
公正競争規約のしくみ、 
畳類公正競争規約作成連絡会の検討状況について 

 
 これは、農水省地域作物課の協力により、消費者庁「よくわかる景品表示法
と公正競争規約」やホームページ掲載資料を参考・抜粋し、畳類公正競争規
約作成連絡会の検討状況等をコメントしたものです。 

 畳関係業界の皆様が、公正競争規約のしくみや導入のメリット、畳類公正競
争規約の検討が現在どのように進められているのかを知る上での参考にな
れば幸いです。 
 
 （参考）消費者庁「よくわかる景品表示法と公正競争規約」 
    http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110329premiums_1.pdf 

 
 

畳類公正競争規約作成連絡会 調査・広報委員会  

資料３ 



   １ 公正競争規約とは 

 
公正競争規約は以下により作成できることになっています。 
 
事業者又は事業団体*1は、景品類、表示に関する事項について、消費者庁長官及び公正取引委
員会の認定*2を受けて、不当な顧客の誘因を防止し、公正な競争を確保する*3ための協定又は

規約（公正競争規約）を締結、設定する*4ことができる。 
（不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法） 第１１条第１項） 

 

 メーカー同士とか、小売業者同士というように、単一の取引段階に属する事業者だ
けで設定しなければならないわけではありません。複数の取引段階の異なる事業者
も参加して、商品ラベルから店頭で販売される際の表示までを通して規定しているも
のもあります。 

○ 事業者又は事業団体*1 

公正競争規約とは、業界の定める自主ルールです。 

（認定の４つの要件） 
① 不当な顧客の誘因を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な 
  選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものである 
  こと。 
② 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害する恐れがないこと。 
③ 不当に差別的でないこと。 
④ 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に 
  制限しないこと 

○ 消費者庁及び公正取引委員会の認定*2 

 

 畳店だけではなく、生産者、輸入
業者、流通業者も含めた業界全体
で規約を作成することとしています。 

 畳類公正競争規約作成連絡会に
は、畳関係の各業界関係者が参
加し、検討が進められています。 

 

 連絡会に設置された「規約検討
委員会」でこれらの認定要件を満
たした規約案を作成するように検
討が進められています。 
 

畳類公正競争規約作成連絡会では 

畳類公正競争規約作成連絡会では 

消費者庁長官及び公正取引委員会は、公正競争規約の設定又は変更の認定についての申
請を受けた場合、その規約の内容が次の４つの要件に適合すると認められるものでなければ、
これを認定することができないこととされています。 
 



○ 不当な顧客の誘因を防止し、公正な競争を確保する*3 
 景品表示法では、消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。 また、
消費者が景品類の提供によって不利益を被ることがないよう、景品類の最高額、
総額などを規制しています。 

優良誤認 

① 内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般 
  消費者に示す表示 
② 内容について、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一般消費者に示す表示 

有利誤認 

① 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 
② 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 

その他誤認されるおそれのある表示 

・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 
  される恐れがあると認められ、内閣総理大臣が指定する表示 
・商品の原産国に関する不当な表示 等 

 

 以下のような例は、「不当な表
示」に該当する可能性があります。 
 

（優良誤認） 「出張料無料」と言っ
ていたが、無料は一部の地区だけ
が対象で、実際には出張料を取ら
れた。 
  

（有利誤認）「○○県で最安値」と
チラシに記載していたが、同質の
畳で比較すると他の店のほうがよ
り安い畳を販売していた。 
 

（原産地誤認）中国産畳表を使用
し、日本で縫い合わせた畳を国産
畳として販売し、消費者にあたか
も国産の畳表であるかのような誤
認を生じさせた。 
 など。 
 

畳業界では何があるのか 

一般消費者の利益の保護 

不当な顧客誘因の禁止 

不当な表示の禁止 

過大な景品類の提供の禁止 

表示とは？ 
事業者が商品・サービスの内容、取引条件
について行う広告等の表示 
(例) チラシ、ポスター・看板、 
 新聞・雑誌広告、テレビCM、ウエブサイト 

景品類とは？ 
事業者が顧客を誘因するための手段
として商品・サービスの取引に付随し
て提供する物品、金銭等 



○ 公正競争規約を締結、設定する*4 

消費者庁への事前相談 
・実態、問題点の把握 
・規約に盛り込む内容の検討 
・公正取引委員会による検討 

表示連絡会 
（消費者団体、学識経験社等との意見交換） 

規約の認定申請 

業界における規約案の作成 

パブリックコメントの実施 

消費者庁長官及び公正取引委員会による規約の認定・官報告示 

 
現在、「規約案の作成」段階です。 
 

 業界総意の規約内容とするため、
今後、連絡会に設置した「調査・広
報委員会」で各業界や消費者の意
見を広く吸い上げ、「規約検討委員
会」で規約の検討を進めることとし
ています。 
 

畳類公正競争規約作成連絡会では 

 
 平成26年6月頃の畳類公正競争
協議会の設立を目指します（目標）。 

畳類公正競争規約作成連絡会では 

公正競争規約を設定するまでには、業界における規約設定に向けた合意形成、一
般消費者の意識の把握、公正競争規約の内容が法令に準拠したものとなるような調
整など、必要な手続を進めていくことになります。 

公正競争規約は，事業者又は事業者団体が自
主的に定める表示又は景品類についてのルール
です。実際に公正競争規約案を作成する過程で
は、市場に出回っている商品パッケージやチラシ
など実際の表示物を持ち寄って適正な表示の在
り方について検討を重ねるなどして、業界内での
意見をまとめていきます。 

公正競争規約の内容を業界だけでなく、消費者
にとっても適正なものとするため、「表示連絡
会」と呼ばれる会合を開催して規約案の内容を
説明し、消費者、学識経験者などの意見も幅広
く取り入れます。 

表示連絡会で出た意見を反映するなどして公正
競争規約案を修正した後、消費者庁長官及び公
正取引委員会に対して規約の設定の認定に係る
申請を行います。 

消費者庁長官及び公正取引委員会が公正競争
規約設定の認定を行うに当たっては、パブリック
コメントを実施して、規約案に対する意見を広く
募集します。 

公正競争規約設定までの流れ 



   ２ 公正競争規約の効果 

公正競争規約が設定されると、 
     事業者、一般消費者の双方に利益があります。 

○ 消費者にとっては、自分が普段手に取ってみる商品・サービスに 
  ついて、適正な商品選択をしやすい環境が整備されることになり、 
  業界全体に対する信頼が向上することが期待されます。 
○ 「公正マーク」等を設定すれば、消費者にとって安心して選べる 
  商品・サービス、お店であることをアピールできます。 

１ 社会的信頼の向上 

３ 自主的なルールの運用 

２ コンプライアンス（法令遵守）の強化 

４ 規約に基づく行為の独占禁止法の適用除外 

○ 規約を遵守していれば、少なくとも景品表示法を守ることになり、 
  規約に他法令に関係する事項も取り込んでルール化すれば、他の 
  法令を守ることにもなります。 

○ 会員事業者からの事前の相談に応じたり、違反する疑いのある 
  事実について調査活動を行うことを通じて、当該業界における適正な 
  表示等についてのルールの在り方とは何かを、会員とともに絶えず 
  検討し、自ら作り上げていくことができます。 

○ 公正競争規約に基づいた適正な行為である限り、事業者団体が 
  構成事業者に自主規制等の利用・遵守を強制しても独占禁止法上の 
  措置を採られることはありません。 

 

 畳類の業界に対する全般的な信
頼性が向上し、公正マークを付け
たお店、商品の評価が上がること
が期待されます。 
 

 規約を遵守する限り、原則として
景品表示法違反になることはあり
ません。 

 規約に参加していない場合に比
べて、景品表示法で訴えられた場
合には一から立証する必要があり
ません。 
 

 業界の自主ルールなので、業界
の状況が変化しても時勢に合った
規約に変更することができます。 
 

畳類公正競争規約ができれば 

公正競争規約を導入するメリットは、概ね以下のとおりです。 



   ３ 公正競争規約の運用について 

公正競争規約が設定されると、 
     公正取引協議会を運営する必要があります。 

ホームページの開設、会員向けの解説書の作成、規約に関する研修会の
開催、一般消費者向けの分かりやすいパンフレットの作成など 

① 公正競争規約の周知 

② 公正競争規約についての相談 

③ 公正競争規約違反の疑いに関する調査 

④ 表示に関する一般的な調査 

⑤ 一般消費者からの苦情処理に関すること 

⑥ その他 

消費者に対する適正な商品・サービス選択のためのアドバイスなど 

消費者モニターの募集、消費者団体との意見交換など 

必要表示事項が表示されているか、禁止されている表示がないかの一般的な
調査。試買検査会や店頭調査など 

違反が疑われる場合に、個別事業者に対する行う調査など 

公正競争規約に則した表示となるようにするための事前の相談など 
 

 連絡会に設置された「公正取引
協議会検討委員会」において、公
正取引協議会設立以降の業務内
容、予算等について検討が進めら
れています。 
 

畳類公正競争規約作成連絡会では 

公正取引協議会は、消費者庁長官及び公正取引委員会によって認定された公正競争
規約を運用することを目的として設置されます。主な活動内容は、以下のとおりです。 



   ４ 検討中の公正競争規約の概要 

① いぐさ、七島い、化学表（検討中）、和紙表等 
② 稲わら畳床、稲わらサンドイッチ畳床、建材畳床 
③ 畳（貼付け畳含む。厚さ55㎜及び60㎜のもののほか、15㎜以上のもの含む） 
※畳表、畳床は単独で表示するのではなく、畳店が「畳」の表示に集約して表示 

① 二重価格表示に用いる「自店平常価格」は直近８週間のうち過半の期間にわたって実際に販売 
  された価格、「市価」は同一地域で相当数の業者が実際に販売している最近時の価格であること。 
② 割引率又は割引額の算出の基礎となる価格は、客観的・合理的な根拠が必要。 
③ 二重価格表示の際は、自店販売価格及び比較対象価格の根拠を併せて表示。 
注：二重価格表示とは、自店平常価格や市価に比べて何円（何割）割引などの表示をすることをいう。 

 

 畳本体への表示のほか、見本、チラシ、パンフレット、ダイレクトメール、ファクシミリ、口頭による広告（電話
によるものを含む。）、ポスター、看板、新聞、放送、インターネットによる広告等。 

１ 表示の適用範囲 

３ 二重価格表示等に関する事項 

２ 対象となる表示媒体（主なもの） 

   連絡会に設置された「規約検討委員会」において、平成25年1月段階の以下の公正競争規約原案をベースに検討
が進められています。 
   今後、規約検討委員会による検討原案を固めた後、業界関係者の皆様から広くご意見を伺うこととしています。 
なお、これまでの検討状況は、業界紙のほか、全国畳産業振興会のホームページ（http://www.tatami.in/)にも掲載
されております。 

畳類公正競争規約作成連絡会では 



① 販売業者名、住所又は電話番号 
② 製品の品名、畳表・畳床の素材名及び製造国名（いぐさ原草産地名を併記） 
③ 畳表にランクを設けている場合はそのランク（検討中） 
④ 一般消費者が支払う材料費を含めた畳工事の総額 

 ９ 表示内容の適切な伝達 とあわせて、検討中 

 「最高級」、｢極上｣又はこれらに類似する品質の優良性を強調する用語は、原料、製造工程、製法等が
特別に管理され、その結果他の畳類より特に優れていることが明らかな場合に使用（公正取引協議会が
あらかじめ審査により認定） 

４ チラシ、広告、見本等における表示義務事項 

５ 畳への必要表示事項 

６ 特定用語の使用基準 

① 特定用語の使用基準に合致しない表示 
② 合理的な根拠なく、特定用語に類似する表示を行い、品質が実際のものよりも著しく優良であるか 
  のように誤認されるおそれがある表示 
③ 賞を受けた事実又は推奨を受けた事実がないにもかかわらず、賞を受け、又は推奨を受けたと 
  誤認されるおそれがある表示 
④ 他の業者又は他の業者の商品を中傷し、又はひぼうすることにより、他の業者の商品より著しく 
  優良であると消費者に誤認されるおそれがある表示 
⑤ 商品の内容又は取引条件等について、実際のもの又は競争関係にある他の業者の商品より著しく 
  優良又は有利であると消費者に誤認されるおそれがある表示 

７ 不当表示（以下の表示を禁止） 



 

 実際には取引できない、又は取引する意志のない畳であるにもかかわらず、購入することができると消
費者に誤認されるおそれがある表示をしてはならない。 
  

８ おとり広告に関する表示 

① 会員事業者によって構成する。 
② 業界や消費者への公正競争規約の広報、業者の相談対応、消費者苦情処理、関係官庁との 
  連絡等を行うほか、規約の遵守状況や違反の調査及び措置を行う。 

① 適正表示の公正取引協議会会員事業者は、製品表示、広告、店頭等に会員証紙（公正マーク）の 
  表示ができる。 
② 会員証紙の表示は公正取引協議会が別に定める使用基準による。 
  

１０ 会員証紙 

１１ 公正取引協議会 

９ 表示内容の適正な伝達の確保 

 ５ 畳への必要表示項目 とあわせて、検討中 


