
【DVD】 →人気DVD

分類 番号 タイトル 内容等 対象者 時間（分） 制作年

悪質商法 5 安心・満足リフォームガイド リフォームの手順、業者選択の方法 一般 45 H20

悪質商法 10 悪質商法とは？ あなたは狙われている 一般 20 H19

悪質商法 16 悪質商法ネタばらし 若者を狙うだましの手口 高校生 30 H18

悪質商法 17 あなたは大丈夫？ 若者ねらいの悪質商法 高校生 20 H21

悪質商法 21 気にかけて声かけてトラブル撃退！ 悪質商法捕物帳/高齢者とその周りの人々向け 高齢者 24 H22

悪質商法 25
だまされるな！振り込め詐欺・悪質商
法

青空球児・好児のお年寄りの安全生活術 高齢者 22 H22

悪質商法 27 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 25 H15

悪質商法 28
断るチカラの磨き方
心の隙を狙う悪質商法

知的障害や発達障害のある方向け 他 27 H22

悪質商法 30 悪質業者の視点 多様化する悪質業者の手口をドラマに 高齢者 24 H21

悪質商法 32 CHANGE THE きもの きもの違法販売をなくすために 一般 25 H22

悪質商法 40
いっこく堂の消費者トラブル   見守り
隊！

高齢者の方と見守る方向け　断り方練習付き 高齢者 37 H23

悪質商法 43 高齢者を狙う悪質商法
見守り者向け・高齢者向けの２編収録、補助資料CD付き
見守り者向け（２２分）高齢者向け（２４分）

高齢者 46 H24

悪質商法 44 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（押し買い、次々販売、　オレオ
レ詐欺）

高齢者 22 H24

悪質商法 48 気いつけられ！悪質商法
こんな手口にご用心（利殖商法、催眠商法、点検商法、サク
ラサイト商法、還付金詐欺）

一般
高校生

25 H25

悪質商法 49 ななの消費生活ものがたり
アニメで見る悪質商法、こんな手口に気をつけて！（エステ
トラブル、マルチ商法、次々販売、利殖商法）

若者
高齢者

34 H25

悪質商法 50 みえてくる！悪質商法の手口 狙われる高齢者 高齢者 29 H25

悪質商法 54 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 40 H26

悪質商法 56 消費者トラブル　惨英傑？
若者を狙う悪質商法はゆるしま戦！（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）

若者
一般

26 H26

悪質商法 58
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」とは？消費者被害の防止と回復に
ついて

一般 26 H26

悪質商法 65
急増！高齢者をねらう特殊詐欺・　悪
質商法

訪問購入・点検商法・投資詐欺など高齢者に多いトラブル
事例やその手口について

高齢者 19 H26

悪質商法 67 改訂版  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
(消費者ホットライン「188」対応)

高齢者 40 H26

悪質商法 68
電話で詐欺のお話  その電話、本当
に大丈夫？

実際にあった詐欺を、子どもたちが演劇で再現！その手口
と対処を分かりやすく紹介します

一般 14 H27

悪質商法 70 私は、だまされない！？
高齢者の不安な心理を狙う悪質商法の事例と被害を防ぐた
めの”鉄則”とは？

高齢者 24 H26

悪質商法 71 振り込め詐欺を食い止めろ！！ あなたの「気づき」と「声かけ」が詐欺被害を防ぎます 一般 43 H28

悪質商法 74 巧妙化する詐欺手口に備える
二つの再現映像を検証しながら、対処法をわかりやすく説
明します。―だまされないための五箇条―

一般 21 H28

悪質商法 75 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

高齢者向け2編（訪問購入、簡単に儲かる話）障害者向け2
編（ワンクリック請求、甘い言葉に注意）

高齢者
障害者

42 H29

悪質商法 77
林家木久扇・木久蔵の
高齢者を狙う詐欺・悪質商法

落語家の林家木久扇・木久蔵親子が登場。高齢者向け3編
（オレオレ詐欺、買え買え詐欺、点検商法）

高齢者 30 H30

悪質商法 78
事例で学ぶ！高齢者を狙った詐欺・
悪質商法の手口と対策

特に高齢者に多い詐欺・悪質商法の手口をわかり安く短い
（3分）アニメーションで10の事例を紹介。

高齢者 35 H31

悪質商法 82 なぜ、騙されるのか？
高齢者を狙う悪質商法・詐欺の対処法は？「自分は騙され
ない」と思っている主人公が騙されていく迫真のドラマ。

高齢者 23 Ｒ３

悪質商法 86
障がいのある方の消費者トラブルを
防ごう！Part.1

最新のトラブル事例４つとその対処法をドラマ形式で紹介し
ます

障がい者 24 Ｒ４

悪質商法 87
障がいのある方の消費者トラブルを
防ごう！Part.2

最新のトラブル事例２つとその対処法をドラマ形式で紹介し
ます

障がい者 11 Ｒ４
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【DVD】 →人気DVD

分類 番号 タイトル 内容等 対象者 時間（分） 制作年

消費者教育 6 公正で自由な競争を目指して
独占禁止法　景品表示法　下請法
公正取引委員会の審査業務

一般 34 H20

消費者教育 8 日本弁理士会商標制度 それゆけ！やりくりカンパニー 一般 40 H18

消費者教育 19 ガスこんろ安全啓発ビデオ SIセンサーこんろの安全な使い方 一般 10 H21

消費者教育 63 ガスコンロのお手入れガイド ガスコンロをきれいに使えるよう、お手入れのコツをご紹介 一般 17 H25

消費者教育 26 知っておこう！これだけは 若者向け消費者教育・啓発アニメ 若者向け 24 H22

消費者教育 28
断るチカラの磨き方
心の隙を狙う悪質商法

知的障害や発達障害のある方向け 他 27 H22

消費者教育 31 クイズで学ぶリスク評価 食品安全の基礎知識 一般 12 H22

消費者教育 33 気になる食品の安全性 みんなで学ぼうリスク分析 一般 19 H22

消費者教育 34 考えてみよう！食べ物の安全性 食品添加物や残留農薬について 一般 16 H22

消費者教育 37
消費者センスを身につけよう
（教材付き）

・携帯電話の落とし穴
・商品を購入する時には

中学生 22 H23

消費者教育 42
もしあなたが消費者トラブルにあった
ら…

若者・高校生向け　消費者センスを高めよう！（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）

高校生 22 H24

消費者教育 47 中学生も消費者です 中学生向け　契約トラブルや権利と責任を学ぶ 中学生 16 H25

消費者教育 51
みえる？みえない？　みえてき
た！！

契約・クレジット・消費者トラブルのこと 高校生 19 H25

消費者教育 59
ちびまる子ちゃんと学ぶ
大切な３つのお話

ちびまる子ちゃんの楽しいお話を通して、お子さまがお金の
大切さや使い方について学ぶことができる

小学生 37 H26

消費者教育 60
公益通報者保護法・内部通報制度と
は？

第一部　法律編
第二部　内部通報制度の意義、有効性

一般 23 H26

消費者教育 62 わかりやすい成年後見制度の手続 ・成年後見制度とは？　・後見制度支援信託とは？ 一般 35 H27

消費者教育 64 消費者トラブル撃退　虎の巻
「消費者市民社会って何？」
「悪質商法にあったらどうしたらいいの？」

一般 46 H27

消費者教育 66 おしえてね　アブナイカモ
消費者庁
「子どもを事故から守る！プロジェクト」　テーマソング

就学児前 3 H27

消費者教育 72 リーガル☆レッスン♪
民法と契約の基礎について、日常のエピソードを通して実感
しながら身につけることができます

高校生
若者

32 H27

消費者教育 73 消費者啓発　　　ワンポイント講座！
将来にわたって安全・安心で豊かな社会を築くために、私た
ち消費者ができることは何か？

一般 29 H28

消費者教育 79 新・大人社会へのパスポート
１８歳までに知っておきたい契約と消費者トラブルを２つの
身近なを事例を交えわかりやすく解説。

中学生
高校生

15 H31

消費者教育 80
笑費者になろう！～笑って学ぶ消費
生活～

人気お笑い芸人のコントで契約・悪質商法・消費者市民社
会について楽しく学ぶ！

高校生
若者

47 Ｒ２

消費者教育 81
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・詐欺の事例をア
ニメで紹介。マルチ商法・バイト詐欺など。

高校生
若者

35 Ｒ３

消費者教育 83 契約について学ぼう
高校生・若年者が身近な例をもとに「契約」について多角的
な視点で考え学ぶことができる。幅広い年代に対応

若者・高校生 20 Ｒ３

消費者教育 84 考えよう　私たちの消費生活
児童にとって身近な出来事を通して、「契約とは？」「現金以
外の支払い方法」などのポイントをやさしく解説しています。

小学生 20 Ｒ４

消費者教育 85
Let's エンジョイ　エシカルライフ
～私達の選択で未来を変えよう～

様々な社会問題から消費を通して人や社会、環境、地域に
配慮した「エシカル消費」について理解を深めます。

小学高学年
中学生

20 Ｒ４



【DVD】 →人気DVD

分類 番号 タイトル 内容等 対象者 時間（分） 制作年

金融 1
マギー司郎が教え   金融犯罪のタネ
と仕掛け

通帳・キャッシングカードの盗難、偽造キャッシュカードによ
る犯罪、振り込め貸します詐欺等を解説

一般 26 H18

金融 2
なるほどナットク！
くらしの損害保険

損害保険の役割、契約、更改ここがポイント！ 一般 24 H18

金融 9 はじめての金融ガイド
金融商品の基礎知識
～トラブル予防のために～

一般 33 H20

金融 14 ご存知ですか？投資信託 知っておきたい投資信託の基礎 一般 42 H23

金融 15 やさしい信託のはなし 信託しくみと役割 一般 25 H21

金融 18 ホームズ探偵の金融犯罪を防げ
振り込め詐欺　口座売買
インターネット関連犯罪

一般 27 H21

金融 20 DVDで学ぶ！クレジットカード
クレジットカードを上手に使おう
基本編　海外旅行編

一般 76 H22

金融 23 それでもお金、借りますか？ 多重債務の落とし穴 学生 27 H22

金融 29 DVDで学ぶ！クレジットカード
クレジットカードを上手に使おう
基本編　海外旅行編

一般 112 H21

金融 36 知りたいけど聞けなかったお金の話 金融商品を選ぶその前に（Q&A冊子付き） 一般 27 H23

金融 38 見てわかる！金融商品のご購入 授業の進め方 学生 64 H23

金融 41 金融犯罪シャットアウトTV
インターネット・バンキング犯罪、利殖勧誘、　　振り込め詐
欺について

一般 25 H24

金融 55 これで安心！金融商品のご購入  一般 25 H26

金融 61 家族で防ごう！金融犯罪
特に気をつけて頂きたい金融犯罪の最新手口とその対策を
わかりやすくご紹介

一般 33 H25

金融 69 クレジットカード入門 クレジットカードの利用方法、クレジットカードの注意点など
中学生
高校生

38 H24

インターネット 3
サイバー犯罪事件簿３
ネットスパイ

インターネットは、あなたの情報を狙っている 一般 30 H18

インターネット 7 架空請求のワナ アダルトサイトにつないだら… 一般 20 H19

インターネット 11 ケータイ安全教室 小学生向け　中・高校生向け　保護者・教員向け 学生 63 H20

インターネット 12 ケータイ安全教室 小学生向け　中・高校生向け　保護者・教員向け 学生 109 H23

インターネット 13 ケータイ安全教室 シニア向け 高齢者 30 H21

インターネット 22
若者の契約トラブル　    しまった！こ
まった！だまされた！？

ネットトラブル・マルチ商法 中学生・他 25 H22

インターネット 35 ネット世界の歩き方
小学生向け学習パワーポイント　ネット世界の歩き方
(CD付き)

小学生 17 H23

インターネット 39 インターネットの危ない世界
学生向け学習パワーポイント　疑似体験付き（CD付き）
(印刷用データ有）

学生 45 H23

インターネット 45 小学生のためのケータイ・ネット教室 小学生向け　こんなトラブルに気をつけて 小学生 30 H25

インターネット 46 ネットと上手につき合おう！ 中学生向け　ケータイトラブルから身を守る 中学生 23 H25

インターネット 52 インターネット×リアル より良いコミュニケーションを築いていくために
中学生
高校生

88 H25

インターネット 53 ルールを決めた日 スマートフォン啓発アニメ
中学生
高校生

8 H26

インターネット 57 そのクリックは危険です！ 被害にあった１０代２０代の若者たち 中学生 18 H26

インターネット 76
アニメーションで学ぶ！
ＳＮＳに潜むリスク

メッセージの誤送信・知らない人とのやりとり・情報の拡散
小・中・高校

生
21 H29


