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カード
多重債務者にならないために

カーディくん。

9876-543-21
0-9876

「とても便利なカードの数 。々
正しく使って楽しい
カードライフを！」

全国どこからでも、市内への電話と同じ料金でかけられます。
 （公衆電話を除く） 

JCCO　 検索詳しくは

公益財団法人

日本クレジットカウンセリング協会



便利そうだし…
この機会に
作ってみるかな

いい物買えたし
ポイントついたし
言うことなしだね

中古車でも
いいから
クルマ欲しい
なあ

勤め先、年収と
色々書くんだ。
なんだか緊張するな…

おお！

値段も手ごろ！
彼女の好みだ

ところで
本カードは
いつ届くの？

調査・審査が
ありますので
2、3週間後
ですね

OK！
早速買い物だ

クレジット機能付き
ポイントカードか…

いかがですか？
お客様 カードで

お支払い頂くと
ポイントがついて
お得ですよ！

仮カードを
発行しますから
今日から
使えます！

…へー こうやって見ると
ポイントって
お得だね

こりゃカード
使わなきゃ
ソンだ

仮カードでも
ポイントは
つきますからね♪

そう
こなくっちゃ♪

彼女喜ぶぞー！
お、イイ車だなー

通勤の定期も
カード！

ジュースも
カードで
買えるなんて
スゴイなあ

今日は
嬉しい
給料日だ！

やっと
欲しかった物が
買えるぞ！

会社でも
IDカード！

本当になんでも
カードだなあ

よし、
銀行に行くぞ！

いつのまにか
カードが
増えたなぁ

さて、
給料も出たし、
　　彼女の誕生日
プレゼント探しだ！

わくわくカードライフカーディ
くん。

の

1 2



まず
ガソリンを
入れよう

お財布
空っぽだけど
カードがあれば
大丈夫！

かっこいい
タイヤに
履きかえたいね。

それと
カーナビも
つけなきゃ

他にも
アレとコレと…

魔法のカードを
手に入れた
キブンだ！

もっと早く
カード作れば
良かったよ！

おや？

ゆうびーん

な、なんだ
この請求書!?!

何時こんなに
使ったの?!

そうかー！
お財布の中身減らないから幾ら使ったか
分からなくてついつい使い過ぎ
ちゃうんだ！

今月の生活費大ピンチ！

もう
こんな失敗しないように
ちゃんとカードの勉強
しないとな…トホホ…

全部
カードで！

つづく？

…それにしても
クレジットカードも
ローンカードも
こんなに簡単に
作れる物なのかなー

こんなに早く
車が手に入る
なんて！

中古でも
ピカピカだ！

このカード
を作れば今すぐ
買えるぞ！

現金特価￥○○○(期間限定)

車買ったら　　彼女と
ドライブできるなあ

貯金も少しは
あるけど高いし
やっぱりムリ…

ローンカード！ これだ！

インターネットで
簡単に申し込めるのか！

よし！ これで
ローンカードの
申し込み完了！

結構審査
厳しいんじゃ…

やった！ ちゃんと来た！

どっちも審査に
合格したって
ことだね！

ホントに
引き出せる
のかな…

スゴイ！ このお金で
車が買える！

!!
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お金だけじゃなくて
個人情報も

大切にしないとね。

IDカード/プリペイドカード

自分の誕生日や自宅の電話番号を
暗証番号にするのは

危険だよ。

キャッシュカード（デビットカード）

　IDカードとはidentification（アイデ
ンティフィケーション） card（カード）の
ことで、いわゆる身分証明書全般を指します。社員証、学
生証、住民基本台帳カードなどがあります。また、運転免
許証、健康保険証、各種会員証などもその仲間です。
　これらのIDカードにはお金の代わりとなる機能は付い
ていませんが、大事な個人情報が含まれていることもあり
ます。なかには金融機関などで本人確認に使えるものもあ
り、他人の手に渡れば、勝手に口座が作られたり悪用され
る危険もあります。大切に管理しましょう。

　キャッシュカードは銀行などの金融機
関が預金者に発行するカードです。印鑑
や通帳がなくても、キャッシュカードがあれば暗証番号に
よってCD（現金自動支払い機）やATM（現金自動預け払い
機）で入出金が可能です。そのため暗証番号の管理はしっ
かりしておくことが大切。入出金確認のため、通帳記入も
忘れないようにしましょう。

ID カード キャッシュカード

　日本では、専用のデビットカードはまだ少なく、キャッシュ
カードがデビットカードとしても使えるようになっています。
　ジェイデビット加盟店では、買い物や食事代などの即時
支払いにキャッシュカードがそのまま利用できます。

ジェイデビット（J-Debit ）って？

　プリペイドカードは、代金を前払いして購入するカード
のことで、電車、バスなどの乗り物用カード、QUO（クオ）
カード、図書カードなどの買い物用カード、電子マネー
カード、テレホンカードなど、幅広く利用されています。
　利用者にとっては小銭を持ち歩く必要がなく携帯に便利
というメリットがありますが、一定金額の価値を有する意
味では現金と同じです。また他人でも使うことができます。
落とさないように気をつけましょう。

プリペイドカード

カーディくん。と

カードについて 学ぼう
カーディくん。はクレジットカードやローンカードを作っ
た途端にトラブル発生！こうしたトラブルを起こさないよ
う、カードの種類や特徴、注意点をよく知って、賢いカー
ドライフを送りましょう。

　カードに即時払いの機能が付いているのがデビットカー
ドです。買い物をする際に、カードを提示して端末に暗証
番号を入力すると、利用した代金が銀行口座から原則即時
引き落とされ、商品購入ができます。そのため原則審査は
不要です。預金残高以上の利用はできないため、使い過ぎ
の心配はありません。

デビットカード
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キミを信用したカード会社が
現金を貸す代わりに発行する

カードだよ。

クレジットカード

現金を借りるためのカードだから
このカードでお買い物は

できないよ。

ローンカード

　クレジット・信販会社などに申し込むと、
審査の上、利用可能額が決定され、発行さ
れるのがクレジットカードです。
　クレジット（credit）とは「信用」という意味です。申込書類
に記入した内容（勤務先・年収など）と、個人信用情報などに
基づき支払可能見込額の調査が行われます。信用を証明され
たクレジットカードを提示することで商品やサービスを先に
受け取り、後で支払う（預金口座から引き落とされる）システ
ムです。利用限度内なら何回でも利用できます。
　現金を持たずに済み、またカードを盗まれたり紛失しても、
カード発行会社へ連絡すればすぐに利用が停止され、万一不
正に使われても損害額は補填されます。また、キャッシング
というローン機能が付いているカードもあり、現金を引き出
すこともできます。クレジットカードは、カード会社によっ
ては年会費不要・ポイントサービス・優待割引・旅行保険など
の特典があり、また電話・電気・ガスなど公共料金の引き落と
しもできるようになっています。こうした特典やサービスを
よく比較し、自分に合ったカードを選びましょう。
　クレジットには、カードを利用したカードショッピング

（包括信用購入あっせん）以外に、車や高額商品など個別商
品ごとに契約を結ぶ個別クレジット（個別信用購入あっせ
ん）もあります。

　消費者金融会社や銀行などが審査の上、
限度額を設定しカードを発行、融資され
ます。ローンカードの申し込み時にも、個人信用情報の照
会が行われ、審査の参考にされます。銀行などの金利の安
い高額な融資は、審査基準が厳しく誰でも借りられるもの
ではありません。反対に消費者金融会社などの金利の高く
小額なものは比較的簡単に借りられますが、年収の３分の
１までという総量規制があります。
　現金を借り入れるためのカードなので、ローンカードを
提示しても買い物はできません。ここがクレジットカード
とは最も異なる点です。限度額内なら何度でも利用できま
す。返済方法はリボ払いが一般的です。ローンにも、カー
ドをつくらず契約書や証書で融資を受けるものもあります。

❶本当に必要なものかよく考えましょう。
クレジットやキャッシング（ローン）は借金です。
高額なものを購入するときは、家族や信頼
できる人とよく相談しましょう。

❷契約条件・内容をよく確認しましょう。
利用方法や個人信用情報に関する大事な情報が記載されている
契約書は保管しましょう。

❸利用限度額を決めましょう。返済は大丈夫ですか。
収入の20-30％くらいを限度とし、無理のない返済ができるように。

❹利用金額を確認しましょう。
売上票の金額をよく確認しサインや暗証番号認証をしましょう。
ATM機等の利用の際も現金と明細書の確認を。

控えは保管して、後日利用代金明細書と照合します。
❺支払い日（口座引き落とし日）に注意しましょう。
入金を忘れて引き落としができないと、遅延損害金を払うばかりで
なく、あなたの信用も損なわれ、カード利用ができなくなります。

❻カードをキチンと管理しましょう。
他人に貸したり、預けたりしてはいけません。紛失・盗難にあった
らすぐカード発行会社と警察に届け出てください。

❼借金返済のためのカード利用は厳禁です。
借金が増え、行き詰まればあなたの信用が損なわれます。
「クレジットカードのショッピング枠の現金化」などの誘いには、
注意してください。

クレジットカード ローンカード

カード利用、
ここに
気をつけて

　利用残高に応じて、月々の返済額を定額あるいは定率で
平準化して支払うのがリボ払いです。一方で、利用回数が
増えれば、返済期間が長くなりがちで、いつ終わるのか分
かりにくくなるので注意しましょう。

リボ払いとは

便利だからこそ 計画的に
（→13ページを参照）
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　申込書や契約書などで登録や利用の同意を得た
個人信用情報は、取引会社が加盟している個人信
用情報機関に収集されます。個人信用情報機関は、
主な会員が、銀行の「全国銀行個人信用情報セ
ンター」、クレジット・信販会社の「㈱シー・アイ・
シー (CIC)」と消費者金融会社の「㈱日本信用情
報機構(JICC)」があります。
　平成22年11月1日現在、支払可能見込額に関わ
る「クレジット債務」は、経済産業大臣が指定信用
情報機関として指定した㈱シー・アイ・シーを利用し、
総量規制に関わる「借入残高」は、内閣総理大臣
が同様に指定した㈱日本信用情報機構、㈱シー・
アイ・シーを利用して調査することになっています。

多重債務って
知ってる

?

誰しも、好んで多重債務者にな
るわけではありません。きっ
かけは、「月末で足りないぶ

んを、ちょっとだけ」、「借りたとしても、すぐに返
す」といった軽い気持ちで始まることが多いようです。
　しかしながら、金額の大小に関係なく無計画な借り
入れは思わぬ事態を引き起こしかねません。勤め先が
倒産したり、契約者自身が病気やケガで働けなくなる
など、返済が困難になる可能性は誰にでもあるのです。
返済が困難になると、借金返済のために借り入れ（借
金）をするという悪循環に陥ったり、借入先をふやし
て当座をしのぐなどしているうちに、多重債務に陥る
こともあります。
　万一、このような事態になった場合は、一人で悩
んではいけません。時間と共に事態は悪化しますので、
速やかに専門の相談機関に相談しましょう。

（→14ページを参照）

クレジットカードやローンカードは、本人の信
用度により、発行されたりされなかったりし
ます。銀行系カード以外に、信販系、流通系、

消費者金融系と種類も多く、それぞれのカード会社に
より審査基準に違いがあります。
　一般的には、カードの申込書に記入した、本人の職
業・勤務先・勤続年数・年収・資産（持ち家の有無）・
他社からの借り入れ状況などと、信用情報機関に登録
されている個人信用情報などをもとに審査をします。
　クレジットの場合、申込書の記入内容と指定信用情
報機関が保有する「クレジット債務」などの個人信用
情報を基に、年間の支払可能見込額を調査します。こ
の支払可能見込額の90％を超える利用限度額のクレ
ジットカードの発行や利用はできません。
　消費者金融会社などの消費者ローンの場合は、総
量規制で借入残高は年収の３分の１までですので、提
出された「年収を証明する書類」と指定信用情報機関
の「借入残高」の情報などから年収の３分の１を超え
ていないかを判断します。

信用情報機関について

知っておこう、カードの審査。
審査とは

「ちょっとだけ」
「すぐ返す」が重なって

多重債務になってしまうんだ。
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情報だけが盗み取られるから、
なかなか被害に気づかないんだね

フィッシング詐欺 /盗難
スキミング/

若い人やお年寄りに近づく
悪徳業者に要注意！

キャッチセールス /アルバイト詐欺
デート商法 /

　スキミングとはキャッシュカードやク
レジットカードの磁気記録情報を不正に
読み取る行為を指します。スキミングされた情報は、空の
カードに書き込まれ、偽造カードとして現金の引き出しや
物品の購入に悪用されます。スキミングの手口はより巧妙
になっているので、カードの管理はもちろん、利用明細書
の確認をしっかりして、覚えのない請求があればすぐカー
ド会社に連絡しましょう。

　お見合いパーティーなどで偶然を装っ
て近づき、親しくなった相手に断りにくい
状況をつくり、クレジットカード契約で高額の商品を売りつけ
ます。また出会い系サイトへの登録や利用料金を、クレジット
カード決済とした上で高額な請求をする手口などがあります。

スキミング デート商法

　フィッシング詐欺はインターネット上の「オレオレ詐
欺」とも言われています。実在する銀行やカード会社を
装った第三者が送付するメール内には、本物のサイトに酷
似したURLが記載されています。その偽のサイトに誘導
して、クレジットカードの番号やパスワードを入力するよ
う促して情報を盗むという手口がフィッシング詐欺です。

フィッシング詐欺

カーディくん。と

カード犯罪につ いて学ぼう
社会に出たばかりで、クレジットカードやローンカードを作
れるようになった若い人たちを狙ったカード犯罪が後を絶
ちません。特に、判断に迷っても身近にすぐ相談できる人がい
ない一人暮らしの若者が格好のターゲットになっています。

　空き巣やスリ、駐車中の車内を狙った窃盗や、電車内で
眠り込んで財布ごとカードを盗まれ、買い物に使われたり、
現金を引き出されたりします。気をつけましょう。

盗難

　駅周辺や繁華街などの路上でアンケートを装って声をか
け、営業所などに誘い込み、巧みな話しかけや時には暴力
的な言葉や態度で、美容器具、健康食品などの商品購入や
サービス提供の契約をさせます。根負けしたり、恐ろしく
なって契約に応ずるまで帰さないという悪質なものです。
　電話で宝石や着物を見に来ないかと誘い、アポイントを
取り営業所などに誘い出すのがアポイントメントセールス
で、その後の手口はキャッチセールスと同様です。

キャッチセールス

　「調査」と称して「消費者金融会社でカードを作りお金
を借りれば、10万円のバイト料を払う」などともちかけ、
借りたお金だけを持っていなくなるのがアルバイト詐欺の
典型的な例です。返済の義務は借りた本人にあるので、多
額の負債が残ります。こうした「名義貸し」はたとえ知り合
いでも決してやってはいけません。

アルバイト詐欺
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うまい話には
落とし穴があるってことが、
分かってはいるんだけど…

モニター商法 /マルチ商法
日本クレジットカウンセリング協会のご案内公 益

財団法人

　「簡単・高収入」など気を引く言葉で、
新商品などのモニター募集の広告を打っ
て、誘いにのった人たちに、実際には高額商品を売りつけ
るというもの。モニター料ですぐ回収できるなどと言葉巧
みに契約を結ばせるのですが、モニター料が僅かな金額
だったり、全く支払われないことも多いのです。

モニター商法

　　「絶対儲かる」などの誘い文句と共に、高額商品を「在
庫」としてクレジットカードで一括購入させたり、自分の
傘下の代理店（会員）を増やし、そこが商品を売ると自分に
報酬が入るというピラミッド型の販売組織を作っていきま
す。ごく一部の上層部は確かに高額報酬を受け取る事もあ
りますが、ネズミ算的に会員が増えていくことは現実的に
不可能で、後から入る会員は高額な商品と在庫を抱えたま
ま、行き詰まってしまいます。

悪質マルチ商法

　こうした悪徳商法には、カードを利用しない個別クレジット
（個別信用購入あっせん）が多く利用されます。金額が大きく、多く
の方が被害にあっていますので、注意してください。 

　日本クレジットカウンセリング協会は、クレジットや消
費者ローンを利用し、複数の債権者に対して返済が困難
になった方（多重債務者）や、その恐れのある方に対し、
消費者保護の立場から無料で、公正・中立なカウンセリン
グを行って、債務の整理や、生活再建のお手伝いをする
ことを主な事業としています。
　すでに四半世紀の歴史のある、内閣総理大臣（内閣
府）の公益認定を受けた信頼できる法人ですので、安心
してご相談ください。

専門性の高いカウンセラーが相談に応じます
　カウンセリングは、弁護士と消費生活アドバイザー等が
二人一組となってカウンセリングを行います。安心してご
相談ください。
　必要に応じて、家計収支に見合った弁済計画を策定し、
債権者との交渉を引き受けます。
　なお、相談者や相談内容などの個人情報については、
その保護の徹底を図っています。

 被害にあったら　悪質業者の被害にあったら、すぐに連絡・相談してください。
クーリングオフや契約を無効にできる場合もあります。
・各地の消費生活センター　　・最寄りの警察署
・お住まいの市区町村の相談窓口

 相談先が分からない時は
・法テラス（コールセンター）  TEL.0570-078374

●クーリングオフについて　一度契約が成立したものでも、一定期間内
であれば無条件に契約を解除できるのがクーリングオフ制度です。 

クレジットカードの「ショッピング枠」の
現金化はやめましょう！

クレジットカードで、ほとんど価値のない物を購入させ、代金の何割かを
キャッシュバックするなどという手口の商売があります。これはカードの

「会員規約」に違反する行為であり、結局負債が増え、お金を受け取れ
なかったり、トラブルに巻き込まれる原因ともなるので絶対にやめましょう。

多重債務ほっとライン

全国どこからでも、市内への電話と同じ料金でかけられます。
 （公衆電話を除く） 

まずはお電話でご相談ください。

は各地に拠点を展開しています。

電話相談・カウンセリングは全て無料です。

。

金沢相談室 三重相談室岐阜相談室 静岡相談室

福島相談室 横浜相談室前橋相談室 さいたま相談室

松山相談室 沖縄相談室熊本相談室 宮崎相談室

仙台センター 名古屋センター

広島センター 福岡センター

東京センター

高松相談室

新潟相談室
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