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別添

特定商取引に関する法律第１５条第１項に基づく

業務の一部停止命令及び第１４条第１項に基づく指示

１ 事業者の概要

  事業者名    株式会社リード

  代表者名    熊本 悠介 （くまもと ゆうすけ）

  所 在 地    東京都新宿区西新宿六丁目１２番７－３０４号

  設  立    平成２７年１月２２日

  業務内容    インターネットを利用したアプリケーションソフトウェア及びそれに関連する

サービスの提供等(通信販売)

  売 上 高（※） 約１億６千万円(仮想通貨「ビットコイン」に関連するサービスに関わるもの)

  ※事業者報告による

２ 事業者に関する都内の相談の概要  （平成３０年１０月９日現在）

(単位:件)

平均年齢 平均契約額
相談件数

H27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 合計

  45 歳

(20～73 歳）

44 万円

(10 万～150 万円)
１ 1 ２５ ６ ３３

３ 業務の一部停止命令の内容

  平成３０年１０月１１日（命令の日の翌日）から平成３１年１月１０日までの間（３か月間）、特

定商取引に関する法律第２条第２項に規定する通信販売に係る業務のうち、次の業務を停止するこ

と。

（１）販売条件及び役務の提供条件について広告を行うこと

（２）売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること

（３）売買契約及び役務提供契約を締結すること

４ 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為

  【特定商取引に関する法律第１２条(誇大広告等の禁止)】

  当該事業者は「ビットコインジャパンプロジェクトプラチナパートナー」と称して、仮想通貨の

マイニングから発生する収入を得るとうたったアプリケーションソフトウェアの提供若しくは同ア

プリケーションソフトウェアがインストールされたタブレット端末の販売及びそれに関連するサー

ビスの提供(以下「本件契約」という。)について通信販売を行っていた。その際、ウェブサイト等

により以下のような誇大な広告表示等を行っていた。

(１) 本件契約により毎月３０万円相当以上のビットコインの収入を確約できる合理的な根拠がな

いにもかかわらず、「毎月最低３０万円のビットコインを受取り続ける」などと、あたかも多額の

収入を安定的に受け取ることができるかのように表示していた。

(２) 本件契約に係る消費者全てのビットコインの収入額を把握していないにもかかわらず、「今で

は、３００名以上のメンバー全員が毎月３０万円以上のビットコインを受け取っているんです」

などと表示していた。

(３) 「オートビットチャージが行う『マイニング』」「『オートビットチャージ』が生み出すビット

コインを受け取るだけで」「『オートビットチャージ』があれば知識、作業、経験、資金など一切

必要なく収入を増やし、完全自動で資産を築くことができます」「このタブレットが届いたら、電



池を入れ、“オートビットチャージ”を起動するだけです。その後は半永久的にビットコインを受

け取り続けることが出来ます。」などと、あたかも本件契約に係る代金を支払うだけで仮想通貨の

マイニングから発生する収入を得ることができるかのように表示していた。しかし実際には、仮

想通貨のマイニングから発生する利益を消費者に分配すると称するサービスは、他事業者が提供

するサービスであって、そのサービスを利用するためには、消費者が自ら用意するビットコイン

を本件契約代金以外に追加で支払う必要があり、その支払額に応じて収入を得る仕組みであった。

さらに、事業者が広告に表示する毎月３０万円相当のビットコインを受け取るには、消費者はよ

り多額のビットコインを支払う必要があった。

(４) 実際には本件契約を締結した全ての消費者に特典を与えていたにもかかわらず、「募集開始

２時間限定特典 01 パーフェクト税金対策マニュアル」「募集開始２時間限定特典 02 世界ＴＯ

Ｐからの仮想通貨最先端情報△△△(ＳＮＳ)の参加権利を提供」「２時間以内特典には、２００

０万円相当の△△△(ＳＮＳ)に参加する権利を入れています」などと表示し、あたかも２時間以

内に申し込まないと当該特典が得られないかのように表示していた。また「先着１０名様特典」

として「１ビットコインをプレゼント」「シンガポールツアー」などと表示をしていたが、「先着

１０名様特典」を受け取った消費者は存在せず、当該特典を付与する消費者の選定を行うことも

ないまま、その表示をし続けた。

５ 指示の内容

（１）業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、そ

の検証結果について、業務停止命令の日から１か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。

（２）違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該

再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する１

か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

６ 今後の対応

（１）業務停止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第７０条の規

定により、３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対

しては、同法第７４条の規定に基づき、３億円以下の罰金を科する手続きを行う。

（２）指示に基づく検証結果について、平成３０年１１月１０日までに都知事宛てに報告させる。

（３）指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成３０年１２月１０

日までに都知事宛てに報告させる。

（４）指示に従わない場合には、同法第７１条の規定により、行為者に６月以下の懲役又は１００

万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第７４条の規定に基づき、

１００万円以下の罰金を科する手続きを行う。



参考資料

（事例１）

平成２９年１１月、消費者甲は、ＳＮＳでビットコインジャパンプロジェクト(ＢＪＰ)を知った。

ＢＪＰは毎日何もしないで収入が得られる仕組みを作ったようだった。甲はＢＪＰのＳＮＳを登録し、

500 円分のビットコインがプレゼントされた。

その後、ＢＪＰから何度か動画ページのＵＲＬが送られてきた。動画の中では、ＢＪＰの主催者と

称する者がオートビットチャージというアプリについて「毎月最低でも３０万円が振り込まれる。そ

れは円ではなく ビットコインで振り込まれるので、高騰しているビットコインのことを考えると、

資産は膨れ上がる一方だ。」などと言っていた。他の動画では、実際にオートビットチャージを使用し

ている人たちが出てきて、毎日ビットコインが振り込まれている様子が説明されていた。

甲はビットコインの「マイニング」については初めて知ったが、動画の説明によると、オートビッ

トチャージがあれば、甲がすることは毎日口座残高を確認することだけであり、完全にほったらかし

の状態で毎日ビットコインが手に入るとのことであった。甲は、今ビットコインの相場は右肩上がり

なので、収入がビットコインで入れば価値がどんどん上がり、大きな収入を得られるだろうと思った。

ＢＪＰのＨＰには、オートビットチャージの販売前の予告として購入特典が紹介されていた。先着

１０名特典、募集開始２時間限定特典などがあり、販売が開始されたらすぐに購入して特典をもらお

うと思った。１１月下旬、募集開始の案内がＢＪＰから届いた。甲は特典を逃したくなかったので、

すぐにＢＪＰのサイトからオートビットチャージのダウンロード版(１０万円)を購入した。

甲がポータルサイトを確認すると、「マイニングすること自体にシステム利用料はかかりませんの

で、純粋に 0.1bit～の運用資金のみで参加可能となっております。」と記載されており、これから別

途運用資金が必要とのことだった。甲は、アプリを手に入れれば、何もしないで毎日収入があると思

っていた。甲はそのような資金が必要だということは聞いておらず、収入額も非常に低いもので、甲

は当初の話と全く違うと思った。

（事例２）

平成２９年１１月、消費者乙は、メールマガジンから誘導され、ＢＪＰのサイトを見た。「アプリを

インストールされた方には全員、毎日１万円 毎月３０万円受け取っていただきます！」などと記載

されていた。

乙がＢＪＰのＳＮＳを登録すると、毎日のようにメールでＢＪＰを説明する動画ページ等の URL が

送られてきた。順に４種類が配信され、４つ目の動画の最後に、マイニングツールの申し込み画面が

出た。

乙がマイニングツールを購入しようと思った点の１つは、仮想通貨のマイニングをするという点で

あった。世間では仮想通貨で稼いでいるという人の話もあったので、ホームページにあるとおり、１

日 1 万円、月３０万円が稼げるということもありうる話だし、そうであれば、マイニングツール代１

０万円を最初に支払ってもすぐに収益になるだろうから損はないと思った。そこで１１月下旬、乙は

ＢＪＰのＨＰ上から、マイニングツールを購入した。

その後、乙はＢＪＰのポータルサイトにログインできるようになった。ポータルサイトには、「オー

トビットチャージで毎日 Bitcoin 報酬を受け取る」「オートビットチャージという世界初の最先端マイ

ニングツールを使い、月利５～１０％前後のマイニング収益を受け取ることが出来ます。」「申し込み

後、誰でも完全ほったらかしでマイナスになる事なく即ビットコイン権利収入を作る事が可能です。」

などと書かれていた。最初の広告では、何もしないで毎日１万円がもらえるという話だったのに、収

益の金額に変動があるのはおかしいと思った。また月利５～１０％ということは、追加でお金が必要

になるのだな、と思った。なぜなら、マイニングツール代１０万円が元金だとすると、月利１０％だ

としても、月１万円の収益にしかならないので、１日１万円、１か月で３０万円の収入とはならない

からである。月利５％～１０％で、月３０万円の収益を得るとしたら、少なくとも３００万円の追加

金が必要となる。もし、１０万円の他に追加のお金を支払わなければならないということが、初めか

らわかっていれば乙はマイニングツールを購入することはなかった。



（事例３）

平成２９年１１月、消費者丙は、ＳＮＳでＢＪＰが提供するビジネスの紹介記事を見て、ＢＪＰの

ＳＮＳを登録した。

すると、ＢＪＰから毎朝ＳＮＳでＢＪＰの説明が送られてきた。ＢＪＰのＳＮＳには「価値を増や

し続けているビットコイン３０万円分を毎月、永久的に受け取ってもらい、今後一切金銭的に困ると

いうことが無くなっていくように進めていきます。」などと記載されていた。ＢＪＰのウェブサイト

上では「あなたがビットコインジャパンプロジェクトに入り、“オートビットチャージ”を手に入れ

てからすることは、“毎日口座を確認すること”」などと記載されていた。

ＢＪＰからのＳＮＳには、オートビットチャージの販売前の予告として、申し込み開始後２時間以

内に申し込んだ者などへの購入特典が記載されていた。丙はこれを見て、販売が開始されたらすぐに

購入して特典をもらおうと思った。同年１１月下旬にオートビットチャージの募集開始の案内がＢＪ

Ｐから丙にＳＮＳで届いた。丙は特典を逃したくなかったので、ＢＪＰのＨＰからすぐに購入の申し

込みをした。

その後、ＢＪＰから丙にメールでポータルサイトの案内が来た。ポータルサイトには、オートビッ

トチャージの使い方や購入時の特典などがあった。丙はこの時初めて、オートビットチャージはビッ

トコインのマイニングをするものなのだと分かった。オートビットチャージの説明には「月利５～

８％」「最低０.１ビットコインを預けることが必要」とあった。丙は、当初に支払った代金の他にも、

最低０.１ビットコインの資金が必要という話は聞いていないと思った。

また、丙が改めてオートビットチャージの説明を読むと、最初に０.１ビットコインが必要と言われ

ていたが、これは元金として戻ってくるわけではないことが分かった。丙が得られるのは、当初に支

払ったビットコイン額に対して上がる月利５～８％の利益だけだった。

（事例４）

平成３０年２月ごろ、消費者丁は、動画共有サイトでＢＪＰを知り、ＢＪＰのＳＮＳを登録した。

その後ＢＪＰから、毎日ＳＮＳで挨拶やＢＪＰの事業を説明する動画等が送られてきた。動画によ

ると、ＢＪＰでは「オートビットチャージ」というアプリを使って、ビットコインのマイニングをし

て収益を上げるという事であった。動画の中では、ＢＪＰの主催者が「毎月最低３０万円は確実に収

益が得られる」「電源を入れるだけで、何もやることはない」などと言っていた。

同年２月下旬、丁がＢＪＰから配信された動画のページを見ると、オートビットチャージの購入が

できるようになっていた。先着購入者には特典があるという話もあったので、丁はＢＪＰのＨＰから

オートビットチャージが既にインストールされているタブレット(２０万円)を購入した。

申込み後、ＢＪＰから丁に専用サイトが案内された。専用サイトには、毎日ビットコインの報酬を

もらうためには運用資金が必要だと記載されていた。そのような説明は事前には全くなかったが、仕

方がないので、丁は専用サイトを通じて円換算で１０万円を超えるビットコインを預けた。

しばらくして丁は追加で入金したビットコインを引き出そうとしたができなかった。丁が専用サイ

トからビットコインの出金方法を問合せたところ、「ご参加いただいたビットコイン数の倍のビットコ

インを、マイニング報酬で得ることができる権利を購入されたということになります」「入金額＝購入

額であるためそのビットコインは消費されております。」と回答があった。事前の説明では、ほったら

かしで勝手にビットコインが増えていくということだったので、このような仕組みは初耳だった。

事業者からはマイニングの結果が通知されているが、事前の説明と異なり、毎月３０万円には到底

届いていない。


