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平成２８年２月１６日 
      

  
 

消費者庁は、本日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第６

条の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。 

弁護士法人アディーレ法律事務所が供給する債務整理・過払い金返還請求に係

る役務の表示について、景品表示法に違反する行為（同法第４条第１項第２号（有

利誤認）に該当）が認められました。 
 
 

１ 違反行為者の概要 

名  称 弁護士法人アディーレ法律事務所（法人番号 9013305001034） 

所 在 地 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号サンシャイン６０ 

  代 表 者 社員 石丸 幸人 

  設立年月 平成１７年４月 

 

２ 措置命令の概要 

 ⑴ 対象役務 

   債務整理・過払い金返還請求に係る役務 

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要 

  (ｱ) 表示媒体 

自社ウェブサイト 

(ｲ) 表示期間 

  ａ 平成２６年１１月４日から平成２７年８月１２日まで 

  ｂ 平成２５年８月１日から平成２６年１１月３日まで 

  ｃ 平成２２年１０月６日から平成２５年７月３１日まで 

(ｳ) 表示内容 

ａ 対象役務について、別表１「表示期間」欄記載の期間において、同

表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該期

間内において対象役務の提供を申し込んだ場合に限り、契約から９０日

以内に契約の解除を希望した場合に着手金を全額返金するかのように、

過払い金返還請求の着手金が無料又は値引きとなるかのように、及び借

入金の返済中は過払い金診断が無料となるかのように表示していた

（別紙１）。 
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    ｂ 対象役務について、別表２「表示期間」欄記載の期間において、同

表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該

期間内において対象役務の提供を申し込んだ場合に限り、過払い金返

還請求の着手金が無料又は値引きとなるかのように、及び借入金の返

済中は過払い金診断が無料となるかのように表示していた（別紙２）。 

    ｃ 対象役務について、別表３「表示期間」欄記載の期間において、同

表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該

期間内において対象役務の提供を申し込んだ場合に限り、過払い金返

還請求の着手金が無料又は値引きとなるかのように表示していた（別

紙３）。 

 

イ 実際 

   (ｱ) 上記ア(ｳ)ａについて、実際には、平成２６年１１月４日から平成２７

年８月１２日までの期間において、契約から９０日以内に契約の解除を

希望した場合に着手金を全額返金すること、過払い金返還請求の着手金

を無料又は値引きとすること、及び借入金の返済中は過払い金診断を無

料とすることを内容とするキャンペーンを実施していた。 

   (ｲ) 上記ア(ｳ)ｂについて、実際には、平成２５年８月１日から平成２６年

１１月３日までの期間において、過払い金返還請求の着手金を無料又は

値引きとすること、及び借入金の返済中は過払い金診断を無料とするこ

とを内容とするキャンペーンを実施していた。 

   (ｳ) 上記ア(ｳ)ｃについて、実際には、平成２２年１０月６日から平成２５

年７月３１日までの期間において、過払い金返還請求の着手金を無料又

は値引きとすることを内容とするキャンペーンを実施していた。 

 

⑶ 命令の概要等 

   今後、前記⑵の表示と同様の表示を行わないこと。 

   なお、弁護士法人アディーレ法律事務所は、景品表示法に違反する行為を

行った旨記載した「お詫びとお知らせ」と題する社告を日刊新聞紙２紙等に

掲載するとともに、表示等の管理を行う審査室を設置するなどの措置を採っ

ている。 

 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 担当者：小笠原、菱川、澤入 

電    話 ０３－３５０７－９２３９  

ホームページ http://www.caa.go.jp/ 
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表示例 ①（平成２６年１１月４日～同月３０日） 
 

 

 

翌月↓ 
 

表示例 ②（平成２６年１２月１日～平成２７年１月４日） 

 

 

 

１ヶ月間の表示 

（日付を変更） 

１ヶ月間の表示 

 
「今だけの期間限定

で「返金保証キャンペ

ーン」を実施いたしま

す！」等との記載 

 

 

「今だけの期間限定

で「返金保証キャンペ

ーン」を実施いたしま

す！」等との記載 
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表示例 ①（平成２５年８月１日～同年９月１日） 

 

 

 
翌月↓ 

 

表示例 ②（平成２５年９月２日～同月３０日） 

 

 

 

 

 

 

「期間限定で「笑顔満

点キャンペーン」を実

施いたします！」等と

の記載 

 
 

 
 

 
１ヶ月間の表示 

（日付を変更） 

１ヶ月間の表示 

 
 

「期間限定で「笑顔満

点キャンペーン」を実

施いたします！」等と

の記載 
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表示例 ①（平成２２年１０月６日～同年１１月５日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
翌月↓ 

 

表示例 ②（平成２２年１１月６日～同年１２月５日） 

 

 

 
 

１ヶ月間の表示 

 

 
１ヶ月間の表示 

（日付を変更） 

１ヶ月間の表示 

及び「１カ月間限

定」等との記載 
 

 

１ヶ月間の表示 

及び「１カ月間限

定」等との記載 
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別表１ 

表示期間 表示内容 
平成２６年１１月４日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「２０１４ １１／４○火→１１／３０○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年１２月１日から 
平成２７年１月４日まで 

・「法律相談実績１５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「２０１４ １２／１○月→２０１５ １／４○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
平成２７年１月５日から 
同年２月１日まで 

・「法律相談実績２０万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ １／５○月→２／１○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま
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表示期間 表示内容 
す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
平成２７年２月２日から 
同年３月１日まで 

・「法律相談実績２０万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ２／２○月→２０１５ ３／１○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
平成２７年３月２日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績２０万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ３／２○月→２０１５ ３／３１○火」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
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表示期間 表示内容 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
平成２７年４月１日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績２０万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ４／１○水→２０１５ ４／３０○木」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
平成２７年５月１日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ５／１○金→２０１５ ５／３１○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
平成２７年６月１日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
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表示期間 表示内容 
・「継続決定！」、「２０１５ ６／１○月→２０１５ ６／３０○火」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
平成２７年７月１日から 
同年８月２日まで 

・「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ７／１○水→２０１５ ８／２○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
平成２７年８月３日から 
同月１２日まで 

・「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ８／３○月→２０１５ ８／３１○月」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！
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表示期間 表示内容 
（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
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別表２ 

表示期間 表示内容 
平成２５年８月１日から 
同年９月１日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ ８／１○木▶９／１○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２５年９月２日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ ９／２○月▶９／３０○月」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２５年１０月１日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ １０／１○火▶１０／３１○木」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料
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表示期間 表示内容 
で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２５年１１月１日から 
同年１２月１日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ １１／１○金▶１２／１○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２５年１２月２日から 
平成２６年１月５日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ １２／２○月▶２０１４ １／５○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年１月６日から 
同年２月２日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ １／６○月▶２／２○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困
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表示期間 表示内容 
っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年２月３日から 
同年３月２日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ２／３○月▶３／２○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年３月３日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ３／３○月▶３／３１○月」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００

円（税込）となります。」等と記載。 
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表示期間 表示内容 
平成２６年４月１日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ４／１○火▶４／３０○水」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年５月１日から 
同年６月１日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ５／１○木▶６／１○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年６月２日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ６／２○月▶６／３０○月」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
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表示期間 表示内容 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年７月１日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ７／１○火▶７／３１○木」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年８月１日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ８／１○金▶８／３１○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年９月１日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ９／１○月▶９／３０○火」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ
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表示期間 表示内容 
ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００

円（税込）となります。」等と記載。 
平成２６年１０月１日から 
同年１１月３日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ １０／１○水▶１１／３○月」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困

っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャ

ンペーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）

に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００

円（税込）となります。」等と記載。 
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別表３ 

表示期間 表示内容 
平成２２年１０月６日から 
同年１１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１０年

１０月６日～１１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２２年１１月６日から 
同年１２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１０年

１１月６日～１２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２２年１２月６日から 
平成２３年１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１０年

１２月６日～２０１１年１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年１月６日から 
同年２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

１月６日～２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ
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表示期間 表示内容 
る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年２月６日から 
同年３月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

２月６日～３月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年３月６日から 
同年４月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

３月６日～４月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年４月６日から 
同年５月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

４月６日～５月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年５月６日から 
同年６月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

５月６日～６月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００
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表示期間 表示内容 
０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年６月６日から 
同年７月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

６月６日～７月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年７月６日から 
同年８月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

７月６日～８月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年８月６日から 
同年９月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

８月６日～９月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年９月６日から 
同年１０月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

９月６日～１０月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依
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表示期間 表示内容 
頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年１０月６日から 
同年１１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

１０月６日～１１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年１１月６日から 
同年１２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

１１月６日～１２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２３年１２月６日から 
平成２４年１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

１２月６日～２０１２年１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年１月６日から 
同年２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

１月６日～２月５日まで」 
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表示期間 表示内容 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年２月６日から 
同年３月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

２月６日～３月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年３月６日から 
同年４月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

３月６日～４月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年４月６日から 
同年５月６日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

４月６日～５月６日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年５月７日から 
同年６月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年
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表示期間 表示内容 
５月７日～６月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年６月６日から 
同年７月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

６月６日～７月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年７月６日から 
同年８月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

７月６日～８月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年８月６日から 
同年９月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

８月６日～９月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年９月６日から 
同年１０月８日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 
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表示期間 表示内容 
・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

９月６日～１０月８日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年１０月９日から 
同年１１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

１０月９日～１１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年１１月６日から 
同年１２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

１１月６日～１２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２４年１２月６日から 
平成２５年１月６日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

１２月６日～２０１３年１月６日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２５年１月７日から 
同年２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
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表示期間 表示内容 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

１月７日～２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２５年２月６日から 
同年３月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

２月６日～３月５日まで」 
・「期間 ２０１３年２月６日（水）～３月５日（火）の１カ月間限定」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２５年３月６日から 
同年４月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

３月６日～４月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２５年４月６日から 
同年５月６日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

４月６日～５月６日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２５年５月７日から ・「逃げ得は許さない！」 
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表示期間 表示内容 
同年６月５日まで ・「１ヵ月限定」 

・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

５月７日～６月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２５年６月６日から 
同月３０日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

６月６日～６月３０日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
平成２５年７月１日から 
同月３１日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

７月１日～７月３１日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２００

０円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のあ

る業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１

万円（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 

 （不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

 （措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定

に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為

が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その

他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている

場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

 

 

 

 

 

 

（参考１） 
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 （報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令又は前条第一項の規定による勧告を行

うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係

のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類そ

の他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関

して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書

類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 

 （権限の委任等） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者

庁長官に委任する。 

２～１１ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条の規定による権限の委任等に関する政令（抜

粋） 
（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政令で

定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号、第五条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第七条第二項並

びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（参考２） 
 
（参考２） 

 

景
品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（４条１項１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（４条１項２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（４条２項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優

良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定

めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を

求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示す表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（４条１項３号） 

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより

も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 
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別添 

 

消 表 対 第 １ ８ ９ 号 

平成２８年２月１６日 

 

弁護士法人アディーレ法律事務所 

社員 石丸 幸人 殿 

消費者庁長官 板東 久美子 

 （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第６条の規定に基づく措置命令 

貴法人は、貴法人が供給する債務整理・過払い金返還請求に係る役務（以下「本件役務」

という。）について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景

品表示法」という。）第４条第１項の規定により禁止されている同項第２号に該当する不当な

表示を行っていたので、同法第６条の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

貴法人は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、貴法人が、本件役務を

一般消費者に提供するに当たり、自らが運営するウェブサイトにおいて行った後記⑴、⑵

及び⑶の表示と同様の表示を行うことにより、当該役務の取引条件について、実際のもの

よりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をしてはならない。 

⑴ 実際には、平成２６年１１月４日から平成２７年８月１２日までの期間において、契

約から９０日以内に契約の解除を希望した場合に着手金を全額返金すること、過払い金

返還請求の着手金を無料又は値引きとすること、及び借入金の返済中は過払い金診断を

無料とすることを内容とするキャンペーンを実施していたにもかかわらず、例えば、平

成２７年８月３日から同月１２日までの間、「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周

年」、「返金保証キャンペーン」、「継続決定！」、「２０１５ ８／３○月→２０１５ ８／

３１○月」、「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎えました。

今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできるよう、今だけの期間限定

で「返金保証キャンペーン」を実施いたします！」、「３つのお約束」、「ＰＯＩＮＴ１ ご

満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！（９０日以内）」、「ＰＯＩＮＴ２ 借金

を完済した方は、過払い金返還の着手金が無料！」、「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、

相談前の過払い金診断が無料！」、「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，

当事務所に依頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の着

手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に対する過払い金返

還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円（税込）となります。」と記載するな



 

2 
 

ど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載すること

により、あたかも、当該期間内において本件役務の提供を申し込んだ場合に限り、契約

から９０日以内に契約の解除を希望した場合に着手金を全額返金し、過払い金返還請求

の着手金が無料又は値引きとなり、借入金の返済中は過払い金診断が無料となるかのよ

うに一般消費者に誤認される表示。 

 ⑵ 実際には、平成２５年８月１日から平成２６年１１月３日までの期間において、過払

い金返還請求の着手金を無料又は値引きとすること、及び借入金の返済中は過払い金診

断を無料とすることを内容とするキャンペーンを実施していたにもかかわらず、例えば、

平成２６年１０月１日から同年１１月３日までの間、「法律相談実績１５万人 もっと身

近な弁護士に」、「笑顔満点キャンペーン」、「２０１４ １０／１○水▶１１／３○月」、「当事

務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人を突破しました。」、「感謝

の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っている方が笑顔になってもらえるよう、

期間限定で「笑顔満点キャンペーン」を実施いたします！」、「借金を完済した方へ ま

だ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」、

「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料で計算！ 過払い

金診断が無料！」、「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の着手金を無料と

します。 ※完済していない業者（残債のある業者）に対する過払い金返還請求の場合

は，着手金が１社につき１万８００円（税込）となります。」と記載するなど、別表２「表

示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あた

かも、当該期間内において本件役務の提供を申し込んだ場合に限り、過払い金返還請求

の着手金が無料又は値引きとなり、借入金の返済中は過払い金診断が無料となるかのよ

うに一般消費者に誤認される表示。 

 ⑶ 実際には、平成２２年１０月６日から平成２５年７月３１日までの期間において、過

払い金返還請求の着手金を無料又は値引きとすることを内容とするキャンペーンを実施

していたにもかかわらず、例えば、平成２５年７月１日から同月３１日までの間、「逃げ

得は許さない！」、「１ヵ月限定」、「過払い金消滅防止キャンペーン」、「あなたの過払い

金は消滅寸前？」、「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

７月１日～７月３１日まで」、「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当

事務所に依頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００円）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に対する過払い

金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円（税込１万５００円）となります。」と

記載するなど、別表３「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより、あたかも、当該期間内において本件役務の提供を申し込んだ場合に

限り、過払い金返還請求の着手金が無料又は値引きとなるかのように一般消費者に誤認

される表示。 



 

3 
 

 

２ 事実 

⑴  弁護士法人アディーレ法律事務所（以下「アディーレ法律事務所」という。）は、東京

都豊島区東池袋三丁目１番１号サンシャイン６０に主たる事務所を置き、弁護士業務等

を営む事業者である。 

⑵  アディーレ法律事務所は、本件役務を一般消費者に提供しているところ、自らが運営

するウェブサイトにおける本件役務に係る表示内容を自ら決定している。 

⑶ ア(ｱ) アディーレ法律事務所は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、自らが運   

    営するウェブサイトにおいて、例えば、平成２７年８月３日から同月１２日までの

間、「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周年」、「返金保証キャンペーン」、「継

続決定！」、「２０１５ ８／３○月→２０１５ ８／３１○月」、「アディーレ法律事務

所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎えました。今後も、皆さまが債務整理・

過払い金のご相談を気軽にできるよう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペー

ン」を実施いたします！」、「３つのお約束」、「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなか

った場合、着手金を全額返金！（９０日以内）」、「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方

は、過払い金返還の着手金が無料！」、「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前

の過払い金診断が無料！」、「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，

当事務所に依頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）

の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に対する過

払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円（税込）となります。」

と記載（別添写し１０）するなど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該期間内において本件役

務の提供を申し込んだ場合に限り、契約から９０日以内に契約の解除を希望した場

合に着手金を全額返金するかのように、過払い金返還請求の着手金が無料又は値引

きとなるかのように、及び借入金の返済中は過払い金診断が無料となるかのように

表示していた。 

(ｲ) 実際には、平成２６年１１月４日から平成２７年８月１２日までの期間において、

契約から９０日以内に契約の解除を希望した場合に着手金を全額返金すること、過

払い金返還請求の着手金を無料又は値引きとすること、及び借入金の返済中は過払

い金診断を無料とすることを内容とするキャンペーンを実施していた。 

  イ(ｱ) アディーレ法律事務所は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、自らが運

営するウェブサイトにおいて、例えば、平成２６年１０月１日から同年１１月３日

までの間、「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」、「笑顔満点キャンペー

ン」、「２０１４ １０／１○水▶１１／３○月」、「当事務所は２００４年の設立以来、法

律相談の実績が累計１５万人を突破しました。」、「感謝の想いを胸に、これからもひ

とりでも多くの困っている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点
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キャンペーン」を実施いたします！」、「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あ

なたの過払い金の消滅を防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」、「現在、返済中

の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料で計算！ 過払い金診断が無

料！」、「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依頼され

た方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の着手金を無料とし

ます。 ※完済していない業者（残債のある業者）に対する過払い金返還請求の場

合は，着手金が１社につき１万８００円（税込）となります。」と記載（別添写し２５）

するなど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより、あたかも、当該期間内において本件役務の提供を申し込んだ場

合に限り、過払い金返還請求の着手金が無料又は値引きとなるかのように、及び借

入金の返済中は過払い金診断が無料となるかのように表示していた。 

(ｲ) 実際には、平成２５年８月１日から平成２６年１１月３日までの期間において、

過払い金返還請求の着手金を無料又は値引きとすること、及び借入金の返済中は過

払い金診断を無料とすることを内容とするキャンペーンを実施していた。 

  ウ(ｱ) アディーレ法律事務所は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、自らが運

営するウェブサイトにおいて、例えば、平成２５年７月１日から同月３１日までの

間、「逃げ得は許さない！」、「１ヵ月限定」、「過払い金消滅防止キャンペーン」、「あ

なたの過払い金は消滅寸前？」、「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン

期間 ２０１３年７月１日～７月３１日まで」、「対象 完済した業者※に対する過

払い金返還請求を，当事務所に依頼された方について，通常債権者１社に付き４万

円（税込４万２０００円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残

債のある業者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円（税

込１万５００円）となります。」と記載（別添写し５９）するなど、別表３「表示期

間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あた

かも、当該期間内において本件役務の提供を申し込んだ場合に限り、過払い金返還

請求の着手金が無料又は値引きとなるかのように表示していた。 

(ｲ) 実際には、平成２２年１０月６日から平成２５年７月３１日までの期間において、

過払い金返還請求の着手金を無料又は値引きとすることを内容とするキャンペーン

を実施していた。  

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、アディーレ法律事務所は、自己の供給する本件役務の取引条件につ

いて、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させ、不当

に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認

められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第４条第１項第２号に該当

するものであって、かかる行為は、同項の規定に違反するものである。 
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４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第６条及び第４５条の規定に

基づき、天災その他異議申立てをしなかったことについてやむをえない理由があるとき

を除き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書面によ

り消費者庁長官に対し異議申立てをすることができる。 

（注）行政不服審査法第４８条において準用する同法第１４条第３項の規定により、正当

な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをするこ

とができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日から６か月以内に、

国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ

の処分があったことを知った日から６か月以内であっても、この処分の日から１年

を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
（注２）行政事件訴訟法第１４条第１項の規定により、正当な理由があるときを除き、異

議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定があ

ったことを知った日から６か月以内に提起することができる。ただし、行政事件訴

訟法第１４条第２項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、その決定があ

ったことを知った日から６か月以内であっても、その決定の日から１年を経過する

と、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 



 

 
 

別表１ 

表示期間 表示内容 
平成２６年１１月４日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「２０１４ １１／４○火→１１／３０○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１） 

平成２６年１２月１日から 
平成２７年１月４日まで 

・「法律相談実績１５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「２０１４ １２／１○月→２０１５ １／４○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し２） 



 

 
 

表示期間 表示内容 
平成２７年１月５日から 
同年２月１日まで 

・「法律相談実績２０万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ １／５○月→２／１○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し３） 

平成２７年２月２日から 
同年３月１日まで 

・「法律相談実績２０万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ２／２○月→２０１５ ３／１○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し４） 

平成２７年３月２日から ・「法律相談実績２０万人 ありがとう１０周年」 



 

 
 

表示期間 表示内容 
同月３１日まで ・「返金保証キャンペーン」 

・「継続決定！」、「２０１５ ３／２○月→２０１５ ３／３１○火」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し５） 

平成２７年４月１日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績２０万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ４／１○水→２０１５ ４／３０○木」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し６） 

平成２７年５月１日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 



 

 
 

表示期間 表示内容 
・「継続決定！」、「２０１５ ５／１○金→２０１５ ５／３１○日」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し７） 

平成２７年６月１日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ６／１○月→２０１５ ６／３０○火」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し８） 

平成２７年７月１日から 
同年８月２日まで 

・「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ７／１○水→２０１５ ８／２○日」 



 

 
 

表示期間 表示内容 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し９） 

平成２７年８月３日から 
同月１２日まで 

・「法律相談実績２５万人 ありがとう１０周年」 
・「返金保証キャンペーン」 
・「継続決定！」、「２０１５ ８／３○月→２０１５ ８／３１○月」 
・「アディーレ法律事務所は、２０１４年１０月、創立１０周年を迎え

ました。今後も、皆さまが債務整理・過払い金のご相談を気軽にできる

よう、今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたしま

す！」 
・「３つのお約束」 
・「ＰＯＩＮＴ１ ご満足いただけなかった場合、着手金を全額返金！

（９０日以内）」 
・「ＰＯＩＮＴ２ 借金を完済した方は、過払い金返還の着手金が無

料！」 
・「ＰＯＩＮＴ３ 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料！」  
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１０） 

 

  



 

 
 

別表２ 

表示期間 表示内容 
平成２５年８月１日から 
同年９月１日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ ８／１○木▶９／１○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１１） 

平成２５年９月２日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ ９／２○月▶９／３０○月」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１２） 

平成２５年１０月１日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ １０／１○火▶１０／３１○木」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人



 

 
 

表示期間 表示内容 
を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１３） 

平成２５年１１月１日から 
同年１２月１日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ １１／１○金▶１２／１○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１４） 

平成２５年１２月２日から 
平成２６年１月５日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１３ １２／２○月▶２０１４ １／５○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 



 

 
 

表示期間 表示内容 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１５） 

平成２６年１月６日から 
同年２月２日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ １／６○月▶２／２○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１６） 

平成２６年２月３日から 
同年３月２日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ２／３○月▶３／２○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に



 

 
 

表示期間 表示内容 
対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１７） 

平成２６年３月３日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績１０万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ３／３○月▶３／３１○月」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１０万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万２０００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万５００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１８） 

平成２６年４月１日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ４／１○火▶４／３０○水」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し１９） 

平成２６年５月１日から 
同年６月１日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 



 

 
 

表示期間 表示内容 
・「２０１４ ５／１○木▶６／１○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し２０） 

平成２６年６月２日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ６／２○月▶６／３０○月」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し２１） 

平成２６年７月１日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ７／１○火▶７／３１○木」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 



 

 
 

表示期間 表示内容 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し２２） 

平成２６年８月１日から 
同月３１日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ８／１○金▶８／３１○日」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し２３） 

平成２６年９月１日から 
同月３０日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ ９／１○月▶９／３０○火」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依



 

 
 

表示期間 表示内容 
頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し２４） 

平成２６年１０月１日から 
同年１１月３日まで 

・「法律相談実績１５万人 もっと身近な弁護士に」 
・「笑顔満点キャンペーン」 
・「２０１４ １０／１○水▶１１／３○月」 
・「当事務所は２００４年の設立以来、法律相談の実績が累計１５万人

を突破しました。感謝の想いを胸に、これからもひとりでも多くの困っ

ている方が笑顔になってもらえるよう、期間限定で「笑顔満点キャンペ

ーン」を実施いたします！」 
・「借金を完済した方へ まだ間にあう！ あなたの過払い金の消滅を

防止！ 過払い金返還の着手金が無料！」 
・「現在、返済中の方へ 借金？貯金？ホントはどっち？相談前に無料

で計算！ 過払い金診断が無料！」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社につき４万３２００円（税込）の

着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業者）に

対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社につき１万８００円

（税込）となります。」等と記載。 
（別添写し２５） 

 

  



 

 
 

別表３ 

表示期間 表示内容 
平成２２年１０月６日から 
同年１１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１０年

１０月６日～１１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し２６） 

平成２２年１１月６日から 
同年１２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１０年

１１月６日～１２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し２７） 

平成２２年１２月６日から 
平成２３年１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１０年

１２月６日～２０１１年１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し２８） 

平成２３年１月６日から 
同年２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 



 

 
 

表示期間 表示内容 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

１月６日～２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し２９） 

平成２３年２月６日から 
同年３月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

２月６日～３月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し３０） 

平成２３年３月６日から 
同年４月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

３月６日～４月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し３１） 

平成２３年４月６日から 
同年５月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年



 

 
 

表示期間 表示内容 
４月６日～５月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し３２） 

平成２３年５月６日から 
同年６月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

５月６日～６月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し３３） 

平成２３年６月６日から 
同年７月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

６月６日～７月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し３４） 

平成２３年７月６日から 
同年８月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

７月６日～８月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００



 

 
 

表示期間 表示内容 
円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し３５） 

平成２３年８月６日から 
同年９月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

８月６日～９月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し３６） 

平成２３年９月６日から 
同年１０月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

９月６日～１０月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し３７） 

平成２３年１０月６日から 
同年１１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

１０月６日～１１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 



 

 
 

表示期間 表示内容 
（別添写し３８） 

平成２３年１１月６日から 
同年１２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

１１月６日～１２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し３９） 

平成２３年１２月６日から 
平成２４年１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１１年

１２月６日～２０１２年１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４０） 

平成２４年１月６日から 
同年２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

１月６日～２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４１） 

平成２４年２月６日から 
同年３月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 



 

 
 

表示期間 表示内容 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

２月６日～３月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４２） 

平成２４年３月６日から 
同年４月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

３月６日～４月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４３） 

平成２４年４月６日から 
同年５月６日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

４月６日～５月６日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４４） 

平成２４年５月７日から 
同年６月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年



 

 
 

表示期間 表示内容 
５月７日～６月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４５） 

平成２４年６月６日から 
同年７月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

６月６日～７月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４６） 

平成２４年７月６日から 
同年８月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

７月６日～８月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４７） 

平成２４年８月６日から 
同年９月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

８月６日～９月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００
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円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４８） 

平成２４年９月６日から 
同年１０月８日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

９月６日～１０月８日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し４９） 

平成２４年１０月９日から 
同年１１月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

１０月９日～１１月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し５０） 

平成２４年１１月６日から 
同年１２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

１１月６日～１２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 



 

 
 

表示期間 表示内容 
（別添写し５１） 

平成２４年１２月６日から 
平成２５年１月６日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

１２月６日～２０１３年１月６日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し５２） 

平成２５年１月７日から 
同年２月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

１月７日～２月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し５３） 

平成２５年２月６日から 
同年３月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１２年

２月６日～３月５日まで」 
・「期間 ２０１３年２月６日（水）～３月５日（火）の１カ月間限

定。」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し５４） 



 

 
 

表示期間 表示内容 
平成２５年３月６日から 
同年４月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

３月６日～４月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し５５） 

平成２５年４月６日から 
同年５月６日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

４月６日～５月６日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し５６） 

平成２５年５月７日から 
同年６月５日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

５月７日～６月５日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し５７） 

平成２５年６月６日から 
同月３０日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 



 

 
 

表示期間 表示内容 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

６月６日～６月３０日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し５８） 

平成２５年７月１日から 
同月３１日まで 

・「逃げ得は許さない！」 
・「１ヵ月限定」 
・「過払い金消滅防止キャンペーン」 
・「あなたの過払い金は消滅寸前？」 

・「過払い金返還着手金⇒０円 無料 キャンペーン期間 ２０１３年

７月１日～７月３１日まで」 
・「対象 完済した業者※に対する過払い金返還請求を，当事務所に依

頼された方について，通常債権者１社に付き４万円（税込４万２０００

円）の着手金を無料とします。 ※完済していない業者（残債のある業

者）に対する過払い金返還請求の場合は，着手金が１社に付き１万円

（税込１万５００円）となります。」等と記載。 
（別添写し５９） 
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