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全般規定

つぎの各項に該当するものは掲載しない

１　責任の所在が不明確なもの

２　内容が不明確なもの

３　虚偽又は誤認されるおそれがあるもの

４　比較又は優位性を表現する場合、その条件の明示、及び

確実な事実の裏付けがないもの

５　投機、射幸心を著しくあおる表現のもの

６　社会秩序を乱すおそれがあるもの

７　非科学的又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

８　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

９　紙面の品位を損なうもの

１０　関係諸法規に違反、又は違反のおそれがあるもの

１１　その他、本社が妥当でないと認めたもの



　◆政党、選挙に関する広告　

１　政党、政治団体の広告　（私費によるもの）

（１）　政党、政治団体とは、政治資金規正法により届け出た団体をいう

（２）　掲載場所とスペース

　（イ）掲載場所については本社が決める。またスペースを制限することがあ

る

　（ロ）選挙当日（投票日）の掲載について

　　　①政党、政治団体の雑報広告は掲載しない

　　　②記事下広告は選挙関連の記事面には掲載しない

　　　③全頁広告及び全頁広告面に収容する広告は、選挙関連記事面の対向

面には掲載しない

（３）　出稿者名の明示について

　（イ）政党の広告は、当該政党本部から出稿される場合は政党名、支部から

出稿される場合は政党名のほか、本部名と支部名を明示すること

　（ロ）政治団体の広告は、当該政治団体の本部が出稿する広告のみを掲載す

る。本部名、所在地、代表者（責任者）名を明示すること

（４）　広告の内容

　　　広告の内容は、綱領、政策、スローガン、告知（演説会、支部結成）な

どに限る

（５）　つぎのものは掲載しない

　（イ）選挙運動とみなされるもの

　　　（例）「清き一票は○○党へ」のようなもの

　（ロ）他を中傷・ひぼうするもの、又は暴露的内容のもの

　（ハ）特定の候補を支援するもの

　（ニ）議会政治を否定、又は社会秩序を乱すおそれがあるもの

　（ホ）その他、本社が妥当でないと認めたもの
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２　選挙広告

選挙広告は公職選挙法に基づいて掲載する

（１）　立候補者の広告

　（イ）申し込み方法

　　　当該選挙の選挙長の交付する「新聞広告掲載証明書」を原稿と一緒に提

出すること（１回掲載ごとに１枚）

　　　（注）「新聞広告掲載証明書」の用紙には、「新聞広告掲載承諾通知書」の

書式が別立てで印刷、添付されているので、切り離さずに提出す

ること。この通知書は、本社が広告掲載を承諾したことを所轄選

挙長に伝えるために発行するもので、広告料の請求に必要な書類

となる。但し、私費負担の候補者広告にはこの通知書は発行され

ない

　（ロ）掲載日

　　　立候補届出の日から投票日の前日まで。但し、立候補届出当日の朝刊

には掲載できない

　　　※立候補届出当日の朝刊は、立候補の受付が開始される時間（通常午

前８時30分）前に既に発行されており、この朝刊に前もって広告を

掲載することは、立候補の手続をせずに広告を掲載することであ

り、違法行為に当たる

　（ハ）掲載場所

　　　記事下（全頁広告面を含む）

　（ニ）スペース

　　　１回につき横9.6㎝、縦２段組以内

　（ホ）掲載回数

　　　衆議院小選挙区選出議員 ………………５回 （公 費 負 担）

　　　参議院選挙区選出議員 …………………５回 （　　〃　　）

　　　 知 事 …………………………４回 （　　〃　　）

　　　 県 議 会 議 員 …………………………２回 （私 費 負 担）
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　　　 市 町 村 長 …………………………２回 （私 費 負 担）

　　　 市町村議会議員 …………………………２回 （　　〃　　）

　（ヘ）広告の体裁

　　　①囲み枠は全角ケイまでとする

　　　②黒ベタ（白ヌキ）部分は全スペースの３分の１以内

　　　③多色、単色は不可

　（ト）広告の内容

　　　つぎのものは掲載しない

　　　①他を中傷・ひぼうするもの

　　　②事実を曲げて虚偽の事項を記載したもの

　　　③本社が妥当でないと認めたもの

（２）　衆議院小選挙区　　候補者届出政党広告（公費負担）

　（イ）申し込み方法

　　　選挙管理委員会委員長の交付する「新聞広告掲載証明書」のうち必要な

枚数を原稿と一緒に提出すること（おおむね横9.6㎝、縦１段組の寸法

ごとに１枚を必要とする）

　　　（注）「新聞広告掲載証明書」の用紙には、「新聞広告掲載承諾通知書」の

書式が別立てで印刷、添付されているので、切り離さずに提出す

ること。この通知書は、本社が広告掲載を承諾したことを所轄選

挙委員会委員長に伝えるために発行するもので、広告料の請求に

必要な書類となる

　（ロ）掲載日

　　　届出の日から投票日の前日まで。但し、届出当日の朝刊には掲載でき

ない

　（ハ）掲載場所

　　　記事下（全頁広告面を含む）

　（ニ）１回当たりのスペース

　　　横9.6㎝、縦１段組の整数（２以上のものに限る）倍の寸法でその形態

が長方形であり、かつ横38.5㎝、縦15段組の寸法以内
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　（ホ）届出候補者数に応じてできる総スペースと回数

　　　 

　

　

　

　

　

　

　（ヘ）広告の体裁

　　　（１）の立候補者の広告の（ヘ）に準ずる

　（ト）必要表示事項

　　　当該都道府県（高知県）における衆議院選挙区選出議員の選挙に関する

広告である旨の表示が必要

　（チ）広告の内容

　　　①他を中傷・ひぼうするものは不可

　　　②色刷りは不可

　　　③本社が妥当でないと認めたものは掲載しない

（３）　衆議院比例代表区　名簿届出政党等広告（公費負担）

　（イ）申し込み方法

　　　選挙長の交付する「新聞広告掲載証明書」のうち必要な枚数を原稿と一

緒に提出すること（おおむね横9.6㎝、縦１段組の寸法ごとに１枚を必

要とする）

　　　（注）「広告掲載承諾通知書」は必要枚数を本社で用意し、本社が直接所

轄選挙長（総務省）に届ける

　（ロ）掲載日

　　　届出の日から投票日の前日まで。但し、届出当日の朝刊には掲載でき

ない

　（ハ）掲載場所

　　　記事下（全頁広告面を含む）

回　　数スペース
当該都道府県における

届出候補者数　　　　

８回以内

16回以内

24回以内

32回以内

横38.5㎝、縦４段組以内

　　〃　　　８段組以内

　　〃　　　12段組以内

　　〃　　　16段組以内

１人～５人

６人～１０人

11人～15人

16人以上　
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　（ニ）１回当たりのスペース

　　　おおむね横9.6㎝、縦１段組の整数（２以上のものに限る）倍の寸法で

その形態が長方形であり、かつ横38.5㎝、縦15段組の寸法以内

　（ホ）名簿登載者数に応じてできる総スペースと回数

　　　 

　

　（ヘ）広告の体裁

　　　（１）の立候補者の広告の（ヘ）に準ずる

　（ト）必要表示事項

　　　当該選挙区（四国地区）における衆議院比例代表選出議員の選挙に関す

る広告である旨の表示が必要

　（チ）広告の内容

　　　（２）の衆議院小選挙区　候補者届出政党広告の（チ）に準ずる

　（リ）広告料の支払い

　　　公費による広告料の支払いは当該政党等の得票総数が当該選挙区にお

ける有効投票総数の100分の２以上である場合に限られる

（４）　参議院比例代表区　名簿届出政党等広告（公費負担）

　（イ）申し込み方法

　　　選挙長の交付する「新聞広告掲載証明書」のうち必要な枚数を原稿と一

緒に提出すること（おおむね横9.6㎝、縦１段組の寸法ごとに１枚を必

要とする）

　　　（注）「広告掲載承諾通知書」は必要枚数を本社で用意し、本社が直接所

轄選挙長（総務省）に届ける

　（ロ）掲載日

回　　数スペース
当該選挙区における

名簿登載者数　　　

16回以内

32回以内

48回以内

64回以内

横38．5㎝、縦８段組以内

　　〃　　　16段組以内

　　〃　　　24段組以内

　　〃　　　32段組以内

１人～９人

10人～18人

19人～27人

28人以上　
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　　　届出の日から投票日の前日まで。但し、届出当日の朝刊には掲載でき

ない

　（ハ）掲載場所

　　　記事下（全頁広告面を含む）

　（ニ）１回当たりのスペース

　　　おおむね横9.6㎝、縦１段組の整数（２以上のものに限る）倍の寸法で

その形態が長方形でありかつ横38.5㎝、縦15段組の寸法以内

　（ホ）名簿登載者数に応じてできる総スペースと回数

　　　 

　

　

　

　

　

　

　（ヘ）広告の体裁

　　　（１）の立候補者の広告の（ヘ）に準ずる

　（ト）広告の内容　

　　　（２）の衆議院小選挙区　候補者届出政党広告の（チ）に準ずる

　（チ）広告料の支払い

　　　公費による広告料の支払いは当該政党等の得票総数が当該選挙区にお

ける有効投票総数の100分の１以上である場合に限られる

（５）　その他の重要事項

　（イ）訂正広告や再掲載はできない

　（ロ）立候補辞退の広告は、告知だけにとどめること

　（ハ）当選お礼、落選あいさつの広告はできない〔公職選挙法　第178条〕

　（ニ）事前運動と見なされる広告は掲載しない。

　（ホ）公職者（立候補予定者も含む）は、自身の選挙区内においてあいさつを

目的とする広告はできない

回　　数スペース名簿登載者数

40回以内

56回以内

72回以内

88回以内

横38．5㎝、縦20段組以内

　　〃　　　28段組以内

　　〃　　　36段組以内

　　〃　　　44段組以内

１人～８人

９人～16人

17人～24人

25人以上　
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　　　（注）あいさつとは年賀、寒中・暑中見舞、慶弔、激励、感謝、その他

これらに類するもののためにするあいさつのこと

３　政党、政治団体の広告と立候補者の広告の併載

立候補者の広告と政党、政治団体の広告を併載する場合は、それぞれが独立

したものであること。但し、政党、政治団体の広告の中に立候補者の広告が

窓の形ではいる広告は不可
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　◆意見広告　

（１）　広告主名、代表者名、所在地などが明確なものであること

（２）　広告の内容について広告主が責任を持ちうるものであること

（３）　広告の内容が真実であり良識にそったもので、目的のはっきりしたも

のであること

（４）　紛争中のものは、公共性が高いものに限り掲載する。ただし裁判中の

ものについては原則として掲載しない

（５）　つぎのものは掲載しない

　（イ）内容や表現が虚偽、誇大、過激なもの

　（ロ）他を中傷、ひぼう、暴露したもの

　（ハ）破壊、暴力行為を肯定したもの

　（ニ）広告及び広告の機能を否定するもの

　（ホ）その他、本社が妥当でないと認めたもの

（６）　意見広告である旨の表示をすること

　

　（注１）　場合によっては必要とする資料、データの提出を求めることがあ

る

　（注２）　事前審査を必要とするので原則として掲載日の２週間前までに原

稿内容を提出すること

　（注３）　表現が妥当でないと認められるものについては修正を求めること

がある
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　◆人事に関する広告　

１　人事募集の広告

人事募集の広告は職業安定法、労働基準法、男女雇用機会均等法、児童福祉

法などの関係法規を順守すること

（１）　原則としてつぎの事項を表示すること

　（イ）雇用主の名称、所在地、電話番号。勤務地が所在地と異なる場合はそ

の勤務地を明記すること

　（ロ）雇用主の業種、採用された者が就業する職種又は仕事の内容

　（ハ）勤務条件（労働時間、特殊な時間帯勤務の場合は、その旨、社会保険の

有無など）

　（ニ）雇用関係（社員、パート、アルバイト、委託販売員などの別）

　（ホ）給与（賃金）ならびにその内容（固定給、歩合給、手当、日給、時給な

どの別）

　（ヘ）応募方法

　（注）原則として応募条件に年齢制限を設けることはできない（雇用対策法）

（２）　給与表示の基準

　（イ）給与の金額は原則として固定給で表示すること

　（ロ）金額を固定給以外で表示する場合、雇用後確実に支給される金額で表

示すること。社員最高額のみの表示は不可

　（ハ）高い給与を約し期待させるかのような文言は使わないこと

　　　（例）「高給優遇」「高収入」「高率歩合」「業界トップクラス」

　（ニ）給与を具体的に表示しない場合は“当社規定による”“面談のうえ決定”

などと表示することも可

　（ホ）場合により給与明細書の提出を求めることがある

（３）　委託販売員の募集

　（イ）完全歩合制（フルコミッション）である場合にはその旨を明示すること

　（ロ）職種は「委託販売員」「訪問販売員」「販売員」などと委託販売員である
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ことがはっきりわかるように表示すること

　（ハ）正規の社員募集と誤認されるような表示をしないこと

（４）　事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均

等な機会を与えなければならない

 〔男女雇用機会均等法〕

（５）　派遣労働者の募集広告は厚生労働大臣の届け出受理番号か許可番号を

表示すること

（６）　高等学校卒業予定者を対象とした募集広告は、事前に職業安定所に求

人の申し込みを済ませているもので、当該職業安定所名及び求人受理

番号を必要表示条件として掲載する。掲載は卒業前年の７月１日から

可

（７）　中学校卒業予定者の募集広告は掲載しない

（８）　つぎのものは掲載しない

　（イ）許可のない職業紹介、職業あっせん、委託募集の広告

　（ロ）満15歳未満の者を対象とする広告

　　　但し、行政官庁の許可を受けたものは可

　（ハ）労働争議中の企業の求人広告

　（ニ）募集企業の所在地を明記せず、ホテル、私書箱、局留など臨時的な宛

先だけを用いたもの。またインターネットのホームページアドレスや

Ｅ・メールアドレスだけを載せたもの。但し、職業安定所及び本社が

認めたものについては掲載可

　（ホ）海外勤務が条件の求人において、募集主体に信頼がおけないと判断さ

れるもの。また勤務内容、雇用関係が不明確なもの

　（ヘ）特殊な風俗営業などに従事させるもの

　（ト）売春を勧誘もしくはあっせんする疑いのあるもの

　（チ）労働条件や報酬について虚偽、誇大な表示をしたもの

　（リ）特殊な専門用語を使用したり、あいまいな内容により誤認されるおそ

れのあるもの

　（ヌ）その他、本社が妥当でないと認めたもの
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２　尋ね人の広告

（１）　警察に捜索願いを提出し、受理されていること

（２）　尋ね人と広告主の関係、広告主と広告依頼者との関係を確認すること

（３）　暗号と思われる表現のものは掲載しない

　（注）申し込みに当たっては本社所定の用紙に必要事項を記入して提出する

こと

３　解雇広告

解雇広告及びそれに類する広告は掲載しない

　

４　謝罪広告

当事者双方の合意の下に出されるもので、謝罪を広く一般に知らせる意義

（公共性、公益性）が認められるものに限り掲載する

　（注）広告申し込みに当たっては謝罪する相手の承諾（署名、捺印）を得た

「広告掲載依頼書」を提出すること

　　　※「見せしめ」や「懲らしめ」等の感情的動機により広告を強要させられ

ていると判断されるものは掲載しない

　

５　求縁広告

（１）　求縁、養子縁組、ならびに乳幼児の養育あっせんの広告は掲載しない

（２）　男女交際クラブなど男女の紹介、交際、通信、会員募集などの広告は掲

載しない

　　　但し、公的な団体が主催するもの、又は相当な実績があり、信頼できる

と判断されるものについては掲載する
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６　結婚仲介業者の広告

（１）　掲載できる広告主の範囲

　（イ）公的団体、公的認可を受けた団体（協同組合など）及びその構成員、資

本金１千万円以上の法人。但し高知県内に事業所があり、責任者を常

駐させていること

　（ロ）事業開始後概ね３年以上を経過していること

　（ハ）会員の入会に当たっては会則を定め、一定基準による会員資格審査を

行っていること。また費用に関してすべての料金が明示されていること

　（ニ）会員（登録者）のプライバシーの厳守に関して保証が確約されているこ

と

　（ホ）事故や苦情に対し公正な処理体制が確立されていること

　（ヘ）上記（イ）（ロ）（ハ）（ニ）（ホ）の５項目の条件を満たした上で本社が適当

と認めた業者であること

（２）　必要書類

　　　会社概要（場合によっては登記簿の写し）、契約書、規約・会則集、料金表

（３）　掲載細則

　（イ）記事下契約物であること（営業基本料金物を含む）

　　　雑報（突出しは除く）、月極、案内、あどぷらざ、ウィークエンドスポッ

ト、アドクリップ、暮らしの窓等での掲載は不可

　（ロ） スペースは１段２分の１又は２段４分の１以上であること。突出しは

5.25㎝×２段以上であること

　（ハ）次に掲げる表示は認めない

　　　①　虚偽又は誤認の恐れがある表示

　　　　　　成婚率の高さや会員数（登録者数）の多さについて不必要に誇

示、強調したり、相手がすぐに見つかるかのような表示など

　　　②　人権、プライバシーに配慮のない表示

　　　③　品位を損なう恐れのある表示

　　　④　本社が妥当でないと認めた表示

－23－



　◆代理店募集、内職、副業に関する広告　

１　代理店、特約店、販売店などの募集広告

（１）　会社の概要、契約書、取り扱い商品のカタログなどの資料を必要とする

（２）　原則としてつぎの各事項を表示すること

　（イ）広告主名、所在地、電話番号

　（ロ）事業（営業）内容

　（ハ）保証金、権利金の有・無とその額

　（ニ）開業に必要な資金の額ならびに店舗の要・不要

　（ホ）契約または解約上の重要事項

（３）　つぎのものは掲載しない

　（イ）初心者でもすぐに高収入が得られるような表現のもの

　（ロ）常識を超える収入を表示したもの

　（ハ）内容が不明確で読者に不利益を与えるおそれのあるもの

２　内職、副業などの広告

（１）　原則としてつぎの事項を表示すること

　（イ）広告主名、所在地、電話番号

　（ロ）仕事の内容

　（ハ）保証金、権利金などの有・無とその額ならびに応募者に課せられる諸

条件

（２）　つぎのものは掲載しない

　（イ）初心者でもすぐに高収入が得られるような表現のもの

　（ロ）機械や材料などの販売を主目的とするもの

　（ハ）食品加工の内職

　（ニ）内容が不明確で読者に不利益を与えるおそれのあるもの

　　　（注）場合により契約書、その他の必要資料の提出を求めることがある
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　◆会員募集に関する広告　

１　会員募集の広告

（１）　つぎの事項を表示すること

　（イ）広告主名、責任者名、所在地、電話番号

　（ロ）会の名称、目的、内容

　（ハ）入会金、会費、参加料などの必要経費

（２）　つぎのものは掲載しない

　（イ）金銭を集めるのが目的で実態が不明確なもの

　（ロ）「○○厚生会」などという名称を使い、ねずみ算式に会員を獲得するよ

うなもの

　（ハ）会員を紹介した者に報奨金を与えるようなもの

　（ニ）その他、本社が不適当と認めたもの

２　ゴルフ場、レジャー施設などの会員募集

（１）　掲載にあたっては施設の概要を明記した資料を提出すること

　（注）場合により、その他の必要な資料の提出を求めることがある

（２）　つぎの事項を表示すること

　（イ）広告主名、責任者名、所在地、電話番号

　（ロ）クラブ名（施設名）、所在地、交通機関

　（ハ）募集会員数（第○次○○名）、総会員数

　（ニ）会員の資格（個人・法人の別、正会員・準会員の別）

　（ホ）入会金、その他の必要経費

　（ヘ）施設の規模（ゴルフ場の場合、総面積、ホール数、コース距離など）

（ホテルなどの場合、収容人員、室数、建築延べ面積など）

　（ト）オープンの時期
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（３）　共有制リゾートクラブ会員権募集の広告

　　○印で記載されている事項を表示すること

 　共有制リゾートクラブ会員権

案　

内

雑　

報

記
事
下

記　載　事　項

○○広告主の名称又は商号１

○広告主の事務所の所在地２

○○広告主の事務所（宅建業法施行規則第６条の２第１号の施設を含む）の電話番号３

○宅建業法による免許証番号４

○所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である旨５

○○取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別）６

○広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称又は商号及び免許証番号７

○○物件の所在地８

○○交通の利便９

○○敷地面積10

○○借地の場合はその旨11

○建築面積及び延べ面積12

○○専有面積13

○○構造及び階数14

○宅建業法第33条に規定する許可等の処分の番号（建築工事が完了済みの場合

は省略することができる）
15

○○会員権の種類（共有制、合有制等の別等）16

○○会員権の価格（入会金等を含む総額）17

○会員権の価格の内訳（預り金等返還するものについては返還条件）18

○○会費・管理費等の額19

○会員資格に制限があるときはその旨20

○○会員権の総口数及び今回募集口数21

○○総客室数及び１室当たりの口数22

○○建築年月（建築工事が完了していない場合は、工事の完了予定年月）23

○○施設の利用開始時期①

24
○○施設の利用料金②

○施設の予約調整方法③

○一口当たりの年間利用可能日数④

○
付帯施設（譲渡対象物件以外のレストラン、売店、大浴場、レジャー施設等当該

施設において会員が利用できる施設をいう）の概要及びその利用条件（有料で

あることが明らかなものを除く）

25

○相互利用施設（譲渡対象物件及び付帯施設以外で会員相互の施設相互利用契

約に基づいて会員が利用できる施設をいう）の有無
26

○取引条件の有効期限27

（注）　提携施設（共有制リゾートクラブの運営主体が、他のリゾート施設運営業者と提携して、会員

に当該業者の保有又は管理しているリゾート施設を一般より有利な条件で利用させることを目

的とした施設提携契約を締結している施設をいう）について表示するときは、その利用条件の概

要を表示すること
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（４）　つぎのものは掲載しない

　（イ）土地買収、開発許可、建築確認などで法的手続きが不備なもの

　（ロ）創立事務所、仮事務所など臨時的なもの

　（ハ）会員規約、運営規約、応募要項など応募態勢が不備なもの

　（ニ）投機、射幸心を著しくあおるもの、ならびに会員権について将来の値

上がりを確約するもの

　（ホ）その他、本社が妥当でないと認めたもの
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　◆公正取引に関する広告　

１　不当な表示の禁止

つぎの各号に掲げる表示をしないこと

（１）　商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は他の

ものより著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示

（２）　商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は他のも

のより著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示

（３）　上記（１）、（２）のほか、各業界の公正競争規約や法令等に違反する表示

　（注１）他との比較において優位性を表現する場合、又は最大級の表示をす

る場合は客観的、具体的事実の裏付を必要とする

　　　　（例）「安さ№１」「売上げ日本一」「四国最大規模」「最高品質」「100％

安全」「超高級」

　（注２）本社が必要と認めた場合は根拠となるデータ、資料などを提出する

こと

　（注３）本社が必要と認めた場合は根拠となるデータなどを広告原稿の中に

明示すること

２　価格の表示について

（１）　二重価格表示をする場合は比較対照価格が「市価」、「希望小売価格」又

は「自店平常価格」などのいずれの価格であるかを明瞭に表示すること

　（注１）二重価格とはひとつの商品に付けられた二種類の価格

　（注２）比較対照価格とは価格を比較する際に対象となる同一商品の元の価

格又は他で付けられている価格

　　　　「市価」…当該商品について、自己の属する地域内で競合する他の相

当数の小売業者が販売している価格

　　　　「希望小売価格」…当該商品について、製造業者など小売業者以外の
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者が最近付した価格であって、あらかじめ公表され、かつ実

際の取引に用いられている価格

　　　　　　　　　　（例）「メーカー希望小売価格」

　　　「自店平常価格」（「当店通常価格」）…当該商品について、小売業者が

最近相当期間にわたって自店で実際に販売していた価格

（２）　割引率や割引額を表示する場合は、それらが「市価」、「希望小売価格」又

は「自店平常価格」などのいずれを基礎として算出したものであるか明

瞭に表示すること

　　　（例）割引率は当店通常価格に対して

（３）　中古品など（中古品、汚れ物、キズ物、半端物、旧型又は旧式のもの）

の二重価格表示をする場合は、その商品が中古品などである旨を明示

すること。割引率や割引額を表示する場合も同じ

（４）　二重価格表示における比較対照価格、ならびに割引率（額）の算出の基

礎となる価格が架空のもの又は不明確なものは掲載しない

（５）　割引セールの期間、ならびに商品の数量などに制限がある場合は、その

旨を明示すること

（６）　出血価格、工場渡し価格、超廉売、捨て値、激安、閉店セールなど安

いという印象を与える用語を事実に反して使用しないこと

（７）　価格は消費税を含めた総額表示であること

　

３　景品類提供の広告

懸賞金、景品類などの最高額ならびに総額は制限された額を超えないこと

（１）　取引を前提とするもの

　（イ）懸賞によらないもの　（総付景品もしくはベタ付景品）

　　　商品購入者全員または入店者全員、もしくは先着順に提供する場合
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　　（注）つぎのものは総付景品の規制対象外となる

　　　①　商品の販売もしくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品

又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められ

るもの

　　　②　見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に

照らして適当と認められるもの

　　　③　自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券そ

の他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と

認められるもの

　　　④　開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービス

であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

　（ロ）懸賞によるもの（一般懸賞）

　　　 

　　（注）懸賞とは①くじその他偶然性を利用して、又は②特定の行為の優劣

や正誤によって定める方法により、景品類の提供の相手方又は提供

の価格を定めるもの

　（ハ）共同懸賞

　　　 

　　（注）共同懸賞とは、つぎの場合をいう

　　　①　一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同

景品類の総額景品類の最高額取引価額

制限なし
200円　　　　　 

取引価額の10分の2

1,000円未満

1,000円～　

景品類の総額の最高限度景品類の最高額取引価額

売上予定総額の２％まで
取引価額の20倍

10万円　　　

5,000円未満

5,000円以上

景品類の総額の最高限度景品類の最高額取引価額

売上予定総額の３％まで30万円
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して行う場合

　　　②　一つの商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共

同して行う場合。但し、中元、年末などの時期において年３回を

限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限る

　　　③　一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が

共同して行う場合

（２）　取引を前提としないもの　（オープン懸賞）

　　　景品類の最高額の制限及び景品類の総額の制限なし

　　　　　懸賞を実施するに当たっては、商品の購入や応募券の使用、来店など

の条件を設けず、郵便はがきや電話、ファクス、インターネットで応

募ができ、結果も取引を付随させることなく知らせること

（３）　公正競争規約や自主規制で景品類の提供を制限している業界はそれに

従うこと

（４）　新聞社の行う景品類提供の制限

　　　新聞事業者は、新聞を購読するものに対し、次に掲げる範囲を超えて景

品類を提供してはならない。

　①懸賞により提供する景品類の範囲

　イ）提供景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の10倍又は５万円のい

ずれか低い金額を超えない範囲。

　ロ）提供景品類の総額は、懸賞に係る取引の予定総額の１千分の７を超え

ない額の範囲。ただし、当選者の数は過大にわたらないものとする。

　ハ）懸賞実施地域の最小単位は、都道府県（新聞配布区域がそれ以下の場

合は配布域）の範囲内とする。

　ニ）原則として年間の実施回数は３回を、実施期間については３カ月をそ

れぞれ限度とするが、年間の実施期間の通算が９か月を超えない範囲

で、実施回数の増加、及び実施期間の延長を行うことができる。

　②懸賞によらないで提供する景品類の範囲

　　景品類の提供に係る取引の価額の100分の８又は６か月分の購読料金の

100分の８のいずれか低い金額の範囲。但し、新聞類似の付録または新

－31－



聞を購読するものに限定しないで行う催物などの招待、優待であって、

新聞業の正常な商慣習に照らして適当と認められるものは除く。

 「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」

（５）　懸賞の場合、内容、締切日、発表日、方法（応募、審査、発表など）な

どの募集要項は明確に表示すること

（６）　懸賞によらない場合（総付景品）、時期、数量、場所、方法などを明確

に表示すること

（７）　懸賞広告を本紙に掲載したものは、原則として当選発表も本紙で行う

こと

　

４　クーポン付き広告

クーポン券には、割引券、見本等請求券、資料請求券の３種類がある

（１）　割引券

　（イ）券面にはつぎの事項を表示すること

　　　①　広告主名又は実施店舗名及び所在地

　　　②　対象商品や役務の内容

　　　③　割引の率又は額及びそのもととなる金額

　　　④　クーポン券の使用有効期限

　　　⑤　数量、重量、形状、その他必要事項

（２）　見本等請求券（試供品請求券、商品引き換え券、粗品進呈券、役務の無

料請求券などを含む）

　（イ）券面表示は前項「割引券」の③を除く４項目

　（ロ）提供する見本、試供品

　　　　商品、粗品、役務等は、実施店舗・企業で販売もしくは取り扱って

いるもので、その中の最小価格のものであること

（３）　資料請求券

　（イ）券面表示は「見本等請求券」に準ずる
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　（注１）クーポン券の形状は、広告の一部を切り取って使用することが容易

に判別できる体裁であること

　（注２）クーポン付き広告の事前告知（予告）はできない

 〔新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約〕
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　◆金融、投資などに関する広告　

１　投資信託の広告

（１）　将来の利益について断定する表現はしないこと

（２）　将来の配当にふれる場合は必ず予想に基づくものであることを明記す

ること 　

　

２　保険会社の広告

将来における利益の配当、又は剰余金の分配についての予想を記載したもの

は掲載しない 〔保険業法第300条〕

　

３　出資金、預り金募集の広告

業として法の規定のある者を除き、不特定多数の者から出資金や預り金を集

めることを目的とするものは掲載しない

 〔出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律〕

　

４　商品先物取引の広告

（１）　つぎの事項を表示すること

　（イ）主務大臣の許可を受けた業者であり、日本商品先物取引協会の会員で

あること

　（ロ）当該業者の顧客相談窓口と日本商品先物取引協会の相談センターの双

方の所在地及び電話番号

　（ハ）商品先物取引は証拠金による取引きであり、投下資金以上の損失が生

じることもありうる旨のリスク表示

（２）　つぎのものは掲載しない
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　（イ）投機性をあおるような過大な表現のもの

　（ロ）商品取引は安全確実で、危険や損失は全くないと錯覚、誤解させるよ

うな表現のもの

　（ハ）商品取引の有利性のみを強調しているもの

５　株式会社の増資広告

増資前に増資後の配当を約束する表示はしないこと、但し、予想に基づくこ

とを明記してあれば可 　

　

６　手形、小切手などの無効広告

（１）　金額、振出日、振出人、支払場所、支払期日など最小限の表示にとど

めること

（２）　無効の理由については「紛失」「事故手形」などの表現にとどめ、盗難や

詐欺など具体的理由に触れないこと

　（注１）有価証券類を無効にするには裁判所の「除権判決」を受けること

　（注２）「盗難」の表示は警察に盗難届けが受理された証明があれば可
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７　貸金業の広告

改正「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（以下、改正貸金

業法）」に基づき、日賦貸金業者を除く貸金業者の広告について次の通り規定

する

１　案内広告の場合

（１）　貸金業の広告をしようとする者は、つぎに掲げる団体に所属していな

ければならない

　　　　日本貸金業協会　（但し、日賦貸金業は掲載しない）

（２）　つぎの事項は必ず明示しなければならない

　（イ）社（店）名

　（ロ）営業所在地を示す所番地、電話番号

　　　※電話番号は貸金業者登録簿に登録されている番号であること

　（ハ）貸付の種類ごとの貸付限度額

　（ニ）貸付の種類ごとの最高貸付利率（実質年率）

　（ホ）所属団体名及び会員番号

　（ヘ）登録番号

　（ト）返済方法、返済期聞、返済回数

　（チ）賠償額の予定、担保に関する事項

（３）　前項（２）の外、つぎの事項以外の表示は認めない

　（イ）最低の限度額

　（ロ）保証人などの表示

　（ハ）営業日および営業時間

　（ニ）貸金業である旨の表示

　（ホ）契約時に必要とするものの表示

　（ヘ）貸金業規制法、出資法の対象外の営業広告の併載

　（ト）営業の責任者名
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２　無担保貸付を含む貸金広告の場合

（１）　掲載条件

　（イ）広告主の資本金が１千万円以上であること（但し、日賦貸金業の広告

は掲載しない）

　（ロ）日本貸金業協会に所属していること

　（ハ）同協会の広告審査を受け承認された広告であること（広告中に承認番

号を表記）

（２）　掲載できるスペース

　　　５段２分の１以上であること

（３）　表示事項

　（イ）つぎの事項は必ず明示しなければならない

　　　案内広告で定める（２）　（イ）～（チ）の各項目。さらに個人向け貸金広

告の場合は、次の２点を加えること

　・貸金業務全般の相談と苦情窓口

　・過剰借り入れ防止のための啓発文言

　　なお、使用する活字は日本貸金業協会の定めるガイドラインに従い９級

以上を基本とする

　（ロ）つぎに掲げる表示は認めない

　　　①　顧客の誘引を目的とした特定商品を主力商品であるかのように誤

認させる表示　　（例）「○○ローン今月に限り無条件融資」

　　　②　他の貸金業者の利用者又は返済能力がないと思われる者を対象と

する表示　　（例）「他店利用者歓迎」「熟年ローン」

　　　③　無条件又は無審査で借入れが可能であると誤認させるような表示

　　　　　（例）「完全融資」「100％ご満足」「その場で○○万円」

　　　④　借り入れが容易であることを過度に強調したり、実際よりも軽い

返済負担であると誤認させるような表示　　（例）「マイカー給油

の聞に」「何回でも借り入れ可能」「らくらく返済」

　　　⑤　貸付けの利率が他の貸金業者のものよりも低い旨を具体的数宇を

示さずに表示するもの　　（例）「どこよりも安い低金利」
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　　　⑥　その他、本社が妥当でないと認めた表示

３　担保貸付広告の場合

（１）　掲載条件

　（イ）２　の（１）　（イ）（ロ）と同じ

　（ロ）企業の信用度が高く相当の実績があり、本社が適当と認めた業者であ

ること

（２）　掲載できるスペース

　　　３段２分の１以上であること

（３）　表示事項

　（イ）つぎの事項は必ず明示しなければならない

　　　１　案内広告の（２）（イ）～（チ）に示す各項目

　（ロ）つぎに掲げる表示は認めない

　　　１　案内広告の（３）（ロ）に示す各項目

４　本規定の運用については、別に細則を設ける（別（1））

５　本規定の項目をすべて満たしていても本社が不適当とみなした場合は掲

載しない

６　本規定外の問題が生じた場合は本社において決定する

　

　（注１）実質年率とは、実際に利用可能な融資金又は未払金の額に期間数を

乗じて得た額を合計した額に対する融資費用の総額の割合を年を単

位として表したものをいう

　（注２）融資費用とは、利息、手数料、信用調査費、集金費、保証料、保険

料その他何らの名義をもってするを問わず、信用供与に際し、一般

消費者から受ける金銭のすべてをいう

別（１）　貸金業の広告規定細則

規定１　案内広告

　（イ）　１　の（２）－（ニ）について
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　　金利の表示はつぎの例による

　　　１．実質年率○．○○％

　　　２．実質年率○．○○％以内

　　　３．実質年率○．○○％から○．○○％

　（ロ）　１　の（３）－ニについて

　　この項の表示はつぎの範囲内に限定する

　　　小口金融・消費者金融・庶民金融・融資・資金・キャッシング・テレ

ホンキャッシング

　（ハ）　１　の（３）－ホについて

　　契約時に必要とするものとは、各種社会保険証（健康保険証など）、給与

明細、免許証・印鑑などをいう

　（ニ）　１　の（３）－トについて

　　責任者名とは所属団体に登録されている者の名前

　　（注）原稿の体裁等については巻末の案内広告掲載細則を参照のこと

規定２　記事下広告

　掲裁上の制限

　（イ）指定面には掲載しない

　（ロ）掲載する面の指定は受けない

　（ハ）色刷り（多色・単色）は可

規定３　雑報広告・協賛広告

　（イ）記事中、突き出しなど雑報、協賛広告は、商品名、金利、融資条件な

どを表示しない企業広告に限り掲載できる

　（ロ）色刷り（多色・単色）は可
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８　手形割引の広告

つぎの事項を表示すること

（１）　社（店）名

（２）　営業所在地を示す所番地、電話番号

（３）　金　　利

　　　金利については実質年率を明示する

　　　実質年率以外の利率を併記する場合は、当該利率の種類（日歩、月利な

ど）を明示して併記すること

（４）　登録番号

（５）　所属団体名（日本貸金業協会）
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　◆割賦販売、通信販売の広告　

１　割賦販売などの広告

つぎの事項を明示すること

（１）　割賦販売の広告

　（イ）業者名、所在地

　（ロ）現金販売価格及び割賦販売価格

　（ハ）頭金（初回金）又は申し込み金

　（ニ）支払い期間と支払い回数

　（ホ）各回ごとの支払金額

　（ヘ）割賦手数料（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、その実質年率（前払い式のものは除く）

　　　（注）アドオン表示は不可

　（ト）解約についての要件

　（チ）前払い式割賦販売の場合は商品の引き渡し時期

 〔割賦販売法第３条〕

（２）　ローン提携販売の広告

　（イ）業者名、所在地

　（ロ）現金販売価格及び購入者の支払い総額

　（ハ）頭金の額

　（ニ）返済期間及び返済回数

　（ホ）分割返済金

　（ヘ）借入金の利息など、融資手数料の実質年率

　　　（注）アドオン表示は不可

　（ト）解約についての要件

 〔割賦販売法第29条〕

（３）　前払い式特定取引の広告

　（イ）業者名、所在地
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　（ロ）取り扱い商品又は役務の内容と範囲

　（ハ）商品の引き渡しや役務の提供を行う業者名

　（ニ）商品の引き渡し又は役務の提供時期

　（ホ）各回ごとの支払い金額

　（ヘ）支払い回数・時期・方法

　（ト）解約についての要件

　（チ）前金保証機関名

 〔割賦販売法第35条〕

（４）　割賦購入あっせんの広告（チケット式割賦販売の広告）

　（イ）業者名、所在地

　（ロ）融資の限度額

　（ハ）購入あっせんによる借入金返済の期間及び回数

　（ニ）購入あっせんによる借入金や諸手数料の実質年率

　　　（注）アドオン表示は不可

　（ホ）融資に関する条件がある場合はその条件

　　　（保証人、資格、担保、区域などの諸条件）

 〔割賦販売法第30条〕
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２　通信販売の広告

通信販売には商品販売のほか権利販売、役務の提供が含まれる

（１）　つぎの事項を明示すること

　（イ）業者名、所在地

　（ロ）商品名又は権利、役務の内容

　（ハ）販売価格、役務の対価、送料（それ以外に負担する金額がある場合はそ

の内容と額を明記すること）

　（ニ）代金の支払い時期と方法

　（ホ）商品の引き渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期

　（ヘ）商品の引き渡し又は権利の移転後における返品、交換、引き取りなど

の特約事項

　　　（特約がない場合は「返品不可」などと表示すること）

　（ト）申し込みの有効期限がある場合はその期限

　（チ）商品にかくれた瑕疵があった場合の業者の責任についての定めがある

場合はその内容

　（リ）商品の販売数の制限など特別の販売条件がある場合はその内容

　（ヌ）必要表示事項の一部を省略する場合には省略事項を記載した書類を送

る旨の表示をすること。書類を請求する者にそのための金銭的負担が

あればその額を表示すること（省略については広告掲載規則集の表を

参照）

（２）　商品の先渡しを原則とする

（３）　取り引き条件や商品の品質、役務の内容等について事実に反する表示

をしたり、著しく優良でありまた有利であると誤認させるような表示

は認めない

（４）　実態のあいまいなものは掲載しない

 〔特定商取引に関する法律第11条、第12条〕
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