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                  平成 23 年度の消費者相談の概況 

 

 

１．相談・苦情等の件数と分類 

 

(1) 平成 23 年度に協会消費者相談室が受付けた相談・苦情等の総件数は 3,155 件でし

た。前年度比で 4.0％の減少です。 

件数が減少した要因として、前年度に多く寄せられた割賦販売法の改正内容（特に

支払可能見込額調査）に関する相談・苦情等が減少したことをあげることができま

す。 

 

(2) 協会消費者相談室では、受付けた相談・苦情等を「相談・苦情」（会員等が行う業務・

プロセスに対して相談者が不満足を表明するもの）、「問合せ」（クレジットの基本的

な知識・利用方法、関係法令、会員の連絡先、適切な相談機関等について相談者が

情報や助言を求めるもの）、「その他」（協会又は会員への要望等）に分類しており、

「相談・苦情」は 2,351 件で前年度比約 7％減少、「問い合わせ」は 766 件で同 7％増

加しました。 

 

(3) 相談・苦情等の大部分が電話で寄せられ、相談者の内訳は「個人」からの相談・苦

情等が総受付件数の約 3 分の 2、消費生活センター等の「公的機関」からのものが

約 3分の 1でした。「申込・契約者」は、年代別では 30 歳代、40 歳代が多く、男女

比は約 6：4の割合でした。これらの状況は、前年度とほぼ同様です。 

 

(4) 平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災への対応では、フリーダイヤルを設置し、平

成 23 年度内に 163 件の相談・苦情等を受付けました。震災後、数ヶ月はクレジット

会社の連絡先や債務、契約内容に関する問い合わせが主なものでしたが、年度後半

になると、件数は減ったものの、今後の支払いや、クレジットの利用についての相

談・苦情等が主になりました。 
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相談・苦情等の件数の内訳 

平成 22 年度                平成 23 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 相談・苦情等の件数 

平成 23 年度の相談・苦情等の総受付件数は、3,155 件でした。前年度の総受付件数は 3,287

件でしたので、132 件（4.0％）減少しました。 

前年度には 12 月に改正割賦販売法が完全施行され、この時期に前後して改正法の内容（特

に支払可能見込額について）に関する相談・苦情等（主に「問い合わせ」）が多く寄せられ

ましたが、平成 23 年度にはそれらが減少したことが、受付件数が前年を下回ったことの大き

な要因と思われます。 

 

(2) 相談・苦情等の件数の内訳 

相談・苦情等の内訳は、「相談・苦情」が 2,351 件と総受付件数の 74.5％を占めました。

「問い合わせ」は 766 件（総受付件数の 24.3％）、「その他」が 38 件（同 1.2％）でした。 

「相談・苦情」は、受付件数が前年度（2,538 件）に比べ 187 件（7.4％）減少し、総受付件

数に占める構成比は前年度の 77.2％から 74.5％に減少しました。一方、「問い合わせ」は受

付件数が前年度（713 件）に比べ 53 件（7.4％）増加し、総受付件数に占める構成比は前年

度の 21.7％から 24.3％に増加しました。 

 

(3) 相談・苦情等の受付方法等 

① 相談・苦情等の受付方法は、「電話」が総受付件数の 96.6％、「メール」が同 3.0％でした。 

② ｢個人」からの相談について、相談者が協会消費者相談室を知った経緯は「公的機関」か

らの紹介が 43.4％、「協会ホームページ・啓発物」が 37.7％で、前年度に比べ、後者の

比率が若干増えました（36.8％→37.7％）。 

③ 相談・苦情等への対応時間は、対応時間の判明している相談・苦情等のうち、「15 分以下」

が同 80.0％（前年度 85.3％）、「30 分以上」は同 4.1％（前年度 2.8％）でした。 

 

(4) 相談者の内訳 

相談者の内訳は、「申込・契約者」が総受付件数の半数以上を占め、「親族」「知人」「代理
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人」を合わせた「個人」では約 3 分の 2 になります。一方、「公的機関」（消費生活センター

等の相談機関）は 3分の 1弱でした。両者の割合は、およそ 2：1で、前年度とほぼ同様です。 

 

(5) 申込・契約者の年代・性別 

申込・契約者は、ほぼ前年度同様で、30 歳代が最も多く、次いで 40 歳代でした。男性と

女性の比率は約 6:4 です。 

 

(6) 申込・契約者の個人名の特定 

相談・苦情等のうち申込・契約者の個人名が特定されているものは、総受付件数のうち

13.4％（前年度 13.6％）でした。 

 

(7) 東日本大震災への対応 

   平成 23 年 3 月 11 日に発生した「東日本大震災」の被災者の方々からの専用窓口として、

フリーダイヤル（0120-62-3456）を設け、震災関連の相談・苦情等の対応をしました。平成

23 年度に受付けた「東日本大震災」に関する相談・苦情等は合計 163 件で、震災直後の数ヶ

月は、クレジット会社の連絡先の確認、契約内容の確認などの問い合わせが多く寄せられま

した。年度の後半では、「利用しているクレジットの返済の組み換えについて相談をしたい」

など、今後の支払いやクレジットの利用に関するものが主になりました。 

 

 

 

２．取引形態別の相談・苦情等の内容 

 

(1) 相談・苦情等をクレジットの取引形態別に分類すると、「個別方式」（取引形態が個別

方式のクレジットであることが明らかになっているもの）が 708 件で、「包括方式」（取

引形態が包括方式のクレジットであることが明らかになっているもの）が 1,972 件で

した。「個別方式」は前年度比 27 件（3.7％）減少、「包括方式」は同 3件（0.2％）増

加で、ほぼ前年度と変わらない状況です。 

 

(2) 「相談・苦情」「問い合わせ」の別では、「個別方式」での「相談・苦情」が前年度比

72 件（12.0％）減少、「問い合わせ」が同 41 件（37.6％）増加し、「包括方式」で

も「相談・苦情」は同 107 件（6.5％）減少、「問い合わせ」が同 98 件（31.8％）増

加しました。「包括方式」「個別方式」とも「相談・苦情」が減少し、「問い合わせ」

が増加しています。 

 

(3) ｢個別方式」では 8 割弱、「包括方式」では 8 割強が会員に関するものでした。相談・

苦情等への対応時間は「個別方式」「包括方式」とも「15 分以下」が 8 割弱で、「30

分以上」の対応を要したものは「個別方式」が 3.1％、「包括方式」が 5.1％でした。 

前年度同様、受付時には「相談・苦情」と分類していても、深刻な内容のものは少な

く、対応は「問合せ」に等しいものとなっています。 
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取引形態別の相談・苦情等の件数 
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(1) 取引形態別の相談・苦情等の内訳 

受付けた相談・苦情等をクレジットの取引形態別に分類すると、「個別方式」708 件（前年

度比 27 件、3.7％減）、「包括方式」1,972 件（同 3件、0.2％増）でした。 

「相談・苦情」「問い合わせ」の別では、「個別方式」は 708 件のうち、「相談・苦情」が 552

件（同 72 件、11.5％減）、「問い合わせ」は 150 件（同 41 件、37.6％増）でした。一方、「包

括方式」は 1,972 件のうち「相談・苦情」が 1,540 件（同 107 件、6.5％減）、「問い合わせ」

は 406 件（同 98 件、31.8％増）でした。 

 

(2) 会員・非会員の別 

「会員」に関する相談・苦情等は 2,377 件で、クレジットの取引形態が明らかなもののうち

の構成比は 80.4％でした。取引形態別では、「個別方式」が 561 件（取引形態が個別方式で

ある相談・苦情等に占める構成比 79.2％）、「包括方式」が 1,638 件（取引形態が包括方式で

ある相談・苦情等に占める会員の構成比 83.1％）でした。 

 

(3) 相談・苦情等への対応時間 

相談・苦情等への対応時間は、「15 分以下」の対応が、個別方式では 559 件（取引形態が

「個別方式」と判明している相談・苦情等に占める構成比 79.0％）で、「包括方式」では 1,526

件（取引形態が「包括方式」と判明している相談・苦情等に占める構成比 77.4％）でした。 

取引形態に関わらず、8 割弱の相談・苦情等が「15 分以下」の対応で終了しています。対

して、「30 分以上」の対応を要したものは「個別方式」が 3.1％、「包括方式」が 5.1％でし

た。 
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３．個別方式のクレジットに関する相談・苦情等の内容 

 

(1) 個別方式のクレジットに関する相談・苦情等は 711 件（複数集計、1 件の相談・苦

情等で複数の契約・支払方式がある場合もあるため相談・苦情等の受付件数とは一

致しない）で、前年度の 738 件から若干減少しました。支払方式別では、割賦販売

法対象取引（分割、ボーナス払い）が 673 件で 9割以上（94.7％）を占めました。 

 

(2) 販売形態が明らかになっている相談・苦情等は 292 件で、最も多いのは「店舗販

売」、次いで「訪問販売」でした。「通信販売」を除く特定商取引法 5 類型に関する

相談・苦情等は 110 件で、取引形態が個別方式であることが明らかであるものの約

3 分の 1（37.7％）でした。 

 

(3) 商品・役務別では「車両」（自動車、二輪車、車検・修理、車載品、ガソリン等）が

最も多く、次いで「工事」「住居品」の順でした。 

 

(4) クレジット契約に関する相談・苦情等の内容では、「支払関連」が最も多く、次い

で「分割払手数料」でした。一方、前年度最も多かった「早期完済」は 3 割弱減少

しました。「支払関連」が増加した背景には、東日本大震災の影響が考えられます。 

 

(5) 加盟店に起因する相談・苦情等の内容では、「解約」（売買契約、役務提供契約の解

除等に関するもの）が最も多く、続いて「不実告知」でした。 

 

(6) 全般的に、いずれの分類でも上位項目の順位は前年度と大きく変化していません。 

 

 

支払方式別の相談・苦情等の内訳（個別方式） 

平成 22 年度               平成 23 年度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) 支払方式別の相談・苦情等 

個別方式のクレジットに関する相談・苦情等 711 件のうち、割賦販売法の対象取引（分割、

ボーナス払い）は 673 件（前年度比 1件、0.1％増）でした。 
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販売形態別の相談・苦情等の内訳（個別方式） 

平成 22 年度                平成 23 年度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2) 販売形態別の相談・苦情等 

販売形態が明らかになっている相談・苦情等は、292 件でした。そのうち、「店舗販売」が

167 件と最も多く、次いで「訪問販売」が 81 件でした。「通信販売」を除く「特定商取引法」

5類型は 110 件で、販売形態が明らかになっている相談・苦情等の 37.7％でした。 

 

(3) 商品・役務別 

商品・役務が明らかになっている相談・苦情等 469 件では、「車両」（自動車、二輪車、車

検・修理、車載品、ガソリン等）が 182 件で最も多く、以下、「工事」「住居品」「被服・身の

回り品」「特定継続的役務」でした。「車両」は前年度に比べて 71 件減少しました。 

 

(4) クレジット契約に関する相談・苦情等 

クレジット契約に関する相談・苦情等を相談・苦情等の内容の上位項目で分類すると、

「支払関連」が最も多く 120 件、次いで「分割払手数料」が 102 件で、以下、「早期完済」

「与信関連」と続きます。 

一方、前年度最も多かった「早期完済」は、約 3 割減少しました。「支払関連」の増加の

背景には、東日本大震災の影響が考えられます。 

 

(5) 加盟店に起因する相談・苦情等 

加盟店に起因する相談・苦情等を相談・苦情等の内容の上位項目で分類すると、「解約」

（売買契約、役務提供契約の解除等に関するもの）が最も多く 49 件、次いで「不実告知」「債

務不履行」でした。 
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４．包括方式のクレジットに関する相談・苦情等の内容 

 

(1) 包括方式のクレジットに関する相談・苦情等は 2,028 件（複数集計、1 件の相談・

苦情等で複数の契約・支払方式がある場合もあるため相談・苦情等の受付件数とは

一致しない）で、前年度の 2,016 件と比べて横ばいでした。支払方式別では、「一括」

（翌月一括払い）が約 4 分の 1（26.1％）で、割賦販売法の対象取引（分割、リボ

ルビング、ボーナス払い）は 2 割弱（17.5％）でした。 

なお、個別方式と異なり、包括方式ではクレジットカードの新規・更新発行、不正

利用等の支払方式に直接関わらない相談・苦情等が 6 割弱（56.4％）ありました。 

 

(2) 販売形態が明らかになっている相談・苦情等は 594 件でした。最も多いのは「通信

販売」で過半数を占め、次いで「店舗販売」が 4割弱でした。「通信販売」を除く特

定商取引法 5 類型は 1割弱でした。 

 

(3) 商品・役務別では、「その他サービス」（旅行、飲食、通信費、各種会費、有料メー

ル交換サイト等）が全体の約半数を占め、次いで「被服・身の回り品」でした。 

 

(4) クレジット契約に関する相談・苦情等の内容では、「与信関連」が最も多く、次いで、

「不正使用」「クレジット会社の対応」「支払関連」でした。「与信関連」は前年度に

比べて 1 割強減少しました。対して、「不正使用」は 3 割弱、「支払関連」は 3 割強

増加しました。 

「支払関連」が増加した一因としては、個別方式と同様に、東日本大震災の被災者か

らの相談・苦情等が多く寄せられたことがあげられます。 

 

(5) 加盟店に起因する相談・苦情等では、「解約」が最も多く、次いで「債務不履行」「加

盟店の対応でした。 

 

 

支払方式別の相談・苦情等の内訳（包括方式） 

平成 22 年度                平成 23 年度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) 支払方式別の相談・苦情等 

包括方式のクレジットに関する相談・苦情等 2,028 件のうち、割賦販売法の対象取引（分

割、リボルビング、ボーナス一括払い）は 354 件(前年度比 14 件、4.1％増)で、構成比は 17.5％
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でした。一方、「一括」は 530 件（同 114 件、27.4％増）で同 26.1％でした。 

なお、包括方式のクレジットに関する相談・苦情等では、「支払方式未特定」が 6割弱を占

めました。これらはクレジットカードの申込・発行、更新、紛失・盗難、第三者利用等の取

引形態は包括方式であるものの、支払方式に直接関係しないものです。 

販売形態別の相談・苦情等の内訳（包括方式） 

平成 22 年度                平成 23 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 販売形態別の相談・苦情等 

販売形態が明らかになっている相談・苦情等は 594 件（取引形態が包括方式であることが

明らかであるものの、販売形態に直接関連しない支払いや与信等に関するものが多くを占め

ているためサンプル数は少ない）でした。そのうち、「通信販売」が 325 件と最も多く、「店

舗販売」が 220 件でした。「通信販売」のうちインターネット取引は 186 件でした。「通信販

売」を除く特定商取引法 5類型は 49 件で、構成比は 8.2％です。 

 

(3) 商品・役務別の相談・苦情等 

商品・役務が明らかになっている相談・苦情等 586 件のうちでは、「その他サービス」（旅

行、飲食、通信費、各種会費、有料メール交換サイト等）が 277 件で半数弱を占めました。

以下、「被服・身の回り品」「教養娯楽」「住居品」でした。「その他サービス」のうち最も多

かったのは、「有料メール交換サイト」（いわゆる「出会い系サイト」）の 91 件です。「被服・

身の回り品」では「（海外ネット通販による）バック・アクセサリ等の偽ブランド品」が最も

多く、54 件でした。 

 

 (4) クレジット契約に関する相談・苦情等の相談・苦情等 

クレジット契約に関する相談・苦情等を相談・苦情等の内容の上位項目で分類すると、

「与信関連」が最も多く 389 件で、以下、「不正使用」「クレジット会社の対応」「支払関

連」でした。「支払関連」が前年度に比べて 3割強増加しており、一因としては、個別方式

と同様に、東日本大震災の被災者からの相談・苦情等が多く寄せられたことがあげられます。



9

 

 

 (5) 加盟店に起因する相談・苦情等 

加盟店に起因する相談・苦情等で、相談・苦情等の内容の上位項目で分類すると、「解約」

「債務不履行」「加盟店の対応」の順でした。 

 

 

 

５．相談者への対応 

 

(1) 平成 23 年度は 3,155 件の相談・苦情等を受付け、それらの相談・苦情等に対応した

総数は 4,019 件となりました（受付けた相談・苦情等は内容によって複数の対応を

必要とする場合もあるため、受付件数に対して対応件数が多くなる）。前年度比で

5.8％の減少でした。 

対応の内訳では、「アドバイス」が総対応件数の 4割強（42.6％）、「情報提供」が 2

割強（21.5％）、「他機関紹介」が約 3 割弱（30.3％）で、総対応件数 4,019 件のう

ちほとんど（94.4％）が窓口での対応で終了しています（個別方式の対応件数の

96.5％、包括方式の対応件数の 93.5％）。前年度と比較して、「情報提供」が減少

（1,166 件から 863 件）しましたが、これは割賦販売法の改正内容についての「問い

合わせ」が減少したことが一因としてあげられます。 

「会員への情報提供・連絡」は 153 件で、「調査・処理依頼」は 2 件でした。 

 

(2) 個別方式のクレジットに関する相談・苦情等 708 件について、874 件の対応をしま

した。対応の内訳では、「アドバイス」が対応件数の 4 割強（44.1％）、「情報提供」

が 2割強（23.9％）、「他機関紹介」が 3割弱（28.5％）でした。 

「会員への情報提供・連絡」は 22 件、「調査・処理依頼」は 1件でした。 

 

(3) 包括方式のクレジットに関する相談・苦情等 1,972 件について、2,569 件の対応を

しました。対応の内訳では、「アドバイス」が対応件数の 4 割強（43.9％）、「情報提

供」が 2 割強（21.5％）、「他機関紹介」が 3 割弱（28.1％）でした。 

「会員への情報提供・連絡」は 128 件で、「調査・処理依頼」は 1 件でした。 

 

 

協会消費者相談室における相談者への対応の内訳（全体値） 
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(1) 相談者への対応（全体値） 

平成 23 年度の総対応件数は 4,019 件で、前年度比 248 件（5.8％）減少しました（1 件の

相談・苦情等に複数の対応をする場合もあるため総受付件数とは一致しません）。 

対応の内訳は、「アドバイス」が 1,713 件（相談・苦情等の総対応件数に占める構成比

42.6％）、「情報提供」が 863 件（同 21.5％）、「他機関紹介」が 1,216 件（同 30.3％）でした。

これらは消費者相談窓口で対応が終了するもので、総対応件数の 94.4％にあたります。 

前年度比では、「アドバイス」が 210 件（14.0％）の増加で、「情報提供」が 303 件（26.0％）、

「他機関紹介」が 179 件（12.8％）とそれぞれ減少しました。「情報提供」が減少したのは、

割賦販売法の改正内容についての「問い合わせ」が減少したことが一因と考えられます。 

「会員への情報提供・連絡」は 153 件、「調査・処理依頼」は 2件でした。 

 

(2) 相談者への対応（個別方式） 

個別方式のクレジットに関する相談・苦情等708件について、総数で874件の対応をしました。

内訳は、「アドバイス」が 385 件（個別方式の相談・苦情等への総対応件数に占める構成比 44.1％）

で最も多く、以下、「情報提供」が 209 件（同 23.9％）、「他機関紹介」が 249 件（同 28.5％）

でした。これら 3 つの対応（窓口の対応で終了するもの）の合計で、個別方式の相談・苦情等の

総対応件数の 96.5％を占めました。 

「会員への情報提供・連絡」は 22 件で、「調査・処理依頼」は 1 件でした。 

① アドバイス 

「アドバイス」は 385 件で、前年度比 13 件（3.5％）増加しました。 

② 情報提供 

「情報提供」は 209 件で、前年度比 78 件（27.2％）減少しました。そのうち、「与信関

連」は、前年度には改正割賦販売法の「支払可能見込額調査」導入による影響で 41 件で

したが、平成 23 年度は 17 件と 24 件（58.5％）減少しました。 

③ 他機関紹介 

「他機関紹介」は 249 件で、前年度比 36 件（12.6％）減少しました。紹介先の内訳は、

「会員窓口」が 159 件（「他機関紹介」の対応件数に占める構成比 58.7％）で、以下、「公

的機関」が 45 件（同 16.6％）、「個人信用情報機関」が 33 件（同 12.2％）、「業界団体」

が 11 件（同 4.1％）です。 

④ 会員への情報提供・連絡、調査・処理依頼 

「会員への情報提供・連絡」は 22 件で、「調査・処理依頼」は 1件でした。 

 

(3) 相談者への対応（包括方式） 

包括方式のクレジットに関する相談・苦情等 1,972 件について、総数で 2,569 件の対応を

しました。内訳は、「アドバイス」が 1,129 件（包括方式の相談・苦情等への総対応件数に占

める構成比 43.9％）で件数、「情報提供」が 552 件（同 21.5％）、「他機関紹介」が 721 件（同

28.1％）で、以上窓口の対応で終了するものの合計で同 93.5％を占めました。 

なお、「会員への情報提供・連絡」は 128 件、「調査・処理依頼」は 1件でした。 

① アドバイス 

「アドバイス」は 1,129 件で前年度比 142 件（14.4％）増加しました。 
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② 情報提供 

「情報提供」は 552 件で、前年度比 113 件（17.0％）減少しました。そのうち、「与信

関連」は、前年度には改正割賦販売法の「支払可能見込額調査」導入による影響で 142

件でしたが、平成 23 年度は 54 件と 88 件（62.0％）減少しました。 

③ 他機関紹介 

「他機関紹介」は 721 件で、前年度比 71 件（9.0％）減少しました。 

紹介先の内訳は、「会員窓口」が 431 件（「他機関紹介」の対応件数に占める構成比

59.8％）で、以下、「個人信用情報機関」が 126 件（同 17.5％）、「公的機関」が 122 件

（同 16.9％）、「業界団体」が 45 件（同 6.2％）でした。 

④ 会員への情報提供・連絡、調査・処理依頼 

「会員への情報提供・連絡」は 128 件で、 「調査・処理依頼」は 1件でした。 

 

 

 

６．まとめ 

 

(1) 平成 23 年度は、3,155 件の相談・苦情等を受付けた。受付件数は前年度に比べ 4.0％

減少した。減少の一因として、前年度に多数受付けた割賦販売法の改正内容につい

ての「問い合わせ」が少なくなったことがあげられる。 

 

(2) 東日本大震災への対応としてフリーダイヤルを設置し、平成 23 年度に 163 件の相

談・苦情等を受付けた。大半がクレジット会社の連絡先や債務、契約内容に関する

問い合わせであったが、年度後半では今後の支払いや、クレジットの利用について

の相談・苦情が主となった。 

 

(3) 個別方式のクレジットに関する相談・苦情等は若干減少した。内容では、「支払関連」

「分割払手数料」「早期完済」の順に多かった。 

包括方式のクレジットに関する相談・苦情等の件数は横ばいであった。内容では、

「与信関連」「不正使用」「クレジット会社の対応」「支払関連」の順に多かった。 

個別方式、包括方式ともに「支払関連」の相談・苦情等が増加したが、この一因と

しては東日本大震災の影響が考えられる。 

 

(4) 相談・苦情等への対応は、「アドバイス」が総対応件数の4割強、「情報提供」が2割強、

「他機関紹介」が約3割で、相談・苦情等のほとんど（94.4％）は協会窓口での対応で

終了している。また、残りの事実についても、会員との協力体制のもとで対応が終了し、

平成24年度に積み残される事案はなかった。 

 

(5) 協会の苦情処理スキームは円滑に機能しており、今後はこのスキームを維持しつ

つ、より的確な相談・苦情等への対応をするため、運用面の改善を図ることが必

要。 
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（参 考） 文中で使用している用語の定義は以下のとおり。 

 

〔クレジット契約に関する相談・苦情等（個別方式）〕 

・支 払 関 連 … 支払延滞、支払方法の変更、クレジット会社の督促等に関するも

の。 

・分 割 払 手 数 料 … 手数料の計算方法、表示方法、妥当性等に関するもの。 

・早 期 完 済 … 分割払いの支払中に早期一括返済する際に発生する手数料等に関

するもの。 

・与 信 関 連 … 与信基準、与信項目、与信方法、与信拒否、個人情報の利用等に

関するもの。 

・解 約 … 売買契約の解除に伴うクレジット契約の解除（合意解約、法定解

約）等に関するもの。 

・加 盟 店 管 理 … クレジット会社の加盟店に対する管理・調査等に関するもの。 

・支 払 停 止 の 抗 弁 … 抗弁事由、抗弁要件等に関するもの。 

・クレジット会社の対応 … 与信、債権管理、債権回収、消費者からの問い合わせ相談等にお

けるクレジット会社の顧客対応全般に関するもの。 

 

〔加盟店に起因する相談・苦情等（個別方式）〕 

・解 約 … 売買契約、役務提供契約の解除等に関するもの。 

・不 実 告 知 … 契約の勧誘時、成立時等での販売店の不実告知等に関するもの。 

・債 務 不 履 行 … 商品の未納、役務の未提供等に関するもの。 

・倒 産 … 販売店倒産後の対応等に関するもの。 

・虚 偽 記 載 … 申込・契約書の記入事項への販売店の関与等に関するもの。 

・加 盟 店 の 対 応 … 勧誘、販売、商品等の受渡し、アフターサービス、消費者からの

問い合わせ・相談等における販売店の顧客対応全般に関するもの。 

 

〔クレジット契約に関する相談・苦情等（包括方式）〕 

・与 信 関 連 … クレジットカードの申込・発行、更新、利用可能枠の増減等に伴

う審査、与信に関するもの。 

・不 正 使 用 … クレジットカード第三者利用、紛失・盗難、偽造・変造、身に覚

えのない請求等に関するもの。 

・クレジット会社の対応 … 与信、債権管理、債権回収、消費者からの問い合わせ相談等にお

けるクレジット会社の顧客対応全般に関するもの。 

・支 払 関 連 … 支払延滞、支払方法の変更、クレジット会社の督促等に関するも

の。 

・解 約 ・ 退 会 … クレジット契約の解除、クレジットカードの利用停止、随意・強

制退会等に関するもの。 

・支 払 停 止 の 抗 弁 … 抗弁事由、抗弁要件等に関するもの。 

・加 盟 店 管 理 … クレジット会社の加盟店に対する管理・調査等に関するもの。 

・分 割 払 手 数 料 … 手数料の計算方法、表示方法、妥当性等に関するもの。 



13

 

 

 

〔加盟店に起因する相談・苦情等（包括方式）〕 

・解 約 … 売買契約、役務提供契約の解除等に関するもの。 

・債 務 不 履 行 … 売買契約、役務提供契約の債務不履行等に関するもの。 

・加 盟 店 の 対 応 … 勧誘、販売、商品等の受け渡し、アフターサービス、消費者から

の問い合わせ・相談等における販売店の応対に関するもの。 

・詐 欺 … 売買契約、役務提供契約の成立にあたって詐欺行為等が疑われる

もの。 

・手 数 料 の 上 乗 せ … 加盟店手数料の上乗せ等に関するもの。 

・キャンセル未処理 … 販売店が合意された契約のキャンセル処理をしていないもの等に

関するもの。 

・連 絡 先 … 販売店の連絡窓口の問い合わせ等に関するもの。 

・倒 産 … 販売店の倒産等に関するもの。 

・換 金 商 法 … 換金性が高い商品等の購入・換金に関するもの。 

 

〔相談・苦情等への対応〕 

・ア ド バ イ ス … 相談者が相談・苦情等に適切に対応できるように助言等をし、対

応するもの。 

・情 報 提 供 … 相談者へ相談・苦情等案件に関する知識や情報等を伝え、対応す

るもの。 

・他 機 関 紹 介 … 相談者へ一般的な説明をするとともに、相談・苦情等案件の対応

に関してより適切な機関（会員の対応窓口、他の相談機関や個人

信用情報機関等）を紹介するもの。 

・会員への情報提供･連絡 … 相談者の意向と契約を特定するための属性を確認のうえ、会員に

相談・苦情等の内容を伝え、相談者への連絡など適切な対応を依

頼するもの。 

・調 査 ・ 処 理 依 頼 … 苦情等の処理に関する規則に基づいて、会員の相談窓口に書面で

相談案件の調査と申込・契約者との調整結果の報告を依頼するも

の。 

 




