
日本通信販売協会のロゴが不正使用されているサイト 2020/06/24更新

●下記のサイトは、JADMAマークを不正に使用しており、警察庁に情報提供を行っています（特定商取引法第三十一条に抵触）。

●これらのサイトはJADMA会員ではございませんので、消費者の皆さまはご注意ください。

●本リストには、既に閉鎖されているウェブサイトも一部含まれています。また 、実在する通販サイトを装ってウェブサイトの名称、住所、画像等を無断使用している

ケースも見られます。ウェブサイトの名称のみで判断するのは避けてください。

警察庁へ
の報告年

月日
サイト名 会社名 Ｕ　Ｒ　Ｌ

R2.6.12 新作激安通販 Total Eight https://www.valobsdnsa.online

R2.6.12 激安販売店 株式会社インターナッショ https://www.conpnpass.online/

R2.6.12
ショッピングステーション

花・ガーデン・DIY
株式会社あいち器 https://www.matsunojog.online/

R2.3.19 激安専門店 株式会社大津ティーエスケー https://www.gungknwyitems.club/

R2.3.19 Moll　janpan ディカルホールディングス株式会社 https://nmlmmall.top/

R2.3.6 ubimbelgoods 丸一株式会社 https://www.ubimbelgoods.xyz/

R2.3.6 Moll　janpan ディカルホールディングス株式会社 https://amzmall.top/

R2.1.16 不明 株式会社コスモ堂 https://www.imageshare.xyz/

R2.1.16 Moll　janpan ディカルホールディングス株式会社 https://qwzhmall.top/

R1.12.13 不明 株式会社 Arcland https://www.antitattoo.xyz/

R1.12.13 Moll　janpan ディカルホールディングス株式会社 https://llmmall.top/about_us.html

R1.12.13 Moll　janpan ディカルホールディングス株式会社 https://ayjmall.top/about_us.html

R1.11.29 アウトレット専門店 ダイアモンドセレブ株式会社 https://www.zvzjxnpxshop.xyz/

R1.11.29 Moll　janpan ディカルホールディングス株式会社 https://bzkzmall.top/

R1.10.17 不明 株式会社 e-kag https://www.qwjhbpeyonline.xyz/

R1.10.17 Moll　janpan オコリバイオファーマ 会社 https://jxmall.top/

R1.10.17 不明 株式会社asunaro https://www.hjxdynsmonline.xyz/

R1.9.30 不明 株式会社 JEPUN https://www.xewcqmmdonline.xyz/

R1.9.30 快適生活 株式会社魚春し https://www.nhzugmoutlet.xyz/

R1.9.30 日用品雑貨 株式会社シロネコ https://www.crystalnail.xyz/

R1.9.25 不明 Total Eight https://www.vpvadstfashion.xyz/

R1.9.25 不明 ウールレーヴ株式会社 https://www.rypwgznfashion.xyz/

R1.9.25 不明 fuwari 会社 https://www.needrufashion.xyz/

R1.9.13 不明 小野通販店舗 http://fashionjewelrywebbrfactory.online/

R1.9.13 不明 藤原専門店 http://speciallawnmowerwebeuoutlet.xyz/

R1.9.13 日用品・生活雑貨 ショッピング会社 https://www.vvpweluitems.xyz/

R1.9.13 オンラインショップ chouchou shamp会社 http://www.qtttdrsoshop.xyz/

R1.9.13 不明 株式会社カズマーク https://www.plancul-berne.xyz/

R1.9.13 Mall　Japan オコリバイオファーマ 会社 https://lgamall.top/
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R1.8.28 生活用品専門店 株式会社グッドスルガヤ https://www.dkkrvfoutlet.xyz/order/item/10077/

R1.8.28 生活雑貨 合同会社フィールド  http://www.dqyddfoutlet.xyz/

R1.8.26 kgwvhu あんしん価格縁屋 https://www.kgwvhucitems.xyz/

R1.8.26 immazuf 迷い猫のポート合同会社 https://www.immazufitems.xyz/

R1.7.31 不明 AZUR nventory https://www.ltvrcfstore.xyz/

R1.7.31 日用品生活雑貨 株式会社CUADOANFV https://www.bejzivasale.xyz/

R1.7.26 新作劇安通販 会社INTERNATIONAL https://www.cytnoqoutlet.xyz/

R1.7.26 通販ショップへ 株式会社レゾンいとしや https://www.ymnwwwhdesign.xyz/

R1.7.26 車用品・バイク用品 株式会社homme BUMP https://www.dtpoodmfashion.xyz/

R1.7.24
日用品・生活雑貨

ONLINE SHOP
株式会社番亭 https://www.beprvpoutlet.xyz/

R1.7.24 SALE 最安値 株式会社クリスタル https://www.rlrrcfjitems.xyz/

R1.7.24 生活雑貨 会社美智子 https://www.oucwcfoutlet.xyz/

R1.7.24 DIY　工具 株式会社本舗アウラ https://www.ivkwpjutoutlet.xyz/

R1.6.25 通販生活 合同会社Eight DreamHope  https://www.xtspjsoutlet.xyz/

R1.6.25 生活雑貨 株式会社番亭 https://www.lydmogoutlet.xyz/

R1.6.25 ファッション通販 コアshop株式会社 https://www.dctzcocbuying.xyz/

R1.6.17 生活雑貨通販 株式会社フォーラム https://www.tcojfcpfashion.xyz/

R1.6.17 快適生活雑貨 Flower会社 https://www.wvhyxveitems.xyz/

R1.5.31 アウトレット専門店 株式会社グッドスルガヤ https://www.dwkqktoutlet.xyz/

R1.5.31 本家屋 株式会社スタジオエフ https://www.wyhyxcstyle.xyz/

R1.5.31 不明 株式会社フォーラム https://www.crwscilfashion.xyz/

R1.5.31 生活雑貨通販 株式会社HM-Style https://www.ecomascsale.top/

R1.5.31 生活用品専門店 株式会社ウッドデッキ https://www.spgisegoods.top/

R1.5.15 激安通販 ウィッグ株式会社 https://www.csttvpkbuying.xyz/

R1.5.15 日用品生活雑貨 東京牧場メディエア株式会社 https://www.phocrsbuying.xyz/

R1.5.15 不明 株式会社アブロイ https://www.yhkasaosale.top/

H31.4.26 ekscrmall マルセン株式会社 https://www.ekscrmall.xyz/

H31.4.26 不明 株式会社グリーン https://www.kfimargoods.top/

H31.4.5 生活雑貨通販 株式会社フルハート https://www.pszwshesale.top/

H31.4.5 生活雑貨通販 株式会社ユーコレ https://www.sklaoutsale.top/

H31.4.5 生活雑貨通販 株式会社デザインフィル https://www.pohctfsshop.xyz/

H31.4.5 magasaonline 株式会社ホールディング https://www.magasaonline.xyz/

H31.2.26 不明 株式会社ストレイン  https://www.nolysonline.top
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H31.2.26 不明 株式会社アライブ https://www.imsouonline.top/

H31.2.26 日用品生活雑貨 株式会社ステラ https://www.enexaonline.top/

H31.2.26 生活雑貨通販 株式会社ブティック https://www.palshmarket.top/

H31.2.15 生活用品専門店 株式会社バルジー https://www.iargougoods.top/

H31.2.15 日用品生活雑貨 株式会社マダム https://www.sttcsonline.top/

H31.2.15 生活雑貨通販 株式会社バルーン https://www.uryshdgoods.top/

H31.2.15 不明 株式会社アブロイ https://www.yhkasaosale.top/

H31.2.4 日用品生活雑貨 株式会社ドライフラワー https://www.svaustgoods.top/

H31.2.4 生活用品専門店 株式会社ヘルメスリンク https://www.rmauymarket.top/

H31.1.25 生活用品専門店 株式会社ストレイン https://www.pdatooutlet.top/

H31.1.25 生活雑貨通販 株式会社アルトモンド https://www.modsstgoods.top/

H31.1.25 激安価格online　shop 株式会社ノージィ https://www.mohasonline.top/

H30.12.14 getersale フルグッズ 株式会社 https://www.getersale.xyz/

H30.12.12 etechshop 株式会社ライフマート https://www.etechshop.xyz/

H30.12.12 aprdcmarket フルグッズ 株式会社 https://www.aprdcmarket.xyz/

H30.12.12 evoipgoods 株式会社サンバ https://www.evoipgoods.xyz/

H30.12.10 puspbonline フルグッズ 株式会社 https://www.puspbonline.xyz/

H30.12.10 iconmalls 株式会社ビービーエフ https://www.iconmalls.xyz/

H30.12.7 bfpkonline 株式会社サンバ https://www.bfpkonline.xyz/

H30.12.5 sdsrmarket バララ株式会社 https://www.sdsrmarket.xyz/

H30.12.5 oszastore 株式会社サンバ https://www.oszastore.xyz/

H30.12.3 mycfogoods 株式会社サンバ https://www.mycfogoods.xyz/

H30.12.3 evoipgoods 株式会社サンバ https://www.evoipgoods.xyz/

【お問い合わせ先】日本通信販売協会「通販110番」　：TEL　03-5651-1122
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