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はじめに

私は法律の専門家ではありませんが、情報システムの開発運用

を長く経験し、情報セキュリティ対策の講師をしています。

困った顔をして相談に来られたAさんの話では、次のようです。

                 竹下 和孝

A さんは、もともと、大きく儲けるようなスタイルで仕事

をしておらず、預貯金や不動産などの資産も無く、毎月ぎり

ぎりの売り上げ、利益を確保しながら、開業して１０年もの

間、ほそぼそとやりくりしていたそうです。

しかし、最近は、取引先も業績不振で、取引先からの支払

いも遅れがちで、同じように支払いの資金繰りに困っていた

そうです。

そこに、開店記念、先着●名さま、特別価格、という広告が

舞い込み、住所の所在地を GoogleMapで確認すると存在する

場所です。地元でもあり、互いに応援しなきゃ、と購入代金

を振りこんだそうです。定番商品なので、詳細は確認せず、

受領確認メールが届いたので安心していたのですが。

しかし、3日、１週間たっても商品が届かないので、住所地

を訪ねました。その結果は、・・・。

今なら、もっと用心深く対処できたと思います。
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第１章 セールスレター

あまりにも嘘やあいまいな記述、間違いが多い説明書。

手順書にそって忠実に作業しても動作しない、不十分な説明。

過度に誇張した表現、めまぐるしくカウントアップするタイマー！

あなたも同じように感じていませんか。

パソコンを触ったこともない主婦が、フリーターが、・・・

たった３０分で、１日で・・・

毎月、３０万、５０万、１００万円！・・・

定価５万円を今だけ・・・

商品の価格や価値は、作った人が自由に決めても構いません。

しかし、その商品を実際に販売するには、一定のルールに従い販売

する必要があります。

ネット上で販売されている電子的な商品（ツールやサービス）は、イン

フォプレナーと呼ばれる制作者が、自ら開発し、または誰かに依頼し

て作成した商品です。

販売するために、ASP（Affiliate Service Provider）といわれる電子ショ

ップに商品を登録します。商品と取扱マニュアル、商品を提供するた

めの販売用のセールスページを用意します。これらを販売ツールとし

て、販売に協力してくれる、アフィリエーターに提供します。

その販売ツールの多くは、そのインフォプレナーが用意しているもの
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です。

・セールスページ、ステップメールなどの原稿や画像

・販売用ツールやセミナー動画、動画解説、

そこには、多くの人や販売会社、そして最近では、商品サービスの品

質を評価するという第三者機関も参加している ASP もあります。

そして、この報告に列挙するような項目は、形式的には話題にされて

いるかもしれませんが、商品の内容や審査をしたという広告を見る限

り、十分ではないようです。

では、何に注意すればいいのか、

どこを改善しなければならないか

このレポートは、これまで触れられることのなかった、核心部分の情

報を提供します。

知らなかったではすまない内容です。

一刻も早く改善して、

「法律違反」、または「法律違反」の疑い

と指摘を受けることの無いように、改善が必要です。

さもなければ、摘発の対象になるでしょう。

（１）セールスレターの何がうそか

「あなたのセールスレターは嘘だらけ」といわれて、根拠は何だ、証拠

を見せろと気にする方もいらっしゃるでしょう。

私が見せなくても、普段利用されている ASP の販売サイトを見ると、

そこには根拠となる事例が沢山、並んでいます。ここでの ASP は、
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Affiliate Service Provider というもので、商品の紹介により手数料収

入を提供する仕組みのものです。IT 業界で一般的な、Application 

Service Provider、販売管理・経理業務などの業務サービスを提供す

る事業者とは違います。

（２）明らかになった最近の事例

たとえば、2010 年５月以降に、大手ＡＳＰに掲載された電子広告を調

査しました。

調査した内容は、セールスレター、セールスページの表現や掲示され

ている画像に、

・機能の表現

・価格の表示方法

・商品差別化のための限定表現

・お客様の声の表現

の観点で、あいまいな表現はないか、と調査したのです。

この時、いわゆるセールスレターと呼ばれる電子広告の表現には、

ほとんど（売上ランキングの上位２０商品）に疑わしい表現がみられま

した。

一番の売れ筋といわれる著名な商品も含まれています。

このＡＳＰでは、最近、健全化対策というキャッチフレーズで、商品情

報に虚偽がないよう工夫はしていると広告しています。外部の第三者

組織の審査をうけて、扱う商品内容には違法性がない事を宣言して
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はいます。このような取り組みは、評価できることです。

しかしながら、残念なことに、私がチェックする評価基準では、まだま

だ検査もれ、甘い、十分ではないという状況なのです。

法律の規制そのものは、当時からあったわけで、これこそ、「知らなか

ったではすまない」という例です。

１年後の 2011 年の再調査でも、そのＡＳＰに掲載された広告は同じよ

うな状態でした。

例示することは可能ですが、その後改善されたものや、すでに販売が

終了している商品もありますので、今回は、この場での公開は控えま

す。逆に、現在販売されているもの、公開されて商品のセールスペー

ジの情報を見れば明らかです。

これが、現状の合格判定なのです。

第２章 取り締まりの状況

売買の当事者間のトラブル、消費者センターなどへの相談、苦情

申し立て、公的機関の対応はどうなっているのでしょうか。

（１）摘発された事例

東京都は、2010 年 9 月に、次のような公示を出しました。

「稼げる情報などと、ネット上で誇大広告を行っていた情報商材販売

事業者４者に」

1)全国初の特定商取引法に基づく業務改善指示、条例による勧告
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    また、

2)販売システム提供事業者に対して条例による勧告を実施

という公示が掲載されています。

詳細は、東京都生活文化局消費生活部取引指導課の掲示をご覧くだ

さい。

（http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/09/20k92200.htm）

情報商材は、インターネットを通じて販売され、株式取引や FX など

の儲け話だけでなく、生活や悩み、情報起業などの各種情報を記載

したノウハウが中心です。

そのノウハウを PDF などの電子的な書籍にして提供し、電子メール

や電話、最近ではSkype、Ustream、SNSなど会員サイトを経由してサ

ポートされます。

ＰＤＦファイルや冊子等で提供されることが多いので、その場で簡単

にダウンロードできる。

一方で、セールスレター（販売ページ）やメールマガジンなどの電子

的な広告には、誇大広告が多く、以前から課題となっていました。

今回の摘発では、事前に内容を確認できない購入者が、またノウハ

ウという情報を購入するため、解約のトラブルが増えていたようです。

東京都消費生活総合センターでは、平成２１年１２月から監視を強

化し、何度か相談内容などが報告されていましたが、悪質とされる業

者への行政指導がなされたわけです。消費者庁も全国の処分事業

社名を公表しました。（2012.3 消費者庁公表）

（参考）特定商取引法違反に基づく処分件数の推移及び処分事業者一覧の公表（
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（２）摘発されていない事例

私が実際に商品を購入してみて、またツールやサービスを利用して

の疑問があります。このレポートでは、この疑問点を中心にこれから

解説していきます。

少なくとも、次の３つの項目では、ほとんどの商品に課題がありそうで

す。何が不適切な表現であるか、注意してみましょう。

１）定価表示 ： 本当にその定価で販売された実績がありますか。

２）特典    ： 景品と同様だとすれば、商品価格に許された範囲

を超えていませんか。

３）機能    ： 条件を示さずに、誰でもできるように表現していま

せんか。

これらの項目は、まだ摘発されてはいない、という状態に過ぎません。

違反が疑わしい法令や根拠もありますので、近々、摘発されるタイミ

ングがくるでしょう。

私は、個人での調査、しかも公開され入手可能な情報だけで判断し

ていますので、ほかの場所ではその疑問を解消できるような販売の

実態があるかも知れないからです。
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第３章：機能や性能を表現する嘘

どのような状態で、購入者が期待するような成果や、結果がでてくる

のでしょうか。

セールスレターの中から、キーワードを拾ってみます。

秘密、極秘、門外不出、絶対、必ず、ありえない・・・などという枕言

葉のツール

あなたも、そのようなタイトルのメールを受けとったことあるでしょう。

では、なぜ適切でないのでしょうか。

（１） NG 表現

少なくとも次のような表現は、NG です。最近では、タイトルに表示が

あれば迷惑メールフォルダーに自動的に振り分けられるようですが、

まだ残っています。

・何もしないで（ほったらかしで）

・即金、一瞬で、

・●●するだけで（コピーするだけで）

・●●分（時間）で作成できる

・成果がでなかったら返金します
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厳密にいうと、これらの商品サービスを実際に購入して、実践して評

価してみないと、表現されている機能表現が実践可能であり、再現可

能な内容であるかは、わかりません。

今回は、セールスターの表現を見て、課題がありそうな部分だけに限

定しました。

セールスターは商品広告です。購入者にとっては、契約条件、購入条

件を示すものです。

機会があれば、当方が購入して実際に動作確認した教材が、どのくら

いの実践可能性、再現可能であったか、報告したいと思っています。

（２）なぜ適切でないか

・何もしないで ：「ほったらかし」にするには、準備が必要でしょう。

            何もしないで願いは叶いません。

・一瞬で、即金 ：即金はコメントの余地なし。一瞬とは、どこからの

一瞬でしょうか。

           オリンピックの１００ｍ競争の選手ですら、ゴールに

望む直前の１０秒間に到達するまでに、どれだけの

時間と努力を重ねているでしょうか。

・●●するだけで（コピーするだけで）

            特定の部分だけの話でしょう。仕組みは必要では

ないのでしょうか。
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・●●分（時間）で作成できる ：

どのような状態であれば、このような短い時間で

           作成できるのか、条件が不明確です

（３）成果が出なかったら返金

「成果がでなかったら返金」という表現は、この１年間で大分改善され

たようです。

返金するまでの条件が示されるようになりました。

しかし、その返金条件をみると、現実的ではないような実践記録の要

求もあります。

改善前の状況 ：返金の条件、手順や期日が何も示されておらず、

ただ、返金、とだけ記載された状態

改善後の状況 ：返金の条件、手順や期日が示されてはいる。

このような返金請求の手続は、実際に購入しないと提示されず、また、

返金請求をするような商品を、１年間も使い続けて、しかもその記録

を提示できるということは、現実的ではないでしょう。１週間も使用した

ら、作業の大変さに気づき、問い合わせ、質問をしても明快なサポー

トを得られない、だから返品したくなるわけですね。

複数のトラブルが報告され、訴訟にならないと、この問題の解決は難

しいと感じます。
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第４章：価格表現の嘘

セールスレターに見かける表現の多くには、

・●●円を特別価格○○円で

・通常価格と割引価格、または、

おもわせ価格、無料という客寄せ価格

セールスレター上は、本日限定価格と、通常価格よりの安く購入でき

るような印象を与えるよう

表示しているにも関わらず、「特定商取引表示」をみると、通常の販売

価格と同じであるような表現を見つけることもあります。無料では、欲

しい機能は利用できない客寄せ表示もあります。

これらの表現は、「不当表示の禁止」違反とみなされないような注意

が必要です。

（１）セールスレターの不当表示

根拠として参照する景品表示法は、正式には「不当景品類及び不

当表示防止法」といい、

うそつきを禁止、罰する法律です。

事業者が自己の供給する商品又は役務（サービス）の取引につい

て、

（１）その品質、規格、その他の内容

（２）価格その他の取引条件
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（３）内閣総理大臣の指定するもの

についての不当な表示を禁止しています。

法律の説明を引用すると、わかりづらい専門用語も多いので、正しく

は該当する条文を参照していただくこととして、この報告では、私の理

解している内容で解説させていただきます。

「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の

供給する商品又は役務（サービス）の内容又は取引条件、その他こ

れらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、

内閣総理大臣が指定するものをいう。」 と定めています。この定めに

そって、内閣総理大臣の責任で、うそつきを禁止する内容を５つのパ

ターンに分けて指定しています。パッケージ、パンフレット、広告物、

セールストーク、インターネット利用広告・販売などを含みます。

だから、ネット利用といえども、ほとんど、スーパーで買い物をする

のと同じように規制されていると考えるとわかりやすいでしょう。ネット

販売も特別ではないんです。

■不当表示とは

不当表示とは、「一般消費者に誤認されるおそれがある表示であっ

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表示」をいいます。

■不当表示の禁止

不当表示として禁止されるのは、優良誤認、有利誤認といわれる表

示です。

禁 止 さ れ る 表

示

内 容



15

あなたのセールスレターはうそだらけ

優良誤認

（第４条第１項

第１号）

品質、規格、そ

の他の内容に

ついての不当

表示

商品又は役務の品質、規格その他の内容につい

て実際のものより著しく優良であると一般消費者

に誤認される表示

競争事業者の供給する商品又は役務の内容より

も、自己の供給するものが著しく優良であると誤

認される表示

ここでいう、「品質」とは、その商品に使用され

ている原材料、添加物、効能、安全性をいい、

「規格」とは、国、公共団体及び民間団体が定め

た規格、等級などをいいます。また、「その他の

内容」とは、間接的に品質または規格に影響を

及ぼすもの、例えば、原産国、有効期限、製造方

法などをいいます。

有利誤認

（第４条第１項

第２号）

価格その他の

取引条件

についての不

当表示

商品又は役務の価格その他の取引条件につい

て、実際のものより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

競争事業者の供給する商品又は役務の取引条

件よりも、自己の供給する取引条件の方が、取

引の相手方にとって著しく有利であると誤認され

る表示

ここでいう「取引条件」とは、価格のほか、数

量 、景品類、アフターサービス、保証期間、支払

い条件などをいいます。

また「価格」とは、商品の価格、役務（サービス）

の料金などの直接的な表示のほか割引率など

の間接的な表示も含まれます。
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（２）不当な二重価格

不当な二重価格表示とは、２つの比較できる価格表示、つまり比較対

照価格を示すことです。

比較する価格としては、次の３種類を定めています。

（１）過去の販売価格 （２）他店の販売価格 （３）メーカー希望小売

価格

この比較対照価格の使用では、次のような価格表示をすると不当表

示とみなされます。

１）比較対照価格として、実際の市価よりも高い価格が市価として用

いられている場合

２）比較対照価格として、架空の、または既に撤廃されたメーカー希望

小売価格が

用いられている場合

３）比較対照価格として、実際の自店旧価格（または自店の通常価

格）よりも高い価格が

自店旧価格（または自店の通常価格）として用いられている場合

４）自店旧価格（または自店の通常価格）がないときに、比較対照価

格として、

任意の価格が自店旧価格（または自店の通常価格）として用いら
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れている場合

なお、比較対照価格として用いられている価格には、根拠の明示が

必要です。

この根拠というのは、実際に販売されている期間や価格のことです。

つまり、定価という通常の販売価格があって、割引された特別な価格

があるわけです。

実際に定価で販売された実績も無いのに、割引された価格だけが安

いように表示されていると、消費者に安いと勘違いをさせてしまうので、

禁止されているという理論です、

文字の説明ではわかりにくい部分もあると思われますので、図解して

みます。

（ 出 所

http://www.pref.saitama.jp/site/mametisiki/mametisiki-keihinhyouzih

ou2.html）

まず、埼玉県の消費者センターが

左図のように、図解しています。

セール価格の表示が認められる２例

認められない２例の４つの場合にわ

け、期間の経過とともに示していま

す。

この図はよく参照されているのです

が、残念ながら、図が鮮明でないので

す。そこで、私なりの理解で、

次のように図解しなおしました。

（例１） 過去８週間のうち、４週間以上の販売実績があれば、

通常価格３０００円を、セール価格１９８０円と表示できる
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過去８週間の販売価格を比較して

８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ 1 週間前 セール期間

3000 円 3000 円 3000 円

1980 2000 2500 1980 円

実際に 3000 円で販売した期間が４週以上あること

（例２） 過去８週間の販売実績がない場合、販売期間の半分以上の期間で、

かつ 2 週間以上、３０００円での販売実績があれば、１９８０円と表示できる。

過去４週間以上の販売価格を比較して

ｘ ｘ ｘ ５ ４ ３ ２ 1 週間前 セール期間

3000 円 3000 円

2000 2500 1980 円

実際に 3000 円で販売した期間が２週以上あること

（例３） 最後に通常価格 3000 円で販売して、２週間以上が経過している場合、表示不可。

通常価格３０００円を、セール価格１９８０円と表示できない

過去８週間の販売価格を比較して

８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ 1 週間前 セール期間

3000 円 3000 円 2500 2500 2000 2500       

1980 ｘ

        直近２週間の中に、実際に 3000 円で販売していないので ｘ

（例４） 通常価格 3000 円で販売した実績が、２週間無い（２週間未満）場合、表示不可。

6日間 1 週間前 セール期間

3000 円

1980 ｘ
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     実際に、通常価格 3000 円で販売した期間が２週以上ないので ｘ

（３）総理大臣が指定する不当表示

３つ目の分類として、

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

れるとして内閣総理大臣が指定する表示。（その他の不当表示（第

４条第１項第３号））

が示されていますので紹介します。

現在次の６例が指定されていますので、ネットビジネスで扱う場合に

も注意が必要です。

・無果汁の清涼飲料水等についての表示

・商品の原産国に関する不当な表示

・消費者信用の融資費用に関する不当な表示

・不動産のおとり広告に関する表示

・おとり広告に関する表示

・有料老人ホーム等に関する不当な表示
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（４）おもわせ価格、無料の表示

さて、これらの法令やガイドには、まだ示されていませんが、ネットビ

ジネスでよく利用されている価格に、「思わせ価格」と「無料オファー」

が上げられます。

（例１）思わせ価格 の課題

「思わせ価格」は、実際の価値を想定させるような表現で利用される

ので、二重価格のみなしと同等に考えてよいと思われます。

ネット販売のセールスレターでよく利用される表現で、

例：本来ならば１０万円の価格をつけたい

外注すれば、１０万円の費用は請求される

などと、その商品価格が、１０万円の価値があるように「思わせる」表

示です。

思わせ価格は、勝手につける価値で、多くの場合、根拠もありませ

ん。

通常販売価格と思わせるのであれば、二重価格表示と同様に検証で

きます。

法令にも定めのない価格ですが、二種類以上が表示され、安く販売

されていると

印象付ける狙いの表示ですので、二重価格のルールでチェックでき

ると思われます。

ただし、根拠は示されていませんので、適正な価格であるかの判断

は難しく、論外です。
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もうひとつ、厄介な価格表示があります。

無料オファー（フリーミアム）です。

（例２）「無料オファー」 の課題

多くの「無料オファー」は、フリーミアム、つまり、フリー（無料）＋プレミ

アム（割増料金）形式で提供されています。お試しセットや試供品とど

う違うか、論点となるのですが、ネットビジネスで提供する「無料オファ

ー」は、その制作コスト、配布コストも、追加の費用はかかっていない

ところに特徴があります。

「無料オファー」という表現で集客し、後日、高額商品を販売するとい

う手法です。

高額商品を販売する目的で無料の景品を渡しているとすれば、課題

が出てきます。

さらに無料で提供する基本部分だけでは、本来の機能を実現できな

い場合があり、有料で、追加の部品やサービスを購入させる目的で

提供される場合もあります。

実際に、無料でつる、呼び込んで高額商品を売る場合には、実態の

検証が必要です。

たとえば、

通常価格は高価な商品、ツールが今だけ無料

高額で開催されたセミナー映像が今だけ無料

（二重価格、優良誤認、誘引価格）

    ⇒アクセスした人に高額商品をオファー （有利誤認）

    ⇒今買わないと損をすると思わせる （限定）

    ⇒タイムカウンタをまわして平常心を失わせる （誘導）
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という、危ない手法が組み合わせ利用されているからです。

Blog を利用した口コミ情報の「やらせ」「さくら」も発覚し問題が議論さ

れました。これから、案件ごとに、それぞれの事実関係が検証されて

いくでしょう。

消費者庁では、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する

景 品表 示法上 の 問 題点及び 留 意 事項 」 を 公表 し て い ま す 。

（2011.11.28）

もともと、無料で提供される場合は、ごくまれです。有料商品、高額商

品を用意しているということ自体が、最初から高額商品を販売目的で

あることを示しており、無料で提供する意図ではないことが明らかで

す。
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第５章：いつまでも続く先着１００名

販売に利用するセールスレターやメルマガ、ステップメールの書き方

では、限定表現を使用するよう指導している塾が多いようです。

限定表現は、ほかと違う、時間限定など、通常ではない状態を作っ

て、購買意欲を促す手法です。

（１）限定表現のうそ

特別に

  今回限り

  あなただけに

  先着 100 名限定

というメッセージは見る人をひきつけます。

特別の条件で有利に入手できる、取引できるという優越感やお得、欲

が出るからでしょうか。

それぞれの提供条件は、何も問題ではないのですが。ただし、その

限定条件が事実であればという条件です。

これらの表現には、“うそ”が多い、といわざるを得ません。
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（２）なぜうそなのか

特別に   何に対して特別なのか、通常はどのような条件なのか

  あなただけに DM と同様に、この案内を受け取った方

  先着 100 名限定

非常に多い。いつから先着なのか明示すべき。

     販売開始して１００名なのか、毎日先着１００名なのか

以前に新聞広告や雑誌広告でも問題になった事例です。

ネット上の広告も、電子的な広告も、その媒体が異なるだけで、消費

者に対する約束、契約を示す内容であることに違いはありません。

限定を示すことで、有利に導こうとする表現も、根拠に基づく限定であ

る必要があります。

例）半年前の発売時から、限定 100 名とする広告が今も掲示されてい

るのは、まだ 100 人に売れていないのでしょうか。

その割には、年収１０００万円とか、月収５００万円というほど、販売者

は売り上げを確保しているようです。

（３）過剰な表現

表現で雰囲気を表す場合が多いのですが、本来の意味を理解しない



25

あなたのセールスレターはうそだらけ

で利用する用語は奇異に写ります。それで気をひこうとする手もあり

ます。

・爆発的に売れています

・親展

・わいろ

このような表現を、電子メールで、また多くの人に配信するようでは、

最低限の常識や基礎訓練ができていない、といわざるを得ません。

親展とは特定のひとだけに伝える情報のこと、わいろは自分を有利

に扱うように要請する行為（多くの場合、ルールに反する行為）のこと

です。

第６章：お客様の声の嘘

お客様の声に出てくる顔やメッセージは、みな同じに見えませんか。

その商品を絶賛する声ばかり。

なかには、まだ途上のものや詐欺まがいのものもあるというの

に、・・・。

（１）お客様の声がなぜ嘘なのか

比較サイト、評価記事のなかには、仲間同士で順番（交代で）互いの

商品を推薦しあっている場合が多いのです。評価の記事数が多いか

らではなく、誰が書いた記事なのか、本当にその商品を使用した記事
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なのか、その内容をチェックすることが大事ですよ。

よくある顔

  声と内容が違う

  お客様とモニター

  返金保証

● よくある顔や写真

   一般的な表現で、同じものが利用されている場合

   文面やサンプルが販売されています

● お客様の声と内容が違う

   モニターは販売開始前の状態で試用するため、実際の正式販売

後の機能と異なる場合があります。

   したがって、実際には機能の違いが考えられます。販売時には、

モニター提供されているときよりも、改善されていると期待するので

すが。

（２）お客さまとモニターは同じ

実は、モニターによる事前試用と、販売開始後の一般のお客様の

利用環境には、大きな違いがあります。特に、モニターに顔をだして

いる、常連のベテランモニター。

  彼らは、作業環境も、知識経験も、一般のお客とは差がありすぎ

ます。だから、一般のお客が悩むような表現や作業であっても、わか
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らないんです。

  モニターには、一般利用者として想定される、経験やスキルで差

がありすぎる場合には、そのモニターの意見やアドバイスが役に立つ

のは、ずっと後。同じようなスキル経験を身に着けたときです。一般に

アフィリリターや先行モニターは、経験豊富な場合が多いのです。

  したがって、マニュアルの表現が不十分でも、経験で補うだけのス

キルを持っているのですが、それでわかりやすいとか、すぐに成果が

出たとか、推薦を書かれても困ったものです。

  逆に、モニターが確認するときには、作業手順書やマニュアルが

用意されていない場合もあります。だから、相当な技量が無いと、直

感的に使えるといっても使えない。その印象は大きく違うんですね。モ

ニターさんの優れた経験による直感と、初めて使用する場合には。

実は私もモニターとして参加させていただいたツールがあります。そ

のときに重視したポイントは、マニュアルとおりに実践できるかという

再現性の課題です。成果は出せませんでしたが、

ツール販売者の準備や手順など、多くのことを学ばせていただきまし

た。

だから、もっとこうすればわかりやすい、誤解を生まないだろう、と

いう視点を得ています。

  この部分が十分でないと、質問への回答も、サポートも、大変な工

数がかかり、せっかくの優良なツールへの評価にも影響します。
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（３）返金保障があるから安心のうそ。

●お客さまの声の中に、返金保障があるから安心、という表現を見ま

す。

しかし、実際は、返金保証の条件が明示されていないので、返金を

請求しようとするとき、

あとになって、

   特定の登録をすること

   ｘｘを実践した画面のキャプチャ

   指定した作業のログ  

などを請求され、そのような条件を確認するよう示されて戸惑った方

もいらっしゃるのではないでしょうか。

   ⇒これらの多くは、最初から用意しないと作成できない。

   つまり実行不可能です。
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（参考資料）SMART手法による、実践管理

●実践項目を選び方の例

やりたい項目 優先度① 重要度② ①x② 選択

１

２

３

４

５

６

７

●選んだ実践項目の実現を SMART手法で確認する

S M A R T

１

２

３

４

５

６

７
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SMART チェック

S：Specific（具体性のある目標ですか）

M：Measurable（お金、時間など測定可能性ですか）

A：Attainable、achiveable（達成可能ですか）

R：Realistic（現実的に実現できますか）

T：Timebound （いつまでに達成しますか。期限）

●実践項目の実現を SMART確認する

月 火 水 木 金 土 日

１

２

３

４

５

６

７
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