
ロールプレイング キャッチセールス－キャッチでエステ 

登場人物：20 歳で大学生の けいちゃん ・ イケメン男性・ エステの店員 ・ ナレーター 

 

ナレーター：友達と別れたけいちゃんは、家に帰るため急ぎ足で原宿の街を歩いていると 

イケメンの男性に声をかけられました。 

イケメン男性：こんにちは！君、とってもかわいいね、もてるんじゃない？ 

        ファッションに関するアンケートに協力してくれない？5 分でいいんだ、すぐ終わるよ。 

けいちゃん ： えーっ、でも時間ないから… 

イケメン男性： 答えてくれたら、エステの無料チケットをプレゼントするよ。 

けいちゃん ： じゃあ、ちょっとだけなら。 

イケメン男性： ありがとう。じゃあ、アンケートに答えてね。 

どんな雑誌を読んでるの？雑誌に載っているモデルさんで好きな人いる？ 

けいちゃん ：いるいる。 

イケメン男性：そんな人みたいになりたくない？お肌の手入れは、どうしてる？ 

けいちゃん ：うーん、普通にやってる。 

イケメン男性：ありがとう、アンケートはここまで。プレゼントの無料チケットをあげるから一緒にきて。 

ナレーター：そう言って、イケメン男性はけいちゃんをエステサロンに連れて行きました。 

そこに白衣を着たエステの店員が現れました。 

 

エステ店員：アンケートに答えてくれてありがとう、これプレゼントのチケットよ。 

お肌のお手入れしているようだけど、無料で簡単なお肌のチェックしてあげるわね。 

あ～ら、大変だわ、あなたのお肌、肌年齢が４０才とでたわよ。 

今のうちにお手入れしないと、取り返しがつかないことになるわよ。 

けいちゃん ：えーっ そんな！！ 

エステ店員：ねえ、うちのエステに通わない？ 

うちのエステは若い子向けのお店だから料金も格安よ。 

チケット制だからいつ来ても大丈夫。 

２０回分のチケットと化粧品で１５万円だけど、毎月少しづつ払えばいいのよ。 

いくらなら払える？ 

けいちゃん：３０００円位かな…でも、やっぱり無理そう。 

エステ店員：大丈夫！今キャンペーン中だから、１５万円のところ１３万円でいいわよ。 

        それに今日契約してくれるなら、あなただけ特別に１２万円にしてあげる。 

        ここに名前と住所、書いてくれる？ 

ナレーター：こうして、けいちゃんはエステと化粧品の契約書にサインをしてお店を出ました。 

そして化粧品をかかえながら家に帰り、ひとり、部屋の中で… 

けいちゃん：アンケートだけのはずが、エステに通うことになっちゃった。それにこんなに高い 

化粧品も買わされちゃった。どうしよう… 

ナレーター：さあ、みなさん、みなさんならどうしますか？  



ロールプレイング アポイントメントセールス－デート商法 

 

登場人物： 22 才で会社員のやっくん ・勧誘員の女の子 ・販売員 ・ナレーター 

 

ナレーター：やっくんがスマホでＳＮＳをチェックしていると、知らない女の子からのメッセージを見

つけました。 

やっくん：  あれ…これ誰だろう？誰かの紹介かな。友だちになろうって書いてあるぞ。 

返信してみよう。 

[初めまして。ぼくは社会人１年生。毎日仕事を頑張っています。] 

女の子：  ［私は夢に向かって勉強中！悩みとか聞いてください。］ 

ナレーター：やっくんは女の子と何度かメッセージを交換しました。 

        次の週、またメッセージがきて… 

女の子：  [日曜日､時間ある？会ってお話ししたいな？] 

やっくん： [えっ、ビックリだよ。時間はあるから会えるよ！] 

ナレーター：やっくんはデート気分で出かけました。 

女の子： 来てくれてうれしい！実はね、私アクセサリーのデザインとか勉強しているの。この近

くで作品を展示してるから見てほしいな。 

やっくん： アクセサリーはつけないし、興味ないなぁ。 

女の子： いいから、いいから。一緒に来てくれるだけでいいんだから、お願い！ 

ナレーター：こうして一緒に行ってみると、作品展ではなくアクセサリーのお店でした。２階に連れ

て行かれ、高そうなネックレスや指輪を次々に見せられました。 

        販売員が近づいてきて 

販売員：  この宝石はどうでしょう？女の子が喜ぶきれいな色の宝石でしょ。彼女ができたら指輪

にしてプレゼントすれば良いし、それまではペンダントヘッドにして使えますよ。お支払

いは心配なく、毎月 1 万円くらいなら無理なく払えるでしょう？ 

やっくん：  いや～そんなこと言われても、無理です。 

ナレーター：気が付くと何時間もたっていて、一緒にお店に来た女の子の姿は見当たりません。 

販売員が何人もいて、買わないと帰れそうもなかったので、とうとう契約書にサインし

てしまいました。 

その後、クレジット会社から「30 万円のアクセサリーを買いましたか？」という電話が

あり、「はい」と答えました。 

やっくん： こんなアクセサリー買うつもりじゃなかったのにな～。あっ、彼女からメッセージだ。 

女の子： やっくん、買ってくれてありがとう。おかげで私の成績になったわ。これからも、ときどき

会える？また、連絡するね。 

ナレーター：女の子からは、契約後 8 日間は連絡がきましたが、その後はやっくんからメッセージ

を送っても返信がなく、電話も通じなくなってしまいました。 

       やっくんはどうすればいいでしょう？ 

 



ロールプレイング マルチ商法 

 

登場人物：２１才大学生の やっくん ・ 誘う先輩 A さん・ 勧誘者Ｂさん ・ ナレーター  

 

ナレーター： 大学生のやっくんは、最近会っていなかった高校時代の先輩の A さんから、ＳＮＳで

「久しぶりに会おうよ」と誘われ、駅前のカフェで会うことになりました。 

A さん ：  久しぶり、学校はどう？ 

やっくん ：  お久しぶりです。先輩はどうですか。 

A さん ：  じつは俺、今、ネットワークビジネスをやっていて、けっこう稼げるし、充実してるよ。 

やっくん ： 先輩、ネットワークビジネスって何ですか？ 

A さん ：  楽にもうかるビジネスだよ。大学生も大勢やっているよ。このビジネスを始めたＢさん

が来るから紹介するよ。 

ナレーター： Ｂさんがやって来ました。ブランド品のスーツを身に着けています。 

Ｂさん ：  やっくんだね。このビジネスは、すごいんだ。あの有名アスリートが飲んでいる評判

のサプリとかプロテインとか知ってる？ やっくんも会員になれば買えるんだ。 

しかも友達を誘って会員を増やしていくとバックマージンが入るんだよ。 

友達がまた友達を誘うと何もしなくてもやっくんにもバックマージンが入る。 

すごいだろう？ 

楽に稼げて、時間を自由に使えるから、大学の授業にも影響はないし。 

ナレーター： Ｂさんは、楽に稼げると強調し、Ａさんも隣で熱心にうなずいています。 

Ｂさん ：  はじめにサプリとかを買う代金３０万円が必要だけど、会員を増やせばお金が入って

来るようになるよ。 

        君なら絶対に成功できる。一緒にやらないか？ 

やっくん ： 興味はありますが、３０万円なんて、そんなお金ありません。 

A さん ：  ３０万円は、学生ローンの店に行って、「旅行に行くので借りたい」って言えば、簡単

に借りられるよ。俺もそうしたよ。 

ナレーター： 数日後に、やっくんは、先輩のＡさんに教えてもらった学生ローンの店に行き、３０万

円を借りました。そして、Ａさんと一緒にカフェでＢさんと会い、契約書にサインをして、

お金を渡し、サプリとプロテインを受け取りました。 

Ｂさん ：  やっくん、一緒に頑張ろう！  

やっくん ： はい！！     

ナレーター  ：張り切ってやっくんは友達数人を誘ってみましたが、誰も話を聞いてくれません。 

やっくん ： 人を誘うのがこんなに大変だとは思わなかった。ローンの返済日が来ちゃう。 

ナレーター：何度も声をかけていたら、友達は皆やっくんを避けるようになってしまいました。 

ローンの返済のためにバイトを増やしたので、大学の授業も休みがちになってしまい

ました。 

やっくん  ：こんなはずじゃなかったのに・・・ 

 



ロールプレイング インターネットショッピング 

 

登場人物： けいちゃん ・友達 A さん ・ナレーター  

 

ナレーター： けいちゃんは友達のＡさんとファッション雑誌を見ています。 

A さん ： このモデルの持っているイタリア製のブランドのバッグかわいいね。 

けいちゃん ： うん。限定品だって。 

A さん ： さすがモデルが持っているバッグだけあって、価格が 8 万円。 

 バイトしても手が届かないな。 

 

ナレーター： けいちゃんは家に帰って、パソコンでブランドのバッグを検索してみました。 

けいちゃん ： 激安のブランドサイトがある。ちょっと見てみよう。Ａさんとみていたブランドのバッグ

が載っている。定価 8 万円が１万 5 千円！残り 2 個！すぐ申し込まなくちゃ。 

 

ナレーター： けいちゃんは名前・住所・電話番号を入力して申し込みました。するとサイトから、 

 銀行口座に振り込むようにとメールが届きました。けいちゃんはすぐに指定された 

 個人名義の口座に振り込みました。 

 

けいちゃん ： 2 週間経ったけどバッグが届かない。サイトにメールをしよう。 

 

ナレーター： けいちゃんはサイトにバッグが届いていないとメールで伝えました。すぐに送ると連

絡がありました。１週間後に海外から荷物が届きました。けいちゃんは箱を開けました。 

 

けいちゃん ： このバッグ何！縫い方が雑だし、素材も違う。イタリアのブランドのバッグなのに、 

 違う国から届いたし、安っぽくてなんか偽物みたい。 

 

ナレーター： けいちゃんはサイトにメールを何度も送りましたが、返事はありませんでした。 

 サイトの「会社情報」には、住所や電話番号がのっていないので連絡もとれません。 

また、サイトの日本語がおかしいことにも気づきました。 

         次の日Ａさんに会いました。 

 

A さん ： けいちゃん。元気ないみたい。どうしたの。 

けいちゃん ： ネットで注文したバッグが偽物だったの。よく考えたら安すぎだったわ。 

 送り返したら、お金を返してもらえるのかな？ 

 

A さん ：偽物を送り返しても良いのかな？偽物を送ってくるような会社だから、送り返しても返金

してもらえないと思うわ。 

 



ロールプレイング クレジットカード 

 

登場人物： やっくん ・先輩 A さん ・ナレーター ・カード会社社員 

 

ナレーター： 20 才になったやっくんは、先輩の A さんと道でばったり会いました。 

 

A さん ： 久しぶりだな。 

やっくん ： 先輩 お久しぶりです。 

A さん ：  おれ、彼女できたんだよ。明日デートなんだけど。どこに行こうかな。 

 いいところ知らないか。 

やっくん ： うーん。 

A さん ：  彼女の誕生日だから、プレゼントを買いたいんだけど。先週も彼女とワクワクラン 

  ドに行ったばかりでお金がないんだ。悪い２万円貸してくれないか。 

やっくん ： 洋服を買ったばかりなので、すっからかんです。 

ぼくが貸してもらいたいくらいですよ。 

A さん ： そっか。あっ。クレジットカード持ってくるの忘れた。ちょっと買い物してくるからカード

貸し 

 てくれない。バイト代が入ったらすぐに金は返すから。 

やっくん ： うーん。（間をあけて）    はい、すぐに返してくださいよ。 

A さん ： ありがとう。助かるよ。 

 

ナレーター： やっくんは、A さんにクレジットカードを渡しました。10 分後にＡさんはカードを返して

くれました。 

 それから、１ヶ月後。クレジットカードの請求明細書が届きました。 

 

やっくん ：  請求金額 10 万円だって！どういうことだよ。A さんに電話しなくちゃ。 

 

ナレーター： やっくんは、A さんに電話を何度もかけましたが、Ａさんは電話にでませんでした。 

やっくんは自分が使用していないことを伝えようとクレジット会社に電話しました。 

 

カード会社 ： お客様がクレジットカードの契約者ですので、お支払いの必要があります。 

 また、カードを他人に貸す行為は、カードの規約で禁止されています。 

 

ナレーター： やっくんは 10 万円が支払えず途方に暮れています。 

 
 


