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参考３ 他法令における規制対象範囲の指定について 

 

平成２９年 ２月１５日 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 

 

１．目的 

 電気用品安全法（以下「電安法」という。）における電気用品の大括り化については、これまで、

対象の前提条件を整理するとともに対象範囲や型式の区分の見直し方針について検討を加え

てきたところ、本年度は具体的な制度設計を進め、政省令等の改正に向けた検討に寄与する

ことを目的として、他法令における品目指定や共通する除外品目規定の事例調査を実施した。 

 

２．ポジティブリスト及びネガティブリストの定義について 

 本資料では、規制対象範囲の指定の仕方について、「ポジティブリスト」及び「ネガティブリスト」

という単語を用いる。「ポジティブリスト」及び「ネガティブリスト」についての法制上の定義は存

在しないが、本資料においては、以下のように定義する。 

 ＜ポジティブリスト＞ 

対象を個別に指定又は法令等で定めた範囲を指定すること。 

 ＜ネガティブリスト＞ 

対象を個別に指定せず、法令等で定めた範囲以外の範囲を指定すること又は除外するも

のを指定し、それ以外を対象とすること。 

 

３．確認する項目について 

 現行の電安法は法第２条によって電気用品及び特定電気用品をポジティブリストとして規定

し、具体的品目（規制対象）は政令別表第一及び第二で規定している。一方、大括り化後の電

安法はポジティブリストの具体的品目を定めている政令別表第二の一部を「ネガティブリスト＋

除外条件」に改正することで、ポジティブリストとネガティブリストを併用した体系となっている。

以上の電安法の法体系と比較するため、他法令の調査にあたっては、以下の項目を確認する

こととした。 

 規制対象（ネガティブリスト）を定めている法令レベル及びその概要 
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 除外条件を定めている法令レベル及びその概要 

 

４．調査する他法令について 

 電安法の大括り化はポジティブリストからネガティブリストに改正する形であるため、他法令

の調査においてもポジティブリストからネガティブリストに改正した法令を優先して調査すること

とした。その上で、比較として初めからネガティブリストを採用している法令についてもいくつか

取り上げた。具体的に調査した他法令は以下のとおり。 

(1) ポジティブリストからネガティブリストに改正した法令 

① 食品衛生法 

② 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

③ 特定商取引に関する法律 

(2) 初めからネガティブリストを採用している法令 

① 消費生活用製品安全法 

② 食品衛生法 

③ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

④ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

 

５．結果 

 他法令の調査結果は以下のとおり。なお、調査結果の一覧表を別紙１に、関係条文の抜粋を

別紙２にそれぞれまとめた。 

 

(1) ① 食品衛生法 

 当該法令は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置

を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護

を図ることを目的としている。様々な規制等を定めているが、ポジティブリストからネガティブリ

ストに改正した部分の規制については以下のとおり。 

 

A) 規制内容 

基準を超えて農薬等が残留する食品の販売等を禁止 
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B) ポジティブリストからネガティブリストへの改正年 

平成１５年 

C) ネガティブリスト化の背景 

ポジティブリストの規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、

その食品の販売を禁止するなどの措置を行うことができなかった。ネガティブリスト化すること

により、残留基準が設定されていない無登録農薬が残留している事例などについて規制する

ことができるようになる。 

D) 規制の枠組み 

「二段構えの規制＋除外物質をリスト化」という枠組みとなっている。 

二段構えの規制とは、「残留基準」と「一律基準」による規制である。残留基準とは、個別の

農薬等に設定された基準値であり、ポジティブリストである。一律基準とは、残留基準が設定さ

れていない農薬等に一律に適用される基準値であり、これがネガティブリストとなる。つまり、

まずはポジティブリスト（残留基準）で規制し、そこから漏れた農薬等に関してはネガティブリス

ト（一律基準）で規制するという形をとっている。 

その上で、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの」を除外物質として厚生

労働大臣が指定している。 

E) 規制の枠組みにおける電安法との差異 

当該法令ではポジティブリストとネガティブリストを併用して全体の規制を行っており、この点

は電安法の大括り化と同じである。一方、除外条件について当該法令は“個別物質を指定”し

ており、除外条件の定め方は電安法の大括り化と異なる（電安法の大括り化では除外製品の

“範囲を指定”している）。 

F) 法令レベル 

法第１１条第１項でポジティブリストを規定（具体的物質及び残留基準は告示で規定） 

法第１１条第３項でネガティブリストを規定（一律基準は告示で規定） 

法第１１条第３項で除外物質を規定（具体的物質は告示で規定） 

 

(1) ② 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

 当該法令は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業

の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣
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労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的としている。様々な規制等を定め

ているが、ポジティブリストからネガティブリストに改正した部分の規制については以下のとお

り。 

 

A) 規制内容 

労働者の派遣の許可（派遣許可する業務に対して規制をかけている） 

B) ポジティブリストからネガティブリストへの改正年 

平成１１年 

C) ネガティブリスト化の背景 

派遣労働という就業形態をあえて求める労働者の増加や、即座に業務に対応できる派遣労

働者の活用を求める企業のニーズに対応する必要があり、常用雇用の代替のおそれが少な

いと考えられる臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策としてネガティブリスト化を行

った。 

※元々、終身雇用という日本の雇用慣習があり、これを維持するため派遣労働は原則禁止で

限定的に許可されていた（ポジティブリスト）。しかし、上記背景により、派遣労働を原則認め

ることとなった（ネガティブリスト）。ただし、日本の雇用慣習を維持（常用雇用の代替を防止）

するため、元々派遣労働が許可されていた業務以外の業務については派遣期間の制限が

導入された。 

D) 規制の枠組み 

労働者派遣の禁止・許可という観点だけで見ると、単純に「禁止業務を指定」という枠組みと

なっている。 

ただし、日本の雇用慣習を維持（常用雇用の代替を防止）するため、業務によって派遣期間

を設けたり設けなかったり等、細かいレベルまで見ると複雑な枠組みになっている。 

E) 規制の枠組みにおける電安法との差異 

当該法令では（労働者派遣の禁止・許可という観点だけで見た場合は）ネガティブリストのみ

で規制を行っており、ポジティブリストとネガティブリストを併用する電安法の大括り化とは異な

る。一方、除外条件（禁止業務）について当該法令は“範囲を指定”しており、除外条件の定め

方は電安法の大括り化と同じである。 

しかし、最大の相違点は、当該法令のネガティブリスト化は“規制緩和”で、電安法のネガテ
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ィブリスト化（大括り化）は規制対象製品の拡大という点では“規制強化”である点である。 

F) 法令レベル 

法第４条第１項でネガティブリストを規定 

法第４条第１項で除外条件（禁止業務）を規定（一部は政令で規定） 

 

(1) ③ 特定商取引に関する法律 

 当該法令は、特定商取引（訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取

引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をい

う。以下同じ。）を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購

入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって

国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。様々な規制等を定めているが、ポジ

ティブリストからネガティブリストに改正した部分の規制については以下のとおり。 

 

A) 規制内容 

訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売について規制（義務、禁止行為等を規定） 

B) ポジティブリストからネガティブリストへの改正年 

平成２０年 

C) ネガティブリスト化の背景 

ポジティブリスト方式では、基本的に「既にトラブルがあるもの・既に存在しているもの」しか

規制の対象とできないが、近年の市場環境の変化（商品や役務の開発が加速化し、また提供

方式が複雑化している状況）が進展すればするほど、こうした変化を追い続けることが困難と

なってきた。また、法の規制対象とはならない商品等に悪質事業者が目を付ける傾向がある。

そのため、消費者被害の未然防止をより一層図るため、全ての商品・役務について、原則とし

て規制対象とした上で、必要に応じて適用除外を設ける方式を採る必要があると判断された。 

D) 規制の枠組み 

単純に「適用除外の商品・役務を指定」という枠組みとなっている。 

E) 規制の枠組みにおける電安法との差異 

当該法令ではネガティブリストのみで規制を行っており、ポジティブリストとネガティブリストを

併用する電安法の大括り化とは異なる。一方、除外条件について当該法令は“範囲を指定”し
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ており、除外条件の定め方は電安法の大括り化と同じである。 

F) 法令レベル 

法第２条第１～３項でネガティブリストを規定 

法第２６条で除外条件を規定（一部は政令で規定） 

 

(2) ① 消費生活用製品安全法 

 当該法令は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図る

ため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併

せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護

することを目的としている。様々な規制等を定めているが、今回ネガティブリストとして取り上げ

る部分の規制については以下のとおり。 

 

A) 規制内容 

消費生活用製品について、重大製品事故が発生した際の国への報告を義務付け 

B) 規制の枠組み 

単純に「除外製品を指定」という枠組みとなっている。 

C) 規制の枠組みにおける電安法との差異 

当該法令ではネガティブリストのみで規制を行っており、ポジティブリストとネガティブリストを

併用する電安法の大括り化とは異なる。一方、除外条件について当該法令は“範囲を指定”し

ており、除外条件の定め方は電安法の大括り化と同じである。ただし、当該法令で指定してい

るのは“法令等で定めた範囲のみ”であり、“法令等で定めた範囲以外の範囲”も除外条件とし

て指定している電安法の大括り化とは差異がある。 

D) 法令レベル 

法第２条第１項でネガティブリストを規定 

法別表で除外製品を規定（一部は政令で規定） 

 

(2) ② 食品衛生法 

 当該法令は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置

を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護
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を図ることを目的としている。様々な規制等を定めているが、今回ネガティブリストとして取り上

げる部分の規制については以下のとおり。 

 

A) 規制内容 

食品に対する衛生上の観点からの販売規制（腐敗物、有毒物の販売禁止等） 

B) 規制の枠組み 

単純に「除外品を指定」という枠組みとなっている。 

C) 規制の枠組みにおける電安法との差異 

当該法令ではネガティブリストのみで規制を行っており、ポジティブリストとネガティブリストを

併用する電安法の大括り化とは異なる。一方、除外条件について当該法令は“範囲を指定”し

ており、除外条件の定め方は電安法の大括り化と同じである。ただし、当該法令で指定してい

るのは“法令等で定めた範囲のみ”であり、“法令等で定めた範囲以外の範囲”も除外条件とし

て指定している電安法の大括り化とは差異がある。 

D) 法令レベル 

法第４条第１項でネガティブリストを規定 

法第４条第１項で除外品を規定 

 

(2) ③ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

 当該法令は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業

の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣

労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的としている。様々な規制等を定め

ているが、今回ネガティブリストとして取り上げる部分の規制については以下のとおり。 

 

A) 規制内容 

日雇労働者についての労働者派遣の禁止 

 

B) 規制の枠組み 

単純に「除外業務を指定」という枠組みとなっている。 

C) 規制の枠組みにおける電安法との差異 
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当該法令ではネガティブリストのみで規制を行っており、ポジティブリストとネガティブリストを

併用する電安法の大括り化とは異なる。一方、除外条件について当該法令は“範囲を指定”し

ており、除外条件の定め方は電安法の大括り化と同じである。ただし、当該法令で指定してい

るのは“法令等で定めた範囲のみ”であり、“法令等で定めた範囲以外の範囲”も除外条件とし

て指定している電安法の大括り化とは差異がある。 

D) 法令レベル 

法第３５条の４第１項でネガティブリストを規定 

法第３５条の４第１項で除外業務を規定（具体的業務は政令で規定） 

 

(2) ④ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

 当該法令は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性

及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のた

めに必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその

必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置

を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的としている。様々な規制等を定めている

が、今回ネガティブリストとして取り上げる部分の規制については以下のとおり。 

 

A) 規制内容 

医薬品、医薬部外品及び化粧品に対する製造販売の規制 

B) 規制の枠組み 

医薬品及び医薬部外品は「ポジティブリスト＋ネガティブリスト＋除外品を指定」という枠組

みとなっている。 

化粧品は単純に「除外品を指定」という枠組みとなっている。 

C) 規制の枠組みにおける電安法との差異 

当該法令では医薬品及び医薬部外品についてポジティブリストとネガティブリストを併用して

全体の規制を行っており、この点は電安法の大括り化と同じである。一方、化粧品については

ネガティブリストのみで規制を行っており、ポジティブリストとネガティブリストを併用する電安法

の大括り化とは異なる。 

また、当該法令では医薬品、医薬部外品及び化粧品の除外条件について“範囲を指定”して
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おり、除外条件の定め方は電安法の大括り化と同じである。 

D) 法令レベル 

法第２条第１項で医薬品のポジティブリスト、ネガティブリスト及び除外品を規定 

法第２条第２項で医薬部外品のポジティブリスト、ネガティブリスト及び除外品を規定 

法第２条第３項で化粧品のネガティブリスト及び除外品を規定 

 

６．まとめ 

 電安法の大括り化における法体系上の特徴は、①ポジティブリストからネガティブリストへの

改正、②ポジティブリストとネガティブリストを併用、③除外条件は範囲を指定（法令等で定めた

範囲以外の範囲を含む）、④政令でネガティブリスト及び除外条件を規定という点が挙げられ

る。 

 ①については、食品衛生法等、複数の法令において前例があり、必要に応じてポジティブリ

ストからネガティブリストへの改正を行うことはあり得ることを示している。 

 ②については、食品衛生法や薬機法ではポジティブリストとネガティブリストを併用して全体

を規制しており、電安法の大括り化と同様の規制方法である。 

 ③については、調査した他法令では様々な規定方法（個別具体的に指定する方法、法令等で

定めた範囲のみ指定する方法、法令等で定めた範囲以外の範囲も指定する方法）があり、電

安法の大括り化における除外条件の規定方法が特殊ということはない。 

 ④については、調査した他法令はすべて法律でネガティブリスト及び除外条件を規定※１して

おり、政令でネガティブリスト及び除外条件を規定する電安法の大括り化※２とは大きく異なって

いた。 

 以上より、④においてのみ、電安法の大括り化が他法令のネガティブリスト及び除外条件に

おける法体系とは異なることが明らかとなった。法律と政令のどちらで規定したとしても遵守し

なければならないことに変わりはないが、国民主権の観点においては国会で制定される法律

と閣議で制定される政令ではその意味合いは大きく異なる。電安法の大括り化は電気用品の

範囲を広げることになる規制強化の面があり、国民の活動を制限する大括り化をどの法令レベ

ルで規定することが適切なのかについては今後の検討課題であると思われる。 

 なお、本調査結果は大括り化検討ＷＧで重ねてきた政令以下の改正内容についての検討結

果を否定するものではなく、これまでの大括り化検討ＷＧでの検討結果の上に今後の法令レ
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ベルの検討が加えられて電安法の大括り化の法体系が構築されるものと考えている。 

 

※１ 一部を政令で規定しているパターンや、具体的な内容を政令や告示で定めているパターンもあるが、ネ

ガティブリスト及び除外条件そのものは法律で規定している。 

※２ 電安法第２条第１項で電気用品の定義が規定されており、具体的内容を政令で定めることが規定されて

いる。このことから、大括り化後も法律で電気用品が規定されている（具体的内容は政令で規定）と言え

なくもないが、同法第２条第１項はポジティブリストであることを前提として制定された条文であり、ネガ

ティブリスト化（大括り化）された後の根拠条文とするのが適切かどうかは慎重に検討する必要がある。 
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（1）ポジティブリストからネガティブリストに改正した法令との比較 

 電気用品安全法の大括り化 食品衛生法 労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律 

特定商取引に関する法律  

規制内容 ・電気用品の販売等を規制 ・基準を超えて農薬等が残留す

る食品の販売等を禁止 

・労働者の派遣の許可（派遣許

可する業務に対して規制をかけ

ている） 

・訪問販売、通信販売及び電話

勧誘販売について規制（義務、

禁止行為等を規定） 

 

規制の枠組

み 

・ポジティブリストとネガティブリ

ストを併用 

・除外対象は範囲を指定 

・ポジティブリストとネガティブリ

ストを併用 

・除外対象は個別に指定 

・ネガティブリストのみ採用 

・除外対象は範囲を指定 

・ネガティブリストのみ採用 

・除外対象は範囲を指定 

 

法令レベル ・法第２条でポジティブリストを

規定（具体的品目は政令で規

定） 

・政令別表第二でネガティブリス

ト及び除外条件を規定（詳細な

解釈は通達で規定） 

・法第１１条第１項でポジティブリ

ストを規定（具体的物質は告示

で規定） 

・法第１１条第３項でネガティブリ

スト及び除外物質を規定（除外

対象の具体的物質は告示で規

定） 

・法第４条第１項でネガティブリ

スト及び除外条件（禁止業務）を

規定（禁止業務の一部は政令で

規定） 

・法第２条第１～３項でネガティ

ブリストを規定 

・法第２６条で除外条件を規定

（一部は政令で規定） 

 

 

 

別紙１ 
他法令の調査結果一覧表 
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（2）初めからネガティブリストを採用している法令との比較 

 電気用品安全法の大括り化 消費生活用製品安全法 食品衛生法 労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律 

医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関

する法律 

規制内容 ・電気用品の販売等を規制 ・消費生活用製品について、重

大製品事故が発生した際の国

への報告を義務付け 

・食品に対する衛生上の観点か

らの販売規制（腐敗物、有毒物

の販売禁止等） 

・日雇労働者についての労働者

派遣の禁止 

・医薬品、医薬部外品及び化粧

品に対する製造販売の規制 

規制の枠組

み 

・ポジティブリストとネガティブリ

ストを併用 

・除外対象は範囲を指定 

・ネガティブリストのみ採用 

・除外対象は法令等で定めた範

囲のみ指定 

・ネガティブリストのみ採用 

・除外対象は法令等で定めた範

囲のみ指定 

・ネガティブリストのみ採用 

・除外対象は法令等で定めた範

囲のみ指定 

・医薬品及び医薬部外品はポジ

ティブリストとネガティブリストを

併用 

・化粧品はネガティブリストのみ

採用 

・除外対象は範囲を指定 

法令レベル ・法第２条でポジティブリストを

規定（具体的品目は政令で規

定） 

・政令別表第二でネガティブリス

ト及び除外条件を規定（詳細な

解釈は通達で規定） 

・法第２条第１項でネガティブリ

ストを規定 

・法別表で除外製品を規定（一

部は政令で規定） 

・法第４条第１項でネガティブリ

スト及び除外品を規定 

・法第３５条の４第１項でネガテ

ィブリスト及び除外業務を規定

（除外対象の具体的業務は政令

で規定） 

・法第２条第１項及び第２項で医

薬品及び医薬部外品のポジティ

ブリスト、ネガティブリスト及び除

外品を規定 

・法第２条第３項で化粧品のネ

ガティブリスト及び除外品を規定 
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○食品衛生法 

第四条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律 （昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療

等製品は、これを含まない。 

 

第十一条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供す

る食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に

供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。  

３ 農薬（農薬取締法 （昭和二十三年法律第八十二号）第一条の二第一項 に規定する農薬をいう。次条にお

いて同じ。）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 （昭和二十八年法律第三十五号）第二条

第三項 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料（同条第二項 に規定す

る飼料をいう。）に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項 に規定する医薬品であつて動物のために使用さ

れることが目的とされているものの成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、

人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。）が、人

の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を

超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、

又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成

分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。 

 

  

他法令の関係条文抜粋 

別紙２ 
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◆食品衛生法関係告示（厚生労働省パンフレット「食品に残留する農薬等に関する新しい制度（ポジティブリ

スト制度）について」より抜粋） 
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○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。  

一 港湾運送業務（港湾労働法 （昭和六十三年法律第四十号）第二条第二号 に規定する港湾運送の業

務及び同条第一号 に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令

で定める業務をいう。）  

二 建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこ

れらの作業の準備の作業に係る業務をいう。）  

三 警備業法 （昭和四十七年法律第百十七号）第二条第一項 各号に掲げる業務その他その業務の実施

の適正を確保するためには業として行う労働者派遣（次節並びに第二十三条第二項、第四項及び第五

項において単に「労働者派遣」という。）により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業

務として政令で定める業務 

 

（日雇労働者についての労働者派遣の禁止）   

第三十五条の四 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経

験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者（日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する

労働者をいう。以下この項において同じ。）を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及

ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の

機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる

場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つては

ならない。 
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●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 

（法第四条第一項第一号の政令で定める業務）  

第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下「法」という。）第

四条第一項第一号の政令で定める業務は、港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第二条第一号に規

定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第二条第四項に規定するも

の（第三号において「特定港湾」という。）において、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務と

する。  

一 港湾運送事業法第二条第一項に規定する港湾運送のうち、同項第二号から第五号までのいずれかに

該当する行為  

二 港湾労働法施行令（昭和六十三年政令第三百三十五号）第二条第一号及び第二号に掲げる行為 

三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおお

むね五百メートル（水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル）の範囲内におい

て厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫（船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送

に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」という。）へ

の搬入（上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第二条第三項

に規定する港湾運送関連事業のうち同項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三条第一号か

ら第四号までに掲げる事業又は倉庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）第二条第二項に規定する

倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者（以下この条において「特定港湾運送関係事業者」とい

う。）以外の者が行うものを除く。）、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨

物の特定港湾倉庫からの搬出（上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾

運送関係事業者以外の者が行うものを除く。）又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵

倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該

倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。  

四 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第一項に規定する道路運送車両若しくは鉄

道（軌道を含む。）（以下この号において「車両等」という。）により運送された貨物の特定港湾倉庫若しく

は上屋その他の荷さばき場への搬入（特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除

く。）又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬

出（特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。）。ただし、冷蔵倉庫の場合にあ

つては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属
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する荷さばき場への搬出を除く。  

 

（法第四条第一項第三号の政令で定める業務）  

第二条 法第四条第一項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務（当該業務について紹介予定派遣

をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第四十条の二第一項第四号又は第五号に該当する場合及

び第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保の

ためには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めら

れるものとして厚生労働省令で定める場所（へき地にあるものを除く。）である場合を除く。）とする。  

一 医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第十七条に規定する医業（医療法（昭和二十三年法律第二百

五号）第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所（厚生労働省令で定め

るものを除く。以下この条において「病院等」という。）、同法第二条第一項に規定する助産所（以下この

条において「助産所」という。）、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十八項に規定す

る介護老人保健施設（以下この条において「介護老人保健施設」という。）又は医療を受ける者の居宅

（以下この条において「居宅」という。）において行われるものに限る。）  

二 歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）第十七条に規定する歯科医業（病院等、介護老人保健施

設又は居宅において行われるものに限る。）  

三 薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）第十九条に規定する調剤の業務（病院等において行わ

れるものに限る。）  

四 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十

一条第二項に規定する業務（他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、

診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設又

は居宅において行われるもの（介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の

二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。）に限る。）  

五 栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）第一条第二項に規定する業務（傷病者に対する療養の

ため必要な栄養の指導に係るものであつて、病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるも

のに限る。）  

六 歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）第二条第一項に規定する業務（病院等、介護老人保健

施設又は居宅において行われるものに限る。）  
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七 診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号）第二条第二項に規定する業務（病院等、介護

老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。）  

八 歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）第二条第一項に規定する業務（病院等において行われ

るものに限る。）  

２ 前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町

村とする。  

一 離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として

指定された離島の区域  

二 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美群島の区域  

三 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和三十七年法律

第八十八号）第二条第一項に規定する辺地  

四 山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域 

五 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第四条第一項に規定する小笠原諸

島の地域  

六 過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第二条第一項に規定する過疎地域 

七 沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三号に規定する離島の地域 

 

（法第三十五条の四第一項の政令で定める業務等）  

第四条 法第三十五条の四第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。  

一 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守（これらに先行し、後続し、その

他これらに関連して行う分析を含む。）又はプログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を

得ることができるように組み合わされたものをいう。第十七号及び第十八号において同じ。）の設計、作

成若しくは保守の業務  

二 機械、装置若しくは器具（これらの部品を含む。以下この号及び第十八号において「機械等」という。）又

は機械等により構成される設備の設計又は製図（現図製作を含む。）の業務  

三 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器（第十七号において「事務用機器」という。）

の操作の業務  

四 通訳、翻訳又は速記の業務 
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五 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にあ

る者の秘書の業務  

六 文書、磁気テープ等のファイリング（能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つ

てする文書、磁気テープ等の整理（保管を含む。）をいう。以下この号において同じ。）に係る分類の作成

又はファイリング（高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。）の業務  

七 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該

調査の結果の整理若しくは分析の業務  

八 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務 

九 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引

換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成（港湾運送事業法第二条第一項

第一号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法（昭和四十二年法律第百二十二号）第二条第一

号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。）の業務  

十 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術

又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務  

十一 旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務

（旅行者に同行して行うものに限る。）若しくは同法第四条第一項第四号に規定する企画旅行以外の旅

行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務（以下この号において「旅程管理業務等」とい

う。）、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務（車両、船舶又は航空

機内において行う案内の業務を除く。）又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設け

られた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの

提供の業務  

十二 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務 

十三 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若し

くは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の

業務（第一号及び第二号に掲げる業務を除く。）  

十四 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又

は立案の業務（労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。）  

十五 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務 
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十六 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用するこ

とを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務（建築物内における照明器具、家具等の

デザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務（法第四条第一項第二号に規定する建設

業務を除く。）を除く。）  

十七 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログ

ラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務  

十八 顧客の要求に応じて設計（構造を変更する設計を含む。）を行う機械等若しくは機械等により構成さ

れる設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商

品（金融商品の販売等に関する法律（平成十二年法律第百一号）第二条第一項に規定する金融商品の

販売の対象となるものをいう。）に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約（これに類

する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。）についての

申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務  
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○特定商取引に関する法律 

第二条 この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。  

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という。）が営業所、代理店その他

の主務省令で定める場所（以下「営業所等」という。）以外の場所において、売買契約の申込みを受け、

若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約（以下「役

務提供契約」という。）の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供  

二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業

所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者（以下「特定顧客」という。）から売買契

約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定

顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供  

２ この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の

主務省令で定める方法（以下「郵便等」という。）により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う

商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。  

３ この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、

電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供

契約の締結についての勧誘（以下「電話勧誘行為」という。）により、その相手方（以下「電話勧誘顧客」とい

う。）から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等によ

り締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等

により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。 

 

（適用除外）  

第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当

するものについては、適用しない。  

一 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供

契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供

を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供  

二 本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供 

三 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供 
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四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供（その団体が構成員以外の

者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提

供を含む。） 

イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会 

ロ 国家公務員法 （昭和二十二年法律第百二十号）第百八条の二 又は地方公務員法 （昭和二十五年

法律第二百六十一号）第五十二条 の団体 

ハ 労働組合 

五 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供  

六 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売 

七 弁護士が行う弁護士法 （昭和二十四年法律第二百五号）第三条第一項 に規定する役務の提供及び

同法第三十条の二 に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項 又は第三十条の五 に規定する

役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 （昭和六十一年法律第六

十六号）第二条第三号 に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項 、第五条第一項、第五

条の二第一項又は第五条の三に規定する役務の提供及び同法第二条第三号の二 に規定する外国法

事務弁護士法人が行う同法第五十条の五 に規定する役務の提供  

八 次に掲げる販売又は役務の提供 

イ 金融商品取引法 （昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項 に規定する金融商品取引業者が

行う同条第八項 に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第十二項 に規定する金融商品仲介

業者が行う同条第十一項 に規定する役務の提供、同項 に規定する登録金融機関が行う同法第三

十三条の五第一項第三号 に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第七十九条の十 に規定す

る認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項 に規定する役務の提供及び同法第二条

第三十項 に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項 又は第百五十六条の

二十七第一項 に規定する役務の提供 

ロ 宅地建物取引業法 （昭和二十七年法律第百七十六号）第二条第三号 に規定する宅地建物取引業

者（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 （昭和十八年法律第四十三号）第一

条第一項 の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する宅地建

物取引業を営むものを含む。）が行う宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する商品の販売又は

役務の提供 
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ハ 旅行業法 （昭和二十七年法律第二百三十九号）第六条の四第一項 に規定する旅行業者及び同条

第三項 に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項 に規定する役務の提供 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販

売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の

相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することがで

きると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの 

２ 第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結

後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘

販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合（主務省令で定める場合に

限る。）については、適用しない。  

３ 第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するも

のについては、適用しない。  

一 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は

役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は

役務として政令で定めるものの販売又は提供  

二 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれが

ある役務として政令で定める役務の提供  

４ 第九条及び第二十四条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の

場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。  

一 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五

条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により

価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を

消費したとき（当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費

させた場合を除く。）。  

二 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五

条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが

難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡され

たとき。  
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三 第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは指定

権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。  

５ 第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。  

一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約

を締結することを請求した者に対して行う訪問販売  

二 販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役

務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結す

ることが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認め

られる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売  

６ 第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しな

い。  

一 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために

電話をかけることを請求した者（電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。）

に対して行う電話勧誘販売  

二 販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは指定権利若しくは役務につき当該

売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務

提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利

益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売  

７ 第十条及び前条の規定は、割賦販売（割賦販売法 （昭和三十六年法律第百五十九号）第二条第一項 に

規定する割賦販売をいう。以下同じ。）で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しな

い。  

８ 第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等（割賦販売、割賦販売法第二条第二項 に規定するローン

提携販売、同条第三項 に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項 に規定する個別信用購入あ

つせんに係る販売をいう。次項において同じ。）で通信販売に該当するものについては、適用しない。  

９ 第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 
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●特定商取引に関する法律施行令 

（他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供）  

第五条 法第二十六条第一項第八号 ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又

は役務の提供とする。 

 

（契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等）  

第六条 法第二十六条第二項 の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供

事業者が営業所等（法第二条第一項第一号 に規定する営業所等をいう。以下この条及び第十六条の三第

四号において同じ。）以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込

みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。  

一 海上運送法 （昭和二十四年法律第百八十七号）第十九条の六の二 又は第二十条第二項 に規定す

る事業として行う役務の提供  

二 飲食店において飲食をさせること。 

三 あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。 

四 カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。 

 

第六条の二 法第二十六条第三項第一号 の政令で定める商品は、自動車（二輪のものを除く。以下この条

において同じ。）とし、同号 の政令で定める役務は、自動車の貸与（当該貸与を受ける者が道路運送法 

（昭和二十六年法律第百八十三号）第八十条第一項 ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車

を使用する場合に限る。）とする。  

 

第六条の三 法第二十六条第三項第二号 の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。  

一 電気事業法 （昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第八号 イ又はロに規定する役務の提供  

二 ガス事業法 （昭和二十九年法律第五十一号）第二条第一項 又は第三項 に規定する役務の提供 

三 熱供給事業法 （昭和四十七年法律第八十八号）第二条第二項 に規定する役務の提供 

四 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供 

 

第六条の四 法第二十六条第四項第一号 の政令で定める商品は、別表第三に掲げる商品とする。 
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（申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額）  

第七条 法第二十六条第四項第三号 の政令で定める金額は、三千円とする。 

 

（適用除外される訪問販売の取引の態様）  

第八条 法第二十六条第五項第二号 の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様

とする。  

一 現に店舗において販売を行つている販売業者（以下「店舗販売業者」という。）又は現に店舗において

役務の提供を行つている役務提供事業者（以下「店舗役務提供事業者」という。）が定期的に住居を巡回

訪問し、商品若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約

の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこ

れを締結して行う販売又は役務の提供  

二 店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客（当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供

の事業に関して、取引（当該取引について法第四条 、第五条若しくは第九条第六項の規定に違反する

行為又は法第七条第一号 若しくは第三号 に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以

後において法第九条の二第一項 各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第

三条の二第二項 若しくは第六条第一項 から第三項 までの規定に違反する行為又は法第七条第二号 

に掲げる行為があつたものを除く。）のあつた者に限る。）に対してその住居を訪問して行う販売又はそ

の住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供  

三 店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係に

ある顧客（当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき

取引（当該取引について法第四条 、第五条若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条

第一号 若しくは第三号 に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条

の二第一項 各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項 若し

くは第六条第一項 から第三項 までの規定に違反する行為又は法第七条第二号 に掲げる行為があつ

たものを除く。）のあつた者に限る。）に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役

務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供  

四 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所（以下単に「事業所」という。）に所属す

る者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若し

くは役務提供契約を締結して行う役務の提供（その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うもの
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に限る。）  

 

（電話をかけることを請求させる行為）  

第九条 法第二十六条第六項第一号 の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置

を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘

販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話

をかけることを請求させる行為とする。  

 

（適用除外される電話勧誘販売の取引の態様）  

第十条 法第二十六条第六項第二号 の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続

的取引関係にある顧客（当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の

取引（当該取引について法第十八条 から第二十条 まで若しくは第二十四条第六項 の規定に違反する行

為又は法第二十二条第一号 に掲げる行為がなかつたものに限り、法第十七条 若しくは第二十一条 の規

定に違反する行為又は法第二十二条第二号 に掲げる行為があつたものを除く。）のあつた者に限る。）に

対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当

該売買契約の申込みを郵便等（法第二条第二項 に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。）に

より受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便

等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。 

 

別表第二（第五条、第五条の二関係）   

一 軌道法（大正十年法律第七十六号）第四条に規定する軌道経営者が同法第三条に規定する事業として行

う役務の提供 

二 無尽業法（昭和六年法律第四十二号）第二条第一項の免許を受けた無尽会社が行う同法第一条に規定

する役務の提供及び同法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記

以外の部分に規定する役務の提供 

三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受け

た同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として

行う役務の提供及び同法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以

外の部分に規定する役務の提供 
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四 農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代

理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十二条の四第一項において準用する同条第

二項の規定により読み替えられた銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第五十二条の四十二第一項に規

定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供（同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として

行うものを除く。）及び農業協同組合法第九十二条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同

条第五項第一号に規定する役務の提供 

五 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第三十六項に規定する信用格付業者が行う同

条第三十五項に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業

者が行う同項に規定する役務の提供（同項第五号、第六号、第九号から第十二号まで及び第十五号に掲げる

もの並びに同法第二条第八項に規定する金融商品取引業として行うものを除く。）又は同法第三十五条第一

項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第六十三条第五項に規定する特例業務届

出者が行う同条第一項に規定する役務の提供及び同法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争

解決機関が行う同条第十一項に規定する役務の提供 

六 公認会計士が行う公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第二条第一項又は第二項に規定する役

務の提供、同法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士が行う同法第二条第一項又は第二項に規

定する役務の提供及び同法第三十四条の二の二第一項に規定する監査法人が同法第三十四条の五に規定

する業務として行う役務の提供（同条第二号に掲げるものを除く。） 

七 水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第百二十一条の二第三項に規定する特定信用

事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第百二十一条の四第一項において準用す

る同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商

品の販売若しくは役務の提供（同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。）及び水

産業協同組合法第百二十一条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第五項第一号に

規定する役務の提供 

七の二 中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第六十九条の二第一項第八号に規定す

る指定紛争解決機関が行う同条第六項第一号に規定する役務の提供 

八 協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第六条の三第三項に規定す

る信用協同組合代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第六条の五第一項において準

用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供（同項に

規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。） 
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九 海上運送法第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項に規定する一般旅客定期航路事業者が同

法第二条第五項に規定する事業として行う役務（同法第十九条の四第一項に規定する事業として行う役務を

除く。）の提供及び同法第二十一条第一項の許可を受けた同法第二十一条の二に規定する旅客不定期航路

事業者が同法第二十一条第一項に規定する事業として行う役務の提供 

十 放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二十六号に規定する放送事業者が行う同条第一号

に規定する役務の提供 

十一 司法書士が行う司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）第三条第一項に規定する役務の提供

及び同法第二十六条に規定する司法書士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提

供 

十二 土地家屋調査士が行う土地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八号）第三条第一項に規定

する役務の提供及び同法第二十六条に規定する土地家屋調査士法人が同法第二十九条第一項に規定する

業務として行う役務の提供 

十三 商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第二十三項に規定する商品先物取引業

者が行う同条第二十二項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第二十九項に規定する商品先物

取引仲介業者が行う同条第二十八項に規定する役務の提供 

十四 行政書士が行う行政書士法（昭和二十六年法律第四号）第一条の二第一項又は第一条の三に規定す

る役務の提供及び同法第十三条の三に規定する行政書士法人が同法第十三条の六に規定する業務として

行う役務の提供 

十五 道路運送法第四条第一項の許可を受けた同法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送

事業者が同法第三条第一号に規定する事業として行う役務の提供 

十六 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事

業者が行う自動車の点検又は整備 

十七 税理士が行う税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第二条第一項若しくは第二項又は第二条

の二第一項に規定する役務の提供及び同法第四十八条の二に規定する税理士法人が同法第四十八条の五

に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十八条の六に規定する役務の提供 

十八 信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業

者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二

条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供（同項に規定する内閣総理大臣

の承認を受けた業務として行うものを除く。）及び信用金庫法第八十五条の四第一項第八号に規定する指定
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紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供 

十九 内航海運業法（昭和二十七年法律第百五十一号）第七条第一項に規定する内航海運業者が行う同法

第二条第二項に規定する役務の提供 

二十 長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）第二条に規定する長期信用銀行が行う同法第六

条第一項から第三項まで若しくは第八条に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第六条第二項

若しくは第三項若しくは第六条の二に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第十六

条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第十七

条において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務

の提供（同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。）及び長期信用銀行法第十

六条の八第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提

供 

二十一 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が行

う同法第二条第十八項に規定する役務の提供、同法第百二十六条第一項に規定する外国人国際航空運送事

業者が行う同法第百二十九条第一項に規定する役務の提供及び同法第百三十条の二の許可を受けた者が

行う同条に規定する役務の提供 

二十二 労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理

業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十四条第三項において準用する同条第四項の

規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは

役務の提供（同項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。）及

び労働金庫法第八十九条の五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分

に規定する役務の提供 

二十三 倉庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）第七条第一項に規定する倉庫業者が行う同法第二条

第二項に規定する役務の提供 

二十四 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百十五条に規定する国民年金基金が行う同法第

百二十八条第一項に規定する役務の提供 

二十五 割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん

業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別

信用購入あつせん業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供 

 



 

31 

 

二十六 社会保険労務士が行う社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項又は第二

条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人が同法第二

十五条の九第一項に規定する業務として行う役務の提供又は同法第二十五条の九の二に規定する役務の

提供 

二十七 積立式宅地建物販売業法（昭和四十六年法律第百十一号）第二条第四号に規定する積立式宅地建

物販売業者が行う同条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供 

二十八 削除 

二十九 銀行法第二条第一項に規定する銀行が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する商品の販

売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う商品の販売若しく

は役務の提供、同法第二条第十五項に規定する銀行代理業者が行う同条第十四項に規定する役務の提供

又は同法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供（同項に規定

する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。）、同法第二条第十七項に規定する指定紛争解

決機関が行う同条第二十一項に規定する役務の提供及び同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店

が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一

条若しくは第十二条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供 

三十 削除 

三十一 貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第二条第二項に規定する貸金業者が行う同条第一項に

規定する役務の提供及び同条第十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二十二項に規定する役

務の提供 

三十二 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う

同条第四号に規定する役務の提供 

三十三 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第七条第一項に規定する鉄道事業者が同法第二条第

一項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第三十四条の二第一項に規定する索道事業者が行う同

法第二条第五項に規定する役務の提供 

三十四 貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事

業者が行う同法第二条第七項に規定する役務の提供及び同法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利

用運送事業者が行う同法第二条第八項に規定する役務の提供 

三十五 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送

事業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供及び同法第三十六条第一項に規定する貨物軽自動
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車運送事業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供 

三十六 削除 

三十七 商品投資に係る事業の規制に関する法律（平成三年法律第六十六号）第二条第四項に規定する商

品投資顧問業者が行う同条第三項に規定する役務の提供 

三十八 不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）第二条第五項に規定する不動産特定共同事業

者が行う同条第四項に規定する役務の提供 

三十九 保険業法第二条第二項に規定する保険会社が行う同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若し

くは第九十九条第二項（同法第二条第三項に規定する生命保険会社にあつては、同法第九十七条第一項、

第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項）に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は

同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う商品の

販売若しくは役務の提供、同法第二条第七項に規定する外国保険会社等（以下この号において単に「外国保

険会社等」という。）が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項

若しくは第九十九条第二項（同法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、同法第百九十

九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項）

に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一

項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提

供、同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者が同法第二百七十二条の十一第一項又は第二項に

規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供、同法第二条第二十五項に規定する保険仲立

人が行う同項に規定する役務の提供、同条第二十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第四十項に

規定する役務の提供、同法第二百四十条第一項の規定により外国保険会社等とみなされる同法第二百十九

条第一項に規定する引受社員（同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人（以下この号において

単に「免許特定法人」という。）の社員である者に限る。以下この号において同じ。）が行う同法第百九十九条

において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項（同法第二百十九

条第四項に規定する特定生命保険業免許を受けた免許特定法人の引受社員にあつては、同法第百九十九

条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項）に

規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、

第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供

及び同法第二百七十六条に規定する特定保険募集人（同法第二条第十九項に規定する生命保険会社の役

員若しくは使用人又はこれらの者の使用人、同項に規定する生命保険会社の委託を受けた者の役員又は使
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用人、同条第二十二項に規定する少額短期保険業者の役員又は使用人及び同項に規定する少額短期保険

業者の委託を受けた者の役員又は使用人である者を除く。）が行う同法第二条第二十六項に規定する役務の

提供 

四十 資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第三項に規定する特定目的会社が行う

同条第二項に規定する役務の提供、同法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人が行う同項に規定する役

務の提供及び同法第二百二十四条に規定する原委託者が行う同法第二百八十六条第一項に規定する役務

の提供 

四十一 弁理士が行う弁理士法（平成十二年法律第四十九号）第四条、第五条第一項、第六条又は第六条の

二第一項に規定する役務の提供及び同法第三十七条第一項に規定する特許業務法人が行う同法第四十条

に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十一条に規定する役務の提供 

四十二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成十三年法律第五十七号）第二条第二項に規

定する自動車運転代行業者が行う同条第一項に規定する役務の提供 

四十三 削除 

四十四 農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代

理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十五条の四第一項において準用する同条第

二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売

若しくは役務の提供（同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。）及び農林中央金

庫法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二項に規定する役務の提供 

四十五 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第四号に

規定する認証紛争解決事業者が行う同条第三号に規定する役務の提供 

四十六 信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第二条第二項に規定する信託会社が行う同条第一項若し

くは第三項に規定する役務の提供又は同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務と

して行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第六項に規定する外国信託会社が行う同条第一項若し

くは第三項に規定する役務の提供又は同法第六十三条第二項において準用する同法第二十一条第一項若し

くは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第九項に規

定する信託契約代理店が行う同条第八項に規定する役務の提供及び同条第十項に規定する指定紛争解決

機関が行う同条第十四項に規定する役務の提供 

四十七 株式会社商工組合中央金庫が行う株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）第

二十一条第一項、第三項、第四項若しくは第七項若しくは第三十三条に規定する商品の販売若しくは役務の
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提供又は同法第二十一条第四項若しくは第七項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供 

四十八 電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第二項に規定する電子債権記録機関が同法第

五十七条に規定する事業又は業務として行う役務の提供 

四十九 資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第一項に規定する前払式支払手段

発行者が行う同法第三条第一項に規定する商品（当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。）の販

売又は役務の提供、同法第二条第三項に規定する資金移動業者が行う同条第二項に規定する商品の販売

又は役務の提供及び同条第八項に規定する指定紛争解決機関が行う同法第九十九条第一項各号列記以外

の部分に規定する役務の提供 

五十 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律（平成二十五年

法律第九十六号）第二条第十号に規定する特定適格消費者団体が同法第六十五条第二項に規定する業務と

して行う役務の提供 

 

別表第三 （第六条の四関係）  

一 動物及び植物の加工品（一般の飲食の用に供されないものに限る。）であつて、人が摂取するもの（医薬

品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五

号）第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。）を除く。） 

二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 

三 コンドーム及び生理用品 

四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤（医薬品を除く。） 

五 化粧品、毛髪用剤及び石けん（医薬品を除く。）、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴ク

リーム並びに歯ブラシ 

六 履物 

七 壁紙 

八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十一条に規定する配置販売

業者が配置した医薬品（薬事法の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十九号）附則第十条に規定する

既存配置販売業者が配置したものを含む。） 
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○消費生活用製品安全法 

（定義）  

第二条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品（別表に

掲げるものを除く。）をいう。 

 

別表（第二条関係）  

一 船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第二条第一項の規定の適用を受ける船舶 

二 食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第一項に規定する食品及び同条第二項に規定

する添加物並びに同法第六十二条第二項に規定する洗浄剤 

三 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等及び

第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等 

四 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に

規定する劇物 

五 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第一項に規定する道路運送車両 

六 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第四十一条に規定する容器 

七 武器等製造法（昭和二十八年法律第百四十五号）第二条第二項に規定する猟銃等 

八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五

号）第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品、同

条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品 

九 前各号に掲げるもののほか、政令で定める他の法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製

造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が発

生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの 
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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

（定義）  

第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。  

一 日本薬局方に収められている物 

二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具

等（機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム（電子計算機に対する指令であつて、

一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）及びこれを記録した記録媒

体をいう。以下同じ。）でないもの（医薬部外品及び再生医療等製品を除く。）  

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等

でないもの（医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。）  

２ この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。  

一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物（これらの使用目的のほかに、併せて前項第二

号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。）であつて機械器具等でないもの 

イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 

ロ あせも、ただれ等の防止 

ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 

二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的の

ために使用される物（この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために

使用される物を除く。）であつて機械器具等でないもの  

三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物（前二号に掲げる物を除く。）のうち、厚

生労働大臣が指定するもの  

３ この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪

を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされて

いる物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又

は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 

 

 

 

 


