
福島市消費生活センター　貸出ビデオ、DVD教材リスト

カテゴリ タ　イ　ト　ル 対象 規格 時間 概　　　要 作成年度

New 詐欺・悪質商法
美少女刑事（デカ）－詐欺は許さない－
　※福島市消費生活センター制作

高齢者 DVD 19分 還付金詐欺、オレオレ詐欺、悪質訪問購入 2021

New 詐欺・悪質商法
香山美子さんと学ぶ特殊詐欺対策！
「絶対大丈夫」はあなたの過信

高齢者 DVD 35分 オレオレ詐欺(おとり捜査協力)、キャッシュカード窃盗、アポ電 2019

詐欺・悪質商法 なぜ、騙されるのか？
高齢者を狙う悪質商法･詐欺に対処するには

高齢者 DVD 23分 資産運用勧誘ほか詐欺・悪質商法の対処法 2018

詐欺・悪質商法 あなたの老後の資金が奪われる！
一般～
高齢者

DVD 24分 従来型オレオレ詐欺、キャッシュカード交付型詐欺、架空請求詐欺 2018

詐欺・悪質商法 林家木久扇・木久蔵の 高齢者を狙う詐欺・悪質商法 高齢者 DVD 30分 オレオレ詐欺、買え買え詐欺-名義貸し型-、点検商法-悪質訪問販売- 2016

詐欺・悪質商法
巧妙化する詐欺手口に備える
－　だまされないための五箇条　－

一般～
高齢者

DVD 21分 オレオレ詐欺、投資詐欺 2016

詐欺・悪質商法 「私は大丈夫」その自信が危ない！
一般～
高齢者

DVD 24分 プリペイドカード詐欺、マイナンバー便乗詐欺、老人ホーム入居権詐欺 2016

詐欺・悪質商法
若者たちを狙う悪質商法
～SNSを悪用した出会いにご用心～

中学生～
新社会人

DVD 42分 アポイントメントセールス、デート商法、架空請求、マルチまがい商法 2013

詐欺・悪質商法
私は、だまされない！？
～悪質商法の被害を防ぐ鉄則集～

一般～
高齢者

DVD 24分 利殖商法と二次被害、ほめあげ商法、点検商法 2014

詐欺・悪質商法
だまされない方法教えます！
消費者トラブル撃退　虎の巻

一般～
高齢者

DVD 46分
架空請求、ネットショッピングトラブル、オレオレ詐欺、投資勧誘詐欺、SF商
法

2015

詐欺・悪質商法 急増！高齢者をねらう特殊詐欺・悪質商法 高齢者 DVD 19分 訪問購入，点検商法，投資詐欺 2014

詐欺・悪質商法 ねらわれています！あなたも－多発する振り込め詐欺－
一般～
高齢者 DVD 22分 還付金詐欺，劇場型投資詐欺，キャッシュカード受け取り型詐欺 2013

詐欺・悪質商法 家族で防ごう！金融犯罪
一般～
高齢者 DVD 33分 振り込め詐欺，投資勧誘詐欺，還付金等詐欺，ネット犯罪 2013

詐欺・悪質商法 孤独・お金・健康につけ込む
一般～
高齢者 DVD 23分 孤独につけ込む訪問販売，お金につけ込む未公開株勧誘，ほか 2010

詐欺・悪質商法 若者の契約トラブル　しまった!こまった!だまされた!? 高校生～
新社会人 DVD 25分 ネットショッピング，架空請求メール，マルチ商法 2009

詐欺・悪質商法 CHANGE THE きもの　きものの違法販売をなくすために 一般 DVD 25分 ｱﾎﾟｲﾝﾄﾒﾝﾄｾｰﾙｽ，退去妨害・監禁，断定的判断の提供，ほか 2009

詐欺・悪質商法 悪質業者の視点　次の狙いはあなたかも 高齢者 DVD 24分 催眠商法，利殖商法，振り込め詐欺 2009

詐欺・悪質商法 気にかけて　声かけて　トラブル撃退!　悪質商法捕物帳 高齢者 DVD 24分 利殖商法，催眠商法，次々販売，携帯電話 2009

詐欺・悪質商法 断るチカラの磨き方
知的障がい者
発達傷がい者 DVD 27分 架空請求，キャッチセールス，マルチ商法，デート商法 2009

詐欺・悪質商法 青空球児・好児の　お年寄りの安全生活術 高齢者 DVD 22分 振り込め詐欺，点検商法 2008

詐欺・悪質商法 悪質商法ネタばらし　若者を狙うだましの手口
中学生～
新社会人 DVD 30分 架空・不当請求，ｱﾎﾟｲﾝﾄﾒﾝﾄｾｰﾙｽ，ｷｬｯﾁｾｰﾙｽ，ﾏﾙﾁ商法 2006

詐欺・悪質商法 あれ? もしかして…　高齢者をねらう悪質な住宅リフォーム
一般～
高齢者 VHS 19分 点検商法，次々販売，周囲の見守り 2005

詐欺・悪質商法 ヨネスケの利殖商法に突撃されない法
一般～
高齢者 VHS 22分 投資金詐欺，海外先物取引，利殖商法の変遷 2006

- 1 / 3 -



福島市消費生活センター　貸出ビデオ、DVD教材リスト

カテゴリ タ　イ　ト　ル 対象 規格 時間 概　　　要 作成年度

New 消費者トラブル
契約でトラブらない！トラブルから身を守るココロ構え「簡
単にお金を稼げる！？副業編」

高校生～
新社会人

DVD 11分 成年年齢引下げ、契約、未成年者取消権、副業 2022

消費者トラブル ホントにいいね!?その契約
高校生～
新社会人 DVD 33分 SNSからの契約トラブル、マルチ商法、インターネット通販のトラブル 2019

消費者トラブル ちょっと待った！その契約　賃貸住宅の契約トラブルを防ぐために
大学生～

一般 DVD 22分 賃貸住宅のトラブルを避けるためのポイント 2011

消費者トラブル 消費者センスを身につけよう(冊子教材CD付) 中学生 DVD 22分 携帯電話の落とし穴，商品を購入するときには 2010

消費者トラブル 緊急リポート美容医療　キレイのリスク 大学生～
一般 DVD 22分 レーザー脱毛，二重まぶた手術，男性の身体的な悩み 2010

消費者トラブル 山田邦子の　これで安心!! 賃貸住宅トラブル対処術!! 一般 VHS 25分 敷金，原状回復，トラブルへの対処法 2005

New 金融・債務 パピくんと学ぶ！キャッシュレス社会の歩き方
中学生～
新社会人

DVD 36分 キャッシュレス決済、多重債務、家計管理 2020

金融・債務 金融犯罪シャットアウトTV 一般 DVD 25分 インターネットバンキング犯罪，利殖勧誘犯罪，振り込め詐欺 2012

金融・債務 明日のためのクレジット活用法～賢い大人のカード利用術～ 一般 DVD 24分 クレジットカードの仕組み，リボ払いや現金化などの注意点 2011

金融・債務 初めての金融ガイド　金融取引の基礎知識 一般 DVD 33分 振り込め詐欺，偽造・盗難キャッシュカード，多重債務 2008

金融・債務 それでもお金、借りますか?　多重債務の落とし穴 一般 DVD 27分 無計画な借り入れ，リボルビング払い，連帯保証人 2007

金融・債務 まさととめぐみの　おこづかいを考えよう 小学生
保護者・教員 DVD 16分 よく調べて選びかしこい買物をしよう，必要なモノかどうか考えよう ?

金融・債務 知りたいけど聞けなかったお金の話 一般 DVD 27分 外貨預金，投資信託，個人年金保険 ?

金融・債務 DVDで学ぶ!　クレジットカード 一般 DVD 77分 クレジットカードの使い方　基本編，海外旅行編 ?

金融・債務 法六津探偵の金融犯罪を防げ 一般
DVD
VHS

28分 振り込め詐欺，口座売買，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ犯罪，ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ偽造・盗難 2009

金融・債務 マギー司郎が教える　金融犯罪のタネと仕掛け 一般
DVD
VHS

26分 通帳・ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの盗難・偽造，振り込め詐欺，貸します詐欺，ほか 2006

金融・債務 ドキュメントアイ　ザ・バンク! 一般 VHS 27分 銀行の役割，金融取引の注意点 2007

金融・債務 ズバリ!　私のどこがいけなかったの？ 一般 VHS 27分 ローン・クレジットとの賢い付き合い方 2005

金融・債務 カードに潜む見えざる罠 一般 VHS 20分 カード盗難，スキミング，フィッシング，有料サイト 2005

金融・債務 これで安心！金融商品のご購入 一般 DVD 25分 投資信託、変額年金保険 2014

ネット・ケータイ そのクリックは危険です！被害にあった10代20代の若者たち
中学生～

一般 DVD 18分 アダルト情報サイト，出会い系サイトなどの被害にあわないポイント 2014

ネット・ケータイ くらしに身近なサイバー犯罪～ネットワークに潜む罠～ 一般 DVD 15分 ワンクリック詐欺，インターネットオークション，フィッシングなどの危険性 2013

ネット・ケータイ ネット世界の歩き方
小学生

保護者・教員 DVD 18分 無料着ウタ，無料オンラインゲーム，ほか 2010

ネット・ケータイ ケータイ安全教室（シニア向け） 高齢者 DVD 30分 オレオレ詐欺，還付金詐欺，災害時のサービス，紛失 2009

ネット・ケータイ ケータイ安全教室
小学生

中学・高校生
保護者・教員

DVD 23分 ケータイのルールとマナー，トラブルの防止と対策 2008

ネット・ケータイ ケータイ・パソコン　その使い方で大丈夫?
中学・高校生
保護者・教員 DVD 22分 ケータイやパソコンのルールとマナー，トラブルの防止と対策 2008
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食の安全 考えてみよう!!　食べ物の安全性
小学生

保護者・教員 DVD 16分 食品添加物，ADIの設定，食品の残留農薬，ほか ?

食の安全 気になる食品添加物
中学生～

一般
保護者・教員

DVD 27分 食品添加物とは，添加物の役割，健康への影響 2007

食の安全 よくわかる!　食品安全委員会
中学生～

一般・高齢者 DVD 16分 食品安全委員会ってなあに?，リスク分析ってなあに?，ほか 2008

食の安全 気になる食品の安全性　みんなで学ぼうリスク分析

中学生～
一般

保護者・教員
DVD 19分 農薬や食品添加物，リスク分析，リスクコミュニケーション 2008

食の安全 食品安全の基礎知識　クイズで学ぶリスク評価 高校生～
一般 DVD 12分 リスク評価が目指すゴールは何か?，ほか 2008

食の安全 知っていますか?　食品のかしこい選び方 中学生～
一般 DVD 23分 生鮮・加工食品，食品表示，旬の食材，消費・賞味期限，添加物 2009

食の安全
おいしい牛肉は安心から
おいしい鶏肉は安心から

一般 DVD 100分 BSEを正しく理解するために，HPAIを正しく理解するために 2006

食の安全 抗生物質が効かない　命が危ない! 耐性菌汚染 一般 VHS 39分 抗生物質耐性菌，一次産業での抗生物質使用 2005

食と健康 楽しく食べて、健康に! 一般 VHS 23分 コレステロール，肥満とやせ，健康な食生活 2007

食と健康 いのちの食べ方　OUR DAILY BREAD
中学生～

一般 DVD 92分 わたしたちの食料の作られかた 2005

食と健康 野菜のチカラ
小学生～

一般 VHS 15分 食生活，野菜の摂取不足と影響，野菜に含まれる栄養素 ?

食と健康 がんと野菜　野菜の健康機能を考える 一般 VHS 16分 国立がんセンター医師・管理栄養士による解説 ?

住生活 住まいの知識は一生の知識
～安全で快適な住生活のために～

高校生 DVD 38分 住環境、トラブル事例から考える賃貸借契約 2017

製品事故 慣れと油断は事故のもと！
～製品事故から身を守るために～

高齢者と
見守る方 DVD 33分 家庭での思わぬ製品事故の原因と対策　ストーブ、介護用品、その他製品 2018

製品事故 ヒヤリ　ハットくん只今参上！！
～高齢者の身の回りの危険を防ぐでござる～

高齢者と
その周りの方 DVD 23分 台所，風呂，階段などでの高齢者の事故，電気・家具による製品事故 2011

製品事故 ヒヤリ・ハットから子供まもり隊
乳幼児・児童

の保護者 DVD 18分 ライター，自転車，ぶつける・はさむ，転落，その他 2010

製品事故 図解!　よくわかる　くらしの製品安全知識 一般 DVD 18分 キッチンやリビングなどの製品事故の実例と対策 2008

製品事故 長期使用製品安全点検・表示制度 一般 DVD 10分 経年劣化による事故が多い製品から安全を守る制度 2009

省エネルギー 省エネのすぐれワザ教えます　スマートライフのすすめ
中学生～

一般 DVD 30分 衣食住の省エネ，車・オフィスの省エネ，地域・学校の活動 2003

省エネルギー よくわかる省エネルギー 一般 DVD 33分 省エネルギーの必要性，省エネ実践活動，ほか 2003
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