契約

Ｐ1〜５
◇契約って何？
◇契約はやめられないの？
◇クーリング・オフをするときは
この服すてき。
◇気をつけたいこんな契約
靴はこれね。
この服すてき。
アポイントメントセールス
・
そうそうスマホも
靴はこれね。
機種変。
キャ
ッチセールス・マルチ商法
そうそうスマホも
支払いはリボでね。
機種変。
支払いはリボでね。

マネー

インターネット

Ｐ6〜9

Ｐ10〜13

◇インターネットショッピング
◇インターネットオークション・
フリマアプリ
◇インターネット上での契約
◇さまざまな支払い方法
◇インターネットの世界を安全に

◇商品の選び方で世界は
変えられる
◇持続可能な社会をめざして

消費者市民社会

Ｐ14〜15

法律

Ｐ16〜17

◇クレジットカード
◇マネートラブルにならない
ために
◇上手なお金の管理

◇消費者契約法
◇民法
◇特定商取引に関する法律
(特定商取引法)
◇割賦販売法
◇電子消費者契約及び電子
承諾通知に関する民法の
特例に関する法律(電子契約法)

支払回数と方法
手数料
「クレジットカードを使うこと
支払回数と方法
手数料
翌月払いまたは翌々月払い かからない
「クレジッ
トカードを使うこと
は、借金をするのと同じで
若者は社会経験が少ないため悪質商法のターゲッ
トになりやすく、消費生活センターへの相談は少
一回または
翌月払いまたは翌々月払い かからない
翌月と翌々月払い
は、借金をするのと同じで
す。リボルビング払い
(リボ払い
) は手
なくありません。社会に出る前に、
「契約」
についての知識や法律を学び、お金の管理ができるようにな
一回または
二回
翌月と翌々月払い ※
かからない
ボーナス一括払い
す。リボルビング払い
(リボ払い ) は手
数料がかかります。このまま使うと残
り、困った時の相談先を知っておくことが大切です。
二回
※
かからない
ボーナス一括払い
数料がかかります。このまま使うと残
高がどんどんふくらみます。支払いが
消費者教育として伝えたいのは、消費者被害を防ぐことだけではなく、
「消費者市民社会」の一員と
分割払い
かかる
(分割払い
支払回数と金額を決める)
高がどんどんふくらみます。支払いが
遅れるとカードが使えなくなりますよ。
」
してより良い消費行動をすることで社会を変えることができるということです。
かかる
三回以上
( 支払回数と金額を決める)
遅れるとカードが使えなくなりますよ。
」 へと旅立ってほしいと願っています。
と説明されました。支払いできる範囲
このパスポートを手に、安全に
「オトナ社会」
リボルビング払い
(リボ払い )
三回以上
かかる
( 月の支払額か支払率が一定
と説明されました。支払いできる範囲
で使うことにしました。
リボルビング払い
(リボ払い ) )
かかる
※一般的な場合です( 月の支払額か支払率が一定 )
で使うことにしました。

リボ払いって何？
リボ払いって何？

※一般的な場合です

リボ払いは月の利用金額によらず、
毎月の支払額が一定で、限度額内の
リボ払いは月の利用金額によらず、
利用ができます。
毎月の支払額が一定で、限度額内の
主に商品やサービス等のさまざまな「契約」上のトラブルの相談を受けています。
・支払回数は決まっておらず、残高がある限り支
利用ができます。
消費生活相談員が助言やあっせん、
情報提供をして消費者被害の解決のお手伝いをしています。
払は続きます。残高に応じた手数料がかかりま
・支払回数は決まっておらず、残高がある限り支
す。
（実質金利
15％程度）支払が長期化し、商
また、被害にあわないように、悪質商法の情報を伝えるだけではなく、契約する前に注意する
払は続きます。残高に応じた手数料がかかりま
品ごとの支払終期がわかりづらい面があります。
す。
（実質金利 15％程度）支払が長期化し、商
ことや知っておきたい知識などを伝えています。相談は無料で秘密は守られます。
※リボ払いは、利用額が一定額以上増えると、毎
品ごとの支払終期がわかりづらい面があります。
消費生活センターは、行政が法律に基づいて設置しています。
（消費者基本法・消費者安全法）
月の支払額が増える残高スライド方式など、複
※リボ払いは、利用額が一定額以上増えると、毎
数の方式があり、クレジット会社により要件が
月の支払額が増える残高スライド方式など、複
異なるので、注意が必要です。
数の方式があり、クレジット会社により要件が
異なるので、注意が必要です。

※本冊子は、千葉県の委託により「千葉県消費生活相談員の会」が制作しました。
リボ払いは、ポイント
がたくさん付くけど、
リボ払いは、ポイント
手数料が高いのかァ
がたくさん付くけど、
手数料が高いのかァ

管
理

・クレジットカードが届いたら規約をよく読みカードの裏側にサイ
ンをしましょう。
・暗証番号は他人に教えないようにしましょう。
・紛失・盗難時はすぐに警察、クレジット会社、個人信用情報機関
へ連絡をしましょう。不正使用された時は、補償される場合があ
ります。
・他人に貸さない！支払義務はカードの名義人にあります。

信用は
大事なのかァ

・支払える金額か、手数料がかかるか、事前にチェックしましょう。

利

・請求明細書とレシートを照合し、覚えがない請求はすぐにクレジ

用

・支払いは遅れないように！遅れると延滞金が付きます。

ット会社に連絡をしましょう。
個人信用情報機関に遅れた記録が残ります。
クレジットを利用すると全ての取引記録が
個人信用情報機関に記録されます。
・本人の識別情報−氏名・生年月日・住所・
電話番号など
・契約情報−契約日・金額・支払回数など
・その他−支払状況など
記録される例
・クレジットカードで洋服を買った。
・クレジットの支払いが遅れた。
・スマホの機種代を2年間の分割払いにした

延滞が続くと、個人信用情報機関に延滞情報が
記録され、カードが使えなくなったり、お金が借

。

りられなくなります。
＜社会人には信用が大切です＞
安易なクレジットショッピングやキャッシングは、
将来大きな影響がでるかもしれません。
ネット通販でクレジットカード払いで
購入した商品が届かないし、連絡もとれない

クレジット会社に申し出ると、
クレジット会社が販売した会社
との間に入ることで解決できる
場合があります。

スマホ決済
スマートフォンのアプリを利用したり電話料金に
上乗せして支払を行うスマホ決済が広がっていま
す。
アプリの種類や支払方法も多様で便利ではあるの
ですが、その反面、利用金額を正確に把握するこ
とができずに使い過ぎてしまう場合もあります。
支払うことができなくなれば、今後のクレジットカード
の利用やスマートフォンの通信契約にも悪影響が出る可
能性があります。
またスマートフォンのセキュリティにも十分注意する必
要があります。

契約

Ｐ1〜５
◇契約って何？
◇契約はやめられないの？
◇クーリング・オフをするときは
◇気をつけたいこんな契約
アポイントメントセールス・
キャッチセールス・マルチ商法

マネー

インターネット

Ｐ6〜9
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◇インターネットショッピング
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◇インターネットオークション・
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フリマアプリ
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◇インターネット上での契約
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◇さまざまな支払い方法
◇インターネットの世界を安全に
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◇マネートラブルにならない
ために
◇上手なお金の管理
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◇商品の選び方で世界は
変えられる
◇持続可能な社会をめざして

消費者市民社会

◇クレジットカード

法律

◇消費者契約法
◇民法
◇特定商取引に関する法律
(特定商取引法)
◇割賦販売法
◇電子消費者契約及び電子
承諾通知に関する民法の
特例に関する法律(電子契約法)

Ｐ16〜17
Ｐ14〜15 借金の返済ができなくなった
ら、早 めに「債 務 整 理」をす
るように、トラブルは解決できる、と助
言されました。
どこからいくら借りているか整理し、法
律の専門家に相談しました。今回は自
己破産ではなく「任意整理」という方法
若者は社会経験が少ないため悪質商法のターゲッ
トになりやすく、消費生活センターへの相談は少
で借金の返済をすることになりました。
なくありません。社会に出る前に、
「契約」についての知識や法律を学び、お金の管理ができるようにな
り、困った時の相談先を知っておくことが大切です。
消費者教育として伝えたいのは、消費者被害を防ぐことだけではなく、
「消費者市民社会」の一員と
してより良い消費行動をすることで社会を変えることができるということです。
このパスポートを手に、安全に「オトナ社会」へと旅立ってほしいと願っています。

主に商品やサービス等のさまざまな「契約」上のトラブルの相談を受けています。
連帯保証人は、契約者と同じ支払義務を負います。
消費生活相談員が助言やあっせん、情報提供をして消費者被害の解決のお手伝いをしています。
また、被害にあわないように、悪質商法の情報を伝えるだけではなく、契約する前に注意する
ことや知っておきたい知識などを伝えています。相談は無料で秘密は守られます。
他人に自分の名義を貸すことです。
人にクレジットカードを貸したり、自分名義で契約
消費生活センターは、行政が法律に基づいて設置しています。
（消費者基本法・消費者安全法）
した携帯電話を貸したりすると、他人が使った場合
でも、支払義務は名義人にあります。

自分が払うことに
※本冊子は、千葉県の委託により「千葉県消費生活相談員の会」が制作しました。
なるのかァ

