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代金後払いのカードはどれ？Q 1
　買い物の代金を後で支払うことができるカードはどのカードですか？

　①プリペイドカード　　　②電子マネー　　　　③クレジットカード

　④ポイントカード　　　　⑤デビットカード

回答（　　　　　）

さまざまなカード

〈プリペイドカード〉 〈電子マネー〉

〈デビットカード〉

〈クレジットカード〉

〈ポイントカード〉

POINT CARD
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　クレジットカードでは、後払いで商品を購入することができます。なぜそのよ

うなことができるのでしょうか？

　消費者（わたしたち）、お店、クレジット会社との関係を考えながら、回答して

ください。

①　あらかじめクレジットカードの中にお金を貯めてあるから

②　クレジットカードを持っている人にはお店が支払いを待ってくれるから

③　（後で支払いをするという約束のもと）クレジット会社がお店に商品の代金

を立替えてくれるから

回答（　　　　　）

どうして後払いができるの？Q 2

クレジット会社

消費者
(わたしたち)

お店
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　後から代金を支払うしくみのクレジットカード。このカードは、だれでも持て

るのでしょうか？

①　大人ならだれでも持てる

②　銀行に貯金があれば持てる

③　定期的な収入があれば持てる

④　だれでも持てるわけではない

回答（　　　　　）

　それはなぜですか？

　理由

Q 3 クレジットカードって、

だれでも持てるの？
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　クレジットカードを作るときには、クレジットカードの申込書に必要な事項を

正しく記入して、クレジット会社に提出します。

　どのクレジットカードの申込書にもある項目はどれですか？

　以下から選んでください（複数回答可）。

①　住所　　　　　　 ②　氏名　　　　　　③　電話番号（携帯電話番号含む）

④　身長・体重　　　 ⑤　学歴　　　　　　⑥　家族の名前

⑦　借入の額　　　　 ⑧　家族構成　　　　⑨　血液型

⑩　国籍　　　　　　 ⑪　収入　　　　　　⑫　勤務先（学生の場合は学校名）

⑬　趣味　　　　　　 ⑭　好きな食べ物　　⑮　住居（居住年数含む）

回答（　　　　　　　）

　それはなぜですか？

　理由

Q 4 クレジットカードの申込書には、

どんなことを書くの？
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　せっかく手に入れたクレジットカード。使おうと思ったら、お店の店員から「当

店では、このカードは使えません。ほかにカードをお持ちではありませんか？」

と言われてしまいました。なぜでしょうか？

　下図を見ながら理由を考えてみてください。

　理由

Q 5 クレジットカードって、

どこで使えるの？

クレジットカード券面の構成

YOSHIKO SHINYO
0 2 / 17

ICチップ
埋め込まれて
いることがあ
ります

有効期限
月/年（下2ケタ）

通常14 〜16ケタ （券面上は見えない）

カード

カード会員の氏名

クレジット会社の
連絡先

カード番号

ブランドマーク

磁気ストライプ

署名欄

注意事項

セキュリティコード

磁気ストライプ

5



Q 6 後払いの仕方にはどのようなもの

があるの？

　クレジットカードを利用したら、後日、支払いをしなければなりません。

　どのように支払えばよいのでしょうか？

①　利用した翌月に必ず一括で支払わなければいけない

②　クレジットカードの種類によるが、利用した翌月に一括で支払う方式に加

え、別の支払方式をえらべることもある

③　お金に余裕のある月に支払えばよい

回答（　　　　　）
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　家のテレビが壊れてしまったので、買い替えることになりました。

　お店にいって、買いたいテレビ（12万円）が見つかったので、購入することにしました。分割払

いとリボルビング払いを利用した場合の支払額を計算してみましょう。

1．分割払いの場合

　下の表の条件で、12回の分割払いで、テレビを購入する代金の、月々の支払額を計算してく

ださい。

計算してみよう！

　手数料は、商品の現金価格に「現金価格100円あたりの手数料額」を乗じて、100で

割れば求められます。

　　　　現金価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  手数料

　　120,000  ×（　　①　　）÷  100　＝（　　②　　）

　次に、支払総額を求めます。

　　　　現金価格　　　　　　  手数料　　　　　　　支払総額

　　120,000  ＋（　　②　　）＝（　　③　　）

　最後に月々の支払額を計算します。

　　　　  支払総額　　　　  支払回数　　　 月々の支払額

　　（　　③　　）÷  12回  ＝（　　④　　）

　なお、月々の支払いで100円単位未満の端数が出たときには、その端数を第1回目の

支払額に加算されるのが一般的です。

　　　　　　　　　　　　　　　　  月々の支払額　      100円単位未満端数　　

　第1回目の支払額　　　（　　④　　）＋（　　⑤　　）×  11回

　第2回目の支払額　　　（　　⑥　　）

商　　品　：　42インチテレビ
現金価格　：　120,000円

クレジット会社が定める支払回数と手数料率

支払回数 3 6 12 24

支払期間 3か月 6か月 12か月 24か月

実質年率（％） 10.5 11.0 11.5 12.5

現金価格100円
あたりの手数料額（円）

1.76 3.23 6.34 13.54

現金価格100円あたりの
手数料額

7



2．リボルビング払いの場合

　下の表の条件で、定額方式のリボルビング払いで、テレビを購入する代金の、月々の支払額

を計算してください。

購入月  …………………………………… 4月

第1回支払月  …………………………… 5月

今月の残高  ……………………………… 120,000円

月々の支払額  …………………………… 10,000円（定額方式）

クレジット会社が定める手数料率  …… 年12.6％（実質年率）

手数料の支払方式  ……………………… ウィズアウト方式※

※リボルビング払いにおける手数料の支払方式には、月々の支払額に手数料を含めて払う「ウィズイン方式」と、

月々の支払額とは別に手数料を払う「ウィズアウト方式」とがあります。

※わかりやすいように、締日、支払日は考えないで計算します。

　手数料は、支払残高を基に手数料を計算しますので、

　　　    支払残高　　　　　  手数料率　　　　　　　　　　　　　　　   初回の手数料

　　120,000  ×（　　①　　）％  ×　　　　　＝（　　②　　）

　第1回支払月の支払額は、

　　 月々の支払額　　　  初回の手数料　　　　　　支払額

　　10,000  ＋（　　②　　）＝（　　③　　）

　翌月に残る支払残高は

　　　  　支払残高　　　  月々の支払額　    翌月の支払残高

　　120,000  －  10,000  ＝  110,000

　翌月の支払額は、

　　  翌月の支払残高　　　 　手数料率　　　　　　　　　　　　　　　  2回目の手数料

　　110,000  ×（　　①　　）％  ×　　　　　＝（　　④　　）

　　　 月々の支払額　　　 2回目の手数料　　　　　  支払額

　　  10,000  ＋（　　④　　）＝（　　⑤　　）

　リボルビング払いの支払い中に、テレビ以外のものをリボルビング払いで購入しなければ、

支払残高がなくなるまで、上記計算を繰り返すと毎月に支払わなければならない額を

算出することができます。

　リボルビング払いの支払い中に、テレビ以外のものをリボルビング払いで購入したとき

には、その利用金額を支払残高にプラスして計算してください。　

31日
365日

30日
365日
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Q 7 クレジットカードの貸し借りって、

できるの？

　クレジットカードを持っていない友人からカードを貸してほしいといわれまし

た。どうしたらいいのでしょうか？

①　家族間での貸し借りは自由だが、友だちには貸してはいけない

②　親しい友だちだったら貸してもよい

③　たとえ家族や親しい友だちであっても貸してはいけない

回答（　　　　　）

　貸したクレジットカードを友だちが利用した場合、クレジット会社に支払いを

しなければならないのは誰ですか？

④　カードを利用した友だち

⑤　カードを貸した自分

⑥　支払う必要はない

回答（　　　　　）

9



Q 8 クレジットカードの裏面にするサイ

ンって字体や書体が決まっているの？

　クレジットカードの裏面には、サインをするところがあります。

　漢字で書いた方がよいのでしょうか？ローマ字で書いた方がよいのでしょう

か？

①　漢字で書く方がよい

②　ローマ字で書く方がよい

③　どちらでもよい

④　カードを落としたときに真似をされてしまうからサインをしないほうがよい

回答（　　　　　）

カード会社名
連絡先

ご署名（AUTHORIZED SIGNATURE）

1234 567

ここに
　サイン！

ここに
　サイン！

〔カード会社用〕 〔お客様控え〕 〔加盟店控え〕
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　前から欲しかった商品が値下げになっていたので、クレジットカードで購入し

ました。後日、クレジット会社から送られてきた利用明細を確認したところ、値

下げ前の金額になっていました。

　あわてて保管しておいた伝票の控えを確認したところ、値下げ前の金額になっ

ており、気がつかずに伝票にサインしてしまったようです。

　いったいいくら支払わなければならないのでしょうか？

①　請求された金額（値下げ前の金額）

②　値下げされた金額

③　間違っていたので支払いはしない

回答（　　　　　）

　それはなぜですか？

　理由

Q 9
間違った金額に気がつかず、利用
伝票にサインをしてしまったので
すが、いくら支払わなければなら
ないの？
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　クレジットカードは、事前に暗証番号を設定することが必要です。暗証番号には、

どのような数字がよいと思いますか？

①　自分の誕生日

②　自宅や携帯電話の番号

③　ペットの誕生日など、他の人に推測されにくい番号

回答（　　　　　）

　それはなぜですか？

　理由

Q10 クレジットカードの暗証番号は

どんな番号がいいの？
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　旅行先でクレジットカードを利用しました。

　旅行から帰ってきて、お金の計算をしようとして財布の中を見てみたら、クレ

ジットカードがないことに気がつきました。

　どうしたらよいのでしょうか？

①　拾ってくれた人から連絡が来るのを待つ

②　すぐに警察とクレジット会社に連絡する

③　どこで落としたかが分かった時にクレジット会社に連絡する

④　クレジット会社から連絡がくるまで特に何もする必要がない

回答（　　　　　）

Q11 クレジットカードをなくしたら、

どうすればいいの？
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　クレジットカードは便利なものなのですが、使いすぎてしまう恐れもあります。

　上手にクレジットカードを利用するためにも、利用状況の確認や支払いの管理

をしっかりしたいのですが、どうしたらよいでしょうか？

①　利用した金額を記憶しておく

②　クレジット会社から送られてくる毎月の利用明細を確認する

③　口座から引き落とされるので特になにもしない

回答（　　　　　）

Q12 クレジットカードの利用や支払い

の管理はどうしたらいいの？
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　最近ではインターネット上でお買い物をする機会が増え、それにともない、決

済手段としてクレジットカードの利用も増えてきています。

　一般のお店の店頭でクレジットカードを利用することに比べて、インターネッ

ト上で利用する場合、何か注意することがあるのでしょうか？

①　利用しようとするサイトが安心できるサイトかどうか確認して、連絡先や

利用内容等の記録をとっておく

②　日本語で表示されているサイトしか利用しない

③　何かあればクレジット会社に相談すればよいので、とくに何も注意するこ

とはない

回答（　　　　　）

Q13 ネットショッピングで注意する

ことはなに？
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Q14 クレジットカードの利用で困ったこ

とがあった場合、どうしたらいいの？

　クレジットカードを利用してお買い物をしました。家に持って帰ってみたら、

その商品がこわれていました。

　どうしたらよいのでしょうか？

①　クレジット会社に連絡する

②　商品を作っている会社（メーカー）に連絡する

③　買ったお店に連絡する

回答（　　　　　）

　今月の支払いがむずかしい場合、どこに相談したらよいのでしょうか？

④　クレジット会社に相談する

⑤　買ったお店に相談する

⑥　今月だけならどこにも相談する必要はない

回答（　　　　　）
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　新聞を読んでいたら、「多重（・多額）債務」という言葉がでてきました。どの

ようなことを言うのか調べてみましょう。

　また、どのような原因で「多重（・多額）債務」になってしまうのか、考えて

みてください。

　理由

Q15
「多重（・多額）債務」という言葉を
よく聞きますが、何が原因でおこ
るものなの？
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1504-2-55000

クレジット教育センター
〒103-0016　東京都中央区日本橋小網町14-1

TEL 03-5643-0011

□カードの裏面にはサ
インをしよう。

□カードの暗証番号は
しっかり管理するこ
とがとっても大事。

□カードは他人に貸さ
ないようにしよう。

クレジットカード
のルールを
チェック！

□カードの伝票や利用
明細書はしっかり確
認しよう

□カードは、無理なく
計 画 的に 利 用しよ
う。


