
参考：「キャッシュレス調査の結果について」　一般社団法人キャッシュレス推進協議会

北海道立消費生活センター

トラブルの
事例

被害の
予防対策

ポイント還元事業登録者の増加に伴い「キャッシュレス決済」は増加し、
ネット通販や通信手段の拡大に伴い、「決済手段が多様化」しています。

特に60代が利用する割合が多い！
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①クレジットカード ②デビットカード ③電子マネー（交通系） ④QR／バーコード
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キャッシュレスの
仕組みを理解

キャッシュレス決済の
利用頻度増加

4割に！
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リボ払いで残債が減らない？！
3年前くらいからクレジットカード2社で買い
物とキャッシングを利用して、リボ払いで返

済しているが、残債が約220万円もあり減らない。収
入はアルバイトの収入のみで月7万円。カードは既に解
約されている。

　　　 アドバイス
クレジットは信用を元にした取引、つまり借金です。失業などで収入が
なくなるリスクなど未来の経済状況は誰にもわかりません。無理のない
返済計画をたててから利用しましょう。また、借金返済のためのキャッ
シングはやめましょう。万一、多重債務に陥ってしまったら、経済的な立
ち直りを図る債務整理という方法もあります。返済に困ったら一刻も早
く専門の相談窓口に相談しましょう。

事例
2

思いがけない病気で支払いが困難に
通販で、洋服・ゲーム等の多くの買い物をし
て、12月のボーナス払いを予定していたが、

11月に病気になり退職して失業してしまった。支払が
滞り、2社の法律事務所から督促状が届いている。

事例
1

クレジット【credit】は信用という意味です。
商品やサービスなどの決済において、カード保有者の信用によって後払いができるカードのことです。

カード会社はカードの申込をした人の収入や経済状況等を調べたうえで審査を行い、その信用情報を基にカードを発行しま
す。カード発行後はそのカードを利用できる店舗、又は、ネット通販サイトで利用できます。そのほか、ICカード、キャリア決済
やQRコード決済にあらかじめカード情報を登録しておき利用することもできます。

クレジットカード利用のチェックポイント

クレ ジット カ ード ってなに？

支払い方法

一括払い

分割払い

リボルビング払い（リボ払い）

支払い方法の選択

1回払い、ボーナス1回払いなど

購入のつど、3回、6回、10回払いなど、支払い回数を決めて支払う

支払い残高を元にあらかじめ設定した毎月一定額を支払う

手数料（利息）

かからない

購入金額と支払い回数に応じた手数料がかかる

支払い残高に応じた手数料がかかる

主な支払い方法

クレジットカードの仕組

※1 個人信用情報機関とは個人のクレジット各社との利用情報等が登録されている機関。キャッシングについては総量規制がある。
※2 与信審査とは、取引相手の返済能力の信用度を審査することです。

CHECK
POINT クレジットカードの事例

CASE STUDY

●カードと一緒に送られる会員規約等には利用可能枠・支払日・
手数料など重要なことが書かれているので確認後、大切に保
管しましょう。

●カードが送られてきたら、裏面にサインをしましょう。カード
は家族でも友達でも絶対に渡してはいけません。子供が勝手
に使用したとしても、親の管理責任が問われ、原則カード会員
が支払うことになります。

●支払いが期日に遅れたり、支払われなかった場合は、事故情報
として個人信用情報機関に登録され、一括で請求されたり、そ
の後、カードを解約されたりすることがあります。必ず支払い
期日を守りましょう！

●カードを紛失した場合は、カード会社と警察にすぐに届出しましょう。

●暗証番号を生年月日などの番号にして悪用された場合は、損害
が補てんされない場合があります。悪用されていないか、利用
明細は毎月確認しましょう。

カード発行の手順 三者間取引

カード会社 お店（加盟店）

利用者

カードの照会

立替払い

支払
い

請求

商品の購入引き渡し

収入

経済状況

カード会社

①カードの申込

③カード発行

②与信審査※2

利用者

OK！

個人信用情報機関※1②問
合せ

220万

督
促
状

督促状



リボルビング払い（リボ払い）の仕組

利用する際には、運営サイトに以下の対策がされているかを確認しましょう。

●SSL/TLS（情報の暗号化）などの対策がとられているか。

●ブラウザの上部または下部にセキュリティの安全を示す
鍵マークがあるか。

●カード番号、有効期限に加えて、3Dセキュ
ア（インターネットでカードを使用するた
めに事前にクレジット会社にパスワード
を登録しておく本人認証の方法）などの追
加認証が導入されているか。

サイト上にカード情報が残っていると他の
人に使われる可能性があるので、利用した
後は、カード情報を残さないようにしま
しょう。

インターネットサイトで利用する際のチェックポイント

デ ビット カ ード
ってなに？支

払
い
方
法 残高スライド方式

利用残高の大きさに関係なく毎月一定額を支払う
方式

支払残高の大きさに応じて、毎月の支払額が
段階的に増減して支払う方式

定額方式

※カードによっては一定の支払額に手数料を含めて支払う方式もあります。

定額方式

残高スライド方式

種
類

利
用
方
法

国際ブランド提携
デビットカード

国際ブランドが使用
できる加盟店で
カードを提示して
使用します。

ジェイデビットカード

銀行が発行するキャッシュ
カードを提示して使用します。
ジェイデビット加盟店のみで
使用。

5月 6月 7月 8月 9月

支払残高 12万円 10万円 8.5万円

2万円2万円2万円2万円
手数料手数料

月々の支払

10.5万円

毎月定額で2万円支払いコースを選んでいる場合（例）

パソコン
12万円購入 かばん

2.5万円購入

支払残高が
ある限り

支払いは続く

POINT 月々の支払いはあらかじめ決めた一定額＋手数料

5月 6月 7月 8月 9月

支払残高 12万円 10万円 8.5万円

1万円2万円2万円2万円
手数料手数料

月々の支払

10.5万円

支払残高

月々の支払額

10万円未満

1万円

10～20万円未満

2万円

の条件に
なっている
場合（例）

20万円以上

10万円毎に1万円プラス

POINT 月々の支払いは支払残高の大きさに応じた一定額＋手数料

支払残高が
ある限り

支払いは続く

支払残高が10万円未満なので当月の支払額が変わる

パソコン
12万円購入 かばん

2.5万円購入

クレジットカードは後払いですが、デビットカー
ドは使った即時に銀行口座から引き落とされる
カードです。
原則、銀行口座残高を上限としていますので、使い
過ぎを防止できます。
デビットカードには
大きく分けて2種類あ
ります。

●毎月一定額の支払いのため、実際の借
入残高の総額が見えにくくなり、つい
利用しすぎてしまうことがあります。

●残高を考慮せずに利用していると、リ
ボルビング払いの手数料※3は実質年率
約15%～20%が設定されているため、
支払い残高が増えて、支払い期間も延
びてしまったり、その後の生活設計に
大きな影響が出てしまったりする可能
性があります。利用はよく考えて、最小
限にとどめましょう。

※3 キャッシングの場合はみなし利息として扱う

リボルビング払いのチェックポイント

CHECK
POINT CHECK POINT

例

例

国際ブランドとは、世界中でいつでもクレジット
カード決済が可能なシステムを提供している会
社のことです。

【主な国際ブランド】

ビザ ジェーシービー

ダイナースクラブマスターカード

クレジットカード番号
有効期限

IDやパーソナルメッセージ

パスワード

+

https://www…

https://www…

DEBIT CARD

1234 5678 9012 3456
NAME



本当に友人！？
不審なメッセージに気をつけて！
知人からSNSで「コンビニで5万円分の電

子マネーを買ってほしい」と頼まれ、すぐに購入し
てコードを写真に撮りSNSで送った。不審に思い電
話をしたところ、知人から「アカウン
トを乗っ取られた」と言われた。
なりすまされた相手に電子マ
ネーを騙し取られたと思うが
どうしたらよいか。

電子マネーでの請求には注意！！

スマートフォンで無料のアダルトサ
イトを開き画面を進めていたら、突然「登録完
了」となった。退会には30分以内に電話が必要
とあり、架電したところ、「退会するためには
コンビニで電子マネーを43万円分購入し、ID
番号を電話で伝えるように。」と言われた。支
払わなければならないか。

再販売された
電子ギフト券には要注意！！
ネットの電子ギフト券転売サイト

で38万円分のギフト券を購入した。別の通
販サイトで買い物をして、その電子ギフト
券で支払ったら、数時間後に通販サイトか
ら「利用規約違反によりギフト券をすべて
無効にする。」とメールが来た。返金を求め
たが断られた、納得できない。

予め現金をチャージまたはクレジットカードの自動チャージを設定したカードやスマートフォンなどで支払いをすることができる電子の お金です。誰でも作ることができ、現金を持ち歩かず買い物がスピーディに行えます。
支払手段のタイプは様々ですが、ここでは大きく3種類を説明しています。

電子マネーってなに？

ICカード型 サーバー型
プラスチックカードにICチップが入っており、カード端末に「ピッ」とかざすだけで
支払いができます。

インターネット上で電子化したデータで決済を行います。
コンビニなどで希望する金額分のギフトカードを購入し、
カードに記載されたID番号（文字や数字の羅列）をネット
ショップやサービスの決済時に使用します。

ICカードに店舗でチャージしたり、
クレジットカードと関連付けすること
で、入金することもできます。 

駅の改札やバスなどに設置された端末
にカードをかざすだけで、決済が可能
です。  

決済専用

楽天Edy、nanaco、WAONなど

タ
イ
プ

支
払
い
方
法

種
類

使
用

場
所

Suica、Kitaca、PASMO、SAPICAなど
iTunesギフトカード、Googleplayギフトカード、
Amazonギフトカード、ウェブマネーなど

店舗 地下鉄やバスなどの公共交通機関 ネットショッピングやアプリの課金など

交通乗車券兼用

① カードタイプ

※インターネットでIDを購入し、チャージする方法もあります。

カードタイプの事例
CASE STUDY

　　　 アドバイス
●SNSのアカウントを乗っ取り、電子マネーを購
入させる悪質な詐欺です。早急に電子マネー発行
事業者に連絡し、当該電子マネーの利用停止を依
頼し、警察にも相談しましょう。
●最近では不正ログインの被害が多発しています。
突然アカウントが利用不可能になってしまった
場合は、乗っ取り被害に遭っている可能性があり
ます。利用中のSNSにおいて必要な手続きを早急
に行いましょう。
   【参考】LINEへの不正ログインに対する注意喚起
   https://linecorp.com/ja/security/article/251

退会には30分以内に連絡

登録完了

電子マネー
を買って
欲しい

利用規約
違反により
無効GIFT

CARD

●紛失等により他人に使用されてしまう危険性があります。
●カードの有効期限は確認が必要です。
●原則として払い戻しは出来ません。
●クレジットカードと関連付けすると、残金が設定額を下回った時オート
チャージされるため、使いすぎに注意が必要です。

●一般的に、転売や換金が禁止されてお
り、それらを使用した場合に規約違反と
みなされる場合があります。
●カードを渡さなくても、記載されているID番号を
伝えてしまうと、電子マネーの価値を渡したこと
になってしまうので注意が必要です。

CHECK
POINT

CHECK
POINT

事例
1

事例
2

事例
3

　　　 アドバイス
●アダルトサイト側と相談者の双方では契約の意
思の合致がないため、契約は不成立と考えら
れます。支払わずに請求は無視しましょう。

●近年、不当請求では電子マネーを購入させる
ケースが多くみられます。電子マネーのID番
号を相手に使用されてしまうと、救済が極め
て難しくなるので、第三者にID番号を教える
ことは絶対にやめましょう。

　　　 アドバイス
電子ギフト券の発行会社の利用規約では、
電子ギフト券の再販売は禁止されている
ものもあり、規約等に違反する場合は、電
子ギフト券が無効、返金不可、アカウント
を停止する旨の記載があります。ネット上
で電子ギフト券が安く売られていたとし
ても、電子ギフト券発行会社の利用規約を
よく確認しましょう。

ギフト券を
登録する

0123456789
¥5,000

登録する

repaid card ¥5,000

repaid card ¥5,000012 3 4 5 6 7 8 9 0123456789

S h o p p i n g  I D

ICIC



それぞれの
特徴を理解して

おこう！予め現金をチャージまたはクレジットカードの自動チャージを設定したカードやスマートフォンなどで支払いをすることができる電子の お金です。誰でも作ることができ、現金を持ち歩かず買い物がスピーディに行えます。
支払手段のタイプは様々ですが、ここでは大きく3種類を説明しています。

② コード決済（QR・バーコード）
ユーザースキャン方式 ストアスキャン方式

店側が掲示したコードを利用者
が自分のスマートフォンなどで
読み込み、支払金額を入力して
店側に確認してもらい「支払う」
「OK」などをタップすれば決済
が完了します。

利用者側が自分のスマート
フォン画面に支払情報が埋め
込まれたコードを表示させ、
それを店側がスキャナーで読
み込み決済が完了します。 
  

●アプリに事前にチャージした残高から決済する方法（プリペイド方式）
●銀行やデビットカードと関連付けをし、購入直後に即時払いの決済をする方法（即時払い）
●クレジットカードと関連付けをし、利用した金額が後日引き落としされる決済方法（ポストペイ方式）
●各キャリアが提供するキャリア決済（下記参照）

読
込
方
式

支
払
い
方
法

種
類 PayPay（ペイペイ）、LINE Pay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイなど

サービスを提供する店舗側や、利用者側がコードを読み込むことで、
決済アプリやクレジットカードから利用額が引き落とされる仕組みです。

③ 携帯会社（キャリア）における決済 スマートフォンやパソコンを使ってインターネット上で購入した商品やゲーム等の代金を、
各キャリア（docomo、Softbank、au）の月額料金とまとめて支払える決済方法です。

●手続きが簡単なため使いすぎに注意が必要です。

●支払いが困難になると、携帯電話が止められてしまう
可能性があります。

●支払いが困難になり契約解除になってしまった場
合、通信事業者間に不払いユーザーとしての情報が
交換されてしまうため新たに携帯電話を契約するこ
とが難しくなります。
※ユーザー情報の交換については各キャリアとの契約約款の規定に基づいて
同意がされています。

※各キャリアが提供するキャリア決済

※最大利用限度額は、契約年数や年齢等によって変動有

docomo
キャリア
決済名

利用条件

支払方法

最大利用限度額

使用場所

au SoftBank

ドコモ払い auかんたん決済 ソフトバンクまとめて支払い

docomoユーザー auユーザー SoftBankユーザー

通信料合算 通信料合算 通信料合算

100,000円/月 100,000円/月 100,000円/月

インターネット上 インターネット上 インターネット上

CHECK POINT

ピッ

コード決済の事例
CASE STUDY

クレジットカードと連動！？設定を要確認！
スマートフォンの電子書籍アプリで間違って1万円の購入
をタップしてしまい、二次元コード決済が完了してしまっ

た。以前同アプリでクレジットカードと関連付けし
てある二次元コードで決済したことがあり、簡単
に連動され決済が完了してしまったようだ。事
業者はキャンセルには応じてくれずどうしたら
よいか。

　　　 アドバイス
通信販売の返品や解約は、基本的に規約に従うことになります。利
用規約上でポイント購入後のキャンセルに応じないとしていれば、
その規約に従うことになります。スマートフォンの設定でアプリ内
課金を自動で行われないように設定するなどしておきましょう。

アカウントが利用停止！？利用規約違反に注意！
フリマアプリの運営会社が、QRコード決済を取り入れ、新規で利用
すると1,000ポイントが紹介者と自分に貰えるキャンペーンを

行っていた。機種変後にフリマアプリのアカウントをもう一つ取得し、2つ
アカウントを持っていたのでキャンペーンに申し込
んだら、2つのアカウントが無期限停止になって
しまった。1つのアカウントには4,000円程売り
上げが残っていた。復活させてほしい。

　　　 アドバイス
利用規約があれば原則規約に従う事になります。複数のアカウントを所持
することは利用規約違反にあたり、当該事業者の判断として無期限利用停
止措置の対応となってしまったと考えられます。多彩なキャンペーンが
次々行われていますが、利用規約違反にならないよう、注意しましょう。

無期限
停止

無期限
停止

事例
1

事例
2

●残高には使用期限があり、現金化が出来ない場合や、現金化するときに手数料を引かれる場合があります。
●スマートフォンの充電がなくなると使えません。
●コード決済に対応していない店舗では使用できません。

CHECK
POINT



このパンフレットは、金融広報中央委員会の助成を受けて北海道が作成しました。
金融広報中央委員会（事務局：日本銀行情報サービス局内）は健全で合理的な家計運営のために、都道府県金融広報委員会、政府、日本銀
行、地方公共団体、民間団体等と協力して、中立公正な立場からの正確で分かり易い「金融経済情報の提供」と一人ひとりが賢い消費者と
して自立するための「金融経済学習の支援」を積極的に展開しています。 詳しくはWebで http://www.shiruporuto.jp

編集・発行/北海道立消費生活センター（指定管理者：一般社団法人北海道消費者協会）　〒060-0003  札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館西棟 2020年3月発行

最近は、ネット通販などでクレジットカードとは違う、立替払い型の後払いができるシステムが出てきています。
お金がなくても1か月あたりの一定額の範囲であれば、与信審査※2なしで後払い決済サービス会社に立替えをしてもらうことで、その
場で決済ができるサービスです。代金は、商品が届いた後で、数か月経ってから請求書が自宅に届き、コンビニまたは、金融機関で支払
います。後払い手数料が無料のものと一定額の後払い手数料を支払うタイプのものがあります。金融機関で支払う場合には、さらに手
数料がかかります。何か問題があった場合は、後払い決済サービス会社にも連絡が必要な場合があります。

北海道立消費生活センター案内道民の消費生活の安定と向上のために

北海道立消費生活センターでは、消費者
トラブルに関する相談を受け付けてい
る｢消費生活相談｣のほか、消費者の苦情
などによる生活用品の品質や食品の安
全性を確かめる｢商品テスト｣を行った
り、消費生活に関する消費者教育啓発講
座を開催したりしています。また、施設
見学も随時受け付けていますので、お気
軽にご利用ください。

困ったときは、ひとりで悩まず相談しましょう!

アスティ45

センター
ビル

ポール
スター札幌

京王プラザ
ホテル

かでる
2.7

道警
本部

別
館
西
棟

南口

道庁
本庁舎

赤れんが
庁舎

道庁
駐車場

立体
駐車場

JR札幌駅

地
下
鉄
南
北
線

植
物
園

10番出口

北海道立消費
生活センター

道庁
別館

開館時間：午前9時～午後5時　相談受付：午前9時～午後4時30分　※土日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）は休館です。
アクセス：JR…札幌駅南口から徒歩10分　　地下鉄…南北線・東豊線「さっぽろ」駅下車、10番出口から徒歩8分

CHECK POINT 未成年者の契約は親権者の同意が必要です。同意のない契約は取り消すことができます。

北海道立消費生活センター

相談専用電話
受付時間 平日／午前9時～午後4時30分

050-7505-0999

〒060-0003
札幌市中央区北3条西
7丁目北海道庁別館西棟
TEL（代表）：011-221-0110
FAX：011-221-4210
http://www.do-syouhi-c.jp

検索北海道立消費生活センター

消費者
ホットライン

全国共通の電話番号「消費
者ホットライン」では、お住ま
いの市町村など、お近くの消
費生活相談窓口をご案内し
ます。

「嫌や！」泣き寝入り
い や

188
いやや

「自分だけは大丈夫」なんて思っていませんか？
北海道立消費生活センターには若者から高齢
者まで幅広く消費生活相談が寄せられていま
す。多様化する消費者トラブルの予防、早期発
見、拡大防止で「ほっと」するために、「ホット
な」関連情報を定期的に配信します。

発行：北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課

消費者ほっとメール
消費者被害防止メルマガ

検索北海道のメールマガジン

http://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/

立替払い型の後払い決済サービス（請 求 書 払 い）
その他

500円の化粧品が…毎月届く定期購入契約だった？！
高校生だがSNS広告を見てネット通販で500円
の化粧品クリームを注文した。後から請求書が

届きコンビニで支払った。しかし、1か月後に、再度商
品が届き定期購入契約だとわかったが、2回目以
降は6,000円で高くて支払えない。最初の購入も
親には相談していない。

立替払い型の後払い決済サービスの事例
CASE STUDY

　　　 アドバイス
クレジットカードを持たない消費者でも利用できる便利な決済手段
ですが、消費者の支払能力は予め調査していないため、後から支払い
ができないといったトラブルが増えています。トラブルが起きても、
販売店と話し合うようにと対応してくれないケースもあります。未成
年者の場合は、購入する際には、親権者の同意を得て、定期購入契約か
どうかをよく見てから購入するようにしましょう。

バーチャルプリペイドカードでトラブルに？！
中学生だがSNSで副業を探していたら、バーチャルプリペイド
カードに2万円をポチッとチャージするだけで、3,000円

の報酬がもらえるバイトを見つけた。すぐにチャー
ジし、フリマアプリのポイント3,000円を貰った。
2万円は支払っていない。その後、後払いシステム
の会社から2万円の請求書が何度も来る。

　　　 アドバイス
最近は、「カードを作れない高校生でも作れる。」といった謳い文句で、後
払い式のバーチャルプリペイドカードを作らせ悪質なサイトで使用させ
られるケースが増えています。審査を受けずに作れることや未成年者で
あっても、親の承諾欄にチェックを入れれば、お金がなくてもすぐに決済
できるので、便利なようですが、後から必ず請求されることになります。
安易な利用はやめましょう。

CHARGE

ポチッBEAUTY
CREAM

定期購入

2回目以
降

6,000円

事例
1

事例
2

※2 与信審査とは、取引相手の返済能力の信用度を審査することです。

立替払い型の後払い決済サービスとは？
❶～❷注文から納品まではサイトが行います。

❸～❹消費者への請求と支払い確認は、
後払い決済サービス会社が行います。サイト消費者

❶ 注文

❷ 納品

❸ ご請求

コンビニ等で支払い

❹ 立替払い

個人情報

後払い決済
サービス会社


