５年未満であること 

※租税特別措置法による優良宅地(住宅)の認定を受けている場合であっても、その旨を物

件にかかわる表示として行うことはできません。 

④ 最上級を意味する用語 

「最高」「最高級」「極」「特級」「最適」など 

⑤ 著しく安いという印象を与える用語 

「買得」「掘出」「土地値」「格安」「投売り」「破格」「特安」「激安」「バーゲンセー

ル」「安値」など 

⑥ 著しく人気が高く、売れ行きがよいという印象を与える用語 

「完売」など 

 

予告広告 

予告広告とは、価格などが確定していないため、直ちに取引することができない物件

について、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告です。販売戸数が２以上の分譲

宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション、一棟リノベーションマンション、賃貸戸数

が２以上の新築賃貸マンションに限り認められています。必要表示事項の一部を省略す

ることができますので、必要表示事項をまとめたチェックリスト(別表)を参照してくだ

さい。 

なお、予告広告には物件の必要表示事項に加え、次の５つの事項を表示してください。 

① 予告広告である旨(14ポイント以上の大きさの文字を使用) 

② 価格もしくは賃料(入札・競り売りの場合は、最低売却価格または最低取引賃料)

が未定である旨または予定最低価格(賃料)および予定最多価格(賃料)帯 

③ 販売予定時期または取引開始予定時期 

④ 本広告を行うまでは、契約または予約の申し込みに一切応じない旨および申し込

みの順位の確保に関する措置を講じない旨 

⑤ 予告広告をする時点において、すべての予定販売区画、予定販売戸数または予定

賃貸戸数を一括して販売(取引)するか、または数期に分けて販売(取引)するかが

確定していない場合は、その旨および当該予告広告以降に行う本広告において販

売区画数、販売戸数または賃貸戸数を明示する旨 
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定期借地権 

定期借地権とは、更新をしない借地権です。更新をしないことで土地所有者は安心し

て土地を貸すことができ、借り主は少ない負担で住宅を持つことができます。 

定期借地権には３つのタイプがあります。 

① 一般定期借地権 

借地期間が 50 年以上。期間の満了時には、原則借り主は建物を取り壊し、更地に

して土地を返還します。 

② 建物譲渡特約付き借地権 

契約後 30 年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ

約束しておくもの。買い取った時点で借地権がなくなります。 

③ 事業用借地権 

事業用に建物を建てて利用するための定期借地権。借地期間は 10 年以上 50年未満

で、居住用には使用できません。 

 

一般定期借地権付き住宅などの広告には、「不動産の表示に関する公正競争規約」に

基づく必要表示事項のほか、次の項目を表示してください。 

① 特約の内容 

ａ．契約の更新がないこと 

ｂ. 建物の築造による期間の延長がないこと 

ｃ. 借地借家法第 13条の建物買い取り請求ができないこと 

② 地代の改定に関する定めがあるときは、その概要 

③ 権利金など一般定期借地権設定の対価を必要とするときは、その旨、その額なら

びに当該金銭の法的性格 

④ 保証金、敷金などを必要とするときは、その旨およびその額ならびに当該金銭授

受の法的性格(償却する場合はその旨およびその額ならびに方法) 

⑤ 譲渡または転貸の可否およびその条件 

⑥ 契約期間満了時における借地権者の義務 

〔例〕 

【定期借地権付き一戸建て住宅】 

建物価格／2500 万円 借地の権利金／200万円(借地権設定対価) 保証金／300万円 

≪土地の権利形態等≫一般定期借地権（賃借権）／存続期間５０年／期間満了時に更地で

返還。建物の買い取り請求・契約更新および改築等による期間延長不可。地代／月額○

○円（３年ごとに改定）。権利金は借地設定対価であり、返還されません。保証金は期

間満了時に全額返済（無利息）／借地権の譲渡・転貸可。ただし、地主の承諾必要（承

諾料不要）。借地権設定登記可。 
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【借地権付き分譲住宅】 

◎土地賃借権付き建物価格 

2895万円(１戸)～3720万円(１戸) 

借地料/13,750円～17,875円(月額) ※賃借権価格が所有権価格の 60％の場合 

3275万円(１戸)～4077万円(１戸) 

借地料/10,300円～13,390円(月額) ※賃借権価格が所有権価格の 70％の場合 

◎土地所有権付き建物価格 

4100万円(１戸)～5150万円(１戸) 

 ※定期借地権付き住宅は、所有権に比べ「有利」「安い」などの比較表示はできません。 

 

シリーズ広告 

シリーズ広告とは、販売区画数もしくは販売戸数が２以上の分譲宅地、新築分譲住宅、

新築分譲マンション、一棟リノベーションマンション、賃貸戸数が２以上の新築賃貸マ

ンションもしくは賃貸アパートについて、ひとつの企画に基づき、１年以内に、順次、

連続して４回以上または６カ月以内に３回以上にわたって行う一連の広告表示をいい

ます。物件の所在、規模、環境その他の内容に関して段階的に情報を提供し、回を重ね

るにつれてその情報内容が深化するのが特徴です。 

以下の要件を満たす場合は、その一連の広告表示を、ひとつの広告表示としてみなす

ことが認められています。 

① シリーズ広告である旨 

② シリーズ広告の回数 

③ シリーズ広告の中の順位 

④ 次回の広告掲載予定日（最終広告を除く） 

⑤ 契約・予約の申し込みに応じない旨、申し込みの順位を確保しない旨（最終広告

を除く） 

〔例〕 

シリーズ広告 

・５回シリーズの１回目 ・次回掲載日○月○日 

・最終広告で販売日をお知らせするまでの間は、契約(予約を含む)にも申し込み順位の

保全などにも一切応じられません。 

 

必要表示事項の適用除外 

次の場合は、必要表示事項を省略することができます。ただし、この許容範囲を超え

て物件の内容や価格などの取引条件を表示するときは必要表示事項を省略することが

できません。 

① 物件の名称募集広告 

分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション、一棟リベーションマンションの販
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売に先立ち、その物件の名称を募集するため、また名称を考案するための手がかり

として、当該物件のおおむねの所在地、物件種別、おおむねの規模および開発理念

のみを表示するもの。 

② 展示会等の催事開催案内広告 

物件情報展示会その他の催事の開催場所、開催時期または常設の営業所の場所を案

内する広告表示であって、展示している物件数、当該物件の種別および価格の幅の

みを表示するもの。 

③会員募集広告 

住宅友の会などの会員募集広告で、現在販売中または将来販売予定の不動産につい

て、その物件種別、販売(賃貸を含む)中か販売予定かの別、および最寄り駅のみを

表示するもの。 

④企業広告 

企業広告の一部に、現在販売中または将来販売予定の不動産について、その物件種

別、販売(賃貸を含む)中であるか販売予定であるかの別、および最寄り駅のみを表

示するもの。 

 

住宅ローンなどの表示 

（１）住宅ローン 

住宅ローンには、銀行、信託銀行、信用金庫、農業協同組合などの融資のほか住宅

金融支援機構のフラット 35 があります。住宅ローンについて表示するときは、次の

事項を明示してください。 

① 金融機関名または種類(都市銀行、地方銀行、信用金庫など) 

② 提携ローンまたは紹介ローンの別 

③ 融資限度額 

④ 借入金の利率および固定金利型、固定金利指定型、変動金利型、上限金利付き変

動金利型などの利息をとる方式の種類または返済例 

※返済例を表示する場合、ボーナス併用払いのときは、１カ月当たりの返済額の

表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示してください。 

⑤ 事務手数料、保証料、保険料その他の費用を必要とするときは、その旨およびそ

の額 

〔例〕 

(1)提携ローンのご案内 

(2)提携金融機関/○○銀行 

※「都市銀行」「地方銀行」「信用金庫」「信用組合」「農協」など金融機関の種類の表示

でもかまいません。 

(3)融資限度額/価格の 80％以内で、最高１億円 

※年間支払額が前年度年収の 25％～40％以内(年収により異なります) 
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(4)年利/3.0％(固定期間選択型・10 年) 

(5)返済期間/１年～35 年 

（２）割賦販売(クレジット) 

割賦販売とは、代金の全部または一部について、不動産の引き渡し後１年以上の期

間にわたり、かつ２回以上に分割して受領することを条件として販売することをいい

ます。 

割賦販売について表示するときは、下記の事項を明示してください。 

① 割賦販売である旨 

② 割賦限度額 

③ 利息の料率(実質年率) 

④ 支払い期間および回数 

⑤ 割賦販売にかかる信用調査費。そのほかの費用を必要とするときは、その旨とそ

の額 

（３）利回りの表示 

購入した物件を賃貸した場合の利回りの表示は、当該物件の１年間の予定賃料収入

の当該物件の取得対価に対する割合であるという意味で使用することができます。利

回りについて表示するときは、下記の事項を明示してください。 

① １年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合である旨 

② 予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨 

③ 公租公課や物件の維持費用などの控除前のものである旨 

※「収益物件」と表示する場合は、下記①～③のいずれかを表示してください。①上

記「利回りの表示」②現在の入居状況から算出した「年間予定収入○○○○円」と

の表示③現在の入居状況および空室の募集賃料から算出した「満室時年間予定収入

○○○○円」との表示。 

 

節税効果などの表示 

リース方式によるマンションなどの節税効果や賃料収入の確実性について表示する

ときは、下記の項目を表示してください。 

（１）節税効果などの表示 

① 節税効果があるのは不動産所得が赤字となる場合であり、同所得が黒字となる

場合には納税額が増加する旨 

② 不動産所得にかかる必要経費が減少した場合は、節税効果も減少する旨 

※具体的な計算例を表示する場合は、当該物件を購入した年度(初年度)の次の年度

以降のものを表示してください。ただし、次年度以降の計算例と併せて表示し、

かつ、初年度の節税額を強調しないときに限り、初年度の計算例を表示すること

ができます。 
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（２）賃料収入の確実性などについての表示 

① 売主またはその指定する者が販売したマンションなどの賃料を保証することを

表示する場合は、その保証主体、保証内容、保証期間そのほかの条件を明示し

てください。 

② 購入者の希望で、売主などがその物件を転貸目的で賃借し、賃料を購入者に支

払うようなときは、次の事項を明示してください。 

a.権利金、礼金などの支払いの有無。支払いが必要な場合は、その額 

b.敷金、保証金などの支払いの有無。支払いが必要な場合は、その額 

c.賃料（月額） 

d.賃料のほかに、管理費の支払いの有無 

e.賃借期間 

f.賃貸借契約の更新および賃料の改定に関する事項 

③ 合理的根拠を示す資料がない場合、下記のような表示はできません。 

a.将来にわたって、当該物件が賃貸市場における商品価値を確実に保持するか

のようなもの 

b.将来にわたって、確実に安定した賃料収入が確保されるかのようなもの 

c. 将来において、当該物件の資産価値が確実に増大するかのようなもの 

 

景品類の提供 

不動産業における景品類の提供の制限は下記のとおりです。 

景品類の提供の方法 景品類の最高限度額 

一般懸賞景品 

（来場者、購入者に抽選などで提供） 

取引価額の 20倍または 10万円のいずれ

か低い価額（取引予定総額の 2％以内） 

総付け景品 

（購入者全員にまたは先着順で提供） 

取引価額の 10％または 100 万円のいず

れか低い価額 

共同懸賞景品 

（多数の事業者が共同して実施。抽選な

どで提供） 

30万円（取引予定総額の３％以内） 

取引勧誘を明示しないで行う旅行など

への招待、優待 
※禁止されています。 

 

愛媛県外の不動産広告 

愛媛県外の不動産広告は、①登記簿謄本および権利書の写し②地積測量図の写しと物

件の写真③物件案内のパンフレットほかの資料を提出し、事前審査を受けてください。 
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〈必要表示事項チェックリスト〉 

〈分譲宅地〉（販売区画数が１区画のものを除く）の必要表示事項チェックリスト 

☆は予告広告の場合省略可 

□広告主の名称または商号 

□広告主の事務所の所在地（住所） 

□広告主の事務所の電話番号（固定電話の番号を表記、携帯電話番号のみは不可） 

□宅建業法による免許証番号（県知事または国土交通大臣の免許） 

複数の事業者を表記する場合は、それぞれの立場を明確にする 

例：売主／○○不動産 販売代理／△△不動産 

□所属団体名および公正取引協議会加盟業者である旨 

(公社)愛媛県宅地建物取引業協会所属、(公社)全日本不動産協会愛媛県本部所属、

四国地区不動産公正取引協議会加盟など 

□取引態様 

売主または自社、販売代理、仲介または媒介など 

□広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称または商号および免許証番号 

※１０区画未満は省略可 

□物件の所在地 

例：松山市大手町１丁目１番１号 

□交通の利便 

 物件から最寄り駅までの徒歩所要時間を表示。１分８０ｍとして最も近い区画と最も

遠い区画のものを算出してください（端数は切り上げ）。 

例：○○駅まで徒歩◯分から◎分、○○電停まで徒歩◯分から◎分 

※公共交通機関を利用しないことが通例である場合、区画から近隣の公共施設などま

での道路距離を表示。 

例：○○支所まで○○ｍから○◎ｍ 

□開発面積 

※１０区画未満は省略可 

□総区画数 

※１０区画未満は省略可 

□☆販売区画数 

□土地面積 

※最小面積および最大面積のみの表示も可。 

※「○○㎡」のようにメートル法で表記。「○○㎡（○坪）」などと坪数の併記は可。

「坪単価」→「３．３㎡（坪）単価」に。 

□私道負担面積 
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※最小面積および最大面積のみの表示も可 

□地目 

（宅地、田、畑、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、

水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地のいず

れか） 

□用途地域 

（第１種住居地域、第２種住居地域、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地

域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、準住居地域、田園住居

地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域のいずれか） 

※工業専用地域には住宅が建てられないため、住宅が建築できるような表示は不可。 

※都市計画区域外の場合、その旨を記入し、用途地域の指定のないものは省略可。 

市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域。原則住居が建てられない。特例が

あって住宅が建てられる場合、その旨を併記する。「要建築許可」「沿道サービス」

「大規模開発（＝開発団地）」など。土地造成中の場合、開発許可番号を入れる

（市街化区域で１０００㎡以内なら不要）。 

□建ぺい率 

□容積率 

□開発許可番号 

※工事が完了済みの場合は省略可 

□道路の幅員 

□☆主たる施設の概要 

□工事の完了予定年月 

※造成工事が完了済みの場合は省略可 

□☆価格 

※全区画の面積、価格が表示できない場合は、販売区画数と１区画あたりの最低価格、

最高価格、最多価格帯およびその区画数を表記(10区画未満は最多価格帯を省略可)。 

例：販売区画数 50区画 2,000万円～3,000万円 最多販売価格帯 2,500万円(２区画) 

※「価格応談」など値引き余地のあることを連想させ、不当に誘引するような表示は

不可。 

□☆共用施設または特別の施設(上下水道、都市ガス供給施設以外)について負担金な

どがあるときはその旨およびその額。これらの維持・管理費を必要とするときはその

旨およびその額 

□借地の場合はその旨 

□☆当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨

およびその額 
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□☆１カ月当たりの借地料 

□☆広告有効期限 

例：広告有効期限/令和４年９月３０日 

□（建築プランを示す場合）建築条件の有無 

※建築条件がない場合、「建築条件なし」と明記。 

※建築条件がある場合、下記の例のような文言を入れる。 

建築条件付き宅地：この土地は、土地売買契約後３カ月以内に○○工務店(株)と

建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築

請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付

金などの土地代金をすべてお返しします。 

 ※土地と建物の総額を、土地価格より大きく目立つようにしない。取引態様が「売主

（自社）」の場合、総額に〈税込〉と併記。土地面積と建物面積を表示する。 

 ※建築条件は、あくまで顧客が売主と建物の内容についてフリーな状態で建築請負契

約を結ぶことを意味する。２つ以上のプランを示し、いずれかを選択させるような

表現はできない。広告中にあるプランは、あくまで「例」であることを伝える表示

でなければならない。 
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〈売地・貸地・分譲宅地（販売区画数が１区画のもの）〉 
の必要表示事項チェックリスト 

□広告主の名称または商号 

□広告主の事務所の所在地（住所） 

□広告主の事務所の電話番号（固定電話の番号を表記、携帯電話番号のみは不可） 

□宅建業法による免許証番号（県知事または国土交通大臣の免許） 

□取引態様 

売主・貸主または自社、代理、仲介または媒介など 

□物件の所在地 

例：松山市大手町１丁目 

□交通の利便 

例：○○駅まで徒歩○分、○○電停まで徒歩○分、○○バス停まで徒歩○分 

※１分８０ｍで計算。端数切り上げ（８１ｍ＝２分）。 

※公共交通機関を利用しないことが通例である場合、区画から近隣の公共施設などま

での道路距離を表示。 

□土地面積 

「○○㎡」のようにメートル法で表記。「○○㎡（○坪）」などと坪数を併記するのは

可。「坪単価」→「３．３㎡（坪）単価」に。 

□私道負担面積 

□地目 

（宅地、田、畑、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、

水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地のい

ずれか） 

□用途地域 

（第１種住居地域、第２種住居地域、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用

地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、準住居地域、田園

住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域のいず

れか） 

※工業専用地域には住宅は建てられないため、住宅が建築できるような表示は不可。

○○小校区や学校まで○○ｍなど住宅にできるような誤認を与えるような表示は

しない。 

□建ぺい率 

□容積率 

※制限がある場合は、制限の内容 

□都市計画法その他法令上の制限で、宅建業法施行令第３条に定めるものに関する事

項 
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※都市計画区域外の場合、その旨を記入し、用途地域の指定のないものは省略可。 

※市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域。原則住居が建てられない。特例があ

って住宅が建てられる場合、その旨を併記する。「要建築許可」「沿道サービス」「大

規模開発（＝開発団地）」など。それ以外は、「住宅建築不可」と明示し、建ぺい率

と容積率は表示しない。 

□価格 

「価格応談」など値引き余地のあることを連想させ、不当に誘引するような表示は不

可。売地の場合、土地に消費税はかからないので、〈税込〉などと表示しない。 

□共用施設または特別の施設（上下水道、都市ガス供給施設以外）について負担金など

があるときはその旨およびその額 

□借地の場合はその旨 

□当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨お

よびその額 

□１カ月当たりの借地料 

□（建築プランを示す場合）建築条件の有無 

※建築条件がない場合、「建築条件なし」と明記。 

※建築条件がある場合、下記の例のような文言を入れる。 

建築条件付き宅地：この土地は、土地売買契約後３カ月以内に○○工務店(株)と

建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築

請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付

金などの土地代金をすべてお返しします。 

※土地と建物の総額を、土地価格より大きく目立つようにしない。取引態様が「売主

（自社）」の場合、総額に〈税込〉と併記。土地面積と建物面積を表示する。 

※建築条件は、あくまで顧客が売主と建物の内容についてフリーな状態で建築請負契

約を結ぶことを意味する。２つ以上のプランを示し、いずれかを選択させるような

表現はできない。広告中にあるプランは、あくまで「例」であることを伝える表示

でなければならない。 

 

 



 

 56 

〈新築分譲住宅〉（販売戸数が１戸のものを除く）の必要表示事項チェックリスト 

 ☆は予告広告の場合省略可 

□広告主の名称または商号 

□広告主の事務所の所在地（住所） 

□広告主の電話番号（固定電話の番号を表記、携帯電話番号のみは不可） 

□宅建業法による免許証番号（県知事または国土交通大臣の免許） 

複数の事業者を表記する場合は、それぞれの立場を明確にする 

例：売主／○○不動産 販売代理／△△不動産 

□所属団体名および公正取引協議会加盟業者である旨 

 (公社)愛媛県宅地建物取引業協会所属、(公社)全日本不動産協会愛媛県本部所属、

四国地区不動産公正取引協議会加盟など 

□取引態様 

売主または自社、販売代理、仲介または媒介など 

□広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称または商号および免許証番号 

※１０区画未満は省略可 

□物件の所在地 

例：松山市大手町１丁目１番１号 

□交通の利便 

物件から最寄り駅までの徒歩所要時間を表示。１分８０ｍとして最も近い区画と最も

遠い区画のものを算出してください（端数は切り上げ）。 

例：○○駅まで徒歩◯分から◎分、○○電停まで徒歩◯分から◎分 

※公共交通機関を利用しないことが通例である場合、区画から近隣の公共施設などま

での道路距離を表示。 

例：○○支所まで○○ｍから○◎ｍ 

□総戸数 

※１０区画未満は省略可 

□☆販売戸数 

□土地面積 

※最小面積および最大面積のみでも表示できる 

「○○㎡」のようにメートル法で表記。「○○㎡（○坪）」などと坪数を併記するのは

可。「坪単価」→「３．３㎡（坪）単価」に。 

□私道負担面積 

※最小面積および最大面積のみでも表示できる 

□用途地域 

（第１種住居地域、第２種住居地域、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用

地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、準住居地域、田園
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住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域のいず

れか） 

□建物面積 

※最小面積および最大面積のみでも表示できる 

□建物の主たる部分の構造 

※１０区画未満は省略可 

□連棟式建物であるときは、その旨 

□建築年月 

※未完成の場合は、工事の完了予定年月と建築確認番号 

□☆主たる設備の概要 

□道路の幅員 

※１０区画未満は省略可 

□☆価格 

※全区画の価格が表示できない場合は、最低価格、最高価格、最多価格帯およびその

区画数を表記（販売区画数が１０区画未満の場合は最多価格帯を省略可）。「価格応

談」など値引き余地のあることを連想させ、不当に誘引するような表示は不可。取

引態様が「売主（自社）」の場合、価格に〈税込〉と併記する。 

□☆共用施設または特別の施設（上下水道、都市ガス供給施設以外）について負担金な

どがあるときはその旨およびその額。これらの維持・管理費を必要とするときはその

旨およびその額 

□借地の場合はその旨 

□☆当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨

およびその額 

□☆１カ月当たりの借地料 

□☆広告有効期限 

例：広告有効期限/令和４年９月３０日 
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〈新築住宅・中古住宅・新築分譲住宅（販売戸数が１戸のもの）または一棟

売りマンション・アパート〉の必要表示事項チェックリスト 

 

□広告主の名称または商号 

□広告主の事務所の所在地（住所） 

□広告主の電話番号（固定電話の番号を表記、携帯電話番号のみは不可） 

□宅建業法による免許証番号（県知事または国土交通大臣の免許） 

□取引態様 

売主または自社、販売代理、仲介または媒介など 

□物件の所在地 

例：松山市大手町１丁目 

□交通の利便 

例：○○駅まで徒歩○分、○○電停まで徒歩○分、○○バス停まで徒歩○分 

※１分８０ｍで計算。端数切り上げ（８１ｍ＝２分）。 

※公共交通機関を利用しないことが通例である場合、区画から近隣の公共施設などま

での道路距離を表示。 

□土地面積 

「○○㎡」のようにメートル法で表記。「○○㎡（○坪）」などと坪数を併記するのは

可。「坪単価」→「３．３㎡（坪）単価」に。 

□私道負担面積 

□建物面積 

□連棟式建物であるときは、その旨 

□建築年月 

※未完成の場合は、工事の完了予定年月と建築確認番号 

※中古住宅で「リフォーム済み」と表示する場合は、リフォーム実施年月・内容を具

体的に入れてください。 

例：令和４年６月壁紙、キッチンリフォーム済み 

□価格 

「価格応談」など値引き余地のあることを連想させ、不当に誘引するような表示は不

可。取引態様が「売主（自社）」の場合、価格に〈税込〉と併記する。 

□共用施設または特別の施設（上下水道、都市ガス供給施設以外）について負担金など

があるときはその旨およびその額。これらの維持・管理費を必要とするときはその旨

およびその額 

□借地の場合はその旨 

□当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨お

よびその額 

□１カ月当たりの借地料 

□一棟売りマンション・アパートの場合は、その旨 
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〈新築分譲マンション・一棟リノベーションマンション（残戸数が１戸

のものを除く）〉の必要表示事項チェックリスト 

☆は予告広告の場合省略可 

□広告主の名称または商号 

□広告主の事務所の所在地（住所） 

□広告主の電話番号（固定電話の番号を表記、携帯電話番号のみは不可） 

□宅建業法による免許証番号（県知事または国土交通大臣の免許） 

複数の事業者を表記する場合は、それぞれの立場を明確にする 

例：売主/○○不動産 販売代理/△△不動産 

□所属団体名および公正取引協議会加盟業者である旨 

(公社)愛媛県宅地建物取引業協会所属、(公社)全日本不動産協会愛媛県本部所属、

四国地区不動産公正取引協議会加盟など 

□取引態様 

売主または自社、販売代理、仲介または媒介など 

□広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称または商号および免許証番号 

※１０戸未満は省略可 

□新築分譲マンションの場合は、施工会社の名称または商号 

□物件の所在地 

例：松山市大手町１丁目１番１号 

□交通の利便 

物件から最寄り駅までの徒歩所要時間を表示。１分８０ｍとして最も近い区画と最も

遠い区画のものを算出してください（端数は切り上げ）。 

例：○○駅まで徒歩◯分から◎分、○○電停まで徒歩◯分から◎分 

※公共交通機関を利用しないことが通例である場合、区画から近隣の公共施設などま

での道路距離を表示。 

例：○○支所まで○○ｍから○◎ｍ 

□総戸数 

団地型の場合は各棟それぞれの総戸数を表示する 

※１０戸未満は省略可 

□☆販売戸数 

□敷地面積 

□用途地域 

（第１種住居地域、第２種住居地域、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地

域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、準住居地域、田園住居

地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域のいずれか） 

□構造および階数 
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□専有面積 

すべての面積を表記。表記できない場合、○○㎡～○○㎡などと最小・最大の表記で

代用できる。 

□バルコニー面積（両面バルコニー等は合計面積でも良い） 

□管理形態 

□☆管理員の勤務形態 

□☆主たる設備の概要 

□建築年月 

※未完成の場合は、工事の完了予定年月と建築確認番号。 

□一棟リノベーションマンションの場合は、その旨、および工事の内容、当該工事の完

了年月 

※未完成の場合は、工事の完了予定年月。 

□☆価格 

「価格応談」など値引き余地のあることを連想させ、不当に誘引するような表示は不

可。取引態様が「売主（自社）」の場合、価格に〈税込〉と併記する。 

※全戸の面積、価格が表示できない場合、販売戸数 50 戸、2,000 万円～3,000 万円、

最多販売価格帯 2,500 万円(２戸)100 ㎡～150 ㎡と表記。販売戸数が１０戸未満の

場合、最多価格帯の表示を省略可。 

□☆共用施設または特別の施設（上下水道、都市ガス供給施設以外）について負担金な

どがあるときはその旨およびその額 

□借地の場合はその旨 

□☆当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨

およびその額 

□☆管理費および修繕積立金 

□☆広告有効期限 

例：広告有効期限/令和４年９月３０日 
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〈中古マンション・新築分譲マンション（販売戸数が１戸のもの）〉 
の必要表示事項チェックリスト 

□広告主の名称または商号 

□広告主の事務所の所在地（住所） 

□広告主の電話番号（固定電話の番号を表記、携帯電話番号のみは不可） 

□宅建業法による免許証番号（県知事または国土交通大臣の免許） 

□取引態様 

売主または自社、販売代理、仲介または媒介など 

□物件の所在地 

例：松山市大手町１丁目 

□交通の利便 

例：○○駅まで徒歩○分、○○電停まで徒歩○分、○○バス停まで徒歩○分 

※１分８０ｍで計算。端数切り上げ（８１ｍ＝２分）。 

※公共交通機関を利用しないことが通例である場合、区画から近隣の公共施設などま

での道路距離を表示。 

□階数および物件が存在する階 

例：１２階建て４階部分 

□専有面積 

□建築年月 

※未完成の場合は、工事の完了予定年月と建築確認番号。 

※中古マンションで「リフォーム済み」と表示する場合は、リフォーム実施年月・内

容を具体的に入れてください。 

例：令和４年６月壁紙、キッチンリフォーム済み 

□共用施設または特別の施設（上下水道、都市ガス供給施設以外）について負担金など

があるときはその旨およびその額 

□借地の場合はその旨 

□当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨お

よびその額 

□価格 

「価格応談」など値引き余地のあることを連想させ、不当に誘引するような表示は不

可。取引態様が「売主（自社）」の場合、価格に〈税込〉と併記する。 

□管理費および修繕積立金 
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〈新築賃貸用マンション・新築賃貸用アパート（賃貸戸数が１戸のもの

を除く）〉の必要表示事項チェックリスト 

☆は予告広告の場合省略可 

□広告主の名称または商号 

□広告主の事務所の所在地（住所） 

□広告主の電話番号（固定電話の番号を表記、携帯電話番号のみは不可） 

□宅建業法による免許証番号（県知事または国土交通大臣の免許） 

□所属団体名および公正取引協議会加盟業者である旨 

(公社)愛媛県宅地建物取引業協会所属、(公社)全日本不動産協会愛媛県本部所属、

四国地区不動産公正取引協議会加盟など 

□取引態様 

貸主または自社、代理、仲介または媒介など 

□物件の所在地 

例：松山市大手町１丁目１番１号 

□交通の利便 

物件から最寄り駅までの徒歩所要時間を表示。１分８０ｍとして最も近い区画と最も

遠い区画のものを算出してください（端数は切り上げ）。 

例：○○駅まで徒歩◯分から◎分、○○電停まで徒歩◯分から◎分 

※公共交通機関を利用しないことが通例である場合、区画から近隣の公共施設などま

での道路距離を表示。 

例：○○支所まで○○ｍから○◎ｍ 

□☆賃貸戸数 

□専有面積 

○○㎡～○○㎡などと最小・最大の表記で代用できる 

□構造および階数 

□建築年月 

※未完成の場合は、工事の完了予定年月を表示する 

□☆賃料 

本来の最低賃料および最高賃料のみで表示可。 

「価格応談」など値引き余地のあることを連想させ、不当に誘引するような表示は不可。 

□☆礼金などを必要とするときは、その旨およびその額 

□☆敷金、保証金などを必要とするときは、その旨およびその額 

□住宅総合保険などの損害保険料などを必要とするときは、その旨 

□☆家賃保障会社などと契約することを条件とするときは、その旨およびその額 

□☆管理費または共益費など 

□☆駐車場、倉庫などの設備の利用条件 

※敷地外の駐車場についてはその旨および将来の取り扱い。 

□定期建物賃貸借であるときは、その旨 

□契約期間 

※普通賃貸借で契約期間が２年以上のものを除く 

□☆広告有効期限 

例：広告有効期限/令和４年９月３０日 
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〈中古賃貸マンション・貸家・中古賃貸アパート・新築賃貸用マンション

または新築賃貸用アパート（賃貸戸数が１戸のもの）〉 
の必要表示事項チェックリスト 

□広告主の名称または商号 

□広告主の事務所の所在地（住所） 

□広告主の電話番号（固定電話の番号を表記、携帯電話番号のみは不可） 

□宅建業法による免許証番号（県知事または国土交通大臣の免許） 

□取引態様 

貸主、代理、仲介または媒介など 

□物件の所在地 

例：松山市大手町１丁目 

□交通の利便 

例：○○駅まで徒歩○分、○○電停まで徒歩○分、○○バス停まで徒歩○分 

※１分８０ｍで計算。端数切り上げ（８１ｍ＝２分）。 

※公共交通機関を利用しないことが通例である場合、区画から近隣の公共施設などま

での道路距離を表示。 

□建物面積または専有面積 

※小屋裏部屋、ロフトなどの面積は含めない 

□建築年月 

※未完成の場合は、工事の完了予定年月を表示する。 

※「リフォーム済み」と表示する場合は、リフォーム実施年月・内容を具体的に入れ

てください。 

例：令和４年９月壁紙、キッチンリフォーム済み 

□賃料 

※本来の最低賃料および最高賃料のみで表示可。 

□礼金などを必要とするときは、その旨およびその額 

□敷金、保証金などを必要とするときは、その旨およびその額 

※償却をする場合は、その旨およびその額またはその割合 

□住宅総合保険などの損害保険料などを必要とするときは、その旨 

□家賃保障会社などと契約することを条件とするときは、その旨およびその額 

□管理費または共益費など 

□定期建物賃貸借であるときは、その旨およびその期間 

□契約期間 

※普通賃貸借で契約期間が２年以上のものは省略可 
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５．旅行広告 
 

観光庁または知事の登録を受けた旅行業者、旅行代理業者に限り掲載します。「旅行

業法」「旅行業法施行規則」「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約・施行規則」

などを順守してください。 

 

募集型企画旅行 

（旅行業者が出発地から帰着地までのすべての行程を管理するもの） 

１．必要表示事項 

募集型企画旅行(パッケージツアー)の募集は、次の項目の表示が必要です。 

① 企画旅行業者の名称、住所、電話番号、登録番号 

② 企画旅行業者の代理業者または受託旅行業者が広告する場合は、「代理販売」「受

託販売」の別とその名称(企画旅行業者より小さな文字で表記)、住所、電話番号

(企画旅行業者の電話番号は削除)、登録番号 

③ 目的地、出発日、発着地、予定時刻、宿泊地および宿泊施設の種類または名称、旅

行日数、観光場所 

※機中泊、船中泊、車中泊の場合はその旨。 

④ 運送機関の種類または名称(航空便の場合は航空会社名を入れる)、食事条件(朝・

昼・夕食別の回数。機内食は回数に入れない) 

※航空便がチャーターの場合、「政府認可申請中」との表示はできません。  

⑤ 旅行代金(コースごとの料金を表示。複数の出発日があるときは、出発日ごとの料

金を「最低」～「最高」で表示。文字の大きさは同じにしてください 

※燃油サーチャージが別途必要な場合はその旨。 

⑥ 添乗員同行の有無 

⑦ 最少催行人員 

⑧ 書面を交付して取引条件の説明を行う旨（「取引条件を説明した書面をお渡ししま

すので事前にご確認の上、お申し込みください」などと表示) 

※写真・イラストの使用は旅程に含まれているものに限ります。それぞれに写真説

明を入れてください。イメージの場合の表示は、単に「イメージ」とするのでは

なく「○○のイメージ」のように、何のイメージかが分かるようにしてください。 

２．ミステリーツアー 

ミステリーツアーは、上記必要表示事項のうち目的地、宿泊地および宿泊施設の種類

または名称、観光場所について省略することができます。 

※ミステリーツアーのタイトルには、国名、地域名、都市名などを入れることはでき

ません。ただし、目的地が海外の場合は地域名を使用することができます。 
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３．モニターツアー 

モニターとは、事業者の依頼により募集型企画旅行に参加して、旅行の内容や品質な

どを評価し、感想をまとめて報告する人のことです。「モニターツアー」の場合は、そ

の旨とモニターへの依頼内容を簡潔に表示してください。 

４．二重価格表示 

二重価格表示をするときは、値下げ前の旅行代金(比較対照価格)と、その旅行代金を

掲載した広告の掲載日と媒体名を明示してください。比較対照価格は、値下げの直近か

らさかのぼって２週間以上販売されていることが要件になります。 

５．割引表示 

「会員割引価格」など特定の条件を満たす消費者向けに適用される代金は、二重価格

表示ではなく割引表示として扱います。割引価格が適用される条件を明示してください。 

６．温泉に関する表示 

温泉あるいは療養泉を主目的とした募集型企画旅行は、下記の項目を明示してくださ

い。 

① 温泉に加水したものについては、その旨 

② 温泉に加温したものについては、その旨 

③ 循環装置などを使用する場合は、その旨 

④ 温泉に入浴剤などを加え、または温泉を消毒して利用する場合は、その旨 

 

受注型企画旅行 

（旅行者の依頼により旅行の計画を作成するもの） 

必要表示事項 

受注型企画旅行の募集は、次の項目の表示が必要です。 

① 企画旅行業者の名称、住所、電話番号、登録番号 

② 受注型企画旅行である旨 

③ 取引条件の説明を行い、書面を交付する旨 

※「募集型企画旅行」と誤認されないため、出発日、旅行日程、旅行代金などの表

示はできません。 

 

優待旅行 

（旅行業者以外の第三者が旅行代金の一部を負担して優待するもの） 

次の事項を表記してください。 

① 優待旅行である旨 

② 優待の当事者(広告主)名 

③ 主催旅行業者の名称、住所、登録番号 

④ 旅行代金 
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⑤ 当該第三者の負担額 

⑥ 優待者数 

⑦ 応募方法 

⑧ 選考・発表方法および発表日 

※優待旅行の提供方法によっては、第三者の負担額が景品類の提供に当たる場合が

ありますので、景表法の制限にも注意が必要です。 

※旅行業者の名称は、第三者より小さく表示してください。 

 

招待旅行 

（懸賞の景品などで参加者に旅行代金の負担が発生しないもの） 

旅行の募集広告とは違うので必要表示事項はありませんが、企画者(広告主)名、招待

者数、目的地、旅行期間、発着地、出発日、応募方法、選考および当選者発表などをな

るべく表示してください。 

※旅行の契約は企画者(広告主)と旅行業者とで行うため、旅行業者の名称・登録番

号は省略できます。 

※招待旅行は景品類の提供に当たりますので、景表法による制限に注意が必要です。 

 

旅行業者以外の企画旅行 

報酬を得て、旅行参加者の募集や運送、宿泊の手配などを行うためには、旅行業の登

録が必要です。旅行業者以外の者が企画旅行を実施する場合は、旅行業者に入ってもら

った上で、「イベント企画：○○○企画㈱」「旅行企画・実施：△△△トラベル㈱」など

とイベント主催者(広告主)と旅行業者を明確に区分し、募集型企画旅行の必要表示事項

を表記してください。 

 

留学・ホームステイ 

留学・ホームステイについては、企画した業者が相当の実績をもち、受け入れ先が確

実なものと本社が判断したものに限ります。留学は、留学先の学校と正式に提携してい

ることが必要です。 

なお、「ホームステイ」とは、外国の家庭に語学の研修、生活体験などの目的で滞在

すること、「ホームステイツアー」とは、ホームステイと旅行を組み合わせて設定され

た３カ月未満の募集型企画旅行をいいます。 
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６．内職・副業広告 
 

１． 事前に契約書および業務内容のわかるパンフレット、説明書類を提出してください。 

２． 収入予想金額の表示はできません。(｢好収入｣程度の表現にとどめてください) 

３． 次のようなものは掲載しません。 

① 機器、材料などの購入が伴うもの(リースするかのような表現で、実際には買い取

り制のケースも多く注意が必要) 

② 収入を得る前に高度の技術の習得、熟練を必要とするもの 

③ 内職・副業として不適当とみられるもの。トラブルが発生するおそれのあるもの 

④ 確実に高収入が得られるような表現のもの 

⑤ ニッパク商法（悪質な教材販売のこと。受講後に仕事を回したり、製作物を買い

取ったりすることを条件に教材購入を伴う講習会を開くものの難癖をつけて約束

を守らない） 

⑥ その他本社が不適切と判断したもの 

 

７．会員募集広告 
 

各種レジャー・スポーツ施設、ゴルフ場、ホテルなど施設利用の会員募集広告は、関

係官庁への法的手続きが完了し、会の実態や事業の目的、内容が妥当でなければなりま

せん。 

 

１．会員募集は主務大臣へ届け出をし、開設前に会員契約を締結する場合は、保証委託

契約締結の届け出をします。広告には次の事項を表示してください。 

① 会社名、所在地、電話番号 

② 施設の名称、所在地、交通の便 

③ 施設の概要 

④ 平日会員、正会員など会員の種類 

⑤ 募集会員数(第○次、○○人)、総会員数 

⑥ 会員が出資する資金、費用とその内訳(会費、利用料など) 

⑦ オープン時期(一部オープンの時はその内容) 

⑧ 施設や時期などに利用制限があるものや、利用権の譲渡、中途の解約などに特別

の制約事項がある場合その内容 

⑨ 開発、建築の許認可を必要とするものは許認可番号(広告中にすべてを表示するこ

とが不可能な場合は記入書類を提出のこと) 
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※ゴルフ場の会員募集は、原則として都道府県の開発許可を受けたものに限ります。 

２． 預託金制クラブ会員募集の広告には、次の事項を表示します。 

① 会社名、所在地、電話番号 

② 施設の名称、所在地、交通の便 

③ 施設の概要 

④ 平日会員、正会員など会員の種類 

⑤ 募集会員数(第○次、○○人)、総会員数 

⑥ 会員が出資する資金、費用とその内訳 

⑦ 会費・利用料 

⑧ 預託期間および預託金の返還条件 

⑨ オープン時期(一部オープンの時はその内容) 

⑩ 施設や時期などに利用制限があるものや、利用権の譲渡、中途の解約などに特別

の制約事項がある場合、その内容 

⑪ 開発、建築の許認可を必要とするものは許認可番号(広告中にすべてを表示するこ

とが不可能な場合は記入書類を提出のこと) 

３． 共有制クラブ会員募集の広告は、不動産広告の「共有制リゾートクラブ会員権チェ

ックリスト」を参考に作成してください。 

４． その他、次のようなものは掲載しません。 

① 実態が不明確な親睦会、後援会 

② 個人交際、ペンフレンドなど男女交際が目的とみなされるもの 

 （ユネスコその他で実施している語学の研修を目的とした海外文通、ペンフレンド

募集は可） 

③ 事務所が臨時的なもの、また会員規約、運営企画、応募要項などが不備なもの 

④ 事業が計画段階であったり、土地買収、開発許可、建築確認など法的手続きに不

備があるなど施設の完成度に問題があるもの 

⑤ 未完成の外国の会員制ゴルフクラブ、ゴルフ場会員 

⑥ 施設の収容力に比べ、著しく多数の会員を募集するもの 

⑦ 投機・射幸心をあおる表現のもの 
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８．医療関連広告 
 

病院関係の広告は、法律などで定められた事項、関係省庁や県などが特別に認めたも

の以外は表示できません。 

 

病院(診療所) 

「医療法(第6条の5～8)」、厚生労働大臣の定める事項(告示)などに定められた広告表

示できる事項は次のとおり。広告できる事項の範囲内であり、医療の選択に役立つ情報

として正確で客観的なものであれば掲載できます。 

1. 医師または歯科医師である旨 

2. 診療科名 

① 医業 

｢内科｣｢外科｣など単独使用が可能なもののほか、「身体や臓器の名称」「患者の年齢、

性別などの特性」「診療方法の名称」「患者の症状、疾患の名称」などを組み合わせ

たものも掲載できます。 

○内科      ○耳鼻いんこう科     ○食道外科   ○老年外科 

○呼吸器内科   ○女性内科             ○消化器外科  ○胃外科 

○循環器内科   ○新生児内科       ○乳腺外科   ○大腸外科 

○消化器内科   ○性感染症内科      ○小児外科   ○内視鏡外科 

○心臓内科    ○内視鏡内科       ○気管食道外科 ○ペインクリ 

○血液内科    ○人工透析内科       ○肛門外科    ニック外科 

○気管食道内科  ○疼痛緩和内科      ○整形外科   ○外科(内視鏡) 

○胃腸内科    ○ペインクリニック内科  ○脳神経外科  ○外科(がん) 

○腫瘍内科    ○アレルギー疾患内科   ○形成外科   ○精神科 

○糖尿病内科   ○内科(ペインクリニック) ○美容外科   ○児童精神科 

○代謝内科    ○内科(循環器)      ○腫瘍外科   ○アレルギー科 

○内分泌内科   ○内科(薬物療法)     ○移植外科   ○リウマチ科 

○脂質代謝内科  ○内科(感染症)      ○頭頚部外科  ○小児科 

○腎臓内科    ○内科(骨髄移植)     ○胸部外科   ○皮膚科 

○神経内科    ○腫瘍内科(疼痛緩和)   ○腹部外科   ○泌尿器科 

○心療内科    ○外科          ○肝臓外科   ○産婦人科 

○感染症内科   ○呼吸器外科       ○膵臓外科   ○産科 

○漢方内科    ○心臓血管外科      ○胆のう外科  ○婦人科 

○老年内科    ○心臓外科        ○食道外科   ○眼科 
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○リハビリテーション科  ○老年精神科      ○神経泌尿器科 

○放射線科        ○小児眼科       ○小児泌尿器科 

○放射線診断科      ○小児耳鼻咽喉科    ○小児科(新生児) 

○放射線治療科      ○小児皮膚科      ○泌尿器科(不妊治療) 

○病理診断科       ○気管食道・耳鼻    ○泌尿器科(人工透析) 

○臨床検査科        咽喉科        ○産婦人科(生殖医療) 

○救急科         ○腫瘍放射線科     ○美容皮膚科  など 

【複数事項を組み合わせた通常考えられる診療科名】 

｢血液･腫瘍内科｣「糖尿病･代謝内科」「小児腫瘍外科」｢老年心療内科｣「老年･呼吸器内科」「女性乳腺

外科」「移植･内視鏡外科｣「消化器・移植外科」「ペインクリニック整形外科」「脳･血管外科｣｢頭頚部・

耳鼻いんこう科｣｢肝臓･胆のう･脾臓外科｣｢大腸･肛門外科｣「消化器内科(内視鏡)」「腎臓内科(人工透

析)」｢腎臓外科(臓器移植)｣「美容皮膚科(漢方)」 

【広告が認められない診療科】 

「神経科」「呼吸器科」「消化器科」「胃腸科」「循環器科」「皮膚泌尿器科」「性病科」「肛門科」「気管

食道科」「女性科」「老年科」「ペインクリニック科」「疼痛緩和科」「糖尿病科」「性感染症科」「化学療

法科」「インプラント科」「審美歯科」 

ただし、改正にかかわる経過措置として、従来から広告していたり、看板の書き換えなど広告の変更

を行わない限り、引き続き広告することが認められています。 

このほかにも認められないケースがあるので、医療法施行規則（昭和 23 年 11 月 5 日厚生省令第 50

号）第 1条の 9の 4を参照してください。 

※表示できる主たる診療科名の数は、当該診療機関に勤務する医師１人につき、原則２つ以内です。 

② 歯科医業 

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科、小児矯正歯科など 

③ その他厚生労働大臣の許可を受けたもの(当該医師名を併記すること) 

※2010年1月現在では麻酔科のみ。 

〔例〕 麻酔科(医師 ○○ ○○) 

3. 病院・診療所の名称、所在地、電話番号、管理者の氏名、年齢、役職(院長、副院長、

薬剤部長、看護師長または主任など)、略歴、顔写真など 

4. 診療日・診療時間、予約による診療の実施 

〔例〕 平日午前○時～午後○時予約受付、受付専用電話(○○○)○○○－○○○○ 

※ホームページＵＲＬ、Ｅメールアドレスも表示可。予約診療にかかる費用の有無やその金額も表示で

きます。 

5. 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた旨 

保険医療機関、労災保険指定、労災保険二次健診等給付、母体保護法指定、臨床研

修指定、歯科臨床研修指定、身体障害者福祉法指定、精神保健指定または応急入院

指定、生活保護法指定、指定養育医療機関、戦傷病者特別援護法指定、外国医師臨

床修練指定、被爆者指定または被爆者一般疾病医療機関、指定自立支援医療機関、

特定感染症指定、第一種感染症指定、第二種感染症指定または結核指定、指定居宅

サービス事業者、指定介護予防サービス事業者または指定介護療養型医療施設、指
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定療育機関、依存症専門医療機関または依存症治療拠点機関、看護師特定行為研修

指定研修期間 

※制度に関する説明の併記も可能。 

〔例〕 指定介護療養型医療施設(介護保険法による指定を受けています) 

6. 地域医療連携推進法人の参加病院である旨、参加している病院の数や名称 

7. 病院の構造施設、人員配置など 

① 施設、構造に関する事項 

敷地面積や建物の階層数(地上○階、地下○階)、病棟配置図、免震構造である旨な

ど。敷地内、病院の外観や内装の写真も使用可能。 

② 施設設備に関する事項 

病室や病床などの入院設備の有無や種別ごとの数。手術室、ＩＣＵ(集中治療室)、

ＮＩＣＵ(新生児用集中治療室)、患者搬送車(ヘリコプター含む)などの施設の有無

や数。機能訓練室、談話室、食堂、浴室などの有無、広さ、利用時間、費用。バリ

アフリー構造の有無など。 

※「ＩＣＵ完備」などの表現は、患者を受け入れられない状況も予想され、いつでも利用可能という

誤認を与えるので使用できません。 

③ 据え置き型の医療機器などの配置状況 

画像診断装置などの医療機器やその他の設備は、ＣＴやＭＲＩなど一般的な名称を

使って表記できます。写真の使用や導入台数、導入日を併記することも可能です。 

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、医薬品医療機器等法）

の規定により、承認などを得ていない医療機器は広告できません。また医療機器が特定できる販売

名などは表記できません。 

④ 従業者の人員配置 

性別、職種別、病床や診療科ごとの従業者の人数や配置割合など。医療従事者以外

の人数や配置状況も表記できます。 

※人数や配置割合については、いつの時点での数値であるかを併記してください。広告できる数値は

１年以内、内容は正否が容易に検証できるようにウェブサイトや年報で公表されているものに限り

ます。 

8. 医療従事者個人の略歴などに関する事項 

① 医療従事者の経歴など 

厚生労働大臣または都道府県知事の免許を受けた医療従事者(医師、歯科医師、薬

剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、

言語聴覚士、義肢装具士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工

学技士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士)は、氏名、年

齢、性別、病院内での役職および生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した

医療機関(診療科、期間を含む)などを総合的に記載した略歴などを広告できます。 

※非常勤の者は、その旨を明示してください。 

※略歴には社会的な評価を受けている客観的な事実であって、正否が容易に判断可能なものを記載し
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ます。専門医や認定医は略歴には含めないでください。 

② 専門医について 

厚生労働大臣の免許を受けた医療従事者(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産

師、看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、診

療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技

工士、救急救命士、管理栄養士)が専門性に関して認定された旨は広告できます。

ただし認定を行う団体は、厚生労働省が定める基準に適合し、厚生労働大臣に届け

出たものに限ります。 

※専門性に関する表記をする場合は、認定を行った団体を明記してください。 

※広告できる専門性資格については厚生労働省のホームページを参照してください。 

〔例〕 日本糖尿病学会認定糖尿病専門医、日本東洋医学会認定漢方専門医 

9. 病院の管理や運営に関する事項 

① 休日や夜間の診療の実施 

② 電子カルテを導入している旨 

③ セカンドオピニオンの実施(費用や予約の受け付けに関することも広告可能) 

④ 患者からの相談窓口の設置 

⑤ 症例検討会を実施している旨 

⑥ 医療の安全を確保するために実施している措置(院内感染の防止など) 

⑦ 個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置(個人情報の保護ポリシーなど) 

⑧ 平均待ち時間(診療科別、曜日別など) 

⑨ 病院の開設日や診療科別の診療開始日 

上記以外でも、病院の管理や運営に関して客観性・正確性が確保できる事項であれ

ば広告可能です。 

〔例〕 開院前の内覧会開催告知 

10.他の病院や福祉サービスとの連携に関する事項 

① 紹介可能な病院や保健医療サービス、福祉サービスなどの名称や所在地 

② 共同利用することができる医療機器の一般的名称や写真など 

※医薬品医療機器等法により販売名称や型番などは表記できません。また医薬品医療機器等法の承認

および認証の範囲を超えた使用法や、治癒率・施術後の生存率など治療の効果に関する事項は表記

できません。 

③ 紹介率や逆紹介率 

※算定式と算定に使用した患者数などは、ウェブサイトや年報などで公表されていることが必要です。 

11.医療に関する情報提供に関する事項 

① 情報伝達手段として、ホームページアドレスや電子メールアドレス、ＱＲコード

など 

② 入院診療計画書および退院療養計画書の提供 

③ 診療録などの情報開示の手続きや相談窓口の連絡先、提供の実績 
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12. 提供される医療の内容に関する事項 

① 検査、手術その他の治療方法 

下記のａ．～e．のいずれかに該当するものは広告できます。表現については患者

などが理解しやすい一般的名称を用いたり、説明を加えたりすることも可能。治療

方針も下記の範囲内であれば広告できます。 

〔例〕・術中迅速診断を行い、可能な限り温存手術を行います。 

・手術療法のほかに、いくつかの薬物療法の適用があるので、それぞれのメリット・デメリッ

トをご説明し、話し合いのもとで治療方針を決定するようにしております。 

a.保険診療 

診療報酬点数表に規定する療養の実施上認められた手術、処置など(厚生労働

省告示第92号参照) 

〔例〕・ＰＥＴ検査によるがんの検査を実施しております。 

・白内障の日帰り手術実施。 

・日曜・祝日も専用の透析室で、人工透析を行っております。 

・インターフェロンによるＣ型肝炎治療を行います。 

※疾病が完全に治癒される旨など、効果を推測的に述べることは認められません。 

b. 評価療養、患者申出療養および選定療養 

※その内容、制度、負担金額なども、なるべく併記してください。 

c. 分べん 

分べんを実施している旨。「出産」「お産」などの表記も可能です。帝王切開は保険

診療に含まれます。また、分べんのための費用、出産育児一時金受領委任払いの説

明なども広告可能です。 

d.自由診療のうち、保険診療または評価療養、患者申出療養もしくは選定療養と

同一の検査、手術その他の治療の方法 

主に美容などの目的であるため公的医療保険が適用されませんが、その手技な

どは、保険診療または評価療養・選定療養と同一である自由診療での検査、手

術その他の治療方法について広告できます。ただし、公的医療保険が適用され

ない旨と、標準的な費用を併記してください。 

※金額については、「5,000円～10,000円」や「5,000円程度」などの表記も可能。別途麻酔管理

料や指導料などが必要な場合は、それらも含めた総額の目安も表記してください。 

〔例〕・顔のしみ取り(全額自己負担) 20,000円 

・イボ・ホクロの除去(保険は使えません) 15,000円＋麻酔管理料10,000円 

・歯列矯正(自由診療) 600,000円～800,000円 

e. 自由診療のうち、医薬品医療機器等法の承認または認証を得た医薬品または医

療機器を用いる検査、手術その他の治療の方法 

自由診療のうち、医薬品医療機器等法の承認または認証を得た医薬品または医

療機器をその承認などの範囲で使用する医療の内容について広告できます。た
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だし上記ｄ．と同様に、公的医療保険が適用されない旨と、標準的な費用を併

記してください。 

また、医薬品または医療機器の販売名は表記できません。医師などが個人輸入

で入手した医薬品または医療機器は、仮に同一の成分や性能を有する医薬品な

どが承認されていても広告できません。 

〔例〕・内服の医薬品によるＥＤ治療(保険証は使えません) 20,000円程度 

・眼科用レーザー角膜手術装置の使用による近視手術の実施(自由診療)30～40万円 

② 提供される医療の内容(上記の検査、手術その他の治療方法を除く) 

a. 法令や国の事業による医療の給付を行っている旨 

〔例〕小児慢性特定疾患治療研究事業、特定疾患治療研究事業 

b. 基準を満たす保険医療機関として届け出た旨 

当該基準の内容、届出日なども広告できます。 

c. 往診の実施 

「訪問診療の実施」などの表現も可能。往診に応じる医師名、対応する時間、

訪問可能な地域なども広告できます。 

d.在宅医療の実施 

訪問看護ステーションを設置している旨。「在宅自己注射指導の実施」「在宅酸

素療法指導の実施」などについても、①に示された範囲内であれば広告できま

す。 

13.医療の提供の結果に関する事項 

① 手術の件数 

広告可能な手術の件数は下記の範囲に限られます。 

a.診療報酬点数表で認められた手術(自由診療として実施する場合を含む) 

b.先進医療として届け出された手術(自由診療として実施する場合を含む) 

c.医薬品医療機器等法の承認または認証を得た医療機器を使用し、承認または認

証された範囲で実施された手術 

② 分べん件数 

③ 患者の平均的な入院日数 

定められた計算式により計算します。医療機関全体、病床区分、病棟、診療科、疾

病ごとの平均入院日数も広告できます。 

④ 在宅患者、外来患者および入院患者の数 

⑤ 平均的な在宅患者、外来患者および入院患者の数 

※上記④⑤の項目については、疾患別の患者数も広告できますが、正確な管理記録により正確な数値

であることを事後検証可能な場合に限ります。 

⑥ 平均病床利用率 

定められた計算式で計算してください。医療機関全体、病床区分、病棟、診療科、

疾病ごとの平均病床利用率も広告できます。 
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※上記①～⑥の項目は、すべて広告表記にかかる期間を月単位で併記してください。ウェブサイトや

年報などで公表されていることが必要です。 

⑦ 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法に

基づく機能評価係数IIにおいて公表した場合に評価される病院情報 

※厚生労働省保険局医療課が定める条件・手順を参照してください。 

⑧ 治療結果に関する分析を行っている旨や分析の結果を提供している旨 

分析を行っている検討会の開催頻度や構成メンバー、分析結果の入手法なども広告

できます。ただし、分析結果そのものは広告できません。 

⑨ セカンドオピニオンの実績 

他の医療機関に紹介した患者数および他の医療機関からの紹介を受けた患者数は

広告できます。ただし、広告する患者数にかかる期間を明示してください。 

⑩ 患者満足度調査を実施している旨や結果を提供している旨 

調査を実施している旨や結果を提供している旨、結果の入手方法は広告できます。

ただし、調査結果そのものは広告できません。 

14.その他、広告告示などで定めるものに関する事項 

広告告示(厚生労働省告示第108号)で定められた広告できる事項は次のとおりです。 

① 「健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院または社会保険診療所である旨」

「船員保険病院または船員保険診療所である旨」「国民健康保険病院または国民健

康保険診療所である旨」 

② 法令の規定または国の定める事業を実施する病院または診療所である旨 

救急病院、休日夜間急患センター、第二次救急医療機関、エイズ診療拠点病院、災

害拠点病院、へき地医療拠点病院、総合周産期母子医療センターまたはがん診療連

携拠点病院などである旨を広告できます。法令などに基づいて県などの地方自治体

が認定する場合も含みます。制度の概要や認定を受けた年月日も併記できます。 

③ 医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、性別、役職および略歴 

※役職とは、「事務長」や「主任」など病院内での役職を意味します。 

※略歴は、生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務実績などを総合的に記載したもの。 

※略歴の一部のみを強調して表現することはできません。 

④ 健康診査の実施 

「乳幼児検診」「胃がん検診」「肝炎ウイルス検診」「脳ドック」など対象者や部位を

付記することや、「半日人間ドック」など期間を併記することも可能。また、実施

日、実施時間、費用、取り扱う人数、宿泊の有無なども広告できます。 

※広告可能な健康診査は、感染症予防法、老人保健法に基づく医療等以外の保健事業としての健康診

査、保険者からの委託に基づく健康診断などの公的な健康診査として実施されているものです。 

※「遺伝子検査」「アンチエイジングドック」など、現時点で医学的・社会的にさまざまな意見があり、

広く定着していないものは広告できません。 

⑤ 保健指導または健康相談の実施 

「がんに関する健康相談」「生活習慣病に関する健康相談」「歯の健康相談」「乳幼
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児保健指導」「禁煙指導」など、対象者や指導対象を表記できます。実施日時や実施

する医師の氏名、費用なども広告可能です。 

⑥ 予防接種の実施 

予防接種法において規定されているものまたは医薬品医療機器等法において承認

されているワクチンを使用した予防接種のみ広告できます。接種をすすめる対象者、

接種すべき回数、１回あたりの費用なども併記できます。 

※ワクチンの商品名は広告できません。 

※ワクチンの発症予防率など、効果に関する事項は広告できません。 

⑦ 治験の実施 

治験を実施している旨、治験実施者の名称、当該治験薬の対象となる疾患および治

験を実施する医療機関名など。また、当該治験薬の名称として、一般的名称(成分

名)または開発コードについても表記できます。 

※治験の対象となる疾患名を除いた具体的な治療効果に関することや、治験薬の国内外での販売名は

広告できません。 

⑧ 同一施設内に併設されている介護保険サービス事業者の名称や提供される医療サ

ービスまたは医療法人の付帯業務 

⑨ 患者の受診の便宜を図るサービス 

下記に例示する事項のほか、患者のための便宜を図るサービスに関すること。 

a.費用の支払方法または領収に関する事項(クレジットカードの使用など) 

b.入院患者に対するサービス(貸しテレビの値段、インターネット使用料など) 

c.対応することができる言語(手話、点字なども含む) 

d.施設内に設置された店舗(売店、喫茶店など店舗の種別および名称) 

※外部にあるものは広告できません。 

e.駐車設備(収容可能台数、料金など) 

f.送迎サービス(送迎先や時間帯など) 

g.携帯電話の使用(場所や時間帯など) 

h.通訳の設置(対応時間や費用など) 

⑩ 開設者に関する事項 

開設者および経営者(法人の場合は法人の理事長に限る)の氏名や、経歴として生  

年月日、出身校、学位、職歴を総合的に記載できます。 

※顔写真も使用できます。 

⑪ 外部監査を受けている旨 

公認会計士または監査法人の監査を受けている旨は広告できます。ただし監査を受

けた年月を併記してください。 

⑫ 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果 

※各医療機関による自己評価調査は、評価機構による評価を受けていないので広告できません。 
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⑬ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同

一の産科医療保障約款に基づく補償を実施している旨。 

※評価機構が定めたシンボルマークも使用できます。 

※評価機構を運営組織とする産科医療補償制度に加入していること 

⑭ 公益財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録している旨 

いわゆるＩＳＯの認証を取得している旨を広告できます。認証取得日や審査登録機

関の名称なども広告可能です。 

⑮ JointCommissionInternationalが行う認定を受けた審査登録機関に登録している旨 

※認証を取得している旨。個別具体的な審査項目の結果も使用できます。 

⑯ 特定行為を手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る業務の内

容 

⑰ その他、都道府県知事の定めるもの 

15.医療に関する内容とは扱わない事項 

下記の事項は、医療に関する広告とはみなされないので表示可能です。 

① 背景などとなる風景写真やイラストなど(町や海の写真、山や森のイラストなど) 

② レイアウトに使用する幾何学模様など 

③ 広告制作者の名称、広告の作成日、写真の撮影日など 

④ 芸能人や著名人が広告可能な事項について説明すること 

※芸能人や著名人が当該医療機関の患者である旨は、実際に患者であっても表記できません。 

16.医療法などで広告できない事項 

① 専門外来 

専門外来は、診療科名と並べて「○○専門外来」と表示すると診療科名と誤認され

るため広告できません。ただし、保険診療や健康診査などの広告可能な範囲であれ

ば、専門外来に相当する内容として、特定の治療や検査を外来患者に実施する旨の

広告は可能です。 

〔広告可能な例〕 ｢糖尿病｣「花粉症｣ ｢乳腺検査｣ 

② 死亡率・術後生存率など(評価が可能な段階ではないため) 

③ 未承認医薬品による治療内容 

④ 優良誤認、虚偽、誇大表示のおそれがある表現 

〔広告できない例〕  

・著名人も治療をうけています ・絶対安全な手術です ・厚生労働省が認可した○○専門医 

・肝臓がんの治療では日本有数の実績を有する病院です ・当院は県内一の医師数を誇ります 

・本グループは全国に展開し、最高の医療を展開しています  

・術前または術後の写真（通常必要とされる治療内容、費用などに関する事項や治療などの主なリス

ク、副作用などに関する事項の詳細な説明がなく誤認させるおそれがある場合） 

⑤ 客観的事実であることを証明できない内容 

〔例〕・患者の体験談紹介(広告可能な範囲であっても患者の主観であり広告は不可) 

   ・比較的安全な手術です(何と比較して安全か不明) 
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⑥ 公序良俗に反する内容 

⑦ 「医薬品医療機器等法」など他の法令や広告ガイドラインで禁止されている内容 

 

助産師 

「医療法(第 6 条の 7)」、厚生労働大臣の定める事項(告示)などに定められた広告表

示できる事項は次のとおりです。 

① 助産師である旨 

② 助産所の名称、電話番号および所在地、管理者の氏名 

③ 就業の日時、予約による業務の実施 

④ 入所施設の有無や定員、助産師その他の従業者の人数、施設・設備または従業者

に関する事項 

⑤ 助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他厚生労働大臣が定めるもの 

⑥ 医療に関する相談、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取り扱

いなど助産所の管理・運営に関する事項 

⑦ 嘱託する医師の氏名、病院・診療所の名称、業務の連携に関する事項 

⑧ 助産録の情報の提供、医療情報の提供に関する事項 

⑨ その他厚生労働大臣の定める事項 

生活保護指定助産師である旨、受胎調節実地指導員である旨、助産師の略歴および年齢、予

約に基づく業務の実施、休日または夜間業務の実施、分べんの介助の実施とその費用、自宅

分べんの介助の実施、保健指導の実施、訪問指導の実施、健康診査の実施、費用の支払方法

または領収に関する事項、対応することができる言語、駐車場に関する事項、出産育児一時

金受領委任払いの説明 

※上記以外でも、客観性・正確性が確保できる事項であれば広告可能です。 
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あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業もしくはきゅう業またはこれらの施術所に

関して広告できる事項は、次のとおりです。 

① 施術者である旨ならびに施術者の氏名、住所 

② 業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう) 

③ 施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項 

④ 施術日または施術時間 

⑤ その他厚生労働大臣が指定する次の事項 

a.もみりょうじ 

b.やいと、えつ 

c.小児鍼(はり) 

d.医療保険療養費支給申請ができる旨 

※申請については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限ります。 

e.予約に基づく施術の実施 

f.休日、夜間における施術の実施 

g.出張による施術の実施 

h.駐車設備に関する事項 

※施術者の技能、方法、経歴、医療行為を連想させる表示などはできません。 

〔例〕 「東洋医学の○○」「○○医院」 

 

柔道整復師 

柔道整復の業務または施術所に関して広告できる事項は、次のとおりです。 

① 柔道整復師である旨、その氏名および住所 

② 施術所の名称、電話番号および住所の表示 

③ 施術日または施術時間 

④ その他厚生労働大臣が指定する次の事項 

a.骨接ぎまたは接骨 

b.医療保険療養費支給申請ができる旨 

※脱臼または骨折の患部の施術にかかる申請については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に

限ります。 

c.予約に基づく施術の実施 

d.休日または夜間における施術の実施 

e.出張による施術の実施 

f.駐車設備に関する事項 
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獣医師 

「獣医療法(第17条第1項)」「獣医療広告ガイドライン(農林水産省)」などに定められ

た広告できる事項は、次のとおりです。獣医師の技能、療法または経歴に関する事項は、

原則広告できません。 

1. 獣医師の氏名、診療施設の名称、住所、電話番号 

2. 診療日、診療時間、予約診療が可能である旨 

3. 休日・夜間診療、往診を実施している旨 

4. 獣医師または診療施設の専門科名(獣医師が診療を担当している診療科名) 

① 専門分野を示す科名 

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、寄生虫科、外科、整形外科、

泌尿器科、繁殖科(産科、臨床繁殖科)、放射線科(臨床放射線科)、腫瘍科、画像診

断科、皮膚科、耳鼻科、眼科、歯科など 

② 対象動物を示す科名 

大動物専門科、牛専門科、豚専門科、馬専門科、鶏専門科、犬・猫専門科、小鳥専

門科、エキゾチックアニマル専門科、うさぎ専門科、ハムスター専門科、フェレッ

ト専門科、は虫類専門科など 

5. 診療施設に関する事項 

〔例〕入院施設の有無、病床数 

6. 診療施設の人員配置 

7. 獣医師の学位・称号 

① 学位（大学、独立行政法人大学評価・学位授与機構または旧学位令により授与さ

れるもの） 

〔例〕獣医学士、獣医学修士、農学博士、獣医学博士、博士(獣医学) 

② 称号(獣医師法附則第19条で規定されるもの) 

〔例〕新制獣医師 

※専門医、認定医などについては学位または称号に含まれません。また、専門性資

格に関する制度は獣医療では確立していないため、広告することはできません。 

8. 獣医師免許の付与年月日および診療施設の開業年月日 

9. 医療機器を所有している旨 

エックス線撮影装置、Ｘ線ＣＴ装置(ＣＴ)、超音波画像診断装置、磁気共鳴画像診断

装置(ＭＲＩ)など一般的な名称を使って広告できます。また、それらの導入台数、導

入年なども広告可能です。 

〔例〕・○○動物病院においてＭＲＩを導入しました。(技能、療法を直接広告しているわけではない

ので広告可) 

・動物用として承認されているＸ線ＣＴ装置の写真の掲載。(販売名や型式番号が明示されてい

るものは広告不可) 

※次のものは広告できません。 
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〔例〕・ＭＲＩによる腫瘍診断を実施しています。(腫瘍診断は、技能、療法に該当するので広告不可) 

・動物用として未承認のＸ線ＣＴ装置の写真の掲載。 

10.家畜改良増殖法により家畜体内受精卵の採取を行う旨 

〔例〕供卵牛に多排卵処理後、人工授精を実施し、受精卵を採取します。 

※家畜改良増殖法では、牛以外の家畜は定義されていないため、豚などを対象に家

畜体内受精卵の採取を行うことは広告できません。 

11.避妊去勢手術を行う旨 

犬または猫の避妊去勢手術に限られます。避妊去勢手術の術式などについて広告する

ことが可能です。 

〔例〕・当院では、犬および猫の卵巣子宮の全部摘出による避妊手術を行っています。 

※次のものは広告できません。 

〔例〕・インプラントの皮下への埋め込みによる避妊をお勧めしています。(生殖を不能にする手術で

はないので広告不可) 

・去勢手術 犬10,000円、猫15,000円で受付中。(費用を併記しているため広告不可) 

12.予防注射を行う旨 

ワクチンを使用して予防注射を行う旨、および医薬品医療機器等法で承認された事項

(対象動物、効能効果など)、接種するべき回数について広告できます。ただし、ワク

チンの販売名などを広告することはできません。 

〔例〕・犬猫に狂犬病の予防注射を実施しています。 

・犬の混合ワクチンを扱っています(ジステンパー、パルボウイルス感染症、○○病を予防する

ことができます)。 

※次のものは広告できません。 

〔例〕・犬にパルボウイルス感染症が大流行しています。感染すると死に至ります。当院ではパルボウ

イルスに対するワクチンを常時実施しています。(パルボウイルス感染症が流行しているか客

観的に判断できず、また飼育者などの不安をあおる誇大広告に該当するため広告不可) 

・狂犬病予防注射、１回9,000円。(費用を併記しているため広告不可) 

・ハムスターにも○○病のワクチンがあります。(ハムスターを対象とするワクチンは、医薬品

医療機器等法上承認されていないため広告不可) 

13.フィラリア症の予防を行う旨 

犬糸状虫症の予防薬を使用して予防措置を行う旨、および医薬品医療機器等法で承認

された事項(対象動物、効能効果など)について広告できます。ただし、予防薬の販売

名などを広告することはできません。 

〔例〕・月１回の経口投与でフィラリア症が予防できます。 

・当院では注射によるフィラリア症の予防を行っています。 

※次のものは広告できません。 

〔例〕・フィラリア症の予防と同時に犬回虫を駆除します。(犬糸状虫症の予防薬には犬回虫などの駆

除が効能効果として認められているものがあるが、犬回虫などの駆除を行うことは「フィラリ

ア症の予防を行うこと」から逸脱するため広告不可) 

・フィラリア症の予防薬投与、１回3,000円。(費用を併記しているため広告不可) 
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14.飼育動物の健康診断を行う旨 

獣医師が有する獣医学的知識を用いて健康診断を行う旨、および飼育動物の種類、実

施する検査の種類を併せて広告することができます。 

「身体検査」「血液一般検査」「尿検査」「糞便検査」「エックス線撮影」「超音波診断検

査」や、実施日、実施時間などを併記することも可能です。 

〔例〕当院では犬の健康診断をお勧めしています。「身体検査」「血液一般検査」「尿検査」「糞便検査」

を行う半日コースと、「エックス線撮影」「超音波診断検査」を追加した１日コースがあります。 

※次のものは広告できません。 

〔例〕当院では犬の健康診断をお勧めしています。基本料金は20,000円です。ワンちゃんの実年齢測

定も追加できます。(費用は広告不可。また、実年齢測定は獣医学的に広く定着していると認め

られた検査ではないため広告不可) 

15.家畜伝染病予防法による家畜防疫員である旨 

都道府県知事が、当該都道府県の職員(臨時雇用含む)で獣医師であるものの中から任

命した家畜防疫員である旨を広告できます。 

16.(公社)都道府県家畜畜産物衛生指導協会などの指定獣医師である旨 

17.(公社)日本獣医師会、(公社)愛媛県獣医師会、(公社)日本獣医学会、(公社)日本動

物病院福祉協会などの会員である旨 

※「会長」など役職についてまで広告することはできません。 

18.農林水産大臣指定の臨床研修診療施設である旨 

19.農業共済組合、共済事業を行う市町村(組合など)、農業共済組合連合会の嘱託獣医

師または当該組合などの指定獣医師である旨 

20.獣医師または診療施設の業務に関して、その技能、療法、経歴にかかわらない事項 

〔例〕・診療施設の開設予定日 

・診療施設の名称、住所、電話番号 

・勤務する獣医師の氏名 

・診療日、診療時間および予約診療が可能である旨 

・休日または夜間の診療、往診の実施 

・診療費用の支払い方法(クレジットカードの使用の可否など) 

・入院施設の有無、病床数その他施設に関すること 

・診療施設の人員配置 

・駐車場の有無、駐車台数および駐車料金 

・動物医療保険取扱代理店または動物医療保険取扱病院である旨 

・ペットホテルを付属していること、トリミングを行っていること、しつけ教室を開催している

ことなど 
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介護老人保健施設 

「介護保険法(第 98 条)」などに定められた広告表示できる事項は次のとおりです。 

１． 介護老人保健施設の名称、電話番号および所在地 

２． 介護老人保健施設に勤務する医師および看護師の氏名 

３． 施設および構造設備に関する事項 

 

① 療養室(広さ、個人用ロッカー、洗面所などの設備) 

② 機能訓練室(広さ、機械・器具などの設備) 

③ 認知症専門棟を有する介護老人保健施設についてはその旨および定員、その設備

内容 

④ 食堂(広さ、設備など) 

⑤ 談話室、レクリエーションルーム(広さ、テレビやソファなどの設備) 

⑥ 浴室(特別浴槽などの設備) 

⑦ 協力病院および協力歯科医療機関 

⑧ 在宅介護支援センターを設置している場合は、その旨およびその事業内容など 

⑨ 介護老人保健施設に訪問看護ステーションまたは特別養護老人ホームなどを併設

している場合は、その旨およびその事業内容など 

⑩ その他特色ある施設(ボランティアルーム、家族介護教室などの設置状況) 

４． 職員の配置員数、医師または看護師の技能、経歴、年齢、性別に関すること 

５． 提供されるサービスの種類および内容 

① レクリエーション、理・美容その他日常生活上のサービス内容 

〔例〕 入浴回数、機能訓練の回数 

② 指定通所リハビリテーションまたは指定短期入所療養介護を実施している旨 

※定員、実施時間も広告できます。 

③ 利用料の徴収できる「特別な療養室」を有する施設については、その旨と室数 

④ 紹介することができる指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、病院または診療

所の名称 

⑤ 介護老人保健施設によるサービスの提供に関する諸記録にかかわる情報を開示す

ることができる旨 

⑥ 利用料の費目、金額、支払方法および領収について 

※医療の内容に関する事項は表示できません。 
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有料老人ホームなど 

 

有料老人ホーム

の類型 

類型の説明 

［Ａ］ 

介護付有料老人

ホーム 

（一般型  特定

施設入居者生活

介護・外部サー

ビス利用型  特

定施設入居者生

活介護） 

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。 

介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設

入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活

を継続することが可能です。 

一般型では、介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。 

外部サービス利用型では、有料老人ホームの職員が安否確認や計

画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所

が提供します。 

（特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム

については介護付と表示することはできません｡） 

［Ｂ］ 

住宅型有料老人

ホーム 

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。 

介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問

介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室

での生活を継続することが可能です。 

［Ｃ］ 

健康型有料老人

ホーム 

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必

要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。 

 

［Ｄ］介護・福祉関係の居住施設等 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

小規模生活単位型指定介護老人福祉施設（新型特養） 

軽費老人ホーム（Ａ型、Ｂ型、ケアハウス） 

生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）など。 

 

［Ｅ］サービス付き高齢者向け住宅など高齢者に配慮した住宅 
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◎共通の必要表示事項 

 

入居募集をする場合、以下を表示する。 

 

１．価格（入居時費用、月額利用料、食費、光熱費･共益費･管理費など必要経費） 

※ 入居時一時金（保証金など）があればその旨と金額 

※ ユニット型指定介護老人福祉施設（新型特養）はホテルコスト分も明記。 

２．建物 

① （行政の許可・指定がいるものは）開設年月 

※開設前の場合は「予定」、申請中の場合はその旨 

〔表示例〕平成○年○月○日開設予定（指定申請中） 

② 築年月（未完成なら建築確認番号） 

③ 敷地全体の面積 

④ 個室がある場合、その面積と戸数 

３．運営主体（名称、所在地、連絡先） 

※運営主体と設置会社が違う場合はどちらも 

４．施設の所在地 

５．交通の便（最寄りの駅、バス停名とそこからの距離を表示） 

※徒歩時間は実態を反映しないので不可。 

６．募集人数 

７．入居の条件がある場合その旨（福祉・介護関連等は必須） 

〔例〕要介護１～３まで※「要支援」は対象外。 

誤解を与えないよう表示。 

８．分譲住宅（共同住宅）および未使用賃貸共同住宅にあたる場合、広告有効期限 

９．その他類型別の必要表示事項 

※提供できるサービスを表示する場合、介護保険適用の有無も明示。 

※終身までの入居を想定した施設である旨を表示する場合、その条件も盛り込む。 

※「介護付き（ケア付き）」などの表示ができるのは、特定施設入所者生活介護の

指定を受けているもののみ。 
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◎類型別の必要表示事項 

 

［Ａ］介護付有料老人ホーム 

① 分類名 

介護付有料老人ホーム 

② 住居の権利形態（いずれかを表示） 

●利用権方式 ●建物賃貸借方式 ●終身建物賃貸借方式 

③ 利用料の支払い方法（いずれかを表示） 

●一時金方式 ●月払い方式 ●選択方式 

④ 入居時の条件（いずれかを表示） 

●入居時自立 ●入居時要介護 ●入居時要支援・要介護 

●入居時自立・要支援・要介護 

⑤ 介護保険（いずれかを表示） 

●愛媛県指定介護保険特定施設（一般型特定施設） 

●愛媛県指定介護保険特定施設（外部サービス利用型特定施設） 

●松山市指定介護保険特定施設（一般型特定施設） 

●松山市指定介護保険特定施設（外部サービス利用型特定施設） 

⑥ 介護居室区分（いずれかを表示） 

●全室個室 ●相部屋あり（○人部屋～○人部屋）※〇は１～４の数 

⑦ 介護にかかわる職員体制（型によっていずれかを表示） 

◇一般型特定施設入居者生活介護 

●１.５：１以上 ●２：１以上 ●２.５：１以上 ●３：１以上 

◇外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 

●有料老人ホームの職員○人 ○は職員数 

委託先である介護サービス事業所 

訪問介護 介護サービス事業所名 

訪問看護 介護サービス事業所名 

通所介護 介護サービス事業所名   ※ほかにもある場合は表示する 

⑧ その他（該当する場合にのみ表示） 

●提携ホーム利用可（提携先の有料老人ホーム名） 
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［Ｂ］住宅型有料老人ホーム 

① 分類名 

住宅型有料老人ホーム 

② 住居の権利形態（いずれかを表示） 

●利用権方式 ●建物賃貸借方式 ●終身建物賃貸借方式 

③ 利用料の支払い方法（いずれかを表示） 

●一時金方式 ●月払い方式 ●選択方式 

④ 入居時の条件（いずれかを表示） 

●入居時自立 ●入居時要介護 ●入居時要支援・要介護 

●入居時自立・要支援・要介護 

⑤ 介護保険 

在宅サービス利用可 

⑥ 居室区分（いずれかを表示）全室個室  

●相部屋あり（○人部屋～○人部屋）※〇は１～４の数 

⑦ その他（該当する場合にのみ表示） 

●提携ホーム移行型（提携先の有料老人ホーム名） 

 

［Ｃ］健康型有料老人ホーム 

① 分類名 

健康型有料老人ホーム 

② 権利形態 

 

［Ｄ］介護・福祉関係の居住施設等 

① 施設の分類 

〔表示例〕「認知症対応型共同生活介護 グループホーム」「特別養護老人ホーム」 

※グループホームは「認知症対応型共同生活介護」である旨を併記（知的障害者用

と区別） 

② 入居の条件 

〔表示例〕要介護１～３まで 「要支援」は対象外 

 

［Ｅ］サービス付き高齢者向け住宅など高齢者に配慮した住宅 

不動産広告掲載基準に沿って必要事項を表示する。介護付の場合は［Ａ］に準じる。 
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９．医薬品・美容関連広告 
 

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の広告は、「医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、医薬品医療機器等法）」「医薬品等適正広

告基準」などを順守し、広告が虚偽、誇大なものにならないよう注意が必要です。 

  

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器 

次のものは掲載できません。 

1. 名称、製造方法、効能・効果、用法などに関して、承認範囲を超えたものや最大級

の表現があるもの 

※承認を受けた効果・効能であっても、その一部を強調して特定疾病に用いられるもの

であるかのような印象を与える表現はできません。 

2. 化粧品、医薬部外品でありながら、あたかも医薬品であるかのような表現 

〔例〕色を白くする、美白効果、ホワイトニング効果 

※「美白効果」「ホワイトニング効果」は、医薬品医療機器等法で認められた表現では

ありませんが、下記の説明を併記すれば使用できます。 

 医薬部外品：メーキャップ効果により肌を白く見せる旨、またはメラニン色素の

生成を抑えることにより日焼けを起こしにくい旨。 

 化 粧 品：ファンデーションなどでメーキャップ効果により肌を白く見せる旨。 

※うるおいを与える、すこやかに保つ、しなやかにする、肌を整える、みずみずし

い肌に見せる、清涼感を与える、など「医薬品等適正広告基準」に定められた承

認を要しない化粧品の効果や使用感は掲載できます。 

※「無添加」「不使用」など、ある種の成分を使用していないことを意味する用語を

表示するときは、何を使用していないかを併記してください。 

なお、ある種の成分を使用していないことを意味する用語は、キャッチフレーズ(強

調表現)としては認められません。 

〔例〕パラペン無添加、タール色素不使用、カフェイン無配合 

3. 即効性、持続性について医学薬学上認められている範囲を超えた表現 

4. 医療関係者、官庁、学校、理・美容師など関係者の推薦、指定、公認など 

〔例〕○○大学推薦、○○病院で使用、厚生労働省認可、○○ヘアサロンで利用 

※公衆衛生の維持増進などが目的の場合は除きます。 

5. 文献、談話、記事、体験談などを利用し、本来の効能・効果を逸脱した表現 

6. 懸賞などで賞品として医薬品を提供する広告 

7. 製造方法の優秀性について誤認のおそれのある表現 

〔例〕近代科学の粋を集めた製法、研究に研究を重ね、独自の製法により誕生 
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8. 効能・効果や安全性を確実に保証するような表現 

〔例〕必ず治る、原因から治す、副作用がない、安全性は確認済み 

9. 医薬品などの過量消費または乱用助長を促すおそれのある広告 

〔例〕毎日飲もう、家族そろって、贈り物に、うまい、30歳過ぎたら欠かさずに 

10. 他社の製品をひぼうするような広告 

〔例〕○○では満足できない方に、従来の○○薬と違って 

11. 医師の診断、治療を受けなければ治癒が期待できない疾患を、医薬品などのみで治

るかのような表現 

〔例〕胃かいよう、十二指腸かいよう、糖尿病、高血圧、低血圧、心臓病、肝炎、白内障、性病 

12. 不快または不安、恐怖の感じを与える表現 

〔例〕あなたはすでに○○病です、危険信号です、ベルトの穴が１つ増えるごとに寿命が１年縮み

ます、酸性体質は生活習慣病にかかりやすい 

13. 著しく品位を損ない、信用を傷つけるおそれのある広告 

14. 健康機器の広告で医療機器と誤認される表現 

※医療機器であっても、効能・効果の表現は厚生労働大臣の承認を受けた範囲に限

ります。「厚生労働省認可(許可)」の文言を入れずに、承認番号のみ表示してく

ださい。 

15. 医師が自ら使用、または医師の処方せんや指示によって使用することを目的として

供給される医薬品の広告 

16. 医療関係者が自ら使用することを目的として供給される医療機器の広告 

※医療関係者向け医療機器で、一般人を対象に広告できるのは体温計、血圧計、コ

ンタクトレンズ、カラーコンタクトレンズ、ＡＥＤ(自動体外式除細動器)、補聴

器、老眼鏡などです。 
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医薬品類似の食品広告 

健康食品、栄養補助食品、ドリンク剤類似清涼飲料水などの広告は、「医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」「健康増進法」「景品表示法」

「食品衛生法」などを順守してください。医薬品的な効能・効果は表記できませんが、

「栄養補給」「健康維持」などの表現は可能です。 

１．次のものは掲載できません。 

① 疾病の治療または予防を目的とする効果・効果をうたったもの 

〔例〕胃かいようの方に、高血圧を治す 

② 身体の組織機能の増強、増進を主な目的とする効能・効果をうたったもの 

〔例〕疲れに負けない○○、疲れスッキリ、ひどい疲れ、重度の疲れ 

※「つらい疲れ」は許容範囲。 

③ 医薬品的な効能・効果を暗示するもの 

a. 名称またはキャッチフレーズで暗示するもの 

〔例〕延命○○、不老長寿、漢方秘伝、ダイエット○○ 

b. 含有成分の表示および説明で暗示するもの 

〔例〕体質改善、健胃整腸で知られる○○に有効成分を添加して 

c. 製法で暗示するもの 

〔例〕深山に自生する○○を主剤に△△、××など 13 種の薬草を独特の製造法(製法特許出願)

により調製 

d. 起源、由来などで暗示するもの 

〔例〕多年にわたる研究、家伝の秘法により造られた 

e. 新聞・雑誌などの記事、医師・学者などの談話・学説・経験談などを引用、また

は掲載することにより暗示するもの 

〔例〕○○医学博士の談、○○大学病院長○○氏の説によると、厚生労働省が認めた品質保証付

き 

※「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」にある成分本質を含んだ

食品は、厚生労働省による規制があります。 

野菜、果物、菓子や調理品など外観で明らかに食品と認識できるものは、医薬品的

効能・効果を表示しても「医薬品医療機器等法」の適用を受けないとされてきまし

たが、「健康増進法」では、著しく事実に反したり、著しく誤認させるおそれのある

広告は法対象としています。 

〔専ら医薬品として使用される成分本質の例〕 

アロエ(キュラソーアロエ、ケープアロエ)の葉の汁液、シキミ(ハナノキ)の実、センブリ(トウヤ

ク)、ホウセンカの種子、アスピリン、ニコチン 

④ 形状、用法・用量などの表示で医薬品と誤認しやすいもの 

〔例〕アンプル剤 

※錠剤、カプセル剤は「食品」と明示すれば表示できます。 

〔例〕毎食後 30分以内に服用、１回３錠 

※１日 10粒を目安にお召し上がりください、は許容範囲。 
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２． 保健機能食品 

保健機能食品とは、消費者庁が設定した安全性などの規格基準を満たした食品です。

目的や機能などの違いから「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に分かれています。 

① 特定保健用食品(条件付き特定保健用食品含む) 

消費者庁の許可を得て、特定の保健目的で摂取をする人に対し保健目的が期待でき

ることを表示できる食品。個別許可型と規格基準型があります。個別許可型のうち、

科学的根拠のレベルに届かないものを｢条件付き特定保健用食品｣としています。 

※表示内容は国の許可を受けたものに限ります。 

〔例〕○○は△△を含んでいるため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に取れ、お通じを良好

に保つことに役立ちます 

※関与成分の疾病リスク低減効果が医学的、栄養学的に確立されている場合は、疾

病リスク低減表示が認められます。 

〔例〕「カルシウムと骨粗しょう症」日ごろの運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、

若い女性が健全な骨の健康を維持し、年をとってからの骨粗しょう症になるリスクを低減す

るかもしれません 

※注意喚起の表示をしてください。 

〔例〕食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを 

② 栄養機能食品 

栄養素の機能の表示をして販売される食品。一日あたりの摂取目安量に含まれる当

該栄養成分量が、厚生労働大臣の定めた上・下限値の範囲内である必要があります。

栄養成分など条件を満たしていれば個別許可は不要です。注意喚起の表示もしてく

ださい。 

※表示については、どの栄養成分においての栄養機能食品であるかの併記が必要で

す。 

〔例〕商品名○○○ 

栄養機能食品(カルシウム) 

カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です 

※栄養素の機能について国が決めた規格基準(ビタミン 12 成分、ミネラル５成分)

があり、それ以外の標ぼうはできません。また、当該成分以外の成分の機能表示

は禁止されています。 

③ 特別用途食品 

乳幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の維持・回復などに適するという特別の

用途を表示して販売される食品です。特別用途食品として食品を販売するには、

その表示について国の許可を受ける必要があります。 

④ 機能性表示食品 

機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で

す。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る
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必要があります。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可

を受けたものではありません。 

※機能性を表示する場合「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事

後的規制（事後チェック）の透明性の確保等に関する指針」などに基づいて表示

を行う必要があります。 

 

美容関連広告 

１．痩身美容に関する広告で、具体的数値をあげて効果を表現したり、比較写真を用い

る表示はできません(体験談中のものも不可)。 

２．脱毛行為について、身体に直接影響を与える場合は医療法に触れるおそれがあるの

で表現に注意してください。レーザー脱毛などは掲載できません。 

次の表現も不可です。 

〔例〕完全、永久に、毛根から 

３．発毛促進について、頭皮にメスを入れる治療的行為など、医薬品医療機器等法、医

療法に抵触する表現は掲載できません。 

４．体験談、推薦文(顔写真含む)を使用する場合に、本人が実在しないもの、また本人

の承諾を得ていないものは掲載できません。本人の住所(市・郡まで)を明記してく

ださい。 

５．エステティックサロンに関して、金額が５万円を超え、期間が１カ月を超える契約

には、中途解約できる旨を表示してください。（「特定商取引法」＝特定継続的役務

提供） 
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10．教育関連広告 
 

「学校教育法」「私立学校教育法」「社会教育法」などを順守します。予備校・学習塾

に関しては「全国学習塾協会の自主規制規約」に基づいた広告表示をしてください。 

 

1. 実態、内容、施設が不明確なものは掲載できません。 

2. 学校の名称は認可されている名称で表示します。 

※「○○大学」「○○高等学校」「○○高等専門学校」「○○専門学校」などの名称は、

学校教育法でその内容･目的などが規定されており、認可を受けなければ使用でき

ません。外国の大学の日本校についても同様です。 

3. サポート校(退学、不登校などから高等学校などの卒業が難しくなった者に学習の機

会を提供し、卒業をサポートする施設)の広告は、サポート校である旨および高校卒

業資格は当該サポート校と提携した通信制高等学校の資格である旨を表示してくだ

さい。 

4. 通信教育や講習の広告では、広告主の名称・所在地・講座・内容・期間・受講料な

どを明示してください。 

5. 各種学校・通信教育など、教育関連広告で、受講後または卒業後得られる民間資格

のものを公的資格と誤認を与えるような表示はできません。「当会認定の○○士」な

どと具体的に表示してください。 

 

〔国家資格・民間資格の例〕 

国家資格 民間資格 

中小企業診断士 
経営診断士、経営監査士、経営経理士、経理診断士、

経営労務コンサルタント 

社会保険労務士 労務管理指導士、労政管理士、年金コンサルタント 

不動産鑑定士 
不動産経営士、不動産調査士、土木建物診断士、不動

産総合管理士 

公認会計士 帳票管理士、帳簿管理士、財務管理士、商工経理士 

造園施工管理技士 家庭園芸士、造園設計士、園芸士、造園士、盆栽士 

 

6. 受講すれば簡単に資格が取得できるような表現は、一般的実態に反している場合で

きません。 

7. 資格を取得すれば、すぐに高収入が得られるような表現は、一般的実態に反してい

る場合できません。 
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8. 通信教育の広告で、実態は教材や器具を売りつけることを目的とした広告やワープ

ロなどの「登録商法」、金ぱく工芸・ステンドグラス・人形作りなどで「ニッパク商

法」（代理店募集の項を参照）のおそれがあるものは掲載できません。 

9. 生徒募集の広告で客観的裏付けのない合格率や就職率などを表示したり、将来を確

約するような広告はできません。合格者数やランクなどを表示する場合、根拠を示

す資料(名簿や公的機関、あるいは社会的に認められた団体などが作成したもの)を

提示してください。 

10.「語学教室」「学習塾」「家庭教師派遣」「パソコン教室」は特定商取引法の「特定継

続的役務提供」の対象となるため、契約期間が２カ月を超え金額が５万円を超える

契約には、中途解約できる旨を表示してください。 

※1面の通信教育の体裁は、「入稿・紙面体裁」の項を参照してください。
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11．弁護士・公認会計士などの広告 
 

弁護士の広告は、日本弁護士連合会や愛媛県弁護士会など所属弁護士会の規定を順守

し、原則掲載できます。公認会計士、税理士などの広告も、資格者団体の規制を順守し

てください。 

 

弁護士 

１．必要表示事項 

① 弁護士（個人） 

氏名および所属弁護士会名 

② 弁護士（法人） 

名称（弁護士法人名）および主たる法律事務所の名称、所属弁護士会名 

広告に係わる従たる法律事務所の名称がある場合も表示してください。 

③ 弁護士が共同で広告する場合 

広告を代表する弁護士が個人の場合は①弁護士（個人）の内容を、弁護士法人の場

合は②弁護士（法人）の内容を表示してください 

※弁護士費用は、報酬規程(標準)に従っている限り表示できます。 

２．掲載できない広告 

① 事実に合致していないもの 

② 誘導または誤認のおそれのあるもの 

③ 誇大または過度な期待を抱かせるもの 

※「専門」「プロフェッショナル」「エキスパート」など優良であるような評価的色

彩を伴う表示はできません。ただし、「得意分野」「関心分野」「取り扱い分野」な

ど客観的評価を伴わない表示は可能です。 

④ 特定の弁護士や法律事務所と比較したもの 

⑤ 弁護士の品位または信用を損なうおそれのあるもの 

⑥ 法令または弁護士の業務広告に関する規定などに違反するもの 

３．表示できない事項 

① 訴訟の勝訴率 

② 顧問先・依頼者 

※書面による同意がある場合は掲載できます。 

③ 受任中の事件 

※依頼者の書面による同意がある場合および依頼者が特定されず、かつ依頼者の利

益を損なうおそれがない場合は掲載できます。 

④ 過去に取り扱いまたは関与した事件 

※依頼者の書面による同意がある場合や依頼者が特定されず、かつ依頼者の利益を

損なうおそれがない場合は掲載できます。 
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公認会計士 

１．必要表示事項 

氏名または監査法人の名称 

２．禁止される広告 

① 業務、資格、経験に関して誇張したもの 

② 他の会員をひぼう、中傷または比較するもの 

③ 真実の情報を誤って伝えるもの 

④ 法令または会則および会規に違反するもの 

 

税理士 

１．必要表示事項 

氏名または税理士法人の名称および所属税理士会名 

２．禁止される広告 

① 事実に合致していないもの 

② 誘導または誤認のおそれのあるもの 

③ 誇大または過度な期待を抱かせるもの 

④ 特定の税理士または税理士事務所と比較したもの 

⑤ 法令または日本税理士会連合会、所属税理士会の会則および会規に違反するもの 

⑥ 税理士の品位または信用を損なうおそれのあるもの 

 

その他の５資格 

司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士の広告については、

各資格者団体の自主規制を順守してください。また、当該資格者が取り扱い業務の範囲

を超えて、他の資格者の業務ができる旨を広告することがないよう注意してください。 
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12．宗教・易断関連広告 
 

宗教・易断などに関する広告は、広告主の実態が明らかでないもの、誇大な表現のも

の、宗教的表現を借りて商品販売を行うもの、その他本社が不適当であると判断した広

告は掲載しません。 

 

宗教広告 

組織・行事などの紹介、告知および宗教書として完備された書籍広告など、本社が妥

当と認めたものは掲載します。 

次のものは掲載しません。 

① 宗教団体の募金を目的としたもの 

② 加持、祈とう、宗教的治療法など非科学的なもの 

③ せん動的なもので社会的秩序を乱すおそれのあるもの 

④ いたずらに不安感をあおるもの 

⑤ 一方的な宣言や予言、過去の奇跡 

⑥ 勢力拡大を掲げるもの 

⑦ 他の宗派、宗教を批判・中傷するもの。明らかに布教、信者の獲得をねらったも

の 

 

易断・運命鑑定 

告知広告に限り掲載します。表記できるのは次に挙げた項目のみです。 

① 易占師の所属団体名、氏名、易占に関する肩書、写真、住所、電話番号 

② 鑑定の日時、場所および鑑定料 

③ 鑑定項目は、「家相」「人相」「手相」「姓名」「縁談」「家庭」「進入学」「就職」「仕

事」「金運」に限ります 

※通信による占いは掲載不可です。 

※病気に関する鑑定は医療法によりできません。 

 

印相・墓相・水子供養など 

読者に不安感を持たせるような表現や現世利益を強調したものは避けてください。 
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13．墓地・納骨堂広告 
 

都道府県知事の許可を受けたものに限り掲載します。許可は地方自治体や宗教法人、

公益法人など非営利団体に限られています。 

 

次の事項を表示してください。 

① 広告主名、事業主体者名 

② 施設の名称、所在地 

③ 管理事務所の名称、所在地、電話番号、経営許可番号 

④ 総区画数、公募数、１区画当たりの面積・永代使用(供養)料および管理費用やカ

ロート(納骨容器)にかかる代金 

⑤ 最寄りの交通機関および現地までの距離・所要時間 

⑥ 宗教(旨)、宗派を問う場合は、その旨を明記 
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14．書籍広告 
 

基本的には｢出版の自由｣を尊重します。 

 

１．次の内容の書籍広告は掲載しません。 

① 差別、暴力、その他の犯罪を肯定、あるいは礼讃するなど社会秩序を乱すおそれ

があるもの 

② 虚偽、誤認を与えるおそれのあるもの 

有名人の推薦、記事の紹介などを無断、もしくは不正確に引用したもの。または単

なる紹介を激賞などと表現したもの 

③ 団体、個人を問わず信用棄損・名誉棄損・業務妨害になるおそれがあるもの 

④ プライバシーの侵害になるおそれのあるもの 

刑事事件などに関係した未成年者の氏名・写真・学校名・職業などは掲載しません 

⑤ 「性」に関する表現が露骨なもの、挑発的で興味本位に扱ったもの 

⑥ みだらな字句、隠語、伏字などを使用したもの 

⑦ 健康増進や疾病の治療などに関するもので、科学的根拠が認められないもの 

⑧ 現代の医・薬学を正当な理由なく否定する表現のもの 

⑨ その他本社が不適当と認めたもの 

２．本社が必要と判断した場合、原稿の事前審査、内容の訂正を求めます。 

３．宗教に関する書籍広告は、宗教書として完備されたものなど、本社が妥当と考えた

もの以外は掲載できません。 

 

※１面の連合広告(３段８つ割、３段６つ割)に関しては、「入稿・紙面体裁」の項を

参照してください。
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15．古物取引広告 
  

「古物」とは一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品をいいま

す。古物営業法では取り扱える品目を 13 種類に限定しているので、「何でも買います」

のような表現はできません。古物の売買・交換には盗品などが混入するおそれがあるた

め、広告掲載は慎重に行います。 

 

広告掲載に当たっては、以下の書類を提出してください。 

１．主たる営業所（営業所が無い場合は居所など）が、当該都道府県公安委員会から発

行された古物営業許可の写し 

２．古物商が古物市場主の経営する古物市場以外で行う競り売りの広告を行う場合、競

り売りの日時、場所を当該公安委員会に届け出た写し 

※仮設店舗で古物の受け取りを行う場合、その日時、場所を当該公安委員会に届け出

た写し 

 

〔古物営業法施行規則による 13品目〕 

 ①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾 ④自動車 ⑤自動二輪車および原動機付き自

転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮

革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類 

 

 ※自宅で不用になった物品をフリーマーケットなどに参加して売却する程度であ

れば、古物商の許可は必要ありません。 
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16．動物取り扱い広告 
 

動物を取り扱う広告には以下の事項を表記します。子犬などの繁殖、分譲はもちろん

イベントなどに動物を登場させる(展示も含む)場合も必要ですので注意してください。 

 

１．動物取扱登録の申請者氏名または名称 

２．事業所(店)の名称、住所 

３．動物取扱業の種別(販売・保管・貸し出し・訓練・展示) 

４．登録番号・登録年月日・有効期限の末日 

５．動物取扱責任者の氏名 

※取り扱う動物の範囲：哺乳類、鳥類または爬虫類に属し、家庭動物や展示動物とし

て利用するもの。従って、魚類、両生類は除きます。また畜産農業、試験研究用や

生物学的製剤の製造などで飼養または保管されるものは除きます。 

注）畜産農業にかかるものとは 乳、肉、卵、皮革などの畜産物の生産および乗用、

使役、競争用などの畜力の利用を目的として飼育、繁殖される牛、馬、豚、めん

羊、鶏などをいいます。 

※有償譲渡であれば、個人であっても動物取り扱い業（第 1種動物取扱業）の登録が

必要です。 

※生後 56 日を経過しない犬猫の販売はできません。ただし、天然記念物として指定

されている犬種（秋田犬・甲斐犬・紀州犬・柴犬・北海道犬・四国犬）を繁殖者か

ら直接購入する場合は生後 49日でも可。 

56日以内の犬猫を広告する場合は、引き渡し日または「生後 56日以降に引き渡す」

旨を表示してください。 
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第４部 入稿紙面体裁 

１．入稿・紙面体裁 
全般規定 

１. 常用外漢字には読み仮名をつけてください。差別語や同音漢字の誤用などの表記は

修正を依頼することがあります。 

２. 計量法はメートル法によります。慣用的表現を使う場合はこの限りではありません。 

３. 記事中広告には題字下・記事中・突き出し・ぶら下がり、変形広告には突き上げ・

ぶら下がり・エントツ・Ｌ字（逆Ｌ字）・大型記事中などがあります。いずれも掲

載面により広告可能サイズが異なります。 

 

４. 原稿は完全原稿で入稿。生原稿は原則受け付けません。 

５. 入稿は、原則土・日・祝休日は受け付けません。ただし、翌日葬儀の死亡告知・災

害関係など緊急を要する原稿は、曜日を問わず掲載日前日の午後３時まで受け付け

ます。 

６. 全８段以上の広告は全面広告で対応します。この場合、原則として８段広告を下段

としますが、無料広告(社告など)と組み合わせた場合は、８段広告が上になる場合

もあります。そのほか、当該面の扱いについて広告会社、支社単位でそれぞれが判

断した場合も同様とします。 

 

全面・記事下・記事中広告・企画もの連合広告(集版) 

入稿締め切り モノクロ・カラー原稿ともに、掲載日２日前の午後３時。集版ものは掲

載日３日前の同時刻。土・日曜日および祝休日は除きます。 

※記事下カラー広告は、１段以上とします。 

※広告の黒ベタ領域は原則自由とします。ただし、表現上「特異」と判断した場合や

連合小枠広告で割付上「問題あり」と判断した場合は変更を求めます。 

※全面広告は、輪郭を広告枠、新聞罫などで広告スペースが判別できるようにするの

が原則ですが、表現上やむを得ない場合はノンブル直下のみ罫を引きます。 

※横置きで見せる全面広告は、原則天地の天の部分がセンター(折り目)にくるように

置きます。 

※広告に二次元コード(ＱＲコードなど)を入れる場合は、スミ１色で指定してくださ

い。 

突き出し 

突き上げ 

ぶら下がり 
大型記事中 エントツ 

逆Ｌ字 
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広告サイズ 

【記事下広告】           (単位 cm) 

タテ 寸法  ヨコ 寸法 

１段 ３.２  通し ３８.０ 

２段 ６.６  １／２ １８.９ 

３段 １０.１  １／３ １２.５ 

４段 １３.５  １／４ ９.３ 

５段 １７.０  １／５ ７.４ 

６段 ２０.４  １／６ ６.１ 

７段 ２３.９  １／８ ４.６ 

８段 ２７.３  ３／４ ２８.４ 

９段 ３０.８  二連版 ７８.６ 

１０段 ３４.２  

１１段 ３７.７ 

１２段 ４１.２ 

１３段 ４４.６ 

１４段 ４８.１ 

１５段 ５１.５ 

 

【記事中広告】(タテ×ヨコ) 

・題 字 下：２段×３.４cm 

・記 事 中：１段×７cm 

・突き出し(小)：２段×６cm  (大)：１０.９cm×６cm 

・ＴＶ面ぶら下がり：３段×７cm 

 

【エリア版】(タテ×ヨコ) 

・ブランケット：５１.５cm×３８.０cm 二 連 版：５１.５cm×７８.６cm 

・タブロイド：３７.７cm×２４.５cm タブ二連版：３７.７cm×５１.５cm 

 

【ジュニアえひめ】(タテ×ヨコ) 

・３段：１０.１cm×２４.５cm 
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記事広告 

申込締め切り  原則として掲載日の 1カ月前 

入稿締め切り  掲載日の７営業日前 

クレジットについて 

１．広告である旨の表示として、＜広告＞＜広告特集＞のいずれかを文字スペースに、

２倍(20級・14ポイント)以上の文字で入れます。 

２．記事内容の文責の所在を明らかにします。記事広告が２ページ以上の場合は、最

初のページに表示します。 

① 本社が執筆したものは、原則として「企画・制作／愛媛新聞社営業局」と表記。 

② 広告会社買いきりの場合は、「企画・制作／広告会社名」と表記。 

③ 広告主が 1 社の場合は、広告内容についての責任は広告主にあり、原則として

クレジットは入れません。 

④ 内容によっては、「執筆・構成／執筆者名」と表示します。 

 

ＰＳ版 

ＰＳとは、パブリックサービスの略。読者、地域住民、団体、企業などの公共的要望

を取り入れ、本社で取材・編集します。編集権は本社にあり、掲載前の紙面チェックは

できません。紙面体裁は全 15 段(全ページ)単位で、原則記事８段、広告７段の組み合

わせ。記事スペース内に「パブリックサービス」と表示します。申し込みは、原則とし

て掲載日の 1カ月前とします。 

※ 記事下の広告が色刷りの場合、記事部分にも色をつけることができます。ただし写

真・イラストのみとし、原則としてタイトル・見出し部分には色をつけられません。 
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１面の連合広告 

３段８つ割（さんやつ） 

１．内 容 

① 取次会社を通じた、書籍コード(ＩＳＢＮ)のついた辞典・単行本・文庫本などの

書籍に限ります。市販されていない出版物(直販物)については、その都度検討し

ます。 

② 雑誌の併載は原稿スペースの３分の１を限度として認めます。 

③ ひとつの原稿に異なる２社以上の出版社を入れないでください。ただし発行元と

発売元が違う場合は掲載可能です。 

④ 書名、定価(予価)、著者名、出版社名(所在地など)、税込の旨を明示してくださ

い。 

⑤ 当該出版物に関係のない映画会、講演会などの催事、懸賞などの告知は掲載しま

せん。 

⑥ 外国語による出版物(洋書など)であっても、外国語だけによる広告は掲載しませ

ん。 

⑦ 原稿内に資料請求券、クーポンに類するものは表示しないでください。 

⑧ 電子出版物(電子ブック、カセットブック、デジタルブック、ＣＤブック、ビデオ

ブック、ＣＤ－ＲＯＭなど)は、雑誌の形態をとり、かつ取次会社を通じて市販さ

れている定期刊行物であれば、掲載できます。 

⑨ ホームページのアドレスは、文字サイズは１倍(11級・８ポイント)まで、「ホーム

ページのご案内」「弊社出版物の情報はホームページで」などアドレスに関する表

示も含め、天地２行までとします。 

２．体 裁 

寸 法  枠内ヨコ 4.4センチ× タテ 10.1センチ(左右 16行、天地 46字詰) 

文 字  新聞文字に限ります。 

① 明朝体  １～５倍(11級・８ポイント～44級・32ポイント)。１文字の

出版物名に限り 5.5倍(50級・35ポイント)まで。 

② ゴシック体  １～４倍(11級・８ポイント～38級・27 ポイント)。 

※文字は正体のみ。長体・平体は使えません。 

※文字・罫線などを極端に意匠化させてレイアウトしてはいけません。 

※ロゴ(社章ほか)、絵文字、花文字、白ヌキ文字、書き文字、スクリーン

版、写真などは使用できません。 

※○、☆、□などの記号は２倍(20級・14ポイント)まで使用可。出版物名

に使われる場合はこの限りではありません。 

※電話(☎)、郵便番号(〒)マークは、１倍(11級・８ポイント)のみ使用で

きます。 

罫 線  囲み枠は２分子持ちケイ。 

原稿の中で使用する罫線は、２分(１ミリ)まで。ただし、カスミケイ、三

柱ケイは全角を使用してもかまいません。 

※文字・罫線などを極端に意匠化させてレイアウトしてはいけません。 
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３段６つ割（さんむつ） 

１．内 容 

① 定期刊行物(主として雑誌)を原則とします。単行本も掲載可能です。 

② ひとつの原稿に異なる２社以上の出版社を入れないでください。ただし発行元と

発売元が違う場合は掲載可能です。 

③ 書名、定価(予価)、著者名、出版社名(所在地など)、税込の旨を明示してください。 

④ 当該出版物に関係のない映画会、講演会などの催事、懸賞などの告知は掲載しま

せん。 

⑤ 外国語による出版物(洋書など)であっても、外国語だけによる広告は掲載しませ

ん。 

⑥ 原稿内に資料請求券、クーポンに類するものは表示しないでください。 

⑦ 映像や音楽を伴う出版物(カセット、ビデオ、ＣＤ、デジタルブック、ＣＤ－ＲＯ

Ｍなど)は、雑誌の形態をとり、かつ取次会社を通じて市販されている定期刊行物

であれば、掲載できます。 

⑧ ホームページのアドレスは、文字サイズは１倍(11 級・８ポイント)まで。「ホーム

ページのご案内」「弊社出版物の情報はホームページで」などアドレスに関する表

示も含め、天地２行まで可能です。 

２．体 裁 

寸 法  枠内ヨコ６センチ× タテ 10.1センチ 

文 字  雑誌名(題字)のみ、袋文字を含めたロゴタイプは使用できます。著しくイ

ラスト化されたもの、あるいはイラストと一体となり、題字ロゴを形成し

ているものは掲載できません。雑誌名を含め、文字の大きさは 1倍(11級・

８ポイント)以上、10倍(90級・64ポイント)までとし、雑誌名が１字の場

合のみ 11 倍(100 級・70 ポイント)まで掲載可能。雑誌以外の文字は原則

として新聞文字を使用してください。 

※写真、スクリーン版、イラストなどは使用できません。 

※○、☆、□などの記号は２倍(20級・14ポイント)まで使用可。雑誌名に

使われる場合はこの限りではありません。 

※電話(☎)、郵便番号(〒)マークは、１倍(11級・８ポイント)のみ使用で

きます。 

罫 線  囲み枠は２分無双ケイ。 

原稿中の罫線は、半角および全角とし、カザリケイ(花ケイ)は使用しない

でください。文字、罫線などを極端に意匠化してレイアウトしてはなりま

せん。 
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通信教育 

１．内 容 

「教育関連広告」の項を参照してください。1面の広告として、３段６つ割および

半３段、全３段のスペースで掲載できます。 

２．体 裁 

寸 法  ３段６つ割：枠内ヨコ６センチ× タテ 10.1センチ 

半 ３ 段：ヨコ 18.9センチ× タテ 10.1センチ 

全 ３ 段：ヨコ 38.0センチ× タテ 10.1センチ 

文 字  講座名については、書き文字の使用を認めます。著しくイラスト化された

もの、あるいはイラストと一体で、題字ロゴを形成しているものは掲載で

きません。講座名の文字の大きさは 1 倍(11 級・８ポイント)以上、10 倍

(90級・64ポイント)までとし、講座名が１字の場合のみ 11倍(100級・70

ポイント)まで可能。講座名以外の文字は原則として新聞文字を使用して

ください。 

※○、☆、□などの記号は２倍(20級・14ポイント)まで使用可。講座名に

使われる場合はこの限りではありません。 

※電話(☎)、郵便番号(〒)マークは、１倍(11級・８ポイント)のみ使用で

きます。 

罫 線  囲み枠は２分無双ケイ。 

原稿中の罫線は半角および全角とし、カザリケイ(花ケイ)は使用できませ

ん。文字、罫線など極端に意匠化してレイアウトしてはなりません。 
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２．問い合わせ先 
 

中央官公庁 

総務省    〒100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2     電話 03-5253-5111 

https://www.soumu.go.jp/ 

厚生労働省  〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2     電話 03-5253-1111 

https://www.mhlw.go.jp/ 

経済産業省  〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1     電話 03-3501-1511 

https://www.meti.go.jp 

国土交通省  〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3     電話 03-5253-8111 

https://www.mlit.go.jp 

消費者庁   〒100-8958 東京都千代田区霞が関 3-1-1      電話 03-3507-8800 

https://www.caa.go.jp  

特許庁    〒100-8915 東京都千代田区霞が関 3-4-3     電話 03-3581-1101 

https://www.jpo.go.jp/index.html 

文化庁    〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2     電話 03-5253-4111 

https://www.bunka.go.jp 

 

公正取引委員会･審査機関など 

公正取引委員会 

〒100-8987 東京都千代田区霞が関 1-1-1           電話 03-3581-5471 

https://www.jftc.go.jp/ 

公正取引委員会 近畿中四国事務所四国支所 

 〒760-0068 高松市松島町 1-17-33 高松第 2地方合同庁舎 5階  電話 087-834-1441 

(公社)日本広告審査機構(ＪＡＲＯ) 

 〒104-0061 東京都中央区銀座 2-16-7 電通恒産第 1ビル      電話 03-3541-2811 

(公財)新聞広告審査協会 

 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-12-1 新有楽町ビル 10階 電話 03-5288-6201 

(一社)関西広告審査協会 

 〒550-0004 大阪市西区靭本町 1-6-6 華東ビル 4階      電話 06-6444-5761 

愛媛県 県民環境部 県民生活課 

 〒790-8570 松山市一番町 4-4-2               電話 089-912-2300 

愛媛県消費生活センター 

 〒791-8014 松山市山越町 450                電話 089-926-2603 

 

https://www.soumu.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/
https://www.meti.go.jp/
https://www.mlit.go.jp/
https://www.caa.go.jp/
https://www.jpo.go.jp/index.html
https://www.bunka.go.jp/
https://www.jftc.go.jp/
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選挙 

愛媛県選挙管理委員会事務局 

〒790-8570 松山市一番町 4-4-2              電話 089-912-2890 

求人 

愛媛労働局 

〒790-8538 松山市若草町 4-3               電話 089-935-5200 

松山公共職業安定所(ハローワーク松山) 

〒790-8522 松山市六軒家町 3-27              電話 089-917-8609 

不動産 

(公社)首都圏不動産公正取引協議会 

〒102-0083  東京都千代田区麹町 1-3 ニッセイ半蔵門ビル 3階 

https://www.sfkoutori.or.jp/ 電話 03-3261-3811 FAX03-3261-3933 

(公社)愛媛県宅地建物取引業協会 

〒790-0807  松山市平和通 6-5-1        電話 089-943-2184 FAX089-943-2364 

(公社)全日本不動産協会愛媛県本部 

  〒790-0963  松山市小坂 2-6-34        電話 089-933-9789 FAX089-933-8410 

医療･医薬品など 

愛媛県 保健福祉部 医療対策課              電話 089-912-2445 

〃        医療政策係            電話 089-912-2449 

〃        医療機関係             電話 089-912-2384 FAX089-921-8004 

〃         薬務衛生課薬事係         電話 089-912-2391 FAX089-912-2389 

〃         健康増進課健康政策係     電話 089-912-2401 FAX089-912-2399 

〃        長寿介護課               電話 089-912-2430 FAX089-935-8075 

松山市保健所 医事薬事課 医薬担当       電話 089-911-1805 

愛媛県動物愛護センター           電話 089-977-9200 

愛媛県公安委員会              電話 089-934-0110 

 

その他の団体 

旅行業公正取引協議会 

〒100-0013  東京都千代田区霞が関 3-3-3 全日通霞が関ビル 5階 

                  電話 03-3592-1641 FAX03-3592-1644 

(公社)ＡＣジャパン(旧 公共広告機構) 中四国事務局 

〒730-0036  広島市中区袋町 5-25 広島袋町ビルディング 電通西日本広島支社内 

電話 082-544-2222 

https://www.sfkoutori.or.jp/
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(一社)自動車公正取引協議会 

〒100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-30          電話 03-3265-7975 

日本貸金業協会愛媛県支部 

〒790-0001 愛媛県松山市一番町 1-15-2 松山一番町ビル 3階 電話 089-946-4000 

 

愛媛新聞社 

営業開発部 〒790-8511松山市大手町 1-12-1   電話 089-935-2313 FAX089-941-8111 

企画事業部       〃            電話 089-935-2355 FAX089-941-8111 

営業管理部            〃                     電話 089-935-2333 FAX089-941-8111 

東 京 支 社      〒105-0004 東京都港区新橋 6-4-3 ル・グラシエル BLDG.7 ６階 

電話 03-6435-7432 FAX03-6435-7434 

高 松 支 社      〒760-0028 高松市鍛冶屋町 3 香川三友ビル 4階 

電話 087-822-7775 FAX087-822-3676 

東 予 支 社 営 業 部 

・新 居 浜 〒792-0023 新居浜市繁本町 3-1     電話 0897-37-2342 FAX0897-37-3521 

・今 治 〒794-0015 今治市常盤町 4-1-11         電話 0898-22-5233 FAX0898-31-1812 

南 予 支 社 営 業 部 

・八 幡 浜 〒796-0037 八幡浜市矢野町 7-1452-3    電話 0894-22-5155 FAX0894-24-7572 

・宇 和 島 〒798-0040 宇和島市中央町 1-9-10       電話 0895-22-0106 FAX0895-25-0219 
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	４． 愛媛新聞の広告は品位があり、独創的で知識と楽しみを与えるものであること。
	５． 愛媛新聞の広告は言論および表現の自由を尊重するとともに報道の自由を侵すものでないこと。
	１． 広告の目的・内容があいまいで、読者が理解しがたいもの。
	２． 読者に実害を与えるおそれのあるもの。
	３． 明らかな根拠がないのに断定的な表現をしたり、社会通念上肯定されない表現をするもの
	４． 各種団体の広告関係綱領・基準・規制などに著しく反するもの。
	５． 広告主の名称・住所あるいは実態が不明確なもの。
	６． 他を中傷、ひぼうし、また他人の名誉を傷つけ秘密を侵すおそれのあるもの。
	７． 極端に不快・けん悪感や不安・恐怖感をおこさせるもの。
	８． 広告内容が極端に一方的なもの。
	９． 故意に奇をてらったもの。
	10. 事実に反し新聞がその内容を支持したり、推薦しているかのような表現をするもの。
	11. 正当な理由なくして、記事や広告を否定するもの。

	新聞広告倫理綱領および新聞広告掲載基準
	新聞広告倫理綱領（昭和33年10月７日制定　昭和51年５月19日改正・日本新聞協会）
	日本新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命を認識して、常に倫理の向上に努め、読者の信頼にこたえなければならない。
	１． 新聞広告は、真実を伝えるものでなければならない。
	１． 新聞広告は、紙面の品位を損なうものであってはならない。
	１． 新聞広告は、関係諸法規に違反するものであってはならない。
	新聞広告掲載基準（昭和51年５月19日制定　平成３年３月20日一部改正・日本新聞協会）
	「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき、「新聞広告掲載基準」を次のとおり定める。
	以下に該当する広告は掲載しない。
	１． 責任の所在が不明確なもの。
	２． 内容が不明確なもの。
	３． 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
	誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。
	（１） 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
	（２） 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
	（３） 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけしようとするもの。
	（４） 取引などに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。

	４． 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。
	５． 事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。
	６． 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
	７． 社会秩序を乱す次のような表現のもの。
	（１） 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。
	（２） 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
	（３） 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。
	（４） その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。

	８． 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
	９． 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
	10. 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。
	11. 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。
	12. 皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
	13. アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。
	14. オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。
	15. 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。
	16. 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
	17. 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し・支払方法および返品条件などが不明確なもの。
	18. 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。
	19. 謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書（または承諾書）の添付のないもの。
	20. 解雇広告（愛媛新聞広告掲載基準と異なるため、この項は削除する）
	21. 以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。

	第１部　広告表示一般の注意事項
	１．アマチュア規定・知的財産権など
	１． アマチュア選手・役員の氏名、写真、談話などを使用したものは、本人の承諾の有無、報酬の有無にかかわらずアマチュア規定違反とみなされるので掲載しません。ただし、日本体育協会の承認を得たものはこの限りでありません。各体協の規約を順守してください。
	２． 高校野球に関する広告で次のものは掲載できません。
	① 選手・野球部長・監督の氏名、写真、談話を使用したもの
	② 予想事項をクイズや懸賞に使用したもの
	③ 高校野球の精神にふさわしくないもの
	（風俗営業、遊戯場、成人向映画、貸金業などの広告は企画連合広告から除く）
	④ 代表校に対する寄付金を募集する広告

	３． 「オリンピック」「五輪マーク」の使用については、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の制限があるので注意してください。
	４． 皇室の写真・菊花の紋章は使用できません。ただし宮内庁の承認を得たものは掲載できます。
	５． 国旗を商品そのもの、および商標として使用したものは掲載できません。国旗を広告に使用する場合でも、その尊厳を傷つけないようにしなければなりません。
	６． 外国の元首・王室などの尊厳を傷つけるような広告は掲載しません。
	７． 赤十字マークは広告に使用できません。
	８． 個人の氏名・写真・肖像などは本人の承認なしで使用してはいけません。
	９． 個人情報を取得する際には利用目的をできる限り特定して明示してください。また、利用目的などをホームページで公表している場合はＵＲＬを明示してください。ただし自社トップページから１回程度の操作で到達できる場所へ掲載されているものに限ります。
	10. 工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権など)を表示する際は、登録されたことを証明する書類を提出してください。
	11. 著作権、不正競争防止法上の権利の侵害となる広告は掲載できません。
	12. 国土地理院作成の地図を使用する場合は、事前の許可が必要です。
	13. 通貨に関して次のものは掲載できません。
	① 紙幣の複写・模写を原寸大で使用したもの
	② 通貨の尊厳をそこなうおそれのあるもの

	14. 郵便切手を広告のデザインに使う場合、次のようなものに限り掲載できます。
	① 大きさを変えたり、変形させたりするなどしてデザインが大幅に異なるもの
	② 印面全体が×印などで消されていたり、「模造」「参考品」といった文字が入っていたりするもの
	③ カラーの郵便切手を黒一色で表現したもの
	④ その他、郵便切手でないことが明らかにわかるもの

	15. 本社の社名・社章を使用する場合は、事前に本社の承認を得なければなりません。ただし、「本紙ご愛読の皆さまへ」などの表記はできません。

	２．インターネット関連広告
	１． 広告内容・アドレスが示すホームページの内容によっては、広告の掲載を断るか、アドレス表示の削除を求めることがあります。
	２． 求人広告・不動産広告では、アドレスの周知を主目的とした内容は掲載できません。

	３．政党・選挙広告
	政党その他の政治団体の広告
	衆議院総選挙
	小選挙区選挙
	比例代表選挙

	参議院通常選挙
	選挙区選挙
	比例代表選挙

	県知事選挙（公費）
	市町村長、自治体議員選挙 (私費)
	掲載上の注意点

	４．意見広告
	１． 意見広告は、個人や企業、団体などが、それぞれの立場から主義、主張、見解を表明し、理解や支持を得ることを目的とした広告です。「意見広告」と明示し、原則として掲載します。
	２． 本社が必要と認めた場合は、回数およびスペース、内容を制限する場合があります。
	３． 事前審査のため、出稿は原則として掲載予定日の２週間前とします。
	４． 広告主の記名・押印のある掲載申込書を提出してください。

	５．政府･自治体などの広報広告
	６．係争広告
	７．風紀関連広告
	１． 次にあげた表現は掲載できません。
	２． 青少年保護条例に違反するものや風俗営業に関する広告で、本社が認めたもの以外は掲載できません。

	８．通信販売広告
	１． 必要表示事項
	２． 通信販売できない商品

	９．展示販売広告
	10．求人広告
	求人広告
	１． 必要表示事項
	２． 給与表示は、月額固定給・日給・時給を原則とします。歩合給や諸手当と、はっきり分けて表示します。採用時に支払われる最低支給額を表示してください。
	３． 複数の雇用形態別に表示する場合は、｢正社員｣｢パート｣などと明示してください。
	４． 特別職であっても業種や年齢などから判断し、社会通念を超えた給与表示は給与証明書など客観的な裏付け資料を求める場合があります。
	５． 正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員(雇用契約)は、最低賃金が決められているため｢完全歩合制｣での募集、採用はできません。
	６． 改正男女雇用機会均等法により、次の事項を順守します。
	７． 年齢制限は合理的理由なく設けてはなりません。満15歳未満の年少者の募集は、厚生労働大臣の許可のないものは掲載できません。
	８． 高校生以下の新卒者の一般的募集広告(別途規則あり)はできません。
	９． 労働争議中の企業の求人広告は掲載しません。
	10. 運送業で車持ち込みの求人、求職はできません。ただし、国土交通大臣の許可がある場合は除きます。
	11. 労働を条件に前貸しをして、労働賃金と相殺するような求人広告はできません。
	12. 風俗営業において売春を勧誘もしくはあっせんする疑いのあるものは掲載しません。
	13. 旅館・ホテル、私書箱・局留め、貸机など臨時的なあて先のみを用いたものや電話番号だけのものは掲載しません。
	14. 保険会社の広告は「○○支社」までフルネームで表示。さらに内務、外務の別を明示してください。

	契約社員
	労働者派遣事業・職業紹介事業
	労働者派遣事業　派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
	職業紹介事業(就職のあっせん)　職業紹介事業とは求人および求職の申し込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。この場合、あっせんとは求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることです。手数料または報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可が必要です。また無料職業紹介には厚生労働大臣の許可または届出(学校や地方公共団体などが行う場合)が必要です。
	請負　請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)で、労働者派遣との違いは、請負には注文主と労働者の間に指揮命令関係を生じないという点です。請負業者が自ら雇用する労働者を募集する場合と、注文主が請負業者(個人の場合もある)を募る場合があります。この場合は求人（「雇用契約」）ではなく請負契約を結ぶ「請負契約」になります。請負である旨を明示してください。
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	調査について
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	クーポン広告
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	金融商品
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	債権取り立てなど
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	前払い式特定取引
	ローン提携販売
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	注意事項
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	〈売地・貸地・分譲宅地（販売区画数が１区画のもの）〉
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	〈新築住宅・中古住宅・新築分譲住宅（販売戸数が１戸のもの）または一棟売りマンション・アパート〉の必要表示事項チェックリスト
	〈新築分譲マンション・一棟リノベーションマンション（残戸数が１戸のものを除く）〉の必要表示事項チェックリスト
	〈中古マンション・新築分譲マンション（販売戸数が１戸のもの）〉
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	〈中古賃貸マンション・貸家・中古賃貸アパート・新築賃貸用マンションまたは新築賃貸用アパート（賃貸戸数が１戸のもの）〉
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