
栃木県消費生活センター貸出DVD一覧

No 制作年度 DVDタイトル 内容の概要 対象者 収録時間 企画･制作者

1  平成18年度
「悪質商法ネタばらし
　～若者を狙うだましの手口～」

   マギー審司が、１０代、２０代の若者が被害に遭いやすい
「架空・不当請求」、「アポイントメントセールス」、「キャッチセー
ルス」、「マルチ商法」に関連付けたマジックを披露しながらネ
タばらしをします。さらに、これらの４つの悪質商法についての
対処法と「クーリングオフ制度」について、再現ドラマを交えて
分かりやすく解説しています。

若者

（字幕付き）
30分

東京都消費生活
総合センター

2 平成15年度
「老後の金は渡さん！
～お年寄りを狙う悪質商法にご用心～」

   高齢者の生活実態や心理を巧みに利用したサギ師の手口
を、リアルかつコミカルな語りで紹介し、高齢者に被害が多い
悪質商法の手口の紹介と、被害の未然防止のための対策ポ
イントをわかりやすく解説しています。

高齢者

(字幕付き)
25分

東京都消費生活
総合センター

3 平成21年度
「気にかけて　声かけて　トラブル撃退！
悪質商法捕物帳」

  再現ドラマで被害事例や問題解決のポイントをわかりやすく
示すとともに、トラブル回避で大切なのは「家族や周囲の人の
見守り」であることを、時代劇スタイルを交えた「お江戸の人
情」の視点から訴える内容となっています。

高齢者

（字幕付き）
24分

東京都消費生活
総合センター

4 平成20年度
「ネットのトラブル、ブルブル！
～インターネットに振り回されないために～」

   画面に登場する中学生たちが「携帯電話」、「ネット対応型携
帯ゲーム機」、「オークション」などを通していろいろなトラブル
に巻き込まれていきます。ここに、ナビゲーターの奇妙なロッ
カー風ラッパー「ブルブル」が登場し、それぞれの怖さや注意
点等についてテンポよく解説していきます。

中学生

（字幕付き）
19分

東京都消費生活
総合センター

5 平成19年度
「それでもお金、借りますか？
   ～多重債務の落とし穴～」

  借入のための無人契約機の無計画な利用や、クレジットカー
ドのリボルビング払いを利用した安易な買い物、友人の連帯
保証人を引き受けることなどに端を発して多重債務に陥ってし
まった事例を再現ドラマにより紹介し、その危険性や悲惨さを
訴える内容となっています。

若者
(字幕付き)

27分
東京都消費生活
総合センター

6 平成28年度
「『買ってきて！』は詐欺です
～若者を狙うプリペイドカード（電子マネー）詐欺～」

 １０代、２０代向けにプリペイドカード（電子マネー）詐欺を取り
上げたドラマ仕立ての消費者被害防止啓発内容となっていま
す。

中学生以上・一般
（10代、20代）向け

19分 （株）映学社

7  平成22年度 「ネット世界の歩き方」
 小学生が携帯電話を利用してインターネットトラブルに巻き込
まれる事例をわかりやすくドラマ化し、子ども達がインターネッ
ト世界と上手につきあうためのポイントを解説しています。

小学生（17分）
（字幕付き）

教員・保護者（18分）

35分 神奈川県

8 平成23年度 「もし、あなたが消費者トラブルにあったら…」

  若者が巻き込まれやすい消費者トラブル「ネットショッピング
の落とし穴」「おしゃれのリスク」「もうけ話にご用心」の３事例を
紹介し、アドバイスする内容となっています。

若者
（高校生）

23分 消費者庁

9 平成23年度
「インターネットの危ない世界
　～君も体験！サイバーの罠～」

 インターネットトラブルに多い「占いサイト」「ワンクリック請求」
「出会い系サイト」「ネットショッピング」「オンライゲーム」の５事
例を疑似体験でき、注意点等をアドバイスする内容となってい
ます。

若者
一般

（字幕付き）

45分 神奈川県

10
平成24年度

「いっこく堂の消費者トラブル見守り隊」

   高齢者の消費者トラブルの事例を紹介し、断り方などを実践
的に学ぶ構成になっています。
  ご家族やヘルパー、民生委員など高齢者を見守る立場の方
へのアドバイスも収録されています。楽しみながら学べる教材
となっています。

高齢者及び
見守る方

38分 神奈川県
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11 平成24年度 「消費生活安全安心情報」

若者、高齢者及び障害者等が消費者被害に遭うことなく安全
で安心な消費生活を送ることができるよう、被害情報や相談先
を字幕・手話により紹介しています。
　映像は、見たい番組を選んで御利用できます。

若者、高齢者、障害
者（字幕・手話付）

33分
栃木県消費生活ｾ
ﾝﾀｰ

12 平成24年度
「阿藤快のあっ、と撃退！悪質商法
   お年寄りを守るご近所の力」

  東日本大震災をネタにする「押し買い」や「無料で耐震検
査」、オレオレ詐欺など、悪質商法にあわないためには悪質な
業者を知ること。
   そしてご近所や周囲の人たちの交流を密にすることの大事
さを描いています。

高齢者及び
見守る方

22分 東映株式会社

13 平成21年度
「断るチカラの磨き方
   心の隙を狙う悪質商法」

　 若者をねらった悪質商法の被害にあわないために、断る勇
気と周囲への相談の大切さを描いています。練習編では、具
体的に「どのように断るか」、「誰に何と言って相談するか」など
を考え、実際に声に出すことにより断る力を磨いていきます。

知的・発達障害の
ある方

（字幕付き）

27分
(練習編付）

東京都消費生活
総合センター

14 「アニメで見るだましの手口」
　 不当請求（出会い系サイト編）、アポイントメント商法、マルチ
商法、キャッチセールスなど、若者に多い消費者トラブルと対
処法についてアニメで紹介しています。

若者
一般

（字幕付き）

14分
川崎市
消費者行政セン
ター

15 平成23年度 「高齢者を狙う悪質商法」
   高齢者の消費者被害の未然防止や早期発見を目的として
高齢者に多い事例をわかりやすくドラマにし、気づきのポイント
や解決策を紹介しています。

高齢者（24分）
見守る方（22分）

（字幕付き）

46分
大阪府
消費生活センター

16 平成24年度 「インターネット×リアル」

　授業や講演で使用する教材として、インターネットのメリット・
デメリット、個人情報、不当請求 等全１０テーマの映像教材が
収録されています。各テーマごと、異なる危険性・トラブルを題
材とし て扱い、４～１２分程度の構成となっています。

若者
保護者

（字幕付き）

87分 千葉県

17 平成25年度 「高めよう！『見守り力』
～高齢者･障害者の消費者被害を防ぐために～」

   高齢者・障害者のご家族やご近所の方々といった見守りを
行う方に向けて、消費者被害を防ぐための「気づき」や「声か
け」のポイントなどをドラマ形式で紹介しています。

高齢者・障害者を
見守る方

（字幕付き）

40分 消費者庁

18  平成22年度 「消費者センスを身につけよう」

   中学生向け映像教材として、「Ａ　携帯電話の落とし穴」と「Ｂ
商品を購入する時には―自転車を例に考えよう―」の２種類
で、それぞれ「問題発生編」「問題チェック編」に分かれており、
授業で扱いやすい内容になっています。

中学生

（字幕付き）
22分 消費者庁

19 平成25年度 「くらしの中の身近な製品事故」
  ＮＩＴＥに寄せられた５つの製品事故について、「製品事故に
至る過程」「事故再現実験」「注意事項」という流れで構成し、
中学校の授業科目での活用も可能な内容になっています。

中学生以上
18分 製品安全センター

20 「電話で詐欺のお話」
 実際にあった詐欺を、子どもたちが演劇で再現！
その手口と対策を分かりやすく紹介します。

一般
高齢者

１４分 山口県
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21 平成27年度
「だまされない方法教えます！
消費者トラブル撃退～虎の巻～」

 「架空請求詐欺」、「ネットショッピングトラブル」、「オレオレ詐
欺」、「投資勧誘詐欺」、「ＳＦ商法」を事例に挙げ、消費者が自
ら考え、主体的に行動し、公正な社会が実現できるよう、「自立
した消費者」として必要な情報と行動力を養って貰うための内
容となっています。

一般 ４６分 福島県

22 平成26年度 「消費者トラブル惨（さん）英傑？」
 若者を狙う代表的な悪質商法として「インターネット通販」、
「ワンクリック請求」、「悪質なマルチ商法」の事例を挙げ、対策
を解説する内容になっています。

若者 25分
名古屋市消費生
活センター

23 平成25年度
「みえてくる！悪質商法の手口～狙
われる高齢者～」

 事例として、「催眠商法」、「点検商法」、「次々販売」、「利殖商
法」を挙げ、高齢者の消費者トラブルの現状や特徴、対応方
法を解説する内容になっています。

高齢者 29分
三重県消費生活セ
ンター

24 平成25年度 「みえる？みえない？みえてきた！！」

 事例として、「ネットショッピング」、「マルチ商法」を挙げ、若者
に多い消費者トラブルの種類や特徴、対応方法について解説
をする内容になっています。また、「契約」と「クレジット」に関す
る基礎知識について解説しています。

若者 19分
三重県消費生活セ
ンター

25 平成28年度
「振り込め詐欺を食い止めろ！！
　－『気づき』と『声かけ』で被害を
防ぐｰ」

 「スーパー・コンビニ編」「宅配編」「タクシー編」の3つの事例を
もとに振り込め詐欺の手口や周囲の「気づき」「声かけ」につい
て分かりやすく教えてくれる内容になっています。

高齢者
43分 群馬県

26 平成29年度
「こんなとき、あなたならどうします？
～高齢者・障がい者の消費者トラブルを防ごう～」

 高齢者・障害者に対して、４つの消費者トラブルに関する事例
をもとに、気をつけるポイントや対策について、ワークシートを
使いながら考えてもらう内容になっています。
また、３０秒間の消費者ホットライン「１８８」の紹介も収録され
ています。

高齢者
障害者

※別添ワークシート
あり
(字幕付き)

42分 神奈川県

27 平成29年度 「山田家の消費者団体訴訟制度」

　ある日、ごく普通の山田さん一家では、家族のみんなが消費
者トラブルに巻き込まれていることがわかります。そんなとき、
一家の長男は、特定適格消費者団体という団体が、自分たち
の代わりに被害を回復してくれる制度があると説明します。
山田さん一家に起こった様々な事例の紹介を通じて、消費者
団体訴訟制度（被害回復制度）の仕組みや手続についてわか
りやすく紹介します。

一般 27分 消費者庁

28 平成26年度
「回復します　消費者被害　守ります　消
費者の利益」

 消費者団体訴訟制度（差止請求・被害回復）について２つの
事例を紹介し解説する内容となっています。

一般 26分 消費者庁

29 平成28年度 「『私は大丈夫』その自信が危ない！」

 プリペイドカード詐欺・マイナンバー便乗詐欺・老人ホーム入
居権詐欺について事例を分かりやすく描き、被害を食い止め
る方法を示唆する内容となっています。

一般
高齢者

24分 （株）映学社

30 平成28年度
「林家木久扇・木久蔵の
ダマされちゃいやーん！
高齢者を狙う　詐欺・悪質商法」

 高齢者を狙った「オレオレ詐欺」「買え買え詐欺」「点検商法」
を紹介し被害に遭わないための対策法、周囲の見守りの大切
さを描いています。林家木久扇・木久蔵の親子師匠が演じる
落語を楽しみながら、近年多発する手口の再現ドラマをもと
に、被害に遭わないための対策法、周囲の見守りの大切さを
学んでいきます。高齢者の方々はもちろん、その周囲の方々
にもぜひ見ていただきたい内容の作品です。

高齢者 30分 東映株式会社
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31 平成21年度
「青空球児・好児のお年寄りの安全生活術

～だまされるな！振り込め詐欺・悪質商法～」

 高齢者を狙った『振り込め詐欺』『点検商法』を取り上げ、悪質
な手口の特徴とその対策について、青空球児・好児が漫才を
通しオモシロおかしく教えてくれる内容になっています。

高齢者 22分 東映株式会社

32 平成29年度 「自立した消費者になろう！」

 中学生向け映像教材として、消費者トラブルに遭遇した中学
生たちが、消費者生活センターの相談員からのアドバイスを受
けながら学んでいき、主体的に行動していく姿をドラマ仕立て
に描き「1契約と架空請求トラブル」と「２ 通信販売のトラブル」
「３ 消費者の権利と責任」の３種類で、校正された内容になっ
ています。

中学生 19分 東映株式会社

33
令和元

(2019)年度
事例で学ぶ！高齢者を狙った詐欺・
悪質商法の手口と対策

詐欺・悪質商法の手口は、より巧妙になってきています。だま
されないためには「私の身近にも起きるかも」と思い、日ごろか
ら対策を心がけておくことが大切です。本ＤＶＤでは特に高齢
者に被害が多い詐欺や悪質商法の手口と対策を紹介します。

高齢者 ３５分
（株）東京法規出
版

34
令和２

(2020)年度
事例で学ぶ！若者を狙った悪質商
法・詐欺の手口と対策

成人したばかりの若者を狙った悪質商法の被害が後を絶ちま
せん。最近ではスマートフォンが普及したことで、ＳＮＳをきっ
かけに被害にあうケースが増えています。本ＤＶＤでは１８～２
２歳くらいの若者を対象に、だまされないために知っておきた
い悪質商法・詐欺の手口と対策を紹介します。

若者 ３５分
（株）東京法規出
版

35
令和元

(2019)年度
なぜ、騙されるのか？高齢者を狙う
悪質商法・詐欺に対処するには

高齢者を狙った悪質商法・詐欺は巧妙化の一途をたどっており、自
治体や警察などでも様々な対策を行っていますが、被害は一向に無
くなりません。それにもかかわらず、「自分は騙されない」と考えてい
る人は多く、内閣府の調べでは、高齢者になる程その傾向が強いと
いうデータもあります。今作では、「自分は騙されない」と思っている
主人公が、悪質業者の巧みな罠にかかっていく迫真のドラマを通し
て、自分だけで判断することの危険性を訴えるとともに、被害に遭わ
ないための対処法と、周囲とのコミュニケーションの大切さを描いて
います。

高齢者 ２３分 東映株式会社

36
令和２

(2020)年度
若者だって狙われている！
危険な消費者トラブル

成年年齢の引下げによって、若年者の消費者被害増加が懸念され
ることから、栃木県では、若年者の消費者被害を防止するため、視聴
覚教材（DVD）を制作しました。

若年者が巻き込まれやすい４つのトラブル（オンラインゲーム課金ト
ラブル、マルチ商法、デート商法、美容系トラブル）について手口とそ
の対応方法をドラマ仕立てで分かりやすく解説します。
また、同封のブックレットに事例の対応方法、ポイントが記載されてい
るため、副教材として活用可能です。（印刷の上、活用いただくようお
願いします。）

若者 26分 栃木県

37
令和4

(2022)年
忍び寄る魔の手に要注意！
身近な特殊詐欺の手口と対策

詐欺被害に遭う方が後を絶ちません。最近の詐欺は手口もますます
巧妙化しています。しかも被害に遭うのは必ずしも高齢者に限ったわ
けではなく、若者が被害に遭うケースも増えてきており、誰もが騙され
るおそれがあるといえます。
今作では、「ネット通販詐欺」「フィッシング詐欺」「キャッシュカード詐
欺盗」と呼ばれる3つの特殊詐欺の手口をドラマで描き、被害に遭わ
ないための具体的な対策を紹介します。

一般
高齢者

24分 東映株式会社

38
平成27

(2015)年
カルト
～すぐそばにある危機！～

なぜカルトに惹かれるのか。どうして入ってしまうのか。そして一旦、
入ったらなかなか抜け出せないのはなぜなのか。
誰もが恐ろしいとは感じつつも「自分とは無縁」と考えがちなカルトの
問題を、ドラマ、シミュレーション、実際の元信者の体験談などから、
誰でも陥る可能性のある危機だと明らかにします。
この問題で活動する日本脱カルト協会が制作したカルト勧誘対策
DVD。学校での授業やオリエンテーションにも向いています。

一般
若者

34分 日本脱カルト協会


