
　◆旅行業者の広告　

（１）　募集型企画旅行の広告

　企画旅行の参加者を募集するにあたっては、つぎの事項を表示すること

　（イ）企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

　　（注１）登録番号は企画旅行業者の氏名又は名称に近接して表示すること

　　　　　（観光庁長官登録＝第1種旅行業、知事登録＝第2、第3種旅行業）

　　（注２）旅行業協会に加入している業者にあっては、当該旅行業協会名を

表示すること（マークの表示は任意）

　　（注３）行事、催物、研修等のイベントと旅行とを組み合わせた募集型企

画旅行で、旅行業者とイベントの主催者が共同で実施するもの

（以下「イベント旅行」という。）にあっては、企画旅行業者とイベ

ントの主催者の氏名又は名称を明確に区分して表示すること

　（ロ）企画旅行業者の代理業者、または受託旅行業者が募集広告を行う場合

は、その者の名称及び住所並びに登録番号

　（ハ）当該募集型企画旅行の申込、問い合わせ先電話番号

　（ニ）旅行の目的地及び日程に関する事項

　　（注１）宿泊地については、日程中のすべての宿泊都市名を表示するこ

と。ただし、宿泊地特有の事情により、宿泊の手配が困難になる

可能性がある都市の場合に限り、当該都市名を表示した上で近郊

都市が宿泊地となり得る旨の表示が可能

　　（注２）機中泊、車中泊等の場合は、その旨表示すること

　　（注３）つぎの事項については省略できる

　　　　煙運送機関及び徒歩観光の発着時刻

　　　　煙主要な目的地以外の目的地

　　　　煙観光地、観光施設についての表示（但し、当該旅行の主題となる

ような観光地・施設の省略は不可）

　　　　煙参加者に行き先を伏せて催行するイベント旅行（ミステリーツ
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アーなど）の目的地

　　（注４）日帰り旅行については、主たる目的地が表示され、かつ出発地、

出発時間及び帰着地、帰着時間が表示されているときは、詳細な

日程を省略することができる

　（ホ）旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊、食事のサービスに関

する事項（利用する運送機関の種類又は名称、宿泊機関の種類又は名

称及び朝食、昼食、夕食別の食事回数を表示すること）

　　（注１）利用予定航空会社を表示する場合には、航空会社の利用範囲を不

明確にしないこと。また共同運航便の利用で、表示上の航空会社

と実際の運航航空会社が異なるときはその旨を表示すること。こ

の場合ツアータイトルに表示上の航空会社名等を使用することは

できない

　　（注２）宿泊機関の名称については、「○○ホテル又は同等クラス」等の表

示も可

　　（注３）機内食は食事の回数に含めずに別途表示すること

　　（注４）つぎの事項については省略できる

　　　　　煙利用する運送機関の名称、客室の等級及び設備の表示

　　　　　煙航空便の乗り継ぎ及び経由地に関する表示

　（ヘ）旅行代金に関する事項

　　（注）ツアータイトルに入場料の必要な催物又は特定の施設の名称を使用

する場合には、旅行代金は当該入場料（入場券代）を含めたものであ

ること

　（ト）旅程管理業務を行う者の同行の有無

　（チ）申し込み先（契約の申し込み方法）

　（リ）最少催行人員

　（ヌ）取引条件の説明を行い、併せて説明書面を交付する旨

　　　旅行契約の締結前に書面を交付して取引条件の説明を行う旨を表示す

ること

〔旅行業法第12条の７・同施行規則第29条〕
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〔募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約第６条〕

（２）　受注型企画旅行の広告

　旅行者からの依頼により旅行計画を作成するとともに、当該旅行に必要と

見込まれる運送又は宿泊サービス等の契約を、旅行業者自身の計算におい

てそれら業者間との間で締結して依頼者に提供する旅行。受注中心の手配

旅行

　（イ）必要表示事項

　　　企画旅行業者の氏名又は名称及び住所、登録番号

　　　旅行業協会に加入している業者にあっては当該旅行業協会名

　（ロ）つぎの表示は認めない

　　　①募集型企画旅行と誤認されるような表示

　　　②当該旅行業者に認められた業務の範囲を越える企画旅行の募集が行

えるかのような表示

　　※受注型企画旅行のタイトル表示例

　　　「○○方面の個人旅行手配致します」「海外研修旅行請け負います」

（３）　優待旅行の広告

　旅行業者又は旅行に係わる運送、宿泊等のサービス業者以外の第三者（優

待主）が、旅行代金の一部を負担して参加者を優待する募集型企画旅行

　（イ）優待主が行う自己の優待旅行の告知広告

　　　①必要表示事項

　　　　ａ　優待主の名称

　　　　ｂ　旅行の概要

　　　　ｃ　当該優待旅行の企画・実施を行う旅行業者の名称並びに住所、

登録番号

　　　　ｄ　優待価格（参加者の負担額）

　　　　ｅ　企画旅行業者の定めた当該旅行の価格

　　　　ｆ　優待者数

　　　　ｇ　優待者を募集するにあたって、応募条件や抽選等がある場合に

はその内容や方法
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　　　　ｈ　旅行の申し込み先問い合わせ先は、当該旅行の企画・実施旅行

会社である旨

　　（注）優待旅行の告知を目的とした広告ではなく、優待主が通常行う自社

の商品広告などの中で、旅行に関してただ単に「３泊４日○○旅行

優待セール実施中」などと限定的な表示にとどめる場合においては、

必要表示事項は省略可

　　　②認められない内容又は表示

　　　　ａ　優待旅行の参加者を直接募集するもの。又はそのように誤認さ

れる恐れのある表示

　　　　　（注）旅行業の登録を行わずに旅行者の募集をするなどの営業を行

うことは、旅行業法違反行為となる 〔旅行業法第３条・第29条〕

　　　　ｂ　優待主の負担する旅行代金が不当景品類の提供に当たる場合

（景品表示法で定める景品提供の最高限度額を超えるもの）

　（ロ）優待旅行を請負う企画旅行業者が行う当該旅行の広告

　　　（１）の募集型企画旅行の広告の必要事項すべてと、前項（イ）－①の優

待主が行う広告の必要事項　ａ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇを表示すること

（４）　招待旅行の広告

　旅行者が旅行代金を負担せず、招待主の負担で参加できる旅行。主として

一般懸賞又はオープン懸賞の景品として提供される

　　　（３）の優待旅行の規定の「優待」を「招待」に置き替えて準用する

　　　（①のｄ、ｅは不要）

（５）　ホームステイツアーの広告

　外国の家庭に語学研修、生活体験等の目的で滞在する３カ月未満の旅行

　必要表示事項

　（イ）ホームステイツアーである旨

　（ロ）ホームステイ中のホストファミリーの受け入れ条件

　（ハ）語学研修の機関、実施予定プログラム等の実施方法

　（ニ）その他必要な情報（現地の環境、治安等。デメリット表示も含む）

　（ホ）（１）の募集型企画旅行の規定に定めた事項
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　　（注）「留学」の文言を使用しないこと

 〔募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約・施行規則第33条〕

（６）　表示基準

　（イ）つぎに掲げる表示は認めない

　　①旅行に関するサービスの品質その他の内容に関して

　　　ａ　「超豪華」「当社だけの」等の優良性、唯一性を表す文言を客観的根

拠なく使用したもの

　　　ｂ　「完ぺき」等の完全性を表す文言を使った表示

　　　ｃ　契約条件にあるものを「特典」として表示したもの

　　　ｄ　事実に反し第三者の「後援」、「協賛」、「推薦」等があるかのような

表示

　　②旅行地における旅行者の安全の確保及び感染症の発生の状況その他の

旅行地における衛生に関して

　　　ａ　旅行先での危険や衛生面での不安等がないことを事実に反して表

示し、強調したもの

　　③旅行地の景観、環境その他の状況に関して

　　　ａ　著しく事実に相違する表示

　　　ｂ　日程に含まれない場所等の写真や図版、図絵等を使用したもの

　　④旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及び旅行中の旅行者の負担に関

して

　　　ａ　「優待価格」、「割引価格」等の有利性を表す文言を具体根拠なく使

用したもの

　　　ｂ　「格安」等安さを強調する文言を使用したもの

　　　ｃ　旅行者が別個に負担するものについて、旅行代金に含まれるかの

ような表示をしたもの

　　　ｄ　費用が旅行代金の中に含まれているにもかかわらず「無料サービ

ス」、「特典」等の表示を行うもの

　　⑤旅行者に対する損害の補償に関して

　　　特別補償責任を担保する保険として旅行特別補償保険をもって、旅行
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損害保険をかけている旨を表示すること

　　⑥旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関して

　　　ａ　当該旅行業者等に認められた業務の範囲上実施することができな

い企画旅行に参加する旅行者の募集を行えるかのような誤認を与

える表示

　　　ｂ　「業界第○位」等の優位性を表す文言を客観的根拠なく使用したも

の

　　　ｃ　事実に反して他の優良企業の信用を受けている旨の表示を行って

いるもの

 〔旅行業法第12条の８・同施行規則第30条〕

 〔募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約第８条〕

　（ロ）写真、図絵等の使用

　　①旅行目的地の風物、景色及び行事、宿泊施設、食事等に関する写真又

は図絵の使用は、原則として、日程に含まれているもの（自由行動中や

オプションツアー参加中を含む）について紹介する場合に限る。この

場合、使用する写真又は図絵には、それにより表示されるもの又は場

所の説明を明記すること

　　　（注）食事に関する写真、図絵は、当該旅行で実際に提供されるものと

同一のものを写したものであること

　　②旅行目的地のイメージ、旅情等を写真又は図絵を用いて表現するとき

は、その写真又は図絵がイメージである旨を明示すること

　　　（注）単に「イメージ」とだけ表示するのではなく、何のイメージなのか

分かるように「○○○のイメージ」などと表示する

 〔募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約第７条〕
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　◆自動車の広告　

 〔自動車業における表示に関する公正競争規約〕

１　新　車

１　新車を販売するための広告を行う場合はつぎの事項を表示すること

　　（注）企業広告や商品イメージ広告など、直接販売を目的とするものでな

い広告にあってはこの規定の限りでない

（１）車名

（２）主な仕様区分（グレード、排気量、ミッションタイプなど）

（３）価格

　（イ）①販売業者が表示する価格は、車両本体価格又は車両本体価格に付属

品、特別仕様などの価格を加えた合計金額のいずれかであること

　　　②製造業者が表示する価格は「メーカー希望小売価格」の名称で表示

し、「価格は参考価格であり、販売業者は価格を独自に定めているた

め、価格については各販売業者に問い合わせて下さい」との但し書

きを付記すること

　　　③値引き額や値引き率の表示、又は「特価」等により価格が有利である

旨を表示する場合は、その根拠となる販売価格を表示すること

　（ロ）価格には、保険料、税金、登録などに伴う費用を含まない旨を表示す

ること。但し、税金においては消費税は除く旨を付記すること

　（ハ）複数の販売業者が共同で行う広告において、一つの販売業者の販売価

格を例示する場合には、「販売価格の一例」である旨及び当該販売業者

名を表示すること。また「各販売業者は価格をそれぞれ独自に定めて

いるため、他の価格については各販売業者に問い合わせて下さい」と

の表示も併せて行うこと

　（ニ）販売業者と製造業者が共同で行う広告において販売価格を表示する場

合には、「販売業者が販売しようとする価格」または「メーカー希望小

売価格」により表示すること。また、販売業者の価格の場合には、販売
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業者が独自に販売価格を定めている旨、メーカー希望小売価格の場合

には、当該価格は参考価格であり、販売業者は独自に価格を定めてい

る旨を表示すること

　（ホ）割賦販売価格（ローン提携販売又は残価設定方式ローン販売の支払総

額を含む）を表示する場合には次の事項を表示すること

　　　①割賦販売価格

　　　②頭金の額

　　　③割賦販売にかかわる代金の支払回数及び支払い期間、その他必要な

費用

　　　④割賦（ローン）手数料の料率（実質年率）

　　　⑤ローン終了時の条件等（残価設定方式ローン販売の場合）

　（ヘ）個人リース料金を表示する場合には次の事項を表示すること

　　　①リースであること

　　　②頭金の額

　　　③リース料金の支払回数及び支払期間、その他必要な費用

　　　④リース終了時の条件等

　（ト）リサイクル料金が別途必要である旨を表示すること

２　特定用語の使用基準

（１）最上級を意味する用語を表示する場合は、その裏付けとなる客観的数

値又は根拠を明示すること

　　（例）「首位」、「第一位」、「トップ」、「最高」、「最長」など

（２）「完全な」、「完ぺきな」、「絶対的な」などの用語は、社会通念上妥当と

思われる範囲を越えない程度において使用すること

（３）「このクラス」、「ひとクラス上の」などと不明確な等級を表す場合は、エン

ジン排気量や積載重量などのクラス区分の具体的内容を明示すること

（４）「新発売」、「新型登場」など新しい商品であることを意味する用語の使用

期間は、当該新型車の発表後、12カ月とする。ただし、モデルチェンジ

など新型車発表が予定される以前の６カ月間は使用できない。
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２　中古車

１　中古車を販売するための広告を行う場合はつぎの事項を表示すること

（１）　車名

（２）　主な仕様区分（グレード、排気量、ミッションタイプなど）

（３）　車体の塗色

（４）　初度登録年月（軽自動車にあっては初度検査年）

　　　（注）年の表示のみでも可

（５）　価格

　（イ）価格は店頭において車両を引き渡す際の現金価格を表示すること

　（ロ）保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれていない旨を表示するこ

と。但し税金においては消費税は除く旨を付記すること

　（ハ）定期点検整備の費用が含まれているか否かを表示し、含まれていない

場合は別途必要な整備費用の額を表示すること

　（ニ）割賦販売価格（ローン提携販売または残価設定方式ローン販売の支払

総額を含む）を表示する場合

　　　　新車の割賦販売価格の表示規定１の（３）の（ホ）を準用する

　（注）二重価格表示及び値引きや割引き率等に関する表示はできない

（６）　リサイクル料金に関する事項

　（イ）リサイクル料金が預託されていない未預託の車両の場合

　　　車検切れ（又は新たな車検付）で販売される中古車

　　　　煙リサイクル料金が未預託である旨、及び廃車時にリサイクル料金

が別途必要である旨を表示すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略称記号　　リ未廃　

　（ロ）リサイクル料金が既に預託されている預託済の車両

　　①　販売価格にリサイクル預託金相当額を含めずに表示する場合

　　　　煙リサイクル料金が預託済である旨、及び価格にリサイクル預託金

相当額が含まれていないため別途必要である旨を表示すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略称記号　　リ済別　

－111－



　　②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

　　　　煙リサイクル料金が預託済である旨、及び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すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略称記号　　リ済込　

　（ハ）前項（イ）（ロ）の車両において、リサイクル料金に含まれない装備（あと

付けのエアコンなど）が付いているときは、廃棄時にリサイクル料金

の追加が必要な装備が付いている旨を併せて表示すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略称記号　　リ追　

（７）　走行距離数

　　　（注）走行距離に疑義がある場合には「？」の記号を付し、推定できる根

拠がある場合には推定距離数、また距離数を推定できない場合に

は「不明」と表示することができる

（８）　自家用、営業用、レンタカー、その他の別

　　　（注）「自家用」の場合には、表示を省略できる

（９）　自動車検査証の有効期限

（10）　保証の有無

　　　（注）保証付きの場合は「保証の内容」及び「保証期間又は保証走行距離

数」を表示すること

（11）　定期点検整備の実施状況

　つぎにより表示すること

　（イ）「定期点検整備済み」の場合はその旨及び実施の時期を表示すること

　（ロ）販売業者が、販売時以降、車両引き渡し時までの間に定期点検整備を

実施して販売する場合は、定期点検整備がある旨を表示し、その時期

を「納車時」として表示すること

　（ハ）前号（イ）（ロ）以外の場合は、定期点検整備が無い旨を表示し、整備を要

する箇所がある場合はその旨を表示すること

（12）　修復歴の有無
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２　用語の使用基準

（１）「最高」、「最大」、「最上」、「極上」、「No1」、「超」など最上級を意味する

用語を表示する場合は、その裏付けとなる客観的、具体的根拠を明示す

ること。根拠のない用語は表示できない

（２）「完全な」、「完ぺきな」、「絶対的な」などの文言は、社会通念上妥当と

思われる範囲を越えない程度において使用すること

（３）　特に新しい車両という印象を与える用語で、中古車でないかのように

誤認されるおそれのある用語は使用できない

　　　（例）「新古車」、「準新車」、「旧型新車」、「新装車」、「新粧車」など

（４）　価格の安さを強調する用語は使用できない

　　　（例）「超特価」、「超激安」、「特安」、「赤字特価」、「捨て値価格」、「処分

価格」など
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　◆教育関係の広告　

（１）　専修学校、専門学校、高等専修学校、各種学校などの認可校は、それ

ぞれ認定通りの名称で表示すること

（２）　講座、講習会、教室などは、主催者名、名称、内容、期間、必要経費

（受講料、教材費）を表示すること

（３）　所定の課程を修了した者に与える資格、称号などを表示する場合は、そ

れらが国家資格又は国家資格に準ずる公認のものでない限り、国家資

格と混同、誤認されないよう民間団体が与える任意の資格又は称号で

ある旨を付記すること

（４）　劇団、養成所（俳優、声優、歌手など）の募集広告は、実績のあるもの

及び実態の確かなものを掲載する

（５）　つぎのものは掲載しない

　（イ）学校として許可を受けていない塾、教室、講習会などで許可を受けて

いるかのような名称を用いたもの

　（ロ）教育、技術などの習得により高い収入が得られるかのような内容のも

の

　（ハ）学校の生徒募集で将来の就職、収入などを保証するもの

　（ニ）合格率、就職率などについて事実の裏付けがなく、優良、有利である

と誤認されるおそれのあるもの

　（ホ）有名会社名を無断で使用したもの、又は講師、顧問などに著名人を無

断で使用したもの

　（ヘ）職業紹介の許可を得ずに職業のあっせんや紹介を行うもの

　（ト）講習会などで商品や材料の販売を目的とするもの

　（チ）タレントやモデルなどの養成を目的とする養成員募集の広告で、テレ

ビ出演や出演あっせんなどを確約する内容のもの

　　　［職業安定法］［学校教育法］［私立学校法］［社会教育法］
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　◆アマチュア規定、無体財産権に関する広告　

１　皇室、国旗関係

（１）　皇室、王室、元首及び国旗などの尊厳を傷つけるおそれのあるものは掲

載しない

（２）　国際連合旗はいかなる場合でも使用できない

　　　［商標法］［国際連合旗規定］

２　アマチュア規定関係

アマチュア・スポーツ選手ならびに役員の名前や写真を無断で使用したもの

は掲載しない。但し、日本体育協会の承認を得たものは掲載可

　　　［日本体育協会アマチュア規定］

３　オリンピック関係

（１）　オリンピックの標章、標語、呼称などは無断で使用しないこと

　　　　標　章……五輪マーク、大会公式エンブレム、公式マスコットなど

　　　　標　語……「より速く、より高く、より強く」

　　　　呼　称……「オリンピック」、「オリンピアード」、「世紀の祭典」、

　　　　　　　　　「○○○五輪」（都市名を冠した呼称）

　　 　［オリンピック憲章第24・25条］

（２）　ＪＯＣ（日本オリンピック委員会）の承認を受けて使用する場合は、そ

の承認番号を明示すること

（３）　オリンピック標章などの類似物（変形、デザイン化したもの）の使用も

不可
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４　ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）関係

（１）　ＦＩＦＡの名称や標章およびＦＩＦＡが主催する競技（ワールドカップ

やコンフェデレーションズカップなど）の名称や標語、また競技のオ

フィシャルマスコットやトロフィーなどの写真や図絵を無断で使用し

ないこと

　　　（注）競技名称には、「Ｗ杯サッカー」「2010南アフリカＷ杯」などの略称、

別称も含む

（２）　ＦＩＦＡの承認を受けて使用する場合は、承認記号を明示すること

　　　（注）ＷＢＣの称号も同じ扱い

５　著作権、商標権関係

（１）　他の著作権、商標などを使用する場合は、当事者の承諾を得ること

（２）　明らかに他の模倣、盗作と思われるものは掲載しない

（３）　裁判中のもの、紛争中のものは原則として掲載しない

 ［特許法］［意匠法］［商標法］［著作権法］

６　名誉、信用関係

（１）　他人の氏名、写真、肖像などは無断で使用しないこと

（２）　名誉、信用、プライバシーを損なうおそれのあるものは掲載しない

７　通貨関係

紙幣の写真は原寸又はそれに近い大きさで使用しないこと

 ［通貨及び証券模造取締法］
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　◆宗教、易断、催眠術の広告　

１　宗教関係

（１）　宗教団体又はそれに類する団体の広告は、行事、組織、教義など内容が

妥当と認められるものを掲載する

（２）　宗教書としての内容を備えたものは出版広告として取り扱う

（３）　布教、募金のための広告は掲載しない

（４）　一方的な宣言や予言、宗教的治療など非科学的なものは掲載しない

２　易断、占い関係

（１）　易断広告は家相、人相、姓名判断などの鑑定項目、鑑定者の氏名及び肩

書、日時、場所、鑑定料などに限定して掲載する

（２）　占いの広告は、占いの種類（占星術、手相、風水など）、占い師の氏名

及び肩書、日時、場所、占い料などに限定して掲載する

　　「霊視」「超能力」の類は掲載しない

（３）　加持、祈とうなど迷信に類するものは掲載しない

（４）　通信鑑定、通信占いの広告は掲載しない

３　催眠術関係

　催眠術に関する広告は書籍広告に限り掲載する
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　◆エステティック業の広告　

　

１　つぎのものは掲載しない

（１）　医師法の「医業」とみなされる施術を行うもの

　　　（例）ケミカルピーリング、アートメーク（入墨メーク）、永久脱毛、レー

ザー脱毛、人工植毛、しみ・しわ・たるみ・にきび・ほくろ等の

除去

（２）　施術の効果、効能、安全性が確実であるかのように表示するもの、又は

そのように誤認されるおそれのある表示のもの

　　　（注）施術の効果を、利用者の体験談として表示する場合も不可

（３）　短期間で急激な施術効果が得られるかのように誤認されるおそれのあ

る表示のもの

（４）　具体的な数値目標を掲げ、その目標が確実に達成されるかのように表

示するもの

　　（例）目標体重を掲げ、そのための達成期間を表示した痩身施術など

（５）　写真や図絵を使って施術前と施術後の違いを比較し、効果が確実に得

られるかのように表示するもの

（６）　施術の有効性や安全性を保証するかのように、医師や大学教授などの

専門家の解説や推奨の言葉、又は科学的データや論文からの引用等を

載せたもの

（７）　医師や医療機関と提携や協力関係にあることを表示するもの

２　つぎに掲げる用語は使用しないこと

（１）　全く欠けることがないことを意味する用語

　　完全、完璧、絶対、永久、保証、必ず、万全、その他これらに類するもの

（２）　他よりも優位に立つことを意味する用語で、客観的事実の裏付けのな

いもの

　　　　世界初、日本初、世界一、日本一、超、業界一、当社だけ、他に類
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を見ない、抜群、その他これらに類するもの

（３）　最上級を意味する用語で、客観的事実の裏付けのないもの

　　　　最高、最高級、極、一級、その他これらに類するもの

（４）　医師法、医療法、薬事法等に抵触する用語

　　　　治す、治る、治療、療法、医学的、医療、診察、診療、診断、予防、

その他これらに類するもの
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　◆パチンコ店の広告　

（１）　掲載規定

　（イ）広告条件　　　新規開店、新装開店、新台入替、店内一部新開店のと

きに限り広告することができる

　（ロ）掲載回数　　　１カ月に４回まで

　（ハ）スペース制限　　　５段以下。ただし落成のときは全Ｐも可

　　　　　　　　　　　　（多色、単色可）

　（ニ）その他　　　遊技心を煽るような過激な文言は自粛する

 〔高知県遊技業協同組合〕

（２）　つぎのものは掲載しない

　（イ）著しく多くの遊技球などの獲得が容易であることを直接又は間接的に

表示するもの

　　　（例）「猛烈大放出」、「出血大サービス」、「出玉大満足」

　　　　　　遊技球や遊技コインを大量に獲得した場景写真や図絵などの使

用も不可

　（ロ）入賞や出玉を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示のもの

　　　（例）「甘釘」、「天国調整」、「モーニングサービス」

　（ハ）大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について、設定状況などを示

す表示のもの

　　　（例）「大当たり台大量投入」、「朝一高確率スタート」

　（ニ）賞品買い取り行為への関与をうかがわせる表示のもの

　　　　（例）「高価交換」、「等価交換」、「完全等価」

 〔全日本遊技事業協同組合連合会〕
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　◆風紀、風俗に関する広告　

つぎのものは掲載しない

（１）　露骨な性の表現や扇情的な文字、写真、図絵などを使ったもの

（２）　残虐、非道、暴力その他犯罪を肯定するもの

（３）　風俗店など性を売り物にする業態のもの

（４）　風紀上好ましくない商品の広告

（５）　その他社会良俗の通念に反するおそれのあるもので本社が妥当でない

と認めたもの
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　◆出版の広告　

　

つぎのものは掲載しない

（１）　他を中傷、暴露して信用・名誉棄損、業務妨害、プライバシーの侵害

になるおそれのあるもの

（２）　反社会的、非道徳的行為を肯定、美化する内容のもの

（３）　性を興味本位に扱い、その表現が露骨でわいせつとみなされるもの

（４）　未成年者の犯罪について氏名、写真、学校名などを表示したもの

（５）　他人の氏名、肖像、著作物などを無断で使用したもの

（６）　疾病などの治療、予防又は、健康増進などに関するもので科学的根拠の

ないもの、又はあいまいなもの

（７）　根拠のないことを事実であるかのように表現しているもの

（８）　出版物の形を利用して諸法規の盲点をつくようなもの

（９）　出版物の形を利用して商品販売を目的としたもの

（10）　その他、本社が妥当でないと認めたもの
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　◆映画、ビデオ、演劇の広告　

つぎのものは掲載しない

（１）　反社会的、非道徳的行為（暴力、とばく、麻薬、売春など）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もの

（３）　性描写、肉体描写などで露骨、わいせつなもの

（４）　検閲や審査論争を誇大に利用したもの

（５）　その他、本社が妥当でないと認めたもの
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　◆その他　

　

１　動物取り扱い業者（ペット業者）の広告

つぎの必要事項を表示すること

　（１）登録者の氏名または名称

　（２）事業所の名称

　（３）動物取扱責任者の氏名

　（４）事業所の所在地

　（５）動物取扱業の種別※

　（６）登録番号

　（７）登録年月日

　（８）登録の有効期間末日

 〔動物愛護管理法第６条〕

　　※動物取扱業の種別

　　　①販売　②保管（ペットホテル、美容業など）　③貸し出し（ペットレ

ンタル業など）　④訓練　⑤展示

　（注）未登録業者の広告は掲載しない

　

２　古物商の営業広告（月極、案内などを除く）

古物商として都道府県公安委員会の許可を受けていること。許可証の番号を

表示し広告内容は許可の範囲内であること

 ［古物営業法第３条］

　

３　寄付金募集の広告

（１）　社会福祉事業のための寄付金募集ならびに国宝、文化財修復のための
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寄付金募集については許可又は届け出を必要とするので注意すること

 ［文化財保護法第43条］［社会福祉事業法第73条］

（２）　一般の寄付金募集については、許可を必要とする場合があるので注意

すること

　

４　興信所の広告

（１）　つぎの事項を表示すること

　（イ）主宰者（責任者）の氏名又は事業所の名称

　（ロ）事業所の所在地及び電話番号

（２）　表示できる事項

　（イ）調査に関する項目

　　　（注）「結婚」、「身元」、「素行」、「不貞」、「犯罪」に関する調査項目の他、

盗聴器を使った調査（盗聴器を探知する調査は除く）及び「悩み相

談」、「心配事相談」、「よろず相談」、「各種問題相談」、「トラブル相

談」、「トラブル解決」、「カウンセリング」、「ストーカー調査」、「不信

調査」、その他これらに類する調査、相談事項は表示できない

　（ロ）料金、費用に関する事項

　（ハ）業務の時間、日にち等に関する事項

５　少年犯罪者に関する広告

少年犯罪者の氏名、年齢、住所、職業、写真などを記載した広告は掲載しな

い ［少年法第61条］
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６　債権取り立て、示談引き受けなどの広告は掲載しない

（注）「債権回収会社」は法務大臣の許可を受けた資本金５億円以上の株式会社

であること

 〔債権管理回収業に関する特別措置法〕

７　不良商法に関する広告

マルチ商法、ネズミ講など不良商法とみなされるものは掲載しない

８　暴力団などの襲名披露、あいさつなどの広告は掲載しない

９　本社に関連のある広告

（１）　本紙の記事を否定する広告は掲載しない。但し、事前に了解を取り本

社が認めたものについては掲載できる

（２）　本社の社名、題字、社章、社旗を使用する場合及び記事などを引用する

場合は事前に承認を受けること

（３）　事実に反し、本社が広告主を支持、又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示のものは掲載しない
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　広 告 掲 載 約 款　

　

〔広告掲載の決定権〕

高知新聞社に申し込まれる広告については、その掲載の決定権は本社

が有し、その理由を明示する義務を負いません

〔広告の責任の所在〕

高知新聞に掲載される広告については、その内容など一切の責任を広

告主が負うものとします。したがって広告掲載の結果、読者または本

社に損害を与えた場合は、損害補償などすべて広告主に負担していた

だきます

〔広告の審査〕

高知新聞社では、この掲載基準に基づいて広告の審査を行いますが、実

態調査を必要とする場合は、外部の広告審査機関または調査機関に委

託することがあります
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