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悪徳商法、特殊詐欺について

1
あなたは、だまされている！
振り込め詐欺悪徳商法ほか

安斎育郎／著
主婦と生活社

2009.6

社会問題になっている振り込め詐欺や悪徳商法などに、だまされないためにはどうす
ればいいかを解説。悪徳商法のだましテクニックを公開。こんな人がだまされやす
い、だまされないための１２の極意などを紹介。

365.8
ｱﾝｻ

1015421116

2
イラストでわかる＊悪質商法
から身を守る方法

宇都宮健児／
著

東洋経済新報社

2001.7
資産運用手段の多様化やネット通販の普及に乗じて、さまざまな悪質商法が登場。
サギの実態と予防策・被害対策をわかりやすく示す。

365.8
ｳﾂﾉ

1013791593

3
悪徳商法
あなたもすでに騙されている

大山真人／著
文藝春秋

2003.6

バブル崩壊後、手口はますます巧妙になり、被害が広がるばかりの「悪徳商法」。「時
代を映す鏡」といわれる悪徳商法への唯一の対策は、敵の手口を知ること。本書で
は、悪知恵に満ちた騙しのテクニックの全貌を公開。

365.8
ｵｵﾔ

1014210916

4
消費者保護と刑法
悪徳商法をめぐる犯罪

垣口克彦／著
成文堂
2003.1

ネズミ講、マルチ商法といった各種悪徳商法による消費者取引被害とそれに対する
刑法的対応の展開過程を跡づけ、分析・検討の作業を通じて悪徳商法に対する刑事
規定のあり方に一定の方向性のある見解を示す。

365.8
ｶｷｸ

1018299923

5 悪徳商法の手口を見抜く！！ 高田橋厚男／
著

ぎょうせい
2005.9

低迷する経済を反映し、急増している悪徳商法。本書では、そんな悪徳商法のあらゆ
る手口を事例で紹介。悪徳商法を見抜く力を培い、それらの被害から未然に消費者
を守るための処方箋。

365.8
ｺｳﾀ

2012034894

6
知らずにハマるブラックビジネスの罠
犯人グループが語る悪徳商法の手口

宝島社

2012.4

振り込め詐欺、スピリチュアル商法、未公開株・社債詐欺など、被害者を徹底的に
しゃぶりつくす悪徳商法の最新手口を大公開。詐欺の当事者たちが、「騙しの手口」
をリアルに語る。

365.8
ｼﾗｽ

1015898354

7
Ｑ＆Ａ詐欺・悪徳商法
相談対応ハンドブック

村千鶴子／著
ぎょうせい

2017.1

契約トラブルの対応に必要な基礎知識を解説する入門書。相談の多い「契約問題」を
取り扱う場合の基本的なポイントを解説。相談者への助言、斡旋に必要な法律の基
礎的な仕組みや概要、判例を紹介する。

365.8
ﾑﾗ

1016478818

8
架空請求その時どうする？
身を守るためのＱ＆Ａ

横山哲夫／[ほ
か]編著

日本経済新聞
2005.8

オレオレ詐欺、振り込め詐欺、フィッシング詐欺、カードの不正使用…。各地で頻発す
る詐欺に出会った時の有効な対処法を、Ｑ＆Ａ方式で解説。詐欺の仕組みと手口、
法律用語、実際にあった架空請求事件の顛末も掲載。

368.6
ｶｸｳ

2012007312

9
老人喰い高齢者を
狙う詐欺の正体

鈴木大介／著
筑摩書房

2015.2

平均２０００万円の預金を貯め込んだ高齢者を狙う「老人喰い」が、今急速に進化して
いる。合理化された組織をつくり、高いモチベーションで詐欺を行う若者たち。階層化
社会となった日本の抱える問題をあぶりだす。

368.6
ｽｽｷ

1016244723

10 ２００億円詐欺市場に生きる人々 鈴木大介／著
宝島社
2013.12

「捕まるのは末端だけ。金主は絶対に、捕まらない」。暴力制裁、関東連合との関係、
資金洗浄と詐欺マネーの行方…。振り込め詐欺１０年の興亡を追った衝撃のノンフィ
クション。

368.6
ｽｽｷ

1016122143

11 ～カンニング竹山と考える～
大阪人はなぜ振り込め詐欺に引っかからないのか

竹山隆範／著
扶桑社
2007.3

かつて多重債務による債務整理を経験している著者が、老人や多重債務者など“弱
者”を食い物にする犯罪に憤り、自己防衛の術を探った渾身の１冊。

368.6
ﾀｹﾔ

1014942443

12 恐ろしい「振り込め詐欺師」の話術。 角田浩司／著
マーブルトロン

2008.12

もはやターゲットは高齢者ではない。超高度情報化社会を利用して、詐欺はあなたに
迫る。実際の事件で交わされた会話から、詐欺師が仕掛ける言葉の実例を徹底的に
調査・解析し、防衛の鉄則を示した画期的な決定版。

368.6
ﾂﾉﾀ

1015339086

※このほかにも多くの関連資料があります。 
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13 まさか自分が…そんな人ほど騙される
詐欺、悪徳商法、マインド・コントロールの心理学

西田公昭／著
日本文芸社

2005.12

最新の詐欺・悪徳商法にはどのようなものがあるのか、その手法を解説。不安や恐
怖などに惑わされる人間心理と「騙し」の関係を解き明かし、騙す人、騙される人の典
型的人間像に迫り、その防衛策も明かす。

368.6
ﾆｼﾀ

1014727620

14 職業”振り込め”詐欺

ＮＨＫスペシャ
ル「職業“詐
欺”」取材班／
〔著〕

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2009.10

なぜ?振り込め詐欺に手を染める有名大学・一流企業出身のエリートたち。被害総額
1317億円超、総被害者数約10万人。空前絶後の大規模犯罪、それが「振り込め詐
欺」だ。その主犯格は驚くべきことに、高学歴・一流企業出身の若者たちだった…。

368.6
ﾆﾎﾝ

1015543117

15
実録＊詐欺電話私（わたし）は
こうしてだまされた

日向野利治／
著

すばる舎
2007.2

ある日突然、だまし・恐喝の電話はかかってくる。その時あなたは、どうやって身を守
るのか。２度も架空請求詐欺にひっかかってしまった著者による、渾身の書き下ろし。
大切な人に読んでおいてもらいたい本。

368.6
ﾋｶﾉ

1014936395

16
全裏手口！「オレオレ」事件簿
誰も逃れられない…

日名子暁／著
広済堂出版

2005.4

年間被害総額２８４億円、犯罪件数２５６６７件に膨れ上がった「振り込め詐欺」。オレ
オレ詐欺、０９０金融、架空請求詐欺、融資保証金詐欺の犯罪現場を犯罪ルポの第
一人者が徹底取材。

368.6
ﾋﾅｺ

1014565830

17
悪魔のささやき「オレオレ、オレ」
日本で最初に振り込め詐欺を始めた男

藤野明男／監
修

光文社
2012.4

２０００年代の日本で最も深刻な詐欺犯罪といって間違いない「振り込め詐欺」。すべ
ては渋谷の街から始まった…。日本で、最初に振り込め詐欺を始めた青年が、罪を
償い、更生するまでの自伝ノンフィクション。

916
ﾌｼﾉ

1015880691

特定商取引法について

18 消費者行政法 大島義則／[ほ
か]編著

勁草書房
2016.8

行政庁はどのような法執行を行っているのか。また、その法執行を受ける企業はどの
ような対応をすべきであるのか。現役消費者庁職員および元職員の弁護士が、消費
者行政法の執行実務を解説する、画期的法律実務書。

365.8
ｼﾖｳ

1016393785

19 特定商取引法ハンドブック 齋藤雅弘／[ほ
か]著

日本評論社

2014.2

悪質業者による訪問販売などを取り締まる特定商取引法。紛争事例や行政処分の
分析、政省令・通達のみならず、最新の判例・学説も踏まえ、多数の具体的事例を想
定して詳しく解説。

673.3
ﾄｸﾃ

1016142588

20 Ｑ＆Ａ市民のための特定商取引法 村千鶴子／著
中央経済社

2017.4

消費者トラブルから身を守るための、特定商取引法の入門書。「訪問販売」「通信販
売」「連鎖販売取引」「訪問購入」「ネガティブオプション」などをめぐるトラブル事例とそ
の対処の仕方を、Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく解説する。

673.3
ﾑﾗ

1016459198

エシカル消費について

21
環境配慮行動の意思決定
プロセスの分析

村上一真／著
中央経済社

2016.8

環境を配慮した行動は、どのような意思決定プロセスを経て行われるのか。本書で
は、社会調査データを用いて定量分析を行い、環境問題の解決につながる実践的な
提言をまとめた。

331
ﾑﾗｶ

1018641694

22
消費社会の新潮流
ソーシャルな視点リスクへの対応

間々田孝夫／編
立教大学出版会

2015.3

現代の消費者はどう行動しているのか。「多様化する消費生活に関する調査」の多角
的な分析と理論研究の成果を問う。各章は現代消費社会の新局面を捉えることをめ
ざし、消費社会研究の分野で大きな意義をもつ１冊。

365
ﾏﾏﾀ

1018591097

23
特集： 「エシカル」で伸びる売上
（雑誌　リベラルタイム２０１６年２月号）

タイムライフ出版
社

1081361626

24
特集：倫理的消費：持続的可能な社会
へのアクション（雑誌　ＣＥＬ２０１２年１月号）

大阪ガスエネル
ギー・文化研究

所
1080994260
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