
1.  利息制限法（抜粋）
 （昭29.5.15法律第100号、最終改正：平18.12.20法律第115号）
（利息の制限）
第1条　金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の各号に揚げる場合に応じ、
当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とす
る。
一　元本が10万円未満の場合 年2割　　　（年20％）
二　元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分　（年18％）
三　元本が100万円以上の場合 年1割5分　（年15％）

編集補記：
　 　「利息制限法の制限利息を超過する部分は、元本に充当され、元本に充当した結果、元本が
完済となった後の過払金は返還請求できる」という最高裁判例があります。（最高裁昭39.11.18
大法廷判決、昭43.11.13大法廷判決）

（利息の天引）
第2条　利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する
利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

（みなし利息）
第3条　前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以
外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず､ 利
息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

（賠償額予定の制限）
第4条　金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に
対する割合が第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

　2　前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
（元本額の特則）
第5条　次の各号に掲げる利息に関する第1条の規定の適用については、当該各号に定める額を同
条に規定する元本の額とみなす。
一 　営業的金銭消費貸借（債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。）
上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸
付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息　当該既に負担し
ている債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額

二　債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合
におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息　当該二以上の貸付けを受け
た元本の額の合計額

（みなし利息の特則）
第6条　営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済
に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者
が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第3条本文の規定は、適用しない。

　2　営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第3
条ただし書の規定の適用があるものとする。
一 　公租公課の支払に充てられるべきもの
二 　強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関
してその機関に支払うべきもの

三 　債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料（政
令で定める額の範囲内のものに限る。）
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編 集補記：利息制限法施行令（平成19.11.7政令第330号、最終改正：平成28.12.26政令第396号）
　（利息とみなされない費用）
　第 1条　利息制限法 （以下「法」という。）第6条第1項の政令で定める費用は、法令の規定に
より業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借に
関し債権者の受ける次に掲げる費用（消費税額及び当該消費税額を課税標準として課される
べき地方消費税額に相当する額（以下「消費税額等相当額」という。）を含む。）とする。

　　一 　金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
　　二 　貸金業法 （昭和五十八年法律第三十二号）の規定により営業的金銭消費貸借に関して債

務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項 に規定す
る電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料

　　三 　口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再
度の座振替手続に要する費用

　（利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲）
　第 2条　法第6条第2項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して
受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額（消費税額等
相当額を含む。）とする。

　　一　1万円以下の額　108円
　　二　1万円を超える額　216円

 
（賠償額の予定の特則）
第7条　第4条第1項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の
予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割（年20％）を超えるときは、その超過部分に
ついて、無効とする。

　2　第4条第2項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
（保証料の制限等）
第8条　営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証（業として行うものに限る。以下同
じ。）がされた場合における保証料（主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。）の契約は、
その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額（第1条及び第5条の規定の例により計
算した金額をいう。以下同じ。）から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た
金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

　2　前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し
得る利率（以下「変動利率」という。）をもって定められている場合における保証料の契約は、
その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部
分について、無効とする。
一　保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けること
ができる利息の利率の上限（以下「特約上限利率」という。）の定めをし、かつ、債権者又
は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合　法定上限額から特約上限利率により計
算した利息の金額（以下「特約上限利息額」という。）を減じて得た金額

二　前号に掲げる場合以外の場合　法定上限額の2分の1の金額
　3　第1項の保証が根保証（一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。
以下同じ。）である場合における前二項の法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対す
る割合をもって定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係
る法定上限額とする。

　4　前三項の規定にかかわらず、第1項の保証が元本極度額（保証人が履行の責任を負うべき主
たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。）及び元本確定期日（根保証契約において主たる
債務の元本の確定すべき期日（確定日に限る。）をいう。以下同じ。）の定めがある根保証であっ
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て、主たる債務者が個人（保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める
者が保証人である場合に限る。）又は法人であるときは、債権者が法令の規定により業として貸
付けを行うことができない者である場合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該
各号に定める金額の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。
一　第2項第一号に掲げる場合　元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期
とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁
済期とみなして計算した特約上限利息額を減じて得た金額

二　前号に掲げる場合以外の場合　同号の法定上限額の2分の1の金額
　5　前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適用を受けない旨の意
思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した場合には、適用しない。

　6　第1項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合
における保証料の契約は、その保証料が同項から第四項までの規定により支払を受けることが
できる保証料の上限額から当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるとき
は、その超過部分について、無効とする。

　7　第1項から第4項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債
務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他い
かなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。
一　契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
イ　公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ　強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に
関してその機関に支払うべきもの
ハ　主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料（政令で定
める額の範囲内のものに限る。）

二　弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務
者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの

　8　営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第5条の規定の
適用があるとき（これにより第1条において適用される利率が異なるときに限る。）、利息の天
引きをするとき又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人
となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該債権者が
当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。
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2.  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（抜粋）
 （昭29.6.23法律第195号、最終改正：平19.6.13法律第85号）
（高金利の処罰）
第5条　金銭の貸付けを行う者が、年109.5％（2月29日を含む1年については年109.8％とし、1
日当たりについては0.3％とする。）を超える割合による利息（債務不履行について予定される
賠償額を含む。以下同じ。）の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払いを要
求した者も、同様とする。

　2　前項の規定にかかわらず、金銭貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、
年29.2％　（2月29日を含む1年については年29.28％とし、1日当たりについては0.08％とす
る。）を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、
又はその支払いを要求した者も、同様とする。

　3　前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合にお
いて、年109.5％（2月29日を含む1年については年109.8％とし、1日当たりについては0.8％
とする。）を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3千万円以
下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息
を受領し、又はその支払いを要求した者も、同様とする。

（高保証料の処罰）
第5条の2　金銭の貸付け（金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条及び次
条において同じ。）の保証（業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。）を
行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20％を超える割合と
なる保証料の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれ
を併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同
様とする。

　2　前項の保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率（次条第二項において「変
動利率」という。）をもつて定められる場合における前項の規定の適用については、次の各号に
掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。
一　当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法 （昭和29年法律第
100号）第8条第2項第一号に規定する特約上限利率（以下この条及び次条において「特約
上限利率」という。）の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通
知した場合　当該特約上限利率

二　前号に掲げる場合以外の場合　年10％
　3　第1項の保証が、元本極度額（保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額
をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。）及び元本確定期日（主たる債務の元本の
確定すべき期日（確定日に限る。）をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。）の定め
がある根保証（一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下この項
及び次条第三項において同じ。）であつて、その主たる債務者が個人（保証の業務に関して行政
機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。）又は法人である場
合（債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合及び利息制
限法第八条第五項に規定する場合を除く。）における第1項の規定の適用については、次の各
号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。この場合にお
いては、元本極度額を貸付けの金額と、元本確定期日を返済期日としてその計算をするものと
する。
一　当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、
かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合　当該特約上限利率

二　前号に掲げる場合以外の場合　年10％
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　4　金銭の貸付けに保証を行う他の保証人がある場合における前三項の規定の適用については、
第1項中「貸付けの利息」とあるのは、「貸付けの利息及び他の保証人が契約し、又は受領し
た保証料」とする。

（保証料がある場合の高金利の処罰）
第5条の3　金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を
増加する場合において、その保証料と合算して年20％を超える割合となる利息（年20％を超
える割合のものを除く。）の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又
はその支払を要求した者も、同様とする。

　2　金銭の貸付けを行う者が、保証があり、かつ、変動利率をもつて利息が定められる貸付け
を行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合によ
る利息（年20％を超える割合のものを除く。）の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは
千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合に
よる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一　当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、か
つ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合　当該特約上限利率

二　前号に掲げる場合以外の場合　年10％
　3　金銭の貸付けを行う者が、根保証（元本極度額及び元本確定期日の定めのあるものに限る。）
のある金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割
合を超える割合による利息（年20％を超える割合のものを除く。）の契約をしたときは、5年
以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該
割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一　当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、
かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合　当該特約上限利率

二　前号に掲げる場合以外の場合　年10％
（利息及び保証料の計算方法）
第5条の4　前三条の規定の適用については、貸付け又は保証の期間が15日未満であるときは、こ
れを15日として利息又は保証料の計算をするものとする。

　2　前3条の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、そ
の交付額を元本額として利息の計算をするものとする。

　3　前三条の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合
においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす。

　4　前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、
次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、
利息とみなす。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は
要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。
一　契約の締結又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの
イ　公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ　強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に
関してその機関に支払うべきもの
ハ　貸付けの相手方が貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機そ
の他の機械の利用料（政令で定める額の範囲内のものに限る。）

二　金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料その他の貸
付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定めるもの

　5　前項の規定は、保証を行う者がその保証に関し受ける金銭及び保証料の支払を受領し、又は
要求する者がその受領又は要求に関し受ける金銭について準用する。この場合において、同項
中「前三条」とあるのは「前二条」と、「利息」とあるのは「保証料」と読み替える。
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3.  貸金業法（抜粋）・貸金業法施行規則（抜粋）
貸金業法（抜粋）
 （昭和58.5.13法第32号、最終改正：平成26.6.13法第69号）
（無登録営業等の禁止）
第11条　第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
　2　第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一　貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二　貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。

　3　貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置
して貸金業を営んではならない。

（名義貸しの禁止）
第12条　第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはな
らない。

（証明書の携帯等）
第12条の4　貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他
の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に
従事させてはならない。

（暴力団員等の使用の禁止）
第12条の5　貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用し
てはならない。

（禁止行為）
第12条の6　貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一　資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告
げない行為

二　資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認
させるおそれのあることを告げる行為（次号に掲げる行為を除く。）

三　保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させる
おそれのあることを告げる行為

四　前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
（生命保険契約等の締結に係る制限）
第12条の7　貸金業者は、貸付けの契約（住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。）
の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契
約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としては
ならない。

（利息、保証料等に係る制限等）
第12条の8　貸金業者は、その利息（みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。）が利
息制限法 （昭和29年法律第100号）第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結しては
ならない。

　2　前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義を
もつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭（契約の締結及び
債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。）のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いる
ため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事
務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。
一　公租公課の支払に充てられるべきもの
二　強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関
してその機関に支払うべきもの

三　債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料（政
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令で定める額の範囲内のものに限る。）

編 集補記：貸金業法施行令（昭和58.8.10政令第181号、最終改正：平成27.7.17政令第274号）

（利息とみなされない費用）
第3条の2の2　法第12条の8第2項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用（消費税額
及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額（次条において「消
費税額等相当額」という。）を含む。）とする。
一　金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
二　法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交
付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料

三　口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度
の口座振替手続に要する費用

（利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲）
第3条の2の3　法第12条の8第2項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を
利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額（消費
税額等相当額を含む。）とする。
一　1万円以下の額　108円
二　1万円を超える額　216円

　3　貸金業者は、利息制限法第9条各項に規定する利息の契約であつて、その利息（同条第一項
に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段に
おいて同じ。）が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。

　4　貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求
してはならない。同法第九条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定す
る金額を超える部分についても、同様とする。

　5　貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対
し、債務履行担保措置（当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これ
らに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）に係る契約（当
該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第8条第1
項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされ
ることとなる部分を含むものに限る。）を、債務履行担保措置を業として営む者と締結すること
を当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

　6　貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者（以下「保証業者」という。）
と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保
証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。
一　当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間におけ
る保証料に係る契約の締結の有無

二　前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額
　7　貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、
これを保存しなければならない。

　8　貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に
対し、保証料に係る契約（締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する
割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。）
を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

　9　貸金業者は、保証業者との間で根保証契約（一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務
を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。）を締結しようとする場合にお
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いて、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして
不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当
たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

　10　金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務
者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新（媒介のための新たな
役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。）があつたと
きは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

　11　金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いか
なる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

（相談及び助言）
第12条の9　貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需
要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施す
ることができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。

（返済能力の調査）
第13条　貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他
の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなら
ない。

　2　貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約（極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令
で定める貸付けの契約を除く。）を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに
際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

　3　貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第
一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客（以下この節において「個
人顧客」という。）から源泉徴収票（所得税法 （昭和40年法律第33号）第226条第1項に規
定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第13条の3第3項において同じ。）その他の当該個
人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁
的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業
者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明ら
かにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出
又は提供を受けている場合は、この限りでない。
一　次に掲げる金額を合算した額（次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。）が50万
円を超える場合
イ　当該貸付けの契約（貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。）に係る貸付けの金額（極
度方式基本契約にあつては、極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基
本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場
合にあつては、当該下回る額））
ロ　当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その
貸付けの残高（極度方式基本契約にあつては、極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対
し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回
る額を提示している場合にあつては、当該下回る額））の合計額

二　次に掲げる金額を合算した額（次条第二項において「個人顧客合算額」という。）が百万
円を超える場合（前号に掲げる場合を除く。）
イ　当該貸金業者合算額
ロ　指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該
貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額

　4　貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、
第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

　5　前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し
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当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を
提示している場合にあつては、当該下回る額）を増額する場合（当該極度方式基本契約の相手
方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。）について
準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（過剰貸付け等の禁止）
第13条の2　貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第1項の規定によ
る調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付け
の契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

　2　前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約（住
宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約（以下「住宅資金貸付契約等」という。）及び極
度方式貸付けに係る契約を除く。）で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人
顧客に係る個人顧客合算額（住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。）が当該個人顧客
に係る基準額（その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定める
ものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。）を超えるこ
ととなるもの（当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定
めるものを除く。）をいう。

（基準額超過極度方式基本契約に係る調査）
第13条の3　貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方
式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府
令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有
する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基
本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

　2　前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合に
は、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報
を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査
しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額で
ある場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

　3　貸金業者は、前2項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に
係る第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際
し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らか
にする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又
は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の
当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又
は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでな
い。

　4　貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定による調査に関する
記録を作成し、これを保存しなければならない。

　5　第1項及び第2項に規定する「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とす
る極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に
係る極度方式個人顧客合算額（次に掲げる金額を合算した額をいう。）が当該個人顧客に係る基
準額を超えることとなるもの（当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式
基本契約として内閣府令で定めるものを除く。）をいう。
一　当該極度方式基本契約の極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契
約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合
にあつては、当該下回る額）

二　当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、そ
の貸付けの残高（極度方式基本契約にあつては、極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対
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し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る
額を提示している場合にあつては、当該下回る額））の合計額（住宅資金貸付契約等に係る
貸付けの残高を除く。）

三　指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸
金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額（住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を
除く。）　

（基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置）
第13条の4　貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第1項
又は第2項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第5項に規定する基準額超
過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極
度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措
置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

（貸付条件の広告等）
第15条　貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について
勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定める
ところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
二　貸付けの利率
三　前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付し
て勧誘（広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。）をするときは、電話番号その
他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された
第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

（誇大広告の禁止等）
第16条　貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その
他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよ
りも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。

　2　前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするとき
は、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一　資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であ
ると誤解させるような表示又は説明

二　他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三　借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそる
ような表示又は説明

四　公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
五　貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
六　前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説
明として内閣府令で定めるもの

　3　貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照ら
して不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとな
るおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。

　4　貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等
から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨
の意思を含む。）が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

　5　貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能
力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないよ
うに努めなければならない。
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（契約締結前の書面の交付）
第16条の2　貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を
除く。）を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところに
より、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方とな
ろうとする者に交付しなければならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　貸付けの金額
三　貸付けの利率
四　返済の方式
五　返済期間及び返済回数
六　賠償額の予定（違約金を含む。以下同じ。）に関する定めがあるときは、その内容
七　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結
するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基
本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなけ
ればならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残
高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額）

三　貸付けの利率
四　返済の方式
五　賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
六　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　3　貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契
約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項（一定の範囲に属する
不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除
く。）を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとす
る者に交付しなければならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　保証期間
三　保証金額
四　保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五　保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法 （明治29年法律第89号）
第454条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるも
の

六　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
　4　貸金業者は、前3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項
若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者
の承諾を得て、前3項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供
することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

（生命保険契約等に係る同意前の書面の交付）
第16条の3　貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険
金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険
法 （平成20年法律第56号）第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あらか
じめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付し
なければならない。
一　当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきこと
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を定めるものである旨
二　前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの
契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法
により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたもの
とみなす。

（契約締結時の書面の交付）
第17条　貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。）を締
結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約
の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項
のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　契約年月日
三　貸付けの金額
四　貸付けの利率
五　返済の方式
六　返済期間及び返済回数
七　賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
八　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付
しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるも
のを変更したとき（当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で
定めるときを除く。）も、同様とする。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　契約年月日
三　極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極
度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額）

四　貸付けの利率
五　返済の方式
六　賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
七　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　3　貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で
定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲
げる事項（一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつ
ては、同項第三号に掲げる事項を除く。）その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該
保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものと
して内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

　4　貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で
保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各
号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証
契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして
内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

　5　貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明ら
かにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載し
た事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき（当該保証人の利益の
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保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。）も、同様とする。
　6　貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約
の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を
得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況
を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項前段又は第四項前段の
規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付すること
ができる。この場合において、貸金業者は、第1項前段又は第四項前段の規定による書面の交
付を行つたものとみなす。
一　契約年月日
二　貸付けの金額（極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額）
三　前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　7　貸金業者は、第一項から第五項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書
面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に
代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は
保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記
載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、こ
れらの書面の交付を行つたものとみなす。

（受取証書の交付）
第18条　貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、そ
の都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済
をした者に交付しなければならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　契約年月日
三　貸付けの金額（保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第21条第2項
第四号において同じ。）

四　受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
五　受領年月日
六　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済
を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。

　3　貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る
極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済
をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸
付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するとき
は、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付
することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
一　受領年月日
二　受領金額
三　前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　4　貸金業者は、第1項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは
同項の規定により第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令
で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第1項若しくは
前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提
供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみ
なす。

（帳簿の備付け）
第19条　貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務
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に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金
額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

（帳簿の閲覧）
第19条の2　債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内
閣府令で定めるところにより、前条の帳簿（利害関係がある部分に限る。）の閲覧又は謄写を請
求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利
の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒む
ことができない。

 
編 集補記：平成16（受）第965号過払金等請求事件　最高裁第三小法廷平成17年7月19日判決
　（要旨 ）貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、

信義則上これを開示すべき義務を負う。
 
（特定公正証書に係る制限）
第20条　貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書（債
務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載
された公正証書をいう。以下この条において同じ。）の作成を公証人に嘱託することを代理人に
委任することを証する書面を取得してはならない。

　2　貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託
することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与
をしてはならない。

　3　貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あ
らかじめ（当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託
する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに）、内閣府令で定め
るところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交
付して説明しなければならない。
一　当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直
ちに強制執行に服することとなる旨

二　前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣
府令で定めるもの

（公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限）
第20条の2　貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付（法令の規定に基づき国又は地
方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は
一部を負担し、又は補助することとされている給付（給与その他対価の性質を有するものを除
く。）であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこ
ととされているものをいう。以下同じ。）がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族そ
の他の者（以下この条において「特定受給権者」という。）の預金又は貯金の口座に払い込まれ
た場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受け
ることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。
一　特定受給権者の預金通帳等（当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用の
カード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金
若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書そ
の他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをい
う。）の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為

二　特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済を
その預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為

（取立て行為の規制）
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第21条　貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金
業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当
たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するよ
うな言動をしてはならない。
一　正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定
める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債
務者等の居宅を訪問すること。

二　債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、そ
の申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、
前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三　正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を
送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以
外の場所を訪問すること。

四　債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該
場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五　はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実そ
の他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

六　債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸
付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七　債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八　債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協
力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九　債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若
しくは司法書士若しくは司法書士法人（以下この号において「弁護士等」という。）に委託し、
又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判
所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に
対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問す
る方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しない
よう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求するこ
と。

 
編 集補記：日本貸金業協会「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」（最終更新：平成
28.12.1）

（社内態勢整備）
第69条　協会員は、取立て行為を行うにあたり、定められる法及び関連する法律を遵守するととも
に、以下に掲げる行為は法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活若しく
は業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあること、また、この規則第70条、第
71条及び第72条を留意し必要な社内態勢整備に努めなければならない。（略）

　（4） 債務処理を代理人弁護士又は司法書士に委託し、または債務処理のため必要な裁判所におけ
る民事事件に関する手続きをとったことが弁護士又は司法書士、裁判所から通知された場合、
又は債務者等からの電話その他の方法をもって判明した場合、若しくは財団法人日本クレジッ
トカウンセリング協会から介入通知を受領した場合、その後債務者等に支払を要求すること。

 
十　債務者等に対し、前各号（第六号を除く。）のいずれかに掲げる言動をすることを告げる
こと。

116



　2　貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を
営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこ
れに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる
事項を記載し、又は記録しなければならない。
一　貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二　当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三　契約年月日
四　貸付けの金額
五　貸付けの利率
六　支払の催告に係る債権の弁済期
七　支払を催告する金額
八　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　3　前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権
の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債
権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は
氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法に
より、その相手方に明らかにしなければならない。

（債権証書の返還）
第22条　貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において
当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならな
い。

（開始等の届出）
第24条の6の2　貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところに
より、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一　貸金業（貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取
立てに係る業務を含む。第24条の6の6第1項第二号において同じ。）を開始し、休止し、
又は再開したとき。

二　指定信用情報機関と信用情報提供契約（第41条の20第1項第一号に規定する信用情報提
供契約をいう。）を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。

三　第6条第1項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。
四　前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

（業務改善命令）
第24条の6の3　内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関
し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、
その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずるこ
とができる。（略）

（監督上の処分）
第24条の6の4　内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいず
れかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を
定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一　第6条第1項第十三号（第12条の3第3項の規定の適用がある場合を除く。）又は第6条
第1項第十四号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。

二　貸金業の業務に関し法令（第12条、第12条の5、第24条第3項及び第4項、第24条の
2第3項及び第4項並びに第24条の3第3項及び第4項を除く。）又は法令に基づく内閣総
理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

三　第24条第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、
貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
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四　貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当するこ
ととなつたとき。
イ　当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者（第24条第3項
に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。）であることを知らなかつたこ
とにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当
該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたこと
につき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ　当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を
受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項（第24条第2
項において準用する場合を含む。）の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関
する法律の罪を犯したとき。

五　第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、
貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。（後略）

（貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督）
第24条の6の12　内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業
協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けること
のないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければ
ならない。

　2　前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入して
いない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者
又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則（以下「社内規則」という。）の作成又は変更を
命ずることができる。

　3　前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、30日以内に、当該社内
規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなけれ
ばならない。

　4　前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとす
る場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければなら
ない。

（苦情への対応）
第41条の7　協会は、資金需要者等（債務者等であつた者を含む。）から協会員が営む貸金業の業
務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言を
し、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知して
その迅速な処理を求めなければならない。

　2　協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対
し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

　3　協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのにこれを拒
んではならない。

　4　協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しな
ければならない。

　5　第一項の規定は、協会が第41条の39第1項の規定による指定を受けている場合には、適用
しない。

（信用情報提供等業務を行う者の指定）
第41条の13　内閣総理大臣は、次に掲げる要件（省略）を備える者を、その申請により、この章
の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。

編 集補記：内閣総理大臣は平成22年3月11日付けで㈱日本信用情報機構（所在地：東京都千
代田区神田多町2丁目1神田進興ビル）及び㈱シー・アイ・シー（CIC）（所在地：東京都新
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宿区西新宿1丁目23-7新宿ファーストウェストビル）を指定信用情報機関として指定。

（指定信用情報機関の情報提供）
第41条の24　指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他
の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を
除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。

　2　指定信用情報機関は、前項の規定による個人信用情報の提供に関し、手数料を徴収すること
ができる。

　3　指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第1項の規定による個
人信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数
料を定めなければならない。

　4　第41条の16及び第41条の22の規定は、第1項の規定による個人信用情報の提供に係る業
務について準用する。

（個人信用情報の提供）
第41条の35　加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信
用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る
契約（極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。）で当該信
用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当
該指定信用情報機関に提供しなければならない。
一　当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で
定めるもの

二　契約年月日
三　貸付けの金額
四　前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結した
ときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した
指定信用情報機関（以下「加入指定信用情報機関」という。）に提供しなければならない。

　3　前2項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情
報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければ
ならない。

（指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等）
第41条の36　加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依
頼（当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含
む。）をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面
又は電磁的方法による同意を得なければならない。

　2　加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約（内閣府令
で定めるものを除く。）を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客
から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該顧客を相手方と
する加入前極度方式貸付契約（当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締
結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。）である場合は、この限り
でない。
一　当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
二　前号の個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金
業者に提供する旨の同意

三　第一号の個人信用情報を第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信
用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意

　3　加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意
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に関する記録を作成し、保存しなければならない。
（目的外使用等の禁止）
第41条の38　加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、次に掲げる調査（以下「返済能力等調査」
という。）以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼（第一号の資金需
要者等及び第二号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供
の依頼を含む。）をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査
以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
一　当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済
能力の調査

二　前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借
入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査

　2　加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情
報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者
に提供してはならない。

（高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効）
第42条　貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約（手形の割引、売渡担
保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。）において、年109.5％（2
月29日を含む一年については年109.8％とし、1日当たりについては0.3％とする。）を超える
割合による利息（債務の不履行について予定される賠償額を含む。）の契約をしたときは、当該
消費貸借の契約は、無効とする。

　2　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第1項から第4項までの
規定は、前項の利息の契約について準用する。
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貸金業法施行規則（抜粋）
 （昭和58.8.10大蔵省令第40号、最終改正：平成28.9.30内閣府令第61号）
（資力を明らかにする事項を記載した書面等）
第10条の17　法第13条第3項本文及びただし書（これらの規定を同条第五項において準用する場
合を含む。）並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる
書面又はその写し（当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的
記録を含む。以下この項において「書面等」という。）とする。ただし、個人顧客（法第13条
第3項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。）の勤務先に変更があつた場合その他当該書面
等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資
力を明らかにするものに限る。
一　源泉徴収票（法第13条第3項に規定する源泉徴収票をいう。）
二　支払調書
三　給与の支払明細書
四　確定申告書
五　青色申告決算書
六　収支内訳書
七　納税通知書
七の二　納税証明書
八　所得証明書
九　年金証書
十　年金通知書
十一　個人顧客の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。以下同じ。）に係る前各号に掲げるもの（当該個人顧客が第10条の23第1項第三
号に掲げる契約を締結しようとする場合若しくは同号に掲げる契約（極度方式基本契約に限
る。）を締結している場合又は当該個人顧客の配偶者が同号に掲げる契約を締結している場
合に限る。）

　2　前項各号に掲げる書面（同項第九号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第九
号に係るものに限る。）を除く。）は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める
要件を満たすものでなければならない。
一　前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面（同項第一
号、第二号及び第十号に係るものに限る。）　一般的に発行される直近の期間に係るものであ
ること。

二　前項第三号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第三号に係るものに限る。）
　直近2月分以上のもの（第10条の22第2項第三号に掲げる方法により直近の年間の給与
の金額を算出する場合にあつては、直近のもの）であること。

三　前項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第四号から
第六号までに係るものに限る。）　通常提出される直近の期間（当該直近の期間を含む連続し
た期間における事業所得の金額（所得税法 （昭和40年法律第33号）第27条第2項に規定
する事業所得の金額をいう。次号及び第10条の22第1項第四号において同じ。）を用いて
基準額（法第13条の2第2項に規定する基準額をいう。次号において同じ。）を算定する場
合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間）に係るものであること。

四　前項第七号から第八号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第七号から
第八号までに係るものに限る。）　一般的に発行される直近の期間（当該直近の期間を含む連
続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の
期間を含む連続した期間）に係るものであること。

　3　第1項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客（同項第十一号に掲げる書面に係るもの
にあつては、当該個人顧客の配偶者）が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項
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本文に規定する書面等を用いることができる。
一　変更後の勤務先が確認されていること。
二　変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。

（個人過剰貸付契約から除かれる契約）
第10条の21　法第13条の2第2項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一　不動産の建設若しくは購入に必要な資金（借地権の取得に必要な資金を含む。）又は不動
産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

二　自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う
貸付けに係る契約

三　自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が
取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの

四　個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲
げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
イ　健康保険法 （大正11法律第70号）第115第1項及び第147条に規定する高額療養費
ロ　船員保険法 （昭和14年法律第73号）第31条ノ6第1項に規定する高額療養費
ハ　国家公務員共済組合法 （昭和33年法律第128号）第60条の2第1項 （私立学校教職員
共済法 （昭和28年法律第245号）第25条において準用する場合を含む。）に規定する高
額療養費
ニ　国民健康保険法 （昭和33年法律第192号）第57条の2第1項に規定する高額療養費
ホ　地方公務員等共済組合法 （昭和37年法律第152号）第62条の2第1項に規定する高額
療養費
ヘ　高齢者の医療の確保に関する法律 （昭和57年法律第80号）第84条第1項に規定する
高額療養費

五　金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券（同条第2項の規定により有価証券とみ
なされる権利を含む。）であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約（担保に
供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸
付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。）
イ　金融商品取引法第2条第1項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価
証券（金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るも
のを除く。）
ロ　金融商品取引法施行令 （昭和40年政令第321号）第27条の2各号に掲げる有価証券
六　不動産（借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土
地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可
欠なものを除く。）を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超
えないと認められるもの（貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動
産の価格（鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額（地方税法 （昭和25年法律
第226号）第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登
録されている価格をいう。）その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項
及び次項において同じ。）の範囲内であるものに限る。）

七　売却を予定している個人顧客の不動産（借地権を含む。）の売却代金により弁済される貸
付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの（貸付けの
金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限
り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を
除く。）

八　第1条の2の3第二号から第五号までに掲げる契約
（年間の給与に類する定期的な収入の金額等）
第10条の22　法第13条の2第2項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣
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府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　年間の年金の金額
二　年間の恩給の金額
三　年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入（事業として行う場合を除く。）の金額
四　年間の事業所得の金額（過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限
る。）

　2　法第13条の2第2項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に
掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。
一　第10条の17第一項に規定する書面等（同項第三号及び第十一号に掲げる書面に係るもの
を除く。）を用いて算出する方法

二　第10条の17第1項に規定する書面等（同項第三号に掲げる書面に係るものに限る。以下
この条において同じ。）に記載されている直近の2月分以上の給与（賞与を除く。）の金額の
1月当たりの平均金額に12を乗じて算出する方法

三　第10条の17第1項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する
方法

　3　前項第二号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、第10条の17第
1項に規定する書面等によつて、過去1年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金
額を年間の給与の金額に含めることができる。

（個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等）
第10条の23　法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契
約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る
契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　当該貸付けに係る契約の1月の負担が当該債務に係る1月の負担を上回らないこと。
ロ　当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に
関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る
将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
ハ　当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
ニ　当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の
条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利に
ならないこと。
ホ　当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人
としないこと。
ヘ　当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該
債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。

一の二　債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに
係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　当該個人顧客が弁済する債務のすべてが、当該個人顧客が貸金業者と締結した貸付けに
係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は法第43条の規定により貸金業者
とみなされる者（次項第一号の二ロにおいて「みなし貸金業者」という。）を債権者とする
ものであること。
ロ　当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに
係る契約の貸付けの利率（当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が2以上
ある場合は、弁済時における貸付けの残高（極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに
あつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同
じ。）により加重平均した貸付けの利率）を上回らないこと。
ハ　当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少す
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ることが見込まれること。
ニ　前号イ及びハからへまでに掲げるすべての要件に該当すること。
二　個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認め
られる医療費（所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。次項において同じ。）を支
払うために必要な資金の貸付けに係る契約（第10条の21第1項第四号に掲げる契約を除く。）
であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの（当該個人顧客が現に当該
貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。）

二の二　個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧
客と貸金業者の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの（以
下「特定緊急貸付契約」という。）
イ　当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
ロ　次に掲げる金額を合算した額（第10条の28第1項第一号ロにおいて「緊急個人顧客合
算額」という。）が10万円を超えないこと。
（1）当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額（極度方式基本契約にあつては、極度額）
（2）当該個人顧客と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、
その貸付けの残高（極度方式基本契約にあつては、極度額）の合計額

（3）指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当
該貸金業者以外の貸金業者の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額

ハ　返済期間（極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付
けの返済期間）が3月を超えないこと。

三　個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額
（法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。）と当
該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額（法
第13条の2第2項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第10条の
28において同じ。）と当該個人顧客の配偶者に係る基準額（当該個人顧客の配偶者を当該個
人顧客とみなして法第13条の2第2項の規定を適用した場合における同項に規定する当該
個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第10条の28において同じ。）を合算した額
を超えないもの（当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同
意がある場合に限る。）

四　事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当
するもの
イ　実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態
が確認されていること。
ロ　当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画（この号に掲げる契約に係る貸付けの
金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況
及び資金繰りの状況。以下同じ。）に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに
係る契約であると認められること。

五　現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに
係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供す
るための資金の貸付けであると認められること。
ロ　当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を
超えない貸付けに係る契約であると認められること。

六　金融機関（預金保険法 （昭和46年法律第34号）第2条第1項に規定する金融機関をいう。）
からの貸付け（イ及び次項第六号において「正規貸付け」という。）が行われるまでのつな
ぎとして行う貸付けに係る契約（極度方式基本契約を除く。）であつて、次に掲げるすべて
の要件に該当するもの
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イ　正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
ロ　返済期間が1月を超えないこと。

　2　（省略）
　3　貸金業者は、第1項第三号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸
付けに係る契約（第10条の21第1項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。）
であつて、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額
から当該個人顧客に係る基準額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。）
を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの（第1項各号に
掲げるものを除く。）を締結してはならない。

　4　第1項第二号の二、次項及び第10条の28第1項第一号の「特定費用」とは、次に掲げる費
用をいう。
一　外国において緊急に必要となつた費用
二　前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用

　5　特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特
定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。

（極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等）
第10条の26　貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規定により、同条第1項又は第2項の規
定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を
受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客合算
額が100万円を超えると知つた日から1月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければな
らない。

　2　法第13条の3第3項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第10条の17第1項各
号に掲げる書面（同項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲
げる書面（同項第一号から第八号まで及び第十号に係るものに限る。）にあつては、過去3年
以内に発行（同項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第
四号から第六号までに係るものに限る。）が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつ
ては、当該提出。以下この項において同じ。）がされたもの（貸金業者が、当該書面等が発行さ
れた日から起算して2年を経過した日以後1年以内に当該個人顧客の勤務先（同項第十一号に
掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先）に変更がないことを確認
した場合には、過去5年以内に発行がされたもの）に限る。）又はその写し（当該書面に代え
て電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書
面等」という。）とする。ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その
他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該
変更後の資力を明らかにするものに限る。

　3　前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客（第10条の17第1項第十一号に掲げる書
面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者）が次に掲げる要件のいずれにも該当する場
合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
一　変更後の勤務先が確認されていること。
二　変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。

（個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等）
第10条の28　法第13条の3第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約
（特定緊急貸付契約に限る。）であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　当該個人顧客の返済能力を超えない極度方式基本契約であると認められること。
ロ　緊急個人顧客合算額が10万円を超えないこと。
ハ　当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が3月を超えないこと。
二　個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客に係る極度方式個人顧
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客合算額（法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客合算額をいう。以下この条に
おいて同じ。）と当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額を合算した額が、当
該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないもの
（当該契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。）
三　事業を営む個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件
に該当するもの
イ　実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態
が確認されていること。
ロ　当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を
超えないと認められること。

四　現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けを
目的とした極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供す
るための資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であると認められること。
ロ　当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を
超えないと認められること。

　2　貸金業者は、前項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手
方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について法第
13条の3第1項又は第2項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本
契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければ
ならない。

　3　前項に規定する「配偶者合算基準額超過極度方式基本契約」とは、第1項第二号に掲げる極
度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする極度方式基本契約で、当該個
人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額と当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額
から当該個人顧客に係る基準額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。）
を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの（同項各号に掲
げるものを除く。）をいう。

　4　貸金業者は、第1項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相
手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第2項の規定による調査により、
当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当すると
認められるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一　当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにする
ため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額

二　当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
（極度方式貸付けを抑制するために必要な措置）
第10条の29　法第13条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な
当該極度方式基本契約の極度額の減額

二　当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
第17条　貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返
済期日（当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権
の消滅した日）から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約
を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度
方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定めら
れた最終の返済期日のうち最後のもの（これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事
由により消滅したときにあつては、その消滅した日）のうちいずれか遅い日から少なくとも10
年間保存しなければならない。
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　2　貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しな
い。　

（取立て行為の規制）
第19条　法第21条第1項第一号 （法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、
第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。）に規
定する内閣府令で定める時間帯は、午後9時から午前8時までの間とする。

（個人信用情報に含まれる事項）
第30条の13　法第41条の35第1項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る
次に掲げるものとする。
一　氏名（ふりがなを付す。）
二　住所
三　生年月日
四　電話番号
五　勤務先の商号又は名称
六　運転免許証の番号（当該個人顧客が運転免許証の交付を受けている場合に限る。）
七　加入貸金業者が、本人確認書類（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成
20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
令第一号）第6条第1項第二号に規定する旅券等、在留カード、特別永住者証明書又は同令
第7条第一号ハに掲げる書類のうち、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療
若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若し
くは地方公務員共済組合の組合員証若しくは私立学校教職員共済制度の加入者証（当該自然
人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）をいう。以下この項において同じ。）
の提示を受ける方法により本人確認（犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成19年
法律第22号）第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認をいう。）を行つた場合に
は、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号

八　当該個人顧客が第10条の23第1項第三号に掲げる契約を締結している場合には、当該個
人顧客の配偶者に係る第一号から第六号までに掲げるもの（同号に掲げるものについては、
当該配偶者が運転免許証の交付を受けている場合に限る。）及び当該配偶者に係る本人確認
書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号（当該本人確認書類の提供を
受けている場合に限る。）

　2　法第41条の35第1項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一　貸付けの残高（極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本
契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額）

二　元本又は利息の支払の遅延の有無
三　第10条の21第1項第一号から第七号まで及び第10条の23第1項各号に掲げる貸付けに
係る契約に該当する場合にあつては、その旨

（信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合）
第30条の14　法第41条の36第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結
した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係
る契約に係る債権の管理に必要な場合（当該極度方式基本契約について法第13条の3第1項
又は第2項の規定による調査を行う場合を含む。）とする。
一　貸金業者と信用情報提供契約を締結している信用情報に関する機関が、法第41条の13第
1項の指定を受けた時

二　貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時
　2　法第41条の36第2項に規定する内閣府令で定めるものは、第1条の2の3各号に掲げる契
約とする。
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4. 割賦販売法（抜粋）・割賦販売法施行規則（抜粋）
割賦販売法（抜粋）
 （昭和36.7.1法第159号、最終改正：平成28.12.9法第99号）
（定義）
第2条　この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
一　購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月
以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領すること（購入者又は役務の提供を受
ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という。）
の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、2月以上の期間にわたり3回以上
預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領すること
を含む。）を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

二　それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は
有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号（以
下この項及び次項、次条並びに第29条の2において「カード等」という。）をこれにより商
品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者（以下この項及び
次項、次条、第4条の2（第29条の4第1項において準用する場合を含む。）、第29条の2
並びに第38条において「利用者」という。）に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時
期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販
売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎として
あらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件と
して、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。

　2　（略）
　3　この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
一　それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは
権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー
ドその他の物又は番号、記号その他の符号（以下この項及び次項、第30条から第30条の2
の3まで、第34条並びに第35条の16において「カード等」という。）をこれにより商品若
しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者（以下この項、第30
条から第30条の2の3まで、第30条の5の2、第30条の5の3、第30条の6において準
用する第4条の2、第33条の2（第33条の3第2項において準用する場合を含む。）、第34
条の2、第35条の3の43、第35条の3の46、第35条の3の57、第35条の3の59、第
35条の16、第41条及び第41条の2において「利用者」という。）に交付し又は付与し、当
該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者か
ら商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、
当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対
価に相当する額の交付（当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業
者又は当該役務提供事業者への交付を含む。）をするとともに、当該利用者から当該代金又
は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること（当該利用者が当
該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役
務の提供を受ける契約を締結した時から2月を超えない範囲内においてあらかじめ定められ
た時期までに受領することを除く。）。

二　カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知
して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務
提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商
品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付（当該販売業者又は当
該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。）
をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権
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利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定し
て得た金額を受領すること。

　4　この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の
販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務
の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当
該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付
（当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業
者への交付を含む。）をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじ
め定められた時期までに当該金額を受領すること（当該購入者又は当該役務の提供を受ける者
が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者
から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定め
られた時期までに受領することを除く。）をいう。

　5　この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令
で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民
の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」
とは、次項、第35条の3の61、第35条の3の62、第41条及び第41条の2を除き、国民の
日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。

　6　この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者
に対する商品の引渡し又は政令で定める役務（以下この項、第35条の3の61、第35条の3
の62、第41条及び第41条の2において「指定役務」という。）の提供に先立つてその者から
当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を2月以上の期間にわたり、かつ、3
回以上に分割して受領するものをいう。
一　商品の売買の取次ぎ　購入者
二　指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取
次ぎ　当該指定役務の提供を受ける者

（割賦販売条件の表示）
第3条　割賦販売を業とする者（以下「割賦販売業者」という。）は、前条第1項第1号に規定す
る割賦販売（カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受け
て、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを
除く。）の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は指定役務を提
供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、
当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
一　商品若しくは権利の現金販売価格（商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額
を受領する場合の価格をいう。以下同じ。）又は役務の現金提供価格（役務を提供する契約
の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。）

二　商品若しくは権利の割賦販売価格（割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の
価格をいう。以下同じ。）又は役務の割賦提供価格（割賦販売の方法により役務を提供する
場合の価格をいう。以下同じ。）

三　割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払（その支払に充てるための
預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。）の期間及び回数

四　第11条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令
で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

五　第11条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期（後略）
（書面の交付）
第4条　割賦販売業者は、第2条第1項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは
指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業
省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面
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を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一　商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格
二　賦払金（割賦販売に係る各回の代金の支払分をいう。以下同じ。）の額
三　賦払金の支払の時期及び方法
四　商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五　契約の解除に関する事項
六　所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七　前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

　2　割賦販売業者は、第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指
定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省
令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を
購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一　商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二　弁済金の支払の方法
三　商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四　契約の解除に関する事項
五　所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六　前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

　3　割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第2条第1項第2号に規定する割
賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定める
ところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければ
ならない。
一　弁済金を支払うべき時期
二　前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

（契約の解除等の制限）
第5条　割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指
定役務を提供する契約について賦払金（第2条第1項第二号に規定する割賦販売の方法により
指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。
以下この項において同じ。）の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期
間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、
賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支
払を請求することができない。

　2　前項の規定に反する特約は、無効とする。
（契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）
第6条 　割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは
指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合（第3項及び第4項に
規定する場合を除く。）には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の
各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を
加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求するこ
とができない。
一　当該商品又は当該権利が返還された場合　当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行
使により通常得られる利益に相当する額（当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する
額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額
又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額）

二　当該商品又は当該権利が返還されない場合　当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当
する額

三　当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引
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渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合（次号に掲げる場合を
除く。）　契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

四　当該役務が特定商取引に関する法律 （昭和51年法律第57号）第41条第2項に規定する
特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の
規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合　契約の締結及び履行のために通常
要する費用の額として当該役務ごとに同条第2項第二号の政令で定める額

五　当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合（次号に掲げる場合
を除く。）　提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する
額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

六　当該役務が特定商取引に関する法律第41条第2項に規定する特定継続的役務に該当する
場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の規定に基づく解除が当該役
務の提供の開始後である場合　次の額を合算した額
イ　提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から
当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
ロ　当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条
第2項第一号ロの政令で定める額

　2　割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合（契約が解除
された場合を除く。）には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商
品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払わ
れた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を
超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

　3　割賦販売業者は、第2条第1項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指
定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第37条第2項 
に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第40条の2第1項の規定
により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約
の締結及び履行のために通常要する費用の額（次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、
当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額）にこれに対する法定
利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を
受ける者に対して請求することができない。
一　当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第33条第1
項に規定する特定負担（次号、第35条の3の11及び第35条の3の14において「特定負担」
という。）に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合　次の額を合算した額
イ　引渡しがされた当該商品又は移転がされた当該権利（当該連鎖販売契約に基づき販売が
行われた商品又は権利に限り、特定商取引に関する法律第40条の2第2項の規定により
当該商品又は当該権利に係る同項に規定する商品販売契約が解除されたものを除く。）の割
賦販売価格に相当する額
ロ　提供された特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する特定利益（第35条の3の
14において「特定利益」という。）その他の金品（同法第40条の2第2項の規定により解
除された同項に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係るものに限る。）に相当する
額

二　当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後であ
る場合　提供された当該役務（当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。）の対価
に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当
する額を控除した額を加算した額

　4　割賦販売業者は、第2条第1項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権
利を販売する契約が特定商取引に関する法律第40条の2第二2に規定する商品販売契約に該
当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又
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は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこ
れに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に
対して請求することができない。
一　当該商品若しくは当該権利が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引
渡し若しくは当該権利の移転前である場合　当該商品又は当該権利の現金販売価格の10分
の1に相当する額に、当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は
当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額

二　当該商品又は当該権利が返還されない場合　当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当
する額

（所有権に関する推定）
第7条　第2条第1項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品（耐久性を有す
るものとして政令で定めるものに限る。）の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される
時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

（適用除外）
第8条　この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。
一　指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約（次に掲げるもの
を除く。）であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結す
るもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結す
るものに係る割賦販売
イ　連鎖販売業（特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業をいう。以
下同じ。）に係る連鎖販売取引（同項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。）につい
ての契約（当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又
は役務の提供に係るもの（以下「特定商品販売等契約」という。）を含む。）のうち、その
連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を店舗その他これに類似する設
備によらないで行う個人との契約（以下「連鎖販売個人契約」という。）
ロ　業務提供誘引販売業（特定商取引に関する法律第51条第1項に規定する業務提供誘引
販売業をいう。以下同じ。）に係る業務提供誘引販売取引（同項に規定する業務提供誘引販
売取引をいう。以下同じ。）についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供
され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人
との契約（以下「業務提供誘引販売個人契約」という。）

二　本邦外に在る者に対して行う割賦販売
三　国又は地方公共団体が行う割賦販売
四　次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売（当該団体が構成員以外の者
にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売
を含む。）
イ　特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ　国家公務員法 （昭和22年法律第120号）第108条の2又は地方公務員法 （昭和25年法
律第261号）第52条の団体
ハ　労働組合
五　事業者がその従業者に対して行う割賦販売
六　無尽業法 （昭和6年法律第42号）第1条に規定する無尽に該当する割賦販売

（包括支払可能見込額の調査）
第30条の2　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者（個
人である利用者に限る。以下この条、次条及び第三節において同じ。）に交付し若しくは付与し
ようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額（包
括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を
受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。）を増
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額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令・内
閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん（包括信用購入あつせん及び
個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。）に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当
該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で
定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない
場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

　2　この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他
の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維
持費（最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で
定める額をいう。第35条の3の3において同じ。）に充てるべき金銭を使用することなく、利
用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは
指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると
見込まれる1年間当たりの額をいう。

　3　包括信用購入あつせん業者は、第1項本文の規定による調査を行うときは、第35条の3の
36第1項の規定による指定を受けた者（以下「指定信用情報機関」という。）が保有する特定
信用情報（利用者又は購入者（個人である購入者に限る。以下この項、第35条の3の3、第
35条の3の4及び第三節において同じ。）若しくは役務の提供を受ける者（個人である役務の
提供を受ける者に限る。以下この項、第35条の3の3、第35条の3の4及び第三節において
同じ。）の包括支払可能見込額又は第35条の3の3第2項に規定する個別支払可能見込額に関
する情報（当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報
を含む。）のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で
定めるものをいう。同条、第三節及び第50条において同じ。）を使用しなければならない。

　4　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し
若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度
額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1項本文の規定に
よる調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

（包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止）
第30条の2の2　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用
者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等につ
いてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与し
ようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定に
よる調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせ
んに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役
務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣及び内閣総理大臣が
定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度
額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経
済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 
編 集補記：経済産業大臣が告示した割合　0.9

 
（契約の解除等の制限）
第30条の2の4　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の
各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の
支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催
告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞
を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を
請求することができない。
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一　第2条第3項第一号に規定する包括信用購入あつせん　前条第1項第二号の支払分
二　第2条第3項第二号に規定する包括信用購入あつせん　前条第3項第二号の弁済金

　2　前項の規定に反する特約は、無効とする。
（契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）
第30条の3　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第2条第
3項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の
予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに
対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役
務の提供を受ける者に対して請求することができない。

　2　包括信用購入あつせん業者は、前項の契約について第30条の2の3第1項第二号の支払分
の支払の義務が履行されない場合（契約が解除された場合を除く。）には、損害賠償額の予定又
は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払わ
れた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した
金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができ
ない。

（包括信用購入あつせん業者に対する抗弁）
第30条の4　購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第一号に規定する包括信用購入あ
つせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係
る第30条の2の3第1項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当
該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提
供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由を
もつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。

　2　前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効と
する。

　3　第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括
信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められ
たときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

　4　前3項の規定は、第1項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係
るものについては、適用しない。

 
編  集補記：割賦販売法施行令（昭36.11.1政令第341号、最終改正：平27.12.16政令第421号）
　（包括信用購入あつせん業者に対する抗弁）
　第21条　法第30条の4第4項の政令で定める金額は、4万円とする。　

 
（個別支払可能見込額の調査）
第35条の3の3　個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法
により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領
に係る契約（以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。）を締結しようとする場合に
は、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、
信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の
提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣
府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受け
る者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、こ
の限りでない。

　2　この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他
の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維
持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入

134



あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は
受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる1年間当
たりの額をいう。

　3　個別信用購入あつせん業者は、第1項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機
関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

　4　個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経
済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1項本文の規定による調査に関する記録を作
成し、これを保存しなければならない。

（個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止）
第35条の3の4　個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しよう
とする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち1年間に支払うこと
となる額が、前条第1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別
支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならな
い。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合
として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

（個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査）
第35条の3の5　個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約（第35条の
3の7において「特定契約」という。）であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法によ
り商品若しくは指定権利を販売する契約（以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。）
又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約（以下「個別信用購入
あつせん関係役務提供契約」という。）に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契
約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定め
るところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供
事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令・
内閣府令で定める事項を調査しなければならない。
一　特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）
に係る契約

二　特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売（以下「電話勧誘販売」と
いう。）に係る契約

三　連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの（以下「特定連鎖販売個人契約」
という。）

四　特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は
同項第2号に規定する特定権利販売契約（以下「特定継続的役務提供等契約」という。）

五　業務提供誘引販売個人契約
（個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止）
第35条の3の7　個別信用購入あつせん業者は、第35条の3の5第1項の規定による調査その他
の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつ
せん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購
入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該
当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販
売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係
受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売
契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受
領契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あつせ
ん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事
情があることを確認した場合その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることと
なるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
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一　特定商取引に関する法律第6条第1項から第三項まで、第21条各項、第34条第1項から
第3項まで、第44条各項又は第52条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為

二　消費者契約法 （平成12年法律第61号）第4条第1項から第3項までに規定する行為（同
条第二項に規定する行為にあつては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。）

（個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等）
第35条の3の10　次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者（以下この条において「申
込者等」という。）は、書面により、申込みの撤回等（次の各号の個別信用購入あつせん関係販
売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領
契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入
あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この
条において同じ。）を行うことができる。ただし、前条第3項の書面を受領した日（その日前
に同条第1項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日）から起算して8日を
経過したとき（申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせ
ん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契
約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約
の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に
関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実である
との誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役
務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しく
は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結さ
せ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該
期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信
用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該
個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を
行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき）
は、この限りでない。
一　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業
所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係
役務提供契約の申込みを受けた場合　当該申込みをした者

二　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業
所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客から個別信用購入あつせん関係販売契約又
は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合当該申込みをした者

三　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別
信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個
別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合　当該申込みをし
た者

四　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業
所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係
役務提供契約を締結した場合（個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせ
ん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く。）　当該契
約の相手方

五　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業
所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と個別信用購入あつせん関係販売契約又は
個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合　当該契約の相手方

六　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別
信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別
信用購入あつせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合　当該契約の相手方
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　2　申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。
　3　申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回
等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　4　個別信用購入あつせん業者は、第1項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入
あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなけれ
ばならない。

　5　申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第1項本文の書面
を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購
入あつせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信
用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたもの
とみなし、又は解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意
思を表示しているときは、この限りでない。

　6　前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関
係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信
用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購
入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込み
の撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　7　個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第5項本文の規定により個別
信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤
回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供
契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の
全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん
関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつ
せん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商
品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入
あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

　8　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第5
項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役
務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購
入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつ
せん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交
付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権
利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

　9　個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第5項本文の規定により個別
信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤
回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供
契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関
係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返
還しなければならない。

　10　第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別
信用購入あつせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において、その個別信用購
入あつせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引
取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

　11　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第5
項本文の規定により第1項第1号若しくは第2号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しく
は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第四号若しくは第五
号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解
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除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引
き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供
され又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいて
も、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に定める者に対し、その商品の使用により得られ
た利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用購入あつ
せん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

　12　個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第5
項本文の規定により第1項第三号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用
購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項第
六号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約で
あつて指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購
入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用さ
れ若しくは役務が提供されたときにおいても、同項第三号又は第六号に定める者に対し、当該
個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使に
より得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

　13　個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせ
ん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除
されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関連し
て金銭（個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。）を受領しているときは、申込
者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

　14　個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により
指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あつせん関係役務提供契約又
は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第5項本文の
規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、
当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法
により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作
物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信
用購入あつせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求す
ることができる。

　15　第1項から第3項まで、第5項から第7項まで及び第9項から前項までの規定に反する特約
であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

第35条の3の11　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事
業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信
用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みを
した者又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別
信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方
（以下この条において「申込者等」という。）は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特
定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつ
せん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤
回又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別
信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約
の解除を行うことができる。
一　特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつ
せん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受領し
た日（その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日）か
ら起算して20日を経過したとき（その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をす
る商品の購入についてのものである場合において、同条第3項の書面を受領した日がその特
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定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる
場合には、その引渡しを受けた日から起算して20日を経過したとき）。ただし、申込者等が、
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若し
くは個別信用購入あつせん業者若しくは特定商取引に関する法律第33条第2項に規定する
統括者（以下「統括者」という。）、同法第33条の2に規定する勧誘者（以下「勧誘者」と
いう。）若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者（以下「一般連鎖販売業者」という。）が
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入
あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係
る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの
撤回等（その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販
売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入
あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であ
つて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に
該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において
同じ。）を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をした
ことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係
販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん
業者若しくは統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖
販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個
別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領
契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これ
らによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者
等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務
提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん業者又は当該統括者、当該勧誘者若しくは当
該一般連鎖販売業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行う
ことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき。

二　特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用
購入あつせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受
領した日（その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日）
から起算して8日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係役務提
供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信
用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締
結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等（特定継続的役務提供等契約であつ
て個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該
当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提
供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関
係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下こ
の号において同じ。）を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げ
る行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入
あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用
購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供
契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせ
ん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困
惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、
当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入
あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定め
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るところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日
から起算して8日を経過したとき。

三　業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入
あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受
領した日（その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日）
から起算して20日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売
業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者
が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用
購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の
締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等（その業務提供誘引販売個人契約
であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契
約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその業務提
供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつ
せん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をい
う。以下この号において同じ。）を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実の
ことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個
別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しく
は個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関
係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用
購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したこ
とにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた
場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用
購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣
府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を
受領した日から起算して20日を経過したとき。

　2　前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつ
て個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当する
ものが特定商取引に関する法律第40条第1項の規定により解除された場合又は第7項本文の
規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又
は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若
しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信
用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係
る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品
若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係
販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつ
せん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項第一号に掲げる場合を除き、当
該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん
関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面
により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。

　3　第1項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約
であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該
当するものが特定商取引に関する法律第48条第1項の規定により解除された場合又は第7項
本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係役務
提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が関連商品（同条第3項に規定する関連商
品をいう。以下同じ。）の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務
提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販
売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつ
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せん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約（以下「関連商品販売契約」という。）であつ
て個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契
約を締結している場合には、申込者等は、第1項第二号に掲げる場合を除き、当該関連商品販
売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせ
ん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う
ことができる。ただし、申込者等が第35条の3の9第1項の書面又は同条第3項の書面を受
領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少
するおそれがある商品として同法第48条第2項に規定する政令で定めるものを使用し又はそ
の全部若しくは一部を消費したとき（当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは
当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が当該申込者等に
当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。）は、この限りでない。

　4　第1項、第2項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約
の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

　5　第1項、第2項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場
合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に
伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　6　個別信用購入あつせん業者は、第1項の書面又は第3項本文の書面を受領した時には、直ちに、
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を
通知しなければならない。

　7　申込者等が第1項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第二号ただし書に規定す
る申込みの撤回等又は同項第三号ただし書に規定する申込みの撤回等（以下この項において「申
込みの撤回等」という。）を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第1項の書面を発す
る時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販
売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書
面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第3項本文の規定により契約の申込み
の撤回又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る
同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入
あつせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除された
ものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、
この限りでない。

　8　前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約
若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつ
て個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合にお
いて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、
当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　9　個別信用購入あつせん業者は、第1項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は
契約の解除があり、かつ、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用
購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又
は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除された
ものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相
当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業
者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者
又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利
の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより
得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

　10　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第
7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若
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しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて
個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合におい
て、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一
部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を
受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなけれ
ばならない。

　11　個別信用購入あつせん業者は、第1項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は
契約の解除があり、かつ、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用
購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又
は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除された
ものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連
して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければなら
ない。

　12　第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契
約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当す
るものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつて個
別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入
あつせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされていると
きは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

　13　個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第7
項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契
約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するもの
が解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信
用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行
使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特
定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係
る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請
求することができない。

　14　個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第7項本文の規定により特定継続的役務提
供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものと
みなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務
提供契約に該当するものに関連して金銭（個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除
く。）を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

　15　第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から前項までの規定に反する特
約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

（通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あつせん関係受領契約
の申込みの撤回等）
第35条の3の12　第35条の3の10第1項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合にお
いて、当該各号に定める者（以下この条において「申込者等」という。）は、当該各号の個別信
用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引
に関する法律第九条の二第一項各号に掲げる契約に該当するもの（以下この条において「特定
契約」という。）に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係
る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。）
を行うことができる。ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつ
たときは、この限りでない。

　2　前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から一年以内
に行使しなければならない。
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　3　申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回
等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　4　個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、既に商品若しくは権利の
代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は
個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、
当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に
対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額
その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することが
できない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第9条第1項又は
第9条の2第1項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除さ
れた場合は、この限りでない。

　5　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、申込
みの撤回等があつた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代
金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あ
つせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部
に相当する金額を返還しなければならない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取
引に関する法律第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により当該特定契約の申込みが撤回
され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

　6　個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合において、申込者等から当該個
別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、
速やかに、これを返還しなければならない。

　7　申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第9条第1項又は第9条の2第1
項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合において
は、同法第9条第6項 （同法第9条の2第3項において準用する場合を含む。）の規定の適用
については、同法第9条第6項中「金銭」とあるのは、「金銭（割賦販売法第35条の3の2第
1項に規定する個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。）」とする。

　8　第1項から第4項まで及び第6項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無
効とする。

（個別信用購入あつせん業者の登録）
第35条の3の23　個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録
簿に登録を受けた法人（以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。）でなければ、業とし
て営んではならない。ただし、第35条の3の60第2項第四号の団体については、この限りで
ない。

（特定信用情報提供等業務を行う者の指定）
第35条の3の36　経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定
めるところにより特定信用情報提供等業務（特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業
者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。）
を行う者として、指定することができる。

編 集補記：経済産業大臣は平成22年7月10日付けで㈱シー・アイ・シー（CIC）（所在地：東
京都新宿区西新宿1丁目23－7新宿ファーストウェストビル）を指定信用情報機関として指定。

（指定信用情報機関の情報提供）
第35条の3の47　指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者
又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信
用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令で定める場合
を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。
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　2　指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収する
ことができる。

（基礎特定信用情報の提供）
第35条の3の56　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信
用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に
締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約
又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において
支払時期の到来していない支払分又は弁済金（支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が
履行されていないものを含む。）があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に
提供しなければならない。
一　当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の氏名及び住所その他の当該購入者又は当該役
務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの

二　契約年月日
三　支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん又は
個別信用購入あつせんに係る債務の額

四　前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
　2　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提
供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関
係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情
報機関（特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。）に提供しなけ
ればならない。

　3　前2項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者又は加入
個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞
なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

（指定信用情報機関への特定信用情報の提供等に係る同意の取得等）
第35条の3の57　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指
定信用情報機関に利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供
の依頼（当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が
保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。）をする場合には、経済産業省令で定める場合
を除き、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁
的方法による同意を得なければならない。

　2　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提
供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関
係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者又は当該
役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により得なければならない。
一　当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報
機関に提供する旨の同意

二　前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入
包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

三　第一号の基礎特定信用情報を第35条の3の47第1項の規定による依頼に応じ、他の指定
信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供す
る旨の同意

　3　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た
場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなけ
ればならない。

（目的外使用等の禁止）
第35条の3の59　加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこ
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れらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信
用情報の提供の依頼（当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信
用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。）をし、又は加入指定信用情報機
関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供
してはならない。

　2　加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若
しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に
該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

（認定割賦販売協会の認定及び業務）
第35条の18　経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、
包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業
者（包括信用購入あつせん業者を除く。第40条及び第41条において同じ。）又は立替払取次
業者（以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。）が設立した一般社団法人であつて、
次に掲げる要件（省略）に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業
務（以下「認定業務」という。）を行う者として認定することができる。

 
編 集補記：経済産業省は平成21年12月1日付けで（社）日本クレジット協会（所在地：東京都
中央区日本橋小網町14－1住生日本橋小網町ビル）を認定割賦販売協会として認定。

　2　前項の規定により認定された一般社団法人（以下「認定割賦販売協会」という。）は、次に
掲げる業務を行うものとする。
一　割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理を図るため
に必要な規則の制定

二　会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前
号の規則の遵守の状況の調査

三　会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるため
の会員に対する指導又は勧告その他の業務

四　利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五　会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
六　利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務

（カード等の譲受け等の禁止）
第37条　何人も、業として、カード等（第2条第1項第二号のカードその他の物及び同条第3項
第一号のカードその他の物をいう。以下この条及び第51条の3において同じ。）を譲り受け、
又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。

（支払能力を超える購入等の防止）
第38条　割賦販売業者及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関（信用情報の収
集並びに割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。
以下同じ。）を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者又は購入
者若しくは役務の提供を受ける者が支払うこととなる賦払金等が当該利用者又は購入者若しく
は役務の提供を受ける者の支払能力を超えると認められる割賦販売又はローン提携販売を行わ
ないよう努めなければならない。
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割賦販売法施行規則（抜粋）
 （昭和36.11.14通商産業省令第95号、最終改正：平成28.8.2経済産業省令第88号）
第40条　法第30条の2第1項 本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、
包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者（個人である利用者に限る。以下この条か
ら第48条まで、第56条から第58条まで、第三節及び別表第二において同じ。）に交付し又は
付与しようとするときは、次項から第6項までに定めるところによる。

　2　前条第一号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告（申告を受けるこ
とができない場合にあつては、当該利用者から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による年収
の合理的な推定）によらなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード
等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合（第二号に掲げる者に交付し又は付与し
ようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により同号に規定する親族の同意を
得たとき、第三号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他
の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限る。）には、次の各号に定めるところ
によることができる。
一　主として配偶者の収入により生計を維持している者であつて、年収が103万円以下である
もの（以下「特定配偶者」という。）　当該特定配偶者から受けるその配偶者の年収の申告（申
告を受けることができない場合にあつては、当該特定配偶者から申告を受けたその配偶者の
年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定）により、当該特定配偶者及びその配偶者
の年収を合算して算定すること。

二　2親等内の親族（配偶者を除く。以下この条、第45条及び第72条において同じ。）の収入
により生計を維持している者　当該親族から受ける当該親族の年収の申告（申告を受けるこ
とができない場合にあつては、当該親族から申告を受けた当該親族の年齢、勤務先等の情報
による年収の合理的な推定）により、当該者及び当該親族の年収を合算して算定すること。

三　その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者（特定配偶者を除く。以下こ
の条、第45条及び第72条において同じ。）　当該配偶者から受ける当該配偶者の年収の申告
（申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の
年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定）により、当該者及び当該配偶者の年収を
合算して算定すること。

　3　前条第二号に掲げる事項の調査については、利用者の利益の保護を図るため必要があると
認める場合には、当該利用者から受ける預貯金の申告によらなければならない。ただし、包括
信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合（第
二号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法
により同号に規定する親族の同意を得たとき、第三号に掲げる者に交付し又は付与しようとす
る場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限
る。）には、次の各号に定めるところによることができる。
一　特定配偶者　当該特定配偶者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該
特定配偶者から受けるその配偶者の預貯金の申告により、当該特定配偶者及びその配偶者の
預貯金を合算して算定すること。

二　2親等内の親族の収入により生計を維持している者　当該者の利益の保護を図るため必要
があると認める場合には、当該親族から受ける当該親族の預貯金の申告により、当該者及び
当該親族の預貯金を合算して算定すること。

三　その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者　当該者の利益の保護を図る
ため必要があると認める場合には、当該配偶者から受ける当該配偶者の預貯金の申告により、
当該者及び当該配偶者の預貯金を合算して算定すること。

　4　前条第三号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対す
る信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、包括
信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合であ
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つて、前2項の規定により、特定配偶者及びその配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定
するとき、二親等内の親族の収入により生計を維持している者及び当該親族の年収若しくは預
貯金を合算して算定するとき又はその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者
並びに当該配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するときは、次の各号に定めるところ
によらなければならない。
一　特定配偶者　当該特定配偶者から受けるその配偶者の支払時期の到来していない又は支払
の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、
当該特定配偶者及びその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されてい
ない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。

二　2親等内の親族の収入により生計を維持している者　当該親族から受ける当該親族の支払
時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申
告その他の適切な方法により、当該者及び当該親族の支払時期の到来していない又は支払の
義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。

三　その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者　当該配偶者から受ける当該
配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに
係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該配偶者の支払時期の到来してい
ない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定するこ
と。

　5　前条第4号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者からの
借入れの状況その他の当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

　6　前条第五号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける当該事項の申告その他の適切
な方法により行わなければならない。

第41条　法第30条の2第1項 本文の規定により第39条各号に掲げる事項を調査する場合であつ
て、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそ
れに係る有効期間（包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利
を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。
以下この条、第43条第1項第五号、同条第2項及び第47条の2において同じ。）を更新する
ためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき（当該利用者に交付し又は付
与しているカード等に付随するカード等（以下「付随カード等」という。）についてそれに係る
有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除
く。）は、前条第2項から第4項まで及び第6項の申告を受けた事項等（変更があつたと認め
るときは、その変更後のもの）及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用
購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案し
て行わなければならない。

　2　 前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の6月前からその更新の日までの間に、
1回行えば足りるものとする。

第43条　法第30条の2第1項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一　包括信用購入あつせんをするため極度額が30万円以下のカード等を利用者に交付し若し
くは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係
る極度額を30万円を上限として増額しようとする場合（これらのうち、第41条又は第42
条の場合に該当する場合を含み、次のいずれかに該当する場合を除く。）
イ　指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該
利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度
額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めると
き。
ロ　指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該包
括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が50万円を、又
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は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせ
んに係る債務の額が100万円を超えると認めるとき。

二　利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応
じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知し
て、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入
あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関
係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当す
るものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。
イ　極度額を一時的に増額しようとする期間が3月以内の場合であつて、当該増額された後
の極度額が法第30条の2第1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として
算定した包括支払可能見込額に法第30条の2の2本文の経済産業大臣が定める割合を乗
じて得た額（正当な理由があつて法第30条の2第1項 本文の規定による調査を行つてい
ない場合は、当該カード等に係る極度額（現に当該カード等についてそれに係る極度額を
利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額））
の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照
らして相当であると認めるとき。
ロ　当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、
当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。
ハ　当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者
から当該利用者若しくは当該利用者の親族で当該利用者と生計を一にする者の生命若しく
は身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包
括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者の親族で当該
利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認めら
れる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして
相当であると認めるとき。

三　第41条の場合（同条の場合であつて、第一号の規定により、包括信用購入あつせんをす
るため極度額が30万円以下のカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときを含む。）
であつて、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債
務の額が5万円に満たないとき。

四　包括信用購入あつせん業者が、法第30条の2第1項 本文の規定による調査により得られ
た事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第30条の2の2本文の経済産業大臣
が定める割合を乗じて得た額（正当な理由があつて法第30条の2第1項 本文の規定による
調査を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額）の範囲内
で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等に
ついてそれに係る極度額を増額しようとする場合

五 　第一号、第三号又は前号に掲げるもののほか、包括信用購入あつせん業者が、カード等を
利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日ま
でに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合（カード
等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。）
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5.  クレジット・サラ金事件の報酬基準 
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の目安）

 
編集補記：

　 　日本弁護士連合会の報酬基準は平成16年4月から廃止され、各弁護士が自由に料金

を定めることになりました。ここでは、東京三弁護士会で行う法律相談センターの報酬

基準が参考となりますので掲載しています。なお、金額及び割合は全て消費税別の表示

です。 最終改正：平26.4.1改正

 
1　任意整理（完済業者に対する過払金請求のみを受任する場合を含む。）
  （1）  着手金　次のア又はイに規定する金額を上限とする。ただし、同一業者で

も別支店の場合は別債権者とする。
　　ア　債権者が1社又は2社の場合　5万円
　　イ　債権者が3社以上の場合　2万円×債権者数
  （2）  報酬金　1債権者について、次のアからウまでに規定する金額を合計した

金額を上限とし、個々の債権者と和解が成立し、又は過払金の返還を受けた
都度、当該債権者を相手方とする事件の報酬金を請求することができる。

　　ア 　基本報酬金　和解が成立し、又は過払金の返還を受けたときは、2万円
　　イ 　減額報酬金　残元金（ただし、利息制限法所定の制限を超える約定利率

による金銭消費貸借取引については、引き直し計算後の残元金をいう。）
の全部又は一部の請求を免れたときは、その請求を免れた金額の10％相
当額

　　ウ 　過払金報酬金　過払金の返還を受けたとき（訴訟又は強制執行によると
きを含む。）は、返還を受けた過払金の20％相当額

  （3）  分割弁済金代理送付手数料　金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,000
円を上限とする。

  （4）  任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざ
るを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。

  （5）  前各号の規定にかかわらず、商工ローン業者からの借入れ（ただし、事業
者に事業用の資金を貸し付けることを主たる業務とする貸金業者からの事業
用資金の借入れであって、当該借入れについて物的担保（手形又は小切手の
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交付を含む。）又は人的担保が供されているものをいう。）が含まれる場合は、
商工ローン業者１社について5万円として、第1号イ及び第2号アに規定す
る金額を算定する。この場合において、第1号アに規定する金額は、10万
円とする。

  （6）  自己破産申立てを受任した後、自己破産申立ての前に任意整理に移行した
ときは、任意整理の着手金のみを受領できるものとし、自己破産の着手金と
の過不足を清算する。

  （7）  個人再生申立てを受任した後、個人再生申立ての前に任意整理に移行した
ときは、任意整理の着手金のみを受領できるものとし、個人再生の着手金と
の過不足を清算する。

2　違法高利業者が債権者である場合の任意整理
  （1）  着手金　次のアからエまでに規定する金額を上限とする。ただし、依頼者

が商人であり、高利業者が小切手債権者の場合においては､ 前項第1号に規
定する基準を適用する。

　　ア 　債権者が1社又は2社の場合　5万円
　　イ 　債権者が3社から10社までの場合　2万円×債権者数
　　ウ 　債権者が11社から50社までの場合　20万円＋11社以上の債権者数×

1万円
　　エ 　債権者が51社以上の場合　60万円＋51社以上の債権者数×5,000円
  （2）  報酬金　不当利得の返還を受けたとき（訴訟又は強制執行によるときを含

む。）に限り発生するものとし、返還を受けた不当利得金の20％相当額を上
限とする。

  （3）  出張手当　刑事告訴を行い、かつ、警察署と具体的な折衝をしたり、建物
の不法占拠の状況調査等のために事務所外に出向いた場合、1日当たり1万
円以内の金額（ただし、合計5万円を限度とする。）を請求することができる。

3　自己破産
  （1）  着手金　20万円以内。ただし、夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受

任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1人当たりの金額は、各5万円
を減額した金額以内とする。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代
表者個人についても同様とする。

  （2）  報酬金　免責決定が得られた場合にのみ、前号の着手金基準を上限として
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受領できるものとし、過払金の返還を受けたときは、第１項第2号ウの過払
金報酬金を別途請求できるものとする。

  （3）  任意整理から自己破産に移行したときは、自己破産の着手金のみを受領で
きるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。ただし、任意整理
事件について、全部又は一部の債権者との間で、和解が成立している場合に
は、和解が成立した当該債権者を相手方とする事件についてのみ、自己破産
の着手金とは別に、任意整理の着手金及び報酬金を受領することができる。

  （4）  個人再生申立てを受任した後、個人再生申立ての前に自己破産に移行した
ときは、自己破産の着手金のみを受領できるものとし、個人再生の着手金と
の過不足を清算する。

4　個人再生
  （1）  着手金　30万円以内
  （2）  報酬金　認可決定を得られた場合に限り、ア又はイに規定する金額を受領

できるものとし、過払金の返還を受けたときは、第１項第2号ウの過払金報
酬金を別途請求できるものとする。

　　ア 　30万円以内
　　イ 　事案簡明な場合　20万円以内
  （3）  分割弁済金代理送付手数料　金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,000

円を上限とする。
  （4）  任意整理から個人再生に移行したときは、個人再生の着手金のみを受領で

きるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。ただし、任意整理
事件について、全部又は一部の債権者との間で、和解が成立している場合に
は、和解が成立した当該債権者を　相手方とする事件についてのみ、個人再
生の着手金とは別に、任意整理の着手金及び報酬金を受領することができる。

  （5）  自己破産申立てを受任した後、自己破産申立ての前に個人再生に移行した
ときは、個人再生の着手金のみを受領できるものとし、自己破産の着手金と
の過不足を清算する。

5　出廷報酬
  （1）  応訴の場合（任意整理、自己破産及び個人再生に共通）

債権者が提起した訴訟に応訴する必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、
1回1万円以内の出廷報酬を1債権者について3万円を上限として受領する
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ことができる。
  （2）  自己破産又は個人再生

申立裁判所が遠隔地の場合、申立裁判所への出頭1回につき2万円以内の
出廷報酬を受領することができる。

6　実費
交通費、通信費、予納金、コピー代等受任事件処理に必要な実費は、別途受
領することができる。
7  　日本クレジットカウンセリング協会（JCCO）が取扱い中の案件について、
応訴又は訴訟上の和解処理の依頼がなされた場合は、着手金及び報酬金は、1
債権者につき1件当たり2万円以内とし、別に第5項の出廷報酬及び前項の実
費を受領することができる。ただし､ 長期化した場合には､ 依頼者と協議の
上､ 報酬金を決定する。
8  　債権者に対し慰謝料請求訴訟等を提起し、差押え又は仮差押えに対抗するた
めの提訴、申立て等を行う場合は、当事者が協議の上で別途定めるものとする。
9　注意規定
弁護士報酬（着手金及び報酬金）は、依頼者の資力を考慮して、金額、支払
時期及び方法を決定するものとし、いやしくも、弁護士報酬の定めが依頼者の
経済的更生を妨げるものとなってはならない。
10　方針変更後の委任契約に適用されるクレジット・サラ金事件報酬基準
同一の依頼者の債務整理手続において任意整理、自己破産及び個人再生の間
で方針変更が行われた場合に適用されるクレジット・サラ金事件報酬基準は、
方針変更後の方針に基づく委任契約書の作成時に施行されているものによる。
関連事件を受任する場合についても同様とする。
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6. 多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準

 2000（平成12）年6月3日

多重債務者任意整理に関する全国統一基準について

日弁連公設事務所・法律センター
委員長　　長　岡　壽　一　　
同　消費者問題対策委員会　　　
委員長　　朝　岡　美　恵　　

1．全国統一基準の意義
1999（平成11）年の破産申立件数は全国で12万件を超えており、任意整理

に適合する事案はこれと同数以上存在するものと思われます。このような深刻
な事態に比べ、全国的に見て、弁護士会における多重債務者に対する法律相談
（いわゆるクレサラ相談）の窓口は十分に整備されていないのが現状です。特に、
都市部では破産申立にも弁護士の関与が十分ではなく、ましてや任意整理につ
いての弁護士の取り組みが立ち遅れていることから、いわゆる整理屋と提携し
た一部の悪徳弁護士の暗躍を許しており、このような事態を放置すれば、弁護
士と弁護士会に対する市民の信頼を益々損ねることとなります。このような事
態を早急に改善することは、市民に対する日弁連の責務であるとともに、司法
改革に取り組む立場からも当然のことと言えます。
昨年開催した第1回協議会においては、全国各地の法律相談センターにおい
てクレサラ相談窓口を整備できない原因のひとつとして、担当弁護士の確保に
関する課題と債務整理の事務処理に関するシステム未確定であることが指摘さ
れました。消費者問題に熱心な一部の弁護士を除いて、多くの弁護士は、任意
整理についてのノウハウを十分に持っていないということかと思われます。
この点につき、東京三会の法律相談センターは、1996（平成8）年7月、「ク
レジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」を定め、クレサラ相談の担
当者に対して、任意整理事件についての統一的な処理方針を示しました。これ
により、東京においては、上記統一基準に基づく処理が主流となり、任意整理
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の処理が従前に比べて遥かに容易になって、弁護士が任意整理に取り組み易く
なりました。その結果、相談担当者数を大幅に増加させることができ、1998（平
成10）年に全国初のクレサラ問題の専門相談所として四谷法律相談センターを
開設し、さらには1999（平成11）年に神田法律相談センターを開設する原動
力となったとのことです。
そこで、今回の協議会において、任意整理につき東京三会の基準と同様の全
国統一基準を申し合わせることとしたものです。これによって、全国レベルで
共通の処理方針をもつことができれば、全国各地においてより多くの弁護士が
容易に任意整理事案に対処することができ、全国各地の法律相談センターにク
レサラ相談の窓口を設置し、これを充実させる活動にとっても大きなプラスに
なるものと期待されます。
 
2．全国統一基準の内容
全国統一基準は、従来の東京三会の基準を基本とし､ 後記内容となっており
ます。
第1項は及び第2項については、任意整理を受任した弁護士が当然行うべき
ことであり、弁護士としての法律義務とも言えるものです。既に、裁判所にお
いても、そのことを明言する判断がされています。
第3項は、遅延損害金や将来利息を加算すると、債務者の経済的更生の妨げ
になる虞があるため、和解案は、残元本のみを対象として作成するということ
です。具体的な和解案の内容としては、残元本の分割返済や、残元本の一定割
合の一括弁済等が考えられますが、それは、債務者の経済状況等に応じて、弁
護士と債務者が相談して決めるべきことです。また、業者との間で成立させる
和解の内容は、できる限り提示した弁済案のどおりとすることが望ましいので
すが、最終的には､ 債務者の意向と委任を受けた弁護士が決めるべき事柄です。
第3項は、あくまで、遅延損害金や将来利息を加算しないで和解案を作成し、
業者に提示するということに留まります。
 
3．全国統一基準の性格
全国統一基準は、各単位会における多重債務者救済の事業において、弁護士
が任意整理を処理するについて全国レベルの基準を示すものです。ただし、前
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記協議会における申し合わせ事項という位置付けですから、法律相談センター
など各単位会の多重債務者救済の事業における担当者に対し、何らかの義務を
果したり、直接に拘束する性格の規則ではありません。
今後、各単位会において、クレサラ相談の窓口を設置し、多重債務者の救済
事業を拡充していくに際して、この全国統一基準を利用するようお願いします。

多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準

1　取引経過の開示
　 　取引開始時点からのすべての取引経過の開示を求めること。

2　残元本の確定
　 　利息制限法所定の制限利率によって元本充当計算を行い、最終取引日におけ
る残元本を確定すること。

3　残元本のみを対象とする弁済案の提示
　 　弁済の提示にあたっては、それまでの遅延損害金や将来利息は付けないこと。
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7. 債務整理比較表

任意整理
（公財．日本クレジットカウンセリング協会）

民事再生
（小規模個人再生・給与所得者等再生）

目 　 的 経済的再生 経済的再生

対 象 者 個人 個人

受 任 者 当協会カウンセラー弁護士（仲介） 受任弁護士

資 格 要 件 ・生活消費資金による多重債務者
・継続的、反復的な収入見込みあり

・継続的、反復的な収入見込みあり
・債務総額（住宅ローン、担保付債権の回
収見込み額等を除く）が5千万円以下の
多重債務者

返 済 条 件
の決定　 

・債権者と債務者との和解
　（ 但し、債務者に代わって当協会が
債権者と和解条件を交渉し、和解
に導く）

・当事者間でのみ有効

・小規模個人再生の再生計画は議決権者の
不同意者が総数の半数未満でその議決権
の額が総額の1/2以下の場合に認可

・給与所得者等再生手続きでは債権者の同
意は不要

・認可された再生計画は他の債権者にも有
効

返 済 総 額 利息制限法の制限利率で引き直し計
算を行い、最終取引日時点の債務元
本残高を上限金額として、弁護士カ
ウンラーが交渉により確定させた債
務額

・債務総額が3千万円以下の場合、基準債
務総額の1/5又は100万円のいずれか多
い額（基準債務総額が100万円未満のと
きは基準債務総額、基準債務総額の　
1/5が300万円を超える場合は300万円）

・債務総額が3千万円を超え5千万円以下
の場合、基準債務総額の1/10の金額

・但し、財産処分額または可処分所得（給
与所得等再生の場合）額の2年分が上記
計算による最低弁済額を上回る場合は、
いずれか多い金額

返 済 方 法 ・返済総額を3年以内程度で分割返
済、または一括返済

・返済可能額を算定し、相談者名義
の返済専用口座に一旦プールした
上で、相談者自身が返済

・原則、返済総額を3年以内で（最長5年）
分割返済、または一括返済

・小規模個人再生の場合：返済総額
・給与所得者再生（サラリーマン、年金、
恩給生活者）の場合：年収から生活必要
費用（政令の定めあり）を控除した額（可
処分所得額）の2年分以上を返済

・住宅ローン特則の場合：返済繰り延べ猶
予により10年以内で期限延長可（但し、
債務者年齢70歳まで）

・返済予定額を個人再生委員名義の預金口
座に振込み、返済可能かを確認

債権者から
の請求取立

当協会の介入以降は停止 受任者の介入以降は停止
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特定調停 破　産

経済的再生 強制的清算

法人・個人 法人・個人

（簡易裁判所調停委員）（受任弁護士等） 受任弁護士

・継続的、反復的な収入見込みあり
・特定債務者

債務返済不能者

・債権者・債務者との和解（調停成立）
　（裁判官による17条決定も多い）
・当事者間でのみ有効

20万円以上の財産がない場合
・配当ゼロ（同時廃止。個人は免責決定により
債務免除）

20万円以上の財産がある場合　⇒　管財事件
・破産手続開始決定に基づき破産財団に組成さ
れた財産の換価処分、債権回収により配当

・概ね利息制限法の制限利率で引き直し計算を
行い、確定させた債務元本残高及び調停のあ
る時点までの未収利息・確定遅延損害金の合
計額（=「残債務額」）

・将来利息を付ける事例もあり
　但し、東京簡裁では将来利息は付けない

破産債権の認否により確定した破産配当額

調停条件に基づく返済可能額を3年以内（目安）
で分割返済、または一括返済

破産配当がある場合は破産配当

裁判所へ申立以降は停止 受任者の介入以降は停止
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任意整理
（公財．日本クレジットカウンセリング協会）

民事再生
（小規模個人再生・給与所得者等再生）

免 責 条 件 返済総額（前掲）の完済 再生計画に基づく返済総額（前掲）の完済

所 要 期 間 介入から2カ月程度で返済総額、返
済条件を提案、介入から和解成立ま
で概ね3～4カ月程度

6カ月程度

費    用 無料 申立費用（東京地裁の場合）
・裁判申立手数料1万円、予納金12,268円、 
郵券1,846円分＋240円分×債権者数、そ
の他実費

・個人再生委員報酬25万円
　（弁護士が代理人の場合、15万円）
弁護士を依頼した場合の費用目安（東京の
場合）
・弁護士着手金、報酬金　各30万円程度
　但し、事案簡明な場合の報酬金は、20万
円程度

総額70～80万円程度・・弁護士依頼の場合。
消費税別

司法書士に書類作成依頼時の費用目安（消
費税別）
・総額20～40万円

事 後 相 談 ・弁護士、アドバイザーカウンセラー
が担当

・家計状態の急変等再カウンセリン
グ制度あり

・無料

なし

個 人 情 報
へ の 影 響

介入時、債権者が消費者金融・クレ
ジット・銀行業界の個人信用情報登
録機関へ事故者として登録するため、
登録期間中は新たな与信を受けるこ
とはできない

裁判所宛申立時（弁護士介入時）、消費者
金融・クレジット・銀行業界の個人信用情
報登録機関が事故者として登録するため、
登録期間中は新たな与信を受けることはで
きない

制限的事項 特定の仕事ができないなどという制
限は受けない

・特定の仕事ができないなどという制限は
受けない

・①給与所得者等再生認可の決定日以降、
②ハードシップ免責決定確定日以降、7年
間は給与所得者等個人再生の再手続が禁止

・住宅ローン以外の担保権設定があると、
住宅ローン特則をつけた再生計画は認め
られない

・住宅ローン特則の場合、当該住宅に対す
る抵当権実行は停止される
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特定調停 破　産

調停条件に基づく返済総額（前掲）の完済 裁判所の免責決定
但し、ギャンブル、浪費による負債は免責不許
可となる場合もある

3カ月程度 破産手続開始決定から2～6カ月程度で免責決
定

申立費用（東京簡裁の場合）
・裁判申立手数料・・印紙500円×債権者数、
郵券420円分×債権者数、その他実費
弁護士を依頼した場合の費用目安
・債権者1社当たり着手金、報酬は各2万円程
度（債権者3社以上の場合）
総額　申立費用（+弁護士費用）。消費税別

申立費用（東京地裁の場合）
・裁判申立手数料5,600円（郵券4,100円分含む）
・予納金10,584円（同時廃止事件）、16,550円（少
額管財事件）、その他実費

弁護士を依頼した場合の費用目安（東京の場合）
・弁護士着手金、報酬　各20万円程度
総額43万円程度・・弁護士依頼の場合。消費
税別
注： 少額管財がある場合、破産管財人の費用と

して別途20万円が必要

司法書士に依頼時の費用目安（消費税別）
・弁護士を依頼した場合と同じ

司法書士に書類作成依頼の費用目安（消費税別）
・総額15～30万円

なし なし

裁判所宛申立時（弁護士介入時）、消費者金融・
クレジット・銀行業界の個人信用情報登録機関
が事故者として登録するため、登録期間中は新
たな与信を受けることはできない

裁判所宛申立時（弁護士介入時）、消費者金融・
クレジット・銀行業界の個人信用情報登録機関
が事故者として登録するため、登録期間中は新
たな与信を受けることはできない

・特定の仕事ができないなどという制限は受け
ない

・手続き開始から免責決定までの数カ月間は、
保険外交員、証券外務員、宅地建物取引主任
者、警備員、風俗営業所管理者等に就けなく
なり、一定の資格及び職業の制限を受ける

・免責決定確定日以降7年間は、再度の免責申
立てが禁止される
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８. 小規模個人再生・給与所得者等再生手続きの流れ

再生手続開始申立・特則申述

再生手続廃止再生手続廃止

異議申述期間

再生計画の変更

再生手続き開始決定

再生計画不認可 再生計画不認可

再生計画案の提出

再生債務者による計画遂行

地方裁判所

再生債権の評価等による手続的確定

再生計画の取消

債権者一覧表の提出
再生債権の届出

再生計画認可の確定＝再生手続の終結

書面決議

小規模個人再生

意見聴取

給与所得者等再生

再生計画認可 再生計画認可

財産目録の作成・提出 個人再生委員

計画遂行が極めて
困難となった場合
の免責
（ハードシップ免責）
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９. 破産手続きの流れ（個人債務者）

破産手続開始申立
（免責許可みなし申立）

地方裁判所

（債務者審尋）

破産手続開始決定

同時廃止決定 管財人選任

免責の申立て

異時廃止
決定

破産申立書のほか必要書類（陳述書、
債権者一覧表、財産目録、戸籍謄本、
住民票等）の提出

申立は所在地を管轄する地方裁判所へ

破産申立後、1～3カ月位後に裁判所か
ら呼び出しがあり、破産申立の内容につ
いて、裁判官から口頭で質問を受ける

（審　尋）

債権者集会

債権確定

配　　　当

破産手続終結決定

免責許可決定

復 権

免責不許可決定

免責取消決定

破産財団
の管理
及び換値
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10.  民事法律扶助手続きの流れ　（日本司法支援センター）

援助の申込

事　件　処　理

事　件　終　結 

審　　査
・援助開始決定（代理援助又は書類作成援助）
・費用を立替え　　・受任者等の選任

代理援助
・代理援助立替基準

書類作成援助
・書類作成援助立替
基準

持込事件
・依頼を承諾し
ている弁護士・
司法書士から
の持ち込み

立替金の償還
・生活保護受給者：原則猶予
・生活保護受給者以外：月5千円～
 1万円ずつ

単身者：18万2千円以下　 　2人家族：25万1千円以下
3人家族：27万2千円以下　  4人家族：29万9千円以下
以下1人増につき3万円を加算

①完済
②猶予
　又は免除

終　結　審　査
・報酬金の決定
・立替金総額、償還方法の決定

センターの事務所、事務所相談登録弁護
士、事務所相談登録司法書士の事務所又
は指定相談場所で受理

・相談だけで解決できるときはここで終了

・法テラス、被援助者、弁護士・司法書士の三者に
よる個別契約

・決定の翌月から割賦償還

（注）資力基準
1. 収入要件　
　 申込者及び配偶者の手取月収額（賞与を含む）の合計が次の基準であるとき。（配偶者が相手方
のときはその分を除く。） ただし、東京や大阪などの大都市では下記の金額に10%を加算します。

但し、これを上回る場合でも、家賃、
住宅ローン、医療費等の出費があ
るときは一定額が考慮されます。

単身者：180万円以下　　2人家族：250万円以下
3人家族：270万円以下　4人家族以上：300万円以下

２.資産要件（預貯金等限度額）
但し、3カ月以内に医療費、教育
費等の出費がある場合には相当額
が控除される場合があります。

・資力基準（注）以下の人が対象
・費用は無料（簡易援助は一部
負担）

・同一問題につき3回まで

法 律 相 談 援 助

法テラス又は指定
相談場所での法律
相談

相談登録弁護士・
司法書士の事務所
での法律相談

  簡易援助： 法律相談援助に付随した 
簡易な法的文書作成

援助要件
・資力に乏しいこと
・勝訴の見込みがない
とはいえないこと

・民事法律扶助の趣旨
に適すること
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11．  金融庁・財務局等の多重債務相談窓口、経済産業省・経済産業局等
の消費者相談室の連絡先一覧

（1）金融庁・財務局等の多重債務相談窓口
本 庁 名 連 絡 先 電 話 番 号

金 融 庁 金融サービス利用者相談室 0570 -016811
03 -5251 -6811（IP電話から）

北海道財務局 多重債務相談窓口 011-807 -5144
東 北 財 務 局 多重債務相談窓口（金融監督第三課） 022-266 -5703 ,263 -1111内3080

青森財務事務所 017-774 -6488
盛岡財務事務所 019-622 -1637
秋田財務事務所 018-862 -4196
山形財務事務所 023-641 -5201
福島財務事務所 024 -533 -0064

関 東 財 務 局 多重債務相談窓口 048-600 -1113
水戸財務事務所 029-221 -3190
宇都宮財務事務所 028-633 -6294
前橋財務事務所 027-221 -4495
千葉財務事務所 043-251 -7830
東京財務事務所 03-5842 -7475
横浜財務事務所 045-633 -2335
新潟財務事務所 025-281 -7508
甲府財務事務所 055-253 -2261
長野財務事務所 026-234 -2970

北 陸 財 務 局 財務広報相談官 076-292 -7951
東 海 財 務 局 多重債務相談窓口 052-951 -1764

岐阜財務事務所 058-247 -4111
静岡財務事務所 054 -251 -4321
津財務事務所 059-225 -7221

近 畿 財 務 局 多重債務相談窓口 06-6949 -6523 ,6875
中 国 財 務 局 多重債務相談窓口 082-221 -9206
四 国 財 務 局 多重債務者相談窓口 087-831 -2155
九 州 財 務 局 多重債務相談窓口 096-351 -0150

大分財務事務所 097-532 -7188
宮崎財務事務所 0985 -42 -7524
鹿児島財務事務所 099-227 -5279
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本 庁 名 連 絡 先 電 話 番 号
福岡財務支局 多重債務相談窓口 092-411 -7291

佐賀財務事務所 0952 -32 -7161内2725
長崎財務事務所 095-827 -7095内15

内 閣 府
沖縄総合事務局

財務部 098-866 -5070

（２）経済産業省・経済産業局の消費者相談室
本 庁 名 連 絡 先 電 話 番 号

経 済 産 業 省 消費者相談室 03-3501 -4657
北海道経済産業局 消費者相談室 011-709 -1785
東北経済産業局 消費者相談室 022-261 -3011
関東経済産業局 消費者相談室 048-601 -1239
中部経済産業局 消費者相談室 052-951 -2836
近畿経済産業局 消費者相談室 06-6966 -6028
中国経済産業局 消費者相談室 082-224 -5673
四国経済産業局 消費者相談室 087-811 -8527
九州経済産業局 消費者相談室 092-482 -5457,5458
内 閣 府
沖縄総合事務局

経済産業部　消費者相談室 098-862 -4373
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12.  全国の弁護士会法律相談センターの所在地一覧
 平成29年3月現在

法律相談センター名称 電話番号 郵便番号 所　在　地
［北海道］
　旭　  川 0166 -51 -9527 070 -0901 旭川市花咲町4丁目
　札　  幌 011-251 -7730 060 -0001 札幌市中央区北1条西10丁目
　新さっぽろ 011-896 -8373 004 -0052 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目  サンピアザセンターモール3階
　釧　  路 0154 -41 -3444 085 -0824 釧路市柏木町4-3
　函　  館 0138 -41 -0232 040 -0031 函館市上新川町1-3
［東北］
［青森県］　青 森 県 0120 -918 -817 030 -0861 青森市長島1-3 -1  日赤ビル5階
［秋田県］　秋　  田 018 -896 -5599 010 -0951 秋田市山王6-2 -7
［岩手県］　盛　  岡 019 -623 -5005 020 -0022 盛岡市大通1-2 -1  サンビル2階
［山形県］　山　  形 023 -635 -3648 990 -0042 山形市七日町2-7 -10  NANA BEANS8階
［宮城県］　仙　  台 022 -223 -2383 980 -0811 仙台市青葉区一番町2-9 -18
［福島県］　福 島 県 024 -536 -2710 960 -8115 福島市山下町4-24
［関東］
［栃木県］　栃 木 県 028 -689 -9001 320 -0845 宇都宮市明保野町1-6
［群馬県］　群　  馬 027 -234 -9321 371 -0026 前橋市大手町3-6 -6
［茨城県］　水　  戸 029 -227 -1133 310 -0062 水戸市大町2-2 -75
［埼玉県］
　埼　  玉 048 -710 -5666 336 -0063 さいたま市浦和区高砂4-2 -1  浦和高砂パークハウス1階
　越谷支部 048-962 -1188 343 -0023 越谷市東越谷9-49 -2  MACビル2階
　川　  越 049 -225 -4279 350 -0052 川越市宮下町2-1 -2  福田ビル1階
［千葉県］
　千　  葉 043 -227 -8954 260 -0013 千葉市中央区中央4-13 -9
　松　  戸 047 -366 -6611 271 -0092 松戸市松戸1281 -29  住友生命松戸ビル4階
［東京都］
　霞 ヶ 関 03-3581 -1511 100 -0013 千代田区霞ヶ関1-1 -3
　四　  谷 03 -5312 -2818 160 -0017 新宿区佐門町2-6  ワコービル8階
　新　  宿 03 -5312 -5850 160 -0022 新宿区新宿3-1 -22  NSOビル5階
　錦 糸 町 03-5625 -7336 130 -0022 墨田区江東橋2-11 -5  河口ビル7階
　渋谷パブリック 03-5766 -8101 150 -8440 渋谷区東4-10 -28  國學院大學内
　池　　袋 03-5979 -2855 170 -0013 豊島区東池袋1-34 -5  SIA池袋ビル2階
　北 千 住 03-5284 -5055 120 -0034 足立区千住3 - 98  千住ミルディスⅡ番館6階
　蒲     田 03 -5714 -0081 144 -0052 大田区蒲田5-15 -8  蒲田月村ビル6階
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法律相談センター名称 電話番号 郵便番号 所　在　地
　町　  田 042 -732 -3904 194 -0022 町田市森野1-13 -3  竹内ビル6F
　立　  川 042 -548 -7790 190 -0012 立川市曙町2-37 -7  コアシティ立川12階
　八 王 子 042 -645 -4540 192 -0046 八王子市明神町4-1 -11
［神奈川県］
　関　  内 045 -211 -7700 231 -0021 横浜市中区日本大通9
　川　  崎 044 -223 -1149 210 -0007 川崎市川崎区駅前本町3-1  NMF川崎東口ビル11階
　相 模 原 042 -776 -5200 252 -0236 相模原市中央区富士見6-11 -17
　小 田 原 0465 -24 -0017 250 -0012 小田原市本町1- 4 -7  朝日生命小田原ビル2階
［中部］
［新潟県］　新 潟 県 025 -222 -5533 951 -8126 新潟市中央区学校町通一番町1
［長野県］　長 野 県 026 -232 -2104 380 -0872 長野市妻科432
［山梨県］　山 梨 県 055 -235 -7202 400 -0032 甲府市中央1-8 -7
［静岡県］　静　  岡 054 -252 -0008 420 -0853 静岡市葵区追手町10-80
［愛知県］
　三 の 丸 052 -203 -1651 460 -0001 名古屋市中区三の丸1-4 -2
　名 古 屋 052 -565 -6110 450 -0002 名古屋市中村区名駅3-22 -8  大東海ビル9階
　岡　  崎 0564 -54 -9449 444 -0804 岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-10
　豊　  橋 0532 -56 -4623 440 -0884 豊橋市大国町83
［岐阜県］　岐 阜 県 058 -265 -0020 500 -8811 岐阜市端詰町22
［三重県］　
　　 津 059 -222 -5957 514 -0032 津市中央3-23
　四 日 市 059 -352 -1756 510 -0068 四日市市三栄町2-11  三栄ビル2階
［富山県］　富 山 県 076 -421 -4811 930 -0076 富山市長柄町3-4 -1
［石川県］　金　  沢 076 -221 -0242 920 -0912 金沢市大手町丸の内7-36
［福井県］　福　  井 0776 -23 -5255 910 -0004 福井市宝永4-3 -1  三井生命ビル7階
［近畿］
［滋賀県］　滋　  賀 077 -522 -3238 520 -0051 大津市梅林1-3 -3
［京都府］　京　  都 075 -231 -2378 604 -0971 京都市中京区富小路通丸太町下ル
［大阪府］
　総　  合 06 -6364 -1248 530 -0047 大阪市北区西天満1-12 -5
　な ん ば 06 -6645 -1273 542 -0076 大阪市中央区難波4-4 -1  ヒューリック難波ビル4階
　　 堺 072 -223 -2903 590 -0075 堺市堺区南花田口町2-3 -20  三共堺東ビル6階
　岸 和 田 072 -433 -9391 596 -0054 岸和田市宮本町27-1  泉州ビル205号室
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法律相談センター名称 電話番号 郵便番号 所　在　地
［兵庫県］
総合・神戸 078-341 -1717 650 -0044 神戸市中央区東川崎町1-1 -3  神戸クリスタルタワー13階
総合・阪神 06-4869 -7613 660 -0052 尼崎市七松町1-2 -1  フェスタ立花北館5階501C
総合・西播磨 079-286 -8222 670 -0947 姫路市北条1- 408 - 6
［奈良県］　奈　  良 0742 -22 -2035 630 -8237 奈良市中筋町22-1
［和歌山県］和 歌 山 073 -422 -5005 640 -8144 和歌山市四番丁5
［中国］
［岡山県］　岡　  山 086 -234 -5888 700 -0807 岡山市北区南方1-8 -29
［広島県］　紙 屋 町 082 -225 -1600 730 -8501 広島市中区基町6-27  そごう新館6階
［山口県］　山　  口 0570 -064 -490 753 -0045 山口市黄金町2-15
［鳥取県］　鳥 取 県 0857 -22 -3912 680 -0011 鳥取市東町2-221
［島根県］　島 根 県 0852 -21 -3450 690 -0886 松江市母衣町55-4
［四国］
［香川県］　香 川 県 087 -822 -3693 760 -0033 高松市丸の内2-22
［徳島県］　徳　  島 088 -652 -5768 770 -0855 徳島市新蔵町1-31
［高知県］　高　  知 088 -822 -4867 780 -0928 高知市越前町1-5 -7
［愛媛県］　愛　  媛 089 -941 -6279 790 -0003 松山市三番町4-8 -8
［九州・沖縄］
［福岡県］
　天　  神 092 -741 -3208 810 -0004 福岡市中央区渡辺通5-14 -12  南天神ビル2階
　二 日 市 092 -918 -8120 818 -0056 筑紫野市二日市北1-3-8  スパシオ・コモド2階
　北九州市 093-561 -0360 803 -0816 北九州市小倉北区金田1-4 -2
　折　  尾 093 -691 -2166 807 -0834 北九州市八幡西区北鷹見町13 -10  オリオンプラザ第一ビル2階
　久 留 米 0942 -30 -0144 830 -0021 久留米市篠山町11-5
　飯　  塚 0948 -28 -7555 820 -0004 飯塚市新立岩6-16  弁護士ビル3階
　田　  川 0947 -42 -2330 825 -0011 田川市栄町1-5  大城ビル2階
［佐賀県］　佐　  賀 0952 -24 -3411 840 -0833 佐賀市中の小路7-19
［長崎県］　長　  崎 095 -825 -9292 850 -0875 長崎市栄町1-25  長崎MSビル4階
［熊本県］　熊　  本 096 -325 -0009 860 -0844 熊本市中央区水道町1-23  加地ビル3階
［大分県］　大 分 県 097 -536 -1458 870 -0047 大分市中島西1-3 -14
［宮崎県］　宮 崎 県 0985 -22 -2466 880 -0803 宮崎市旭1-8 -45
［鹿児島県］鹿 児 島 099 -226 -3765 892 -0815 鹿児島市易居町2-3
［沖縄県］　沖　  縄 098 -865 -3737 900 -0014 那覇市松尾2-2 -26 -6
（注）各都道府県弁護士会の主な法律相談センター窓口を掲載しております。
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13.  全国司法書士会一覧
 平成29年3月現在

会 名 電話番号 郵便番号 所　在　地

［北海道］

札幌司法書士会 011-281 -3505 060 -0042 札幌市中央区大通西13-4
函館司法書士会 0138 -27 -0726 040 -0033 函館市千歳町21-13  桐朋会館内
旭川司法書士会 0166 -51 -9058 070 -0901 旭川市花咲町4
釧路司法書士会 0154 -41 -8332 085 -0833 釧路市宮本1-2 -4
［東北］

宮城県司法書士会 022-263 -6755 980 -0821 仙台市青葉区春日町8-1
福島県司法書士会 024 -534 -7502 960 -8022 福島市新浜町6-28
山形県司法書士会 023-623 -7054 990 -0021 山形市小白川町1-16 -26
岩手県司法書士会 019-622 -3372 020 -0015 盛岡市本町通2-12 -18
秋田県司法書士会 018-824 -0187 010 -0951 秋田市山王6-3 -4
青森県司法書士会 017-776 -8398 030 -0861 青森市長島3-5 -16
［関東］

東京司法書士会 03-3353 -9191 160 -0003 新宿区本塩町9-3  司法書士会館2F
神奈川県司法書士会 045-641 -1372 231 -0024 横浜市中区吉浜町1
埼玉司法書士会 048-863 -7861 330 -0063 さいたま市浦和区高砂3-16 -58
千葉司法書士会 043-246 -2666 261 -0001 千葉市美浜区幸町2-2 -1
茨城司法書士会 029-225 -0111 310 -0063 水戸市五軒町1-3 -16
栃木県司法書士会 028-614 -1122 320 -0848 宇都宮市幸町1-4
群馬司法書士会 027-224 -7763 371 -0023 前橋市本町1-5 -4
［中部］

静岡県司法書士会 054 -289 -3700 422 -8062 静岡市駿河区稲川1-1 -1
山梨県司法書士会 055-253 -6900 400 -0024 甲府市北口1-6 -7
長野県司法書士会 026-232 -7492 380 -0872 長野市妻科399
新潟県司法書士会 025-244 -5121 950 -0911 新潟市中央区笹口1-11 -15
愛知県司法書士会 052-683 -6683 456 -0018 名古屋市熱田区新尾頭1-12 -3
三重県司法書士会 059-224 -5171 514 -0036 津市丸之内養正町17-17
岐阜県司法書士会 058-246 -1568 500 -8114 岐阜市金竜町5-10 -1
福井県司法書士会 0776 -30 -0001 910 -0005 福井市大手3-15 -12  フェニックスビル5F
石川県司法書士会 076-291 -7070 921 -8013 金沢市新神田4-10 -18
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会 名 電話番号 郵便番号 所　在　地

富山県司法書士会 076-431 -9332 930 -0008 富山市神通本町1-3 -16  エスポワール神通3F
［近畿］

大阪司法書士会 06-6941 -5351 540 -0019 大阪市中央区和泉町1-1 -6
京都司法書士会 075-241 -2666 604 -0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル5-232 -1
兵庫県司法書士会 078-341 -6554 650 -0017 神戸市中央区楠町2-2 -3
奈良県司法書士会 0742 -22 -6677 630 -8325 奈良市西木辻町320 -5
滋賀県司法書士会 077-525 -1093 520 -0056 大津市末広町7-5  滋賀県司調会館2F
和歌山県司法書士会 073-422 -0568 640 -8145 和歌山市岡山丁24
［中国］

広島司法書士会 082-221 -5345 730 -0012 広島市中区上八丁堀6-69
山口県司法書士会 083-924 -5220 753 -0048 山口市駅通り2-9 -15
岡山県司法書士会 086-226 -0470 700 -0023 岡山市北区駅前町2-2 -12
鳥取県司法書士会 0857 -24 -7013 680 -0022 鳥取市西町1-314 -1
島根県司法書士会 0852 -24 -1402 690 -0884 松江市南田町26
［四国］

香川県司法書士会 087-821 -5701 760 -0022 高松市西内町10-17
徳島県司法書士会 088-622 -1865 770 -0808 徳島市南前川町4-41
高知県司法書士会 088-825 -3131 780 -0928 高知市越前町2-6 -25
愛媛県司法書士会 089-941 -8065 790 -0062 松山市南江戸1-4 -14
［九州・沖縄］

福岡県司法書士会 092-714 -3721 810 -0073 福岡市中央区舞鶴3-2-23
佐賀県司法書士会 0952 -29 -0626 840 -0843 佐賀市川原町2-36
長崎県司法書士会 095-823 -4777 850 -0032 長崎市興善町4-1  興善ビル8F
大分県司法書士会 097-532 -7579 870 -0045 大分市城崎町2-3 -10
熊本県司法書士会 096-364 -2889 862 -0971 熊本市中央区大江4-4 -34
鹿児島県司法書士会 099-256 -0335 890 -0064 鹿児島市鴨池新町1-3  司調センタービル3F
宮崎県司法書士会 0985 -28 -8538 880 -0803 宮崎市旭1-8 -39 -1
沖縄県司法書士会 098-867 -3526 900 -0006 那覇市おもろまち4-16 -33
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１４．日本司法支援センター（法テラス）の全国所在地一覧
 平成29年3月現在

法テラス 電話番号 郵便番号 所　在　地
［北海道］
札　幌 0503383 -5555 060 -0061 札幌市中央区南1条西11-1  コンチネンタルビル8階
函　館 0503383 -5560 040 -0063 函館市若松町6-7  三井生命函館若松町ビル5階
  江 差 0503383 -5563 043 -0034 檜山郡江差町字中歌町199 -5
  八 雲 0503383 -8366 049 -3106 二海郡八雲町富士見町21-1
旭　川 0503383 -5566 070 -0033 旭川市3条通9-1704 -1  TKフロンティアビル6階
釧　路 0503383 -5567 085 -0847 釧路市大町1-1 -1  道東経済センタービル1階
［東北］
宮　城 0503383 -5535 980 -0811 仙台市青葉区一番町3-6 -1  一番町平和ビル6階
  南三陸 0503383 -0210 986 -0725 本吉郡南三陸町志津川字沼田56
  山 元 0503383 -0213 989 -2203 亘理郡山元町浅生原字日向13-1
  東松島 0503383 -0009 981 -0503 東松島市矢本字大溜1-1
福　島 0503383 -5540 960 -8131 福島市北五老内町7-5  イズム37ビル4階
  会津若松 0503383 -0521 965 -0871 会津若松市栄町5-22  フジヤ会津ビル1階
  二本松 0503381-3803 964 -0917 二本松市本町1-60 -2
  ふたば 0503381-3805 979 -0407 双葉郡広野町広洋台1-1 -89
山　形 0503383 -5544 990 -0042 山形市七日町2-7 -10  NANA  BEANS 8階
岩　手 0503383 -5546 020 -0022 盛岡市大通1-2 -1  岩手県産業会館本館2階
  宮 古 0503383 -0518 027 -0076 宮古市栄町3-35  キャトル宮古5階
  大 槌 0503383 -1350 028 -1115 上閉伊郡大槌町上町1-3
  気 仙 0503383 -1402 022 -0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-5
秋　田 0503383 -5550 010 -0001 秋田市中通5-1 -51  北都ビルディング6階
  鹿 角 0503383 -1416 018 -5201 鹿角市花輪字下花輪50  鹿角市福祉保健センター2階
青　森 0503383 -5552 030 -0861 青森市長島1- 3 -1  日本赤十字社青森県支部ビル2階
  八 戸 0503383 -0466 031 -0086 八戸市大字八日町36  八戸第一ビル3階
  む つ 0503383 -0067 035 -0073 むつ市中央1-5 -1

  鰺ヶ沢 0503383 -8369 038 -2761 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4  鰺ヶ沢町総合保健福祉センター内
［関東］
東　京 0503383 -5300 160 -0023 新宿区西新宿1-24 -1  エステック情報ビル13階
  上 野 0503383 -5320 110 -0005 台東区上野2 -7-13  JTB・損保ジャパン日本興亜上野共同ビル6階
  池 袋 0503383 -5321 170 -0013 豊島区東池袋1-35 -3  池袋センタービル6階
  多 摩 0503383 -5327 190 -0012 立川市曙町2 - 8 -18  東京建物ファーレ立川ビル5階
  八王子 0503383 -5310 192 -0046 八王子市明神町4-7 -14  八王子ONビル4階
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法テラス 電話番号 郵便番号 所　在　地
神奈川 0503383 -5360 231 -0023 横浜市中区山下町2  産業貿易センタービル10階
  川 崎 0503383 -5366 210 -0007 川崎市川崎区駅前本町11-1  パシフィックマークス川崎ビル10階
  小田原 0503383 -5370 250 -0012 小田原市本町1-4 -7  朝日生命小田原ビル5階
埼　玉 0503383 -5375 330 -0063 さいたま市浦和区高砂3 -17-15  さいたま商工会議所会館6階
  川 越 0503383 -5377 350 -1123 川越市脇田本町10-10  KJビル3階
  熊 谷 0503383 -5380 360 -0037 熊谷市筑波3-195  熊谷駅前ビル7階
  秩 父 0503383 -0023 368 -0041 秩父市番場町11-1  サンウッド東和2階
千　葉 0503383 -5381 260 -0013 千葉市中央区中央4-5 -1  Qiball（きぼーる）2階
  松 戸 0503383 -5388 271 -0092 松戸市松戸1879 -1  松戸商工会議所会館3階
茨　城 0503383 -5390 310 -0062 水戸市大町3-4 -36  大町ビル3階
  下 妻 0503383 -5393 304 -0063 下妻市小野子町1-66  JA常総ひかり県西会館1階
  牛 久 0503383 -0511 300 -1234 牛久市中央5-20 -11  牛久駅前ビル4階
栃　木 0503383 -5395 320 -0033 宇都宮市本町4-15  宇都宮NIビル2階
群　馬 0503383 -5399 371 -0022 前橋市千代田町2-5 -1  前橋テルサ5階
静　岡 0503383 -5400 420 -0853 静岡市葵区追手町9-18  静岡中央ビル2階
  沼 津 0503383 -5405 410 -0833 沼津市三園町1-11
  浜 松 0503383 -5410 430 -0929 浜松市中区中央1-2 -1  イーステージ浜松オフィス4階
  下 田 0503383 -0024 415 -0035 下田市東本郷1-1 -10  パールビル3階
［中部］
山　梨 0503383 -5411 400 -0032 甲府市中央1-12 -37  IRIXビル1・2階
長　野 0503383 -5415 380 -0835 長野市新田町1485 -1  長野市もんぜんぷら座4階
  松 本 0503383 -5417 390 -0873 松本市丸の内8-3  丸の内ビル3階
新　潟 0503383 -5420 951 -8116 新潟市中央区東中通一番町86 - 51  新潟東中通ビル2階

  佐 渡 0503383 -5422 952 -1314 佐渡市河原田本町394  佐渡市役所佐和田行政サービスセンター2階
愛　知 0503383 -5460 460 -0008 名古屋市中区栄4-1 -8  栄サンシティービル15階
  三 河 0503383 -5465 444 -8515 岡崎市十王町2-9  岡崎市役所西庁舎1階（南棟）
三　重 0503383 -5470 514 -0033 津市丸之内34-5  津中央ビル
岐　阜 0503383 -5471 500 -8812 岐阜市美江寺町1-27  第一住宅ビル2階
  可 児 0503383 -0005 509 -0214 可児市広見5 -152  サン･ノーブルビレッジ･ヒロミ1階
  中津川 0503383 -0068 508 -0037 中津川市えびす町7-30  イシックス駅前ビル1階
福　井 0503383 -5475 910 -0004 福井市宝永4-3 -1  三井生命福井ビル2階
石　川 0503383 -5477 920 -0937 金沢市丸の内7-36  金沢弁護士会館内
富　山 0503383 -5480 930 -0076 富山市長柄町3-4 -1  富山県弁護士会館1階
  魚 津 0503383 -0030 937 -0067 魚津市釈迦堂1-12 -18  魚津商工会議所ビル5階
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法テラス 電話番号 郵便番号 所　在　地
［近畿］
大　阪 0503383 -5425 530 -0047 大阪市北区西天満1-12 -5  大阪弁護士会館B1階
　堺 0503383 -5430 590 -0075 堺市堺区南花田口町2 - 3 - 20  三共堺東ビル6階
京　都 0503383 -5433 604 -8005 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町427  京都朝日会館9階
  福知山 0503383 -0519 620 -0054 福知山市末広町1-1 -1  中川ビル4階
兵　庫 0503383 -5440 650 -0044 神戸市中央区東川崎町1-1- 3  神戸クリスタルタワービル13階
  阪 神 0503383 -5445 660 -0052 尼崎市七松町1-2 -1  フェスタ立花北館5階
  姫 路 0503383 -5448 670 -0947 姫路市北条1-408 -5  光栄産業㈱第2ビル
奈　良 0503383 -5450 630 -8241 奈良市高天町38-3  近鉄高天ビル6階
  南 和 0503383 -0025 638 -0821 吉野郡大淀町下渕68-4  やすらぎビル4階
滋  賀 0503383 -5454 520 -0047 大津市浜大津1-2 -22  大津商中日生ビル5階
和歌山 0503383 -5457 640 -8155 和歌山市九番丁15  九番丁MGビル6階
［中国］
広　島 0503383 -5485 730 -0013 広島市中区八丁堀2-31  広島鴻池ビル1階
山　口 0503383 -5490 753 -0072 山口市大手町9-11  山口県自治会館5階
岡　山 0503383 -5491 700 -0817 岡山市北区弓之町2 -15  弓之町シティセンタービル2階
鳥　取 0503383 -5495 680 -0022 鳥取市西町2-311  鳥取市福祉文化会館5階
  倉 吉 0503383 -5497 682 -0023 倉吉市山根572  サンク･ピエスビル202
島　根 0503383 -5500 690 -0884 松江市南田町60
  浜 田 0503383 -0026 697 -0022 浜田市浅井町1580  第二龍河ビル6階
  西 郷 0503383 -5326 685 -0015 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 - 9  NTT隠岐ビル1階
［四国］
香　川 0503383 -5570 760 -0023 高松市寿町2-3 -11  高松丸田ビル8階
徳　島 0503383 -5575 770 -0834 徳島市元町1-24  アミコビル3階
高　知 0503383 -5577 780 -0870 高知市本町4-1 -37  丸ノ内ビル2階
  須 崎 0503383 -5579 785 -0003 須崎市新町2-3 -26
  安 芸 0503383 -0029 784 -0003 安芸市久世町9-20  すまいるあき4階
  中 村 0503383 -0467 787 -0014 四万十市駅前町13 -15  アメニティオフィスビル1階
愛　媛 0503383 -5580 790 -0001 松山市一番町4-1 -11  共栄興産一番町ビル4階
［九州・沖縄］
福　岡 0503383 -5501 810 -0004 福岡市中央区渡辺通5-14 -12  南天神ビル4階
  北九州 0503383 -5506 802 -0006 北九州市小倉北区魚町1- 4 - 21  魚町センタービル5階
佐　賀 0503383 -5510 840 -0801 佐賀市駅前中央1-4 -8  太陽生命佐賀ビル3階
長　崎 0503383 -5515 850 -0875 長崎市栄町1-25  長崎MSビル2階
  佐世保 0503383 -5516 857 -0806 佐世保市島瀬町4-19  バードハウジングビル402
  壱 岐 0503383 -5517 811 -5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦174  吉田ビル3階
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法テラス 電話番号 郵便番号 所　在　地
  五 島 0503383 -0516 853 -0018 五島市池田町2-20
  対 馬 0503383 -0517 817 -0013 対馬市厳原町中村606 -3  おおたビル3階
  平 戸 0503383 -0468 859 -5114 平戸市築地町510
  雲 仙 0503383 -5324 854 -0514 雲仙市小浜町北本町14  雲仙市小浜総合支所3階
大　分 0503383 -5520 870 -0045 大分市城崎町2-1 -7
熊　本 0503383 -5522 860 -0844 熊本市中央区水道町1-23  加地ビル3階
  高 森 0503383 -0469 869 -1602 阿蘇郡高森町大字高森1609 -1  NTT西日本高森ビル1階
鹿児島 0503383 -5525 892 -0828 鹿児島市金生町4-10  アーバンスクエア鹿児島ビル6階
  鹿 屋 0503383 -5527 893 -0009 鹿屋市大手町14-22  南商ビル1階
  指 宿 0503383 -0027 891 -0402 指宿市十町912 -7
  奄 美 0503383 -0028 894 -0006 奄美市名瀬小浜町4-28  AISビルA棟1階
  徳之島 0503381-3471 891 -7101 大島郡徳之島町亀津553 -1  徳之島合同庁舎2階
宮　崎 0503383 -5530 880 -0803 宮崎市旭1-2 -2  宮崎県企業局3階
  延 岡 0503383 -0520 882 -0043 延岡市祇園町1-2 -7  UMK祇園ビル2階
沖　縄 0503383 -5533 900 -0023 那覇市楚辺1-5 -17  プロフェスビル那覇2・3階
  宮古島 0503383 -0201 906 -0012 宮古島市平良字西里1125  宮古合同庁舎1階

（注） 全国の地方事務所・支部・出張所・地域事務所の所在地を掲載しています。

　　　　初めて利用される方は　0570 -078374（おなやみなし）へ　

　　　　　　　平日9:00～21 :00 　土曜日9:00～17 :00
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15.  全国の地方裁判所の所在地一覧
（注）裁判所名の後部＊印は簡易裁判所の連絡も兼ねております。 平成29年3月現在

地 区 庁 名 電話番号 郵便番号 所　在　地
［北海道］

旭川地方裁判所＊ 0166 -51 -6251 070 -8640 旭川市花咲町4丁目
　名寄支部＊ 01654 -3 -3331 096 -0014 名寄市西4南9
　紋別支部＊ 0158 -23 -2856 094 -0006 紋別市潮見町1-5 -48
　留萌支部＊ 0164 -42 -0465 077 -0037 留萌市沖見町2
　稚内支部＊ 0162 -33 -5289 097 -0002 稚内市潮見1-3 -10
札幌地方裁判所 011-231 -4200 060 -0042 札幌市中央区大通西11丁目
　岩見沢支部＊ 0126 -22 -6650 068 -0004 岩見沢市4条東4丁目
　室蘭支部＊ 0143 -44 -6733 050 -0081 室蘭市日の出町1-18 -29
　小樽支部＊ 0134 -22 -9157 047 -0024 小樽市花園5-1 -1
　滝川支部＊ 0125 -23 -2311 073 -0022 滝川市大町1-6 -13
　浦河支部＊ 0146 -22 -4165 057 -0012 浦河郡浦河町常盤町19
　岩内支部＊ 0135 -62 -0138 045 -0013 岩内郡岩内町字高台192 -1
　苫小牧支部＊ 0144 -32 -3295 053 -0018 苫小牧市旭町2-7 -12
釧路地方裁判所＊ 0154 -41 -4171 085 -0824 釧路市柏木町4-7
　帯広支部＊ 0155 -23 -5141 080 -0808 帯広市東8条南9-1
　網走支部＊ 0152 -43 -4115 093 -0031 網走市台町2-2 -1
　北見支部＊ 0157 -24 -8431 090 -0065 北見市寿町4-7 -36
　根室支部＊ 0153 -24 -1617 087 -0026 根室市敷島町2丁目3
函館地方裁判所＊ 0138 -38 -2370 040 -8601 函館市上新川町1-8
　江差支部＊ 0139 -52 -0174 043 -0043 檜山郡江差町字本町237

［東北］
青森県 青森地方裁判所＊ 017-722 -5629 030 -8522 青森市長島1-3 -26

　弘前支部＊ 0172 -32 -4321 036 -8356 弘前市下白銀町7
　八戸支部＊ 0178 -22 -3104 039 -1166 八戸市根城9-13 -6
　五所川原支部＊ 0173 -34 -2927 037 -0044 五所川原市字元町54
　十和田支部＊ 0176 -23 -2368 034 -0082 十和田市西二番町14-8

秋田県 秋田地方裁判所＊ 018-824 -3121 010 -8504 秋田市山王7-1 -1
　能代支部＊ 0185 -52 -3278 016 -0817 能代市上町1-15
　本荘支部＊ 0184 -22 -3916 015 -0872 由利本荘市瓦谷地21
　大館支部＊ 0186 -42 -0071 017 -0891 大館市中城15
　横手支部＊ 0182 -32 -4130 013 -0013 横手市城南町2-1
　大曲支部＊ 0187 -63 -2033 014 -0063 大仙市大曲日の出町1-20 -4

岩手県 盛岡地方裁判所＊ 019-622 -3294 020 -8520 盛岡市内丸9-1
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地 区 庁 名 電話番号 郵便番号 所　在　地
岩手県 　花巻支部＊ 0198 -23 -5276 025 -0075 花巻市花城町8-26

　二戸支部＊ 0195 -23 -2591 028 -6101 二戸市福岡字城ノ内4-2
　遠野支部＊ 0198 -62 -2840 028 -0515 遠野市東舘町2-3
　宮古支部＊ 0193 -62 -2925 027 -0052 宮古市宮町1-3 -30
　一関支部＊ 0191-23 -4161 021 -0877 一関市城内3-6
　水沢支部＊ 0197 -24 -7181 023 -0053 奥州市水沢区大手町4-19

山形県 山形地方裁判所＊ 023-623 -9511 990 -8531 山形市旅篭町2-4 -22
　新庄支部＊ 0233 -22 -0265 996 -0022 新庄市住吉町4-27
　米沢支部＊ 0238 -22 -2165 992 -0045 米沢市中央4-9 -15
　鶴岡支部＊ 0235 -23 -6666 997 -0035 鶴岡市馬場町5-23
　酒田支部＊ 0234 -23 -1234 998 -0037 酒田市日吉町1-5 -27

宮城県 仙台地方裁判所＊ 022-222 -6111 980 -8639 仙台市青葉区片平1-6 -1
　大河原支部＊ 0224 -52 -2101 989 -1231 柴田郡大河原町字中川原9
　古川支部＊ 0229 -22 -1601 989 -6161 大崎市古川駅南2-9 -46
　石巻支部＊ 0225 -22 -0361 986 -0832 石巻市泉町4-4 -28
　登米支部＊ 0220 -52 -2011 987 -0702 登米市登米町寺池桜小路105 -3
　気仙沼支部＊ 0226 -22 -6659 988 -0022 気仙沼市河原田1-2 -30

福島県 福島地方裁判所＊ 024 -534 -2156 960 -8512 福島市花園町5-38
　相馬支部＊ 0244 -36 -5141 976 -0042 相馬市中村字大手先48-1
　郡山支部＊ 024 -932 -5656 963 -8566 郡山市麓山1-2 -26
　白河支部＊ 0248 -22 -5555 961 -0074 白河市字郭内146
　会津若松支部＊ 0242 -26 -5725 965 -8540 会津若松市追手町6-6
　いわき支部＊ 0246 -22 -1321 970 -8026 いわき市平字八幡小路41

［関東］
栃木県 宇都宮地方裁判所＊ 028 -621 -2111 320 -8505 宇都宮市小幡1-1 -38

　真岡支部＊ 0285 -82 -2076 321 -4305 真岡市荒町5117 -2
　大田原支部＊ 0287 -22 -2112 324 -0056 大田原市中央2-3 -25
　栃木支部＊ 0282 -23 -0225 328 -0035 栃木市旭町16-31
　足利支部＊ 0284 -41 -3118 326 -0057 足利市丸山町621

群馬県 前橋地方裁判所＊ 027 -231 -4275 371 -8531 前橋市大手町3-1 -34
　高崎支部＊ 027-322 -3541 370 -8531 高崎市高松町26-2
　桐生支部＊ 0277 -53 -2391 376 -8531 桐生市相生町2-371 -5
　太田支部＊ 0276 -45 -7751 373 -8531 太田市浜町17-5
　沼田支部＊ 0278 -22 -2709 378 -0045 沼田市材木町甲150

茨城県 水戸地方裁判所＊ 029-224 -8408 310 -0062 水戸市大町1-1 -38
　土浦支部＊ 029 -821 -4359 300 -8567 土浦市中央1-13 -12
　下妻支部＊ 0296 -43 -6781 304 -0067 下妻市下妻乙99
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地 区 庁 名 電話番号 郵便番号 所　在　地
茨城県 　日立支部＊ 0294 -21 -4441 317 -0073 日立市幸町2-10 -12

　龍ケ崎支部＊ 0297 -62 -0100 301 -0824 龍ケ崎市4918
　麻生支部＊ 0299 -72 -0091 311 -3832 行方郡麻生143

埼玉県 さいたま地方裁判所＊ 048 -863 -8634 330 -0063 さいたま市浦和区高砂3-16 -45
　越谷支部＊ 048-910 -0115 343 -0023 越谷市東越谷9-34 -2
　川越支部＊ 049-273 -3006 350 -8531 川越市宮下町2-1 -3
　熊谷支部 048-500 -3103 360 -0041 熊谷市宮町1-68
　秩父支部＊ 0494 -22 -0226 368 -0035 秩父市上町2-9 -12

千葉県 千葉地方裁判所＊ 043-333 -5261 260 -0013 千葉市中央区中央4-11 -27
　佐倉支部＊ 043-484 -1226 285 -0038 佐倉市弥勒町92
　一宮支部＊ 0475 -42 -3531 299 -4397 長生郡一宮町一宮2791
　松戸支部＊ 047-368 -5142 271 -8522 松戸市岩瀬無番地
　木更津支部＊ 0438 -22 -3774 292 -0832 木更津市新田2-5 -1
　館山支部＊ 0470 -22 -2273 294 -0045 館山市北条1073
　八日市場支部＊ 0479 -72 -1352 289 -2144 八日市場市イ2760
　佐原支部＊ 0478 -52 -3040 287 -0003 香取市佐原イ3375

東京都 東京地方裁判所 03-3581 -5411 100 -8920 千代田区霞が関1-1 -4
　立川支部＊ 042-845 -0240 190 -8571 立川市緑町10-4

神奈川県 横浜地方裁判所 045-345 -4161 231 -8502 横浜市中区日本大通9
　川崎支部 044 -233 -8248 210 -8559 川崎市川崎区富士見1-1 -3
　相模原支部 042-716 -3182 225 -0236 相模原市中央区富士見6-10 -1
　横須賀支部 046-823 -3154 238 -8510 横須賀市新港町1番地9
　小田原支部＊ 0465 -40 -3182 250 -0012 小田原市本町1-7 -9

［中部］
新潟県 新潟地方裁判所＊ 025-222 -4131 951 -8511 新潟市中央区学校町通1-1

　三条支部＊ 0256 -32 -1758 955 -0047 三条市東三条2-2 -2
　新発田支部＊ 0254 -24 -0121 957 -0053 新発田市中央町4-3 -27
　長岡支部＊ 0258 -35 -2141 940 -1151 長岡市三和3-9 -28
　高田支部＊ 025-524 -5160 943 -0838 上越市大手町1-26
　佐渡支部＊ 0259 -52 -3151 952 -1324 佐渡市中原356 -2

長野県 長野地方裁判所＊ 026-403 -2029 380 -0846 長野市旭町1108
　上田支部＊ 0268 -40 -2209 386 -0023 上田市中央西2-3 -3
　佐久支部＊ 0267 -67 -1521 385 -0022 佐久市岩村田1161
　松本支部＊ 0263 -32 -3080 390 -0873 松本市丸の内10-35
　諏訪支部＊ 0266 -52 -9215 392 -0004 諏訪市諏訪1-24 -22
　飯田支部＊ 0265 -22 -0167 395 -0015 飯田市江戸町1-21
　伊那支部＊ 0265 -72 -2720 396 -0026 伊那市西町4841
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地 区 庁 名 電話番号 郵便番号 所　在　地
山梨県 甲府地方裁判所＊ 055-213 -2528 400 -0032 甲府市中央1-10 -7

　都留支部＊ 0554 -43 -5626 402 -0052 都留市中央2-1 -1
静岡県 静岡地方裁判所＊ 054 -252 -6111 420 -8633 静岡市葵区追手町10-80

　沼津支部＊ 055-931 -6000 410 -8550 沼津市御幸町21-1
　富士支部＊ 0545 -52 -0159 417 -8511 富士市中央町2-7 -1
　下田支部＊ 0558 -22 -0161 415 -8520 下田市4-7 -34
　浜松支部＊ 053-453 -7155 430 -8520 浜松市中区中央1-12 -5
　掛川支部＊ 0537 -22 -3036 436 -0028 掛川市亀の甲2-16 -1

愛知県 名古屋地方裁判所 052-203 -1611 460 -8504 名古屋市中区三の丸1-4 -1
　岡崎支部＊ 0564 -51 -4522 444 -8554 岡崎市明大寺町奈良井3
　豊橋支部＊ 0532 -52 -3142 440 -0884 豊橋市大国町110
　一宮支部＊ 0586 -73 -3101 491 -0842 一宮市公園通り4-17
　半田支部＊ 0569 -21 -1610 475 -0902 半田市宮路町200 -2

岐阜県 岐阜地方裁判所＊ 058-262 -5213 500 -8710 岐阜市美江寺町2-4 -1
　大垣支部＊ 0584 -78 -6314 503 -0888 大垣市丸の内1-22
　高山支部＊ 0577 -32 -3313 506 -0009 高山市花岡町2-63 -3
　多治見支部＊ 0572 -22 -0872 507 -0023 多治見市小田町1-22 -1
　御嵩支部＊ 0574 -67 -3111 505 -0116 可児郡御嵩町御嵩1177

三重県 津地方裁判所＊ 059-226 -4773 514 -8526 津市中央3-1
　松阪支部＊ 0598 -51 -0542 515 -8525 松阪市中央町36-1
　伊賀支部＊ 0595 -21 -0002 518 -0873 伊賀市上野丸之内130 -1
　四日市支部＊ 059-352 -7214 510 -8526 四日市市三栄町1-22
　伊勢支部＊ 0596 -28 -3135 516 -8533 伊勢市岡本1-2 -6
　熊野支部＊ 0597 -85 -2145 519 -4396 熊野市井戸町784

石川県 金沢地方裁判所＊ 076-262 -3221 920 -8655 金沢市丸の内7-1
　小松支部＊ 0761-22 -8541 923 -8541 小松市小馬出町11
　七尾支部＊ 0767 -52 -3135 926 -8541 七尾市馬出町ハ部1-2
　輪島支部＊ 0768 -22 -0054 928 -8541 輪島市河井町15部49-2

富山県 富山地方裁判所＊ 076-421 -6159 939 -8502 富山市西田地方町2-9 -1
　魚津支部＊ 0765 -22 -0160 937 -0866 魚津市本町1-10 -60
　高岡支部＊ 0766 -22 -5193 933 -8546 高岡市中川本町10-6

福井県 福井地方裁判所＊ 0776 -91 -5075 910 -8524 福井市春山1-1 -1
　武生支部＊ 0778 -23 -0050 915 -8524 越前市日野美2-6
　敦賀支部＊ 0770 -22 -0812 914 -8524 敦賀市松栄町6-10

[近畿]
滋賀県 大津地方裁判所＊ 077-503 -8139 520 -0044 大津市京町3-1 -2

　彦根支部＊ 0749 -22 -0167 522 -0061 彦根市金亀町5-50
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地 区 庁 名 電話番号 郵便番号 所　在　地
滋賀県 　長浜支部＊ 0749 -62 -0240 526 -0058 長浜市南呉服町6-22
京都府 京都地方裁判所＊ 075-257 -9198 604 -8550 京都市中京区菊屋町

　園部支部＊ 0771-62 -0237 622 -0004 南丹市園部町小桜町30
　宮津支部＊ 0772 -22 -2074 626 -0017 宮津市字島崎2043 -1
　舞鶴支部＊ 0773 -75 -2332 624 -0853 舞鶴市字南田辺小字南裏町149
　福知山支部＊ 0773 -22 -2209 620 -0035 福知山市字内記9

大阪府 大阪地方裁判所＊ 06-6363 -1281 530 -8522 大阪市北区西天満2-1 -10
　堺支部＊ 072-223 -7001 590 -8511 堺市堺区南瓦町2-28
　岸和田支部＊ 072-441 -2400 596 -0042 岸和田市加守町4-27 -2

兵庫県 神戸地方裁判所＊ 078-341 -7521 650 -8575 神戸市中央区橘通2-2 -1
　伊丹支部＊ 072-779 -3071 664 -8545 伊丹市千僧1-47 -1
　尼崎支部＊ 06-6438 -3781 661 -0026 尼崎市水堂町3-2 -34
　明石支部＊ 078-912 -3231 673 -0881 明石市天文町2-2 -18
　柏原支部＊ 0795 -72 -0155 669 -3309 丹波市柏原町柏原439
　姫路支部＊ 079-223 -2721 670 -0947 姫路市北条1-250
　社支部＊ 0795 -42 -0123 673 -1431 加東市社490 -2
　龍野支部＊ 0791-63 -3920 679 -4179 たつの市龍野町上霞城131
　豊岡支部＊ 0796 -22 -2304 668 -0042 豊岡市京町12-81
　洲本支部＊ 0799 -22 -3024 656 -0024 洲本市山手1-1 -18

奈良県 奈良地方裁判所＊ 0742 -88 -2652 630 -8213 奈良市登大路町35
　葛城支部＊ 0745 -53 -1012 635 -8502 大和高田市大字大中101 -4
　五條支部＊ 0747 -23 -0261 637 -0043 五條市新町3-3 -1

和歌山県 和歌山地方裁判所＊ 073-428 -9936 640 -8143 和歌山市二番丁1
　田辺支部＊ 0739 -22 -2841 646 -0033 田辺市新屋敷町5
　御坊支部＊ 0738 -22 -0006 644 -0011 御坊市湯川町財部515 -2
　新宮支部＊ 0735 -22 -2007 647 -0015 新宮市千穂3-7 -13

[中国]
岡山県 岡山地方裁判所＊ 086-222 -6771 700 -0807 岡山市北区南方1-8 -42

　倉敷支部＊ 086-422 -1038 710 -8558 倉敷市幸町3-33
　新見支部＊ 0867 -72 -0042 718 -0011 新見市新見1222
　津山支部＊ 0868 -22 -9326 708 -0051 津山市椿高下52

広島県 広島地方裁判所＊ 082-228 -0421 730 -0012 広島市中区上八丁堀2-43
　呉支部＊ 0823 -21 -4991 737 -0811 呉市西中央4-1 -46
　尾道支部＊ 0848 -22 -5285 722 -0014 尾道市新浜1-12 -4
　福山支部＊ 084 -923 -2890 720 -0031 福山市三吉町1-7 -1
　三次支部＊ 0824 -63 -5141 728 -0021 三次市三次町1725 -1

山口県 山口地方裁判所＊ 083-922 -1330 753 -0048 山口市駅通り1-6 -1
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山口県 　周南支部＊ 0834 -21 -2610 745 -0071 周南市岐山通り2-5

　萩支部＊ 0838 -22 -0047 758 -0041 萩市大字江向469
　岩国支部＊ 0827 -41 -0161 741 -0061 岩国市錦見1-16 -45
　下関支部＊ 0832 -22 -4076 750 -0009 下関市上田中町8-2 -2
　宇部支部＊ 0836 -21 -3197 755 -0033 宇部市琴芝町2-2 -35

鳥取県 鳥取地方裁判所＊ 0857 -22 -2171 680 -0011 鳥取市東町2-223
　倉吉支部＊ 0858 -22 -2911 682 -0824 倉吉市仲ノ町734
　米子支部＊ 0859 -22 -2205 683 -0826 米子市西町62

島根県 松江地方裁判所＊ 0852 -35 -5203 690 -8523 松江市母衣町68
　出雲支部＊ 0853 -21 -2114 693 -8523 出雲市今市町797 -2
　浜田支部＊ 0855 -22 -0678 697 -0027 浜田市殿町980
　益田支部＊ 0856 -22 -0365 698 -0021 益田市幸町6-60
　西郷支部＊ 08512 -2 -0005 685 -0015 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-1

[四国]
愛媛県 松山地方裁判所＊ 089-903 -4358 790 -8539 松山市一番町3-3 -8

　大洲支部＊ 0893 -24 -2038 795 -0012 大洲市大洲845
　西条支部＊ 0897 -56 -0693 793 -0023 西条市明屋敷165
　今治支部＊ 0898 -23 -0010 794 -8508 今治市常盤町4-5 -3
　宇和島支部＊ 0895 -22 -1133 798 -0033 宇和島市鶴島町8－16

香川県 高松地方裁判所 087-851 -1432 760 -8586 高松市丸の内1-36
　丸亀支部 0877 -23 -5112 763 -0034 丸亀市大手町3-4 -1
　観音寺支部＊ 0875 -25 -3467 768 -0060 観音寺市観音寺町甲2804 -1

徳島県 徳島地方裁判所＊ 088-603 -0123 770 -8528 徳島市徳島町1-5 -1
　阿南支部＊ 0884 -22 -0148 774 -0030 阿南市富岡町西池田口1-1
　美馬支部＊ 0883 -52 -1035 779 -3610 美馬市脇町大字脇町1229 -3

高知県 高知地方裁判所＊ 088-822 -0340 780 -8558 高知市丸ノ内1-3 -5
　須崎支部＊ 0889 -42 -0046 785 -0010 須崎市鍛冶町2-11
　安芸支部＊ 0887 -35 -2065 784 -0003 安芸市久世町9-25
　中村支部＊ 0880 -35 -3007 787 -0028 四万十市中村山手通54-1

[九州・沖縄]
福岡県 福岡地方裁判所＊ 092-781 -3141 810 -8653 福岡市中央区城内1-1

　飯塚支部＊ 0948 -22 -1150 820 -8506 飯塚市新立岩10-29
　直方支部＊ 0949 -22 -0522 822 -0014 直方市丸山町1-4
　久留米支部＊ 0942 -32 -5387 830 -8530 久留米市篠山町21
　柳川支部＊ 0944 -72 -3121 832 -0045 柳川市本町4
　大牟田支部＊ 0944 -53 -3503 836 -0052 大牟田市白金町101
　八女支部＊ 0943 -23 -4036 834 -0031 八女市本町537 -4
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福岡県 　小倉支部＊ 093-561 -3431 803 -8531 北九州市小倉北区金田1-4 -1

　行橋支部＊ 0930 -22 -0035 824 -0001 行橋市行事1-8 -23
　田川支部＊ 0947 -42 -0163 826 -8567 田川市千代町1-5

佐賀県 佐賀地方裁判所＊ 0952 -23 -3161 840 -0833 佐賀市中の小路3-22
　武雄支部＊ 0954 -22 -2159 843 -0022 武雄市武雄町大字武雄5660
　唐津支部＊ 0955 -72 -2138 847 -0012 唐津市大名小路1-1

長崎県 長崎地方裁判所 095-822 -6151 850 -8503 長崎市万才町9-26
　大村支部＊ 0957 -52 -3501 856 -0831 大村市東本町287
　島原支部＊ 0957 -62 -3151 855 -0036 島原市城内1-1195 -1
　佐世保支部＊ 0956 -22 -9175 857 -0805 佐世保市光月町9-4
　平戸支部＊ 0950 -22 -2004 859 -5153 平戸市戸石川町460
　壱岐支部＊ 0920 -47 -1019 811 -5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624 -1
　五島支部＊ 0959 -72 -3315 853 -0001 五島市栄町1-7
　厳原支部＊ 0920 -52 -0067 817 -0013 対馬市厳原町中村642 -1

熊本県 熊本地方裁判所＊ 096-325 -2159 860 -8513 熊本市中央区京町1-13 -11
　玉名支部＊ 0968 -72 -3037 865 -0051 玉名市繁根木54-8
　山鹿支部＊ 0968 -44 -5141 861 -0501 山鹿市山鹿280
　阿蘇支部＊ 0967 -22 -0063 869 -2612 阿蘇市一の宮町宮地2476 -1
　八代支部＊ 0965 -32 -2175 866 -8585 八代市西松江城町1-41
　人吉支部＊ 0966 -23 -4855 868 -0056 人吉市寺町1
　天草支部＊ 0969 -23 -2004 863 -8585 天草市諏訪町16-24

大分県 大分地方裁判所＊ 097-532 -7161 870 -8564 大分市荷揚町7-15
　杵築支部＊ 0978 -62 -2052 873 -0001 杵築市大字杵築1180
　佐伯支部＊ 0972 -22 -0168 876 -0815 佐伯市野岡町2-13 -2
　竹田支部＊ 0974 -63 -2040 878 -0013 竹田市大字竹田2065 -1
　中津支部＊ 0979 -22 -2115 871 -0050 中津市二ノ丁1260
　日田支部＊ 0973 -23 -3145 877 -0012 日田市淡窓1-1 -53

宮崎県 宮崎地方裁判所＊ 0985 -68 -5115 880 -8543 宮崎市旭2-3 -13
　日南支部＊ 0987 -25 -1188 889 -2535 日南市飫肥3-6 -1
　都城支部＊ 0986 -23 -4131 885 -0075 都城市八幡町2-3
　延岡支部＊ 0982 -32 -3291 882 -8585 延岡市東本小路121

鹿児島県 鹿児島地方裁判所＊ 099 -222 -7121 892 -8501 鹿児島市山下町13-47
　名瀬支部＊ 0997 -52 -5141 894 -0033 奄美市名瀬矢之脇町1-1
　加治木支部＊ 0995 -62 -2666 899 -5214 姶良市加治木町仮屋町95
　知覧支部＊ 0993 -83 -2229 897 -0302 南九州市知覧町郡6196 -1
　川内支部＊ 0996 -22 -2154 895 -0064 薩摩川内市花木町2-20
　鹿屋支部＊ 0994 -43 -2330 893 -0011 鹿屋市打馬1-2 -14
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沖縄県 那覇地方裁判所＊ 098-855 -3366 900 -8567 那覇市樋川1-14 -1

　沖縄支部＊ 098-939 -0011 904 -2194 沖縄市知花6-7 -7
　名護支部＊ 0980 -52 -2642 905 -0011 名護市字宮里451 -3
　平良支部＊ 0980 -72 -2012 906 -0012 宮古島市平良字西里345
　石垣支部＊ 0980 -82 -3076 907 -0004 石垣市字登野城55
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