
　 　年　　　組　　名前

プリペイドカード    1000 円ほど

     　　 　 円ほど

     　　　  円ほど

(例) 本 書店 図書カード

消費者がクレジットカード会社にカードを申し込むと、カード会社は消費者の (　　　　　　　　　　　　) や

(　　　　　　) 、いわゆる (　　　　　　) を調査し、問題が無ければカードを発行します。消費者が買物をす

る時にカードを提示すると、販売店はカード会社にカードが利用可能かどうか (                 ) し、

 (            ) 後に商品を引き渡します。その後、カード会社が代金を (　　　 　　        　　) し、後日消

費者がカード会社に代金を支払います。

【3】 キャッシュレス決済 支払いのタイミング

     　　　  円ほど

【2】 キャッシュレス決済のメリットとデメリット

【1】で記入したキャッシュレス決済について、メリットとデメリットを考えましょう。

メリット デメリット

　商品・サービスの提供を
　受ける前にお金を支払う

ワークシート「キャッシュレス決済」

【1】 私たちの生活とキャッシュレス決済

あなたは、どんなキャッシュレス決済を使って、商品やサービスを購入していますか。

何を? どこで? サービスの名称 種類 1ヶ月の合計額は?

プリペイドカード(　　　　　)払い

表を完成させ、自分が経験したことのある支払い方法に〇を付けましょう。

支払い方法
経験した

ことがある支払いのタイミング 種類

【4】 クレジットカードの仕組み(三者間契約)

（　　　　　　　） に当てはまる語句を入れましょう。

　商品・サービスの提供を
　受けると同時にお金を支払う

　商品・サービスの提供を
　受けた後にお金を支払う

デビットカード

クレジットカード

(　　　　　)払い

(　　　　　)払い



① キャッシュレス決済の注意点

１）　キャッシュレス決済を （　                              　  ） が違う場合があることを意識する。
２）　後払いは、（　                     　）、（　                   　）、（　                   　） を必ず確認する。
３）　（　                                  　） ので、使い過ぎに注意する。

                   　円                    　円

【7】キャッシュレス決済の注意点

②　ひさしのような状況に陥らない為、あなたはどんなことを注意しようと思いますか。

          回　（　　　　　年　　　　ヶ月　)

支払い総額は? 手数料は?

（　　　　　）払い  購入する商品ごとに (　                                   　 )。  あり（    %～    %程度）

（　　      　　　）
払い

 (　                                 　  ) を、利用代金の残高が
 無くなるまで支払う。

 あり（      % 程度）

【6】 分割払いとリボルビング払いの違い

① 映像の説明を参考に、分割払いとリボルビング払いの月々の支払い額を記入しましょう。

②　（　　　　　　　） に当てはまる語句を入れましょう。

分割払いは、各商品の代金が (　　          　) される。リボ払いは毎月の支払いは （　       　 ） だが、
（　　              　　) が伸びる。伸びた分だけ （　　         　　） が増える。

③ 60万円をリボ払い(実質年率15%・元利定額)で月2万円ずつ支払った場合、どうなるでしょう。

支払い期間は?

【5】 クレジットカードの支払い方法

表を完成させましょう。

支払い方法 手数料（実質年率）

（　　　　　）払い  翌月または翌々月に (　                   　)。



(例) 本   書店   図書カード プリペイドカード    1000 円ほど

　お菓子、ジュース コンビニエンスストア    2000 円ほど

　文房具 ネット通販 　ＰａｙＰａｙ ＱＲコード決済    1000 円ほど

 　　　　 　 円ほど

プリペイドカード　ｎａｎａｃｏ

ワークシート「キャッシュレス決済」

  　　年　　　組　　名前

【1】 私たちの生活とキャッシュレス決済

何を? どこで? 1ヶ月の合計額は?サービスの名称

あなたは、どんなキャッシュレス決済を使って、商品やサービスを購入していますか。

種類

消費者がクレジットカード会社にカードを申し込むと、カード会社は消費者の (　 返済する意思 　) や

(   能力   ) 、いわゆる (   信用   ) を調査し、問題が無ければカードを発行します。消費者が買物を

する時にカードを提示すると、販売店はカード会社にカードが利用可能かどうか (     照会    ) し、

(   承認   ) 後に商品を引き渡します。その後、カード会社が代金を (   　立替え払い 　  ) し、後日消

費者がカード会社に代金を支払います。

（　　　　　　　） に当てはまる語句を入れましょう。

【2】 キャッシュレス決済のメリットとデメリット

【4】 クレジットカードの仕組み(三者間契約)

【1】で記入したキャッシュレス決済について、メリットとデメリットを考えましょう。

表を完成させ、自分が経験したことのある支払い方法に〇を付けましょう。

　商品・サービスの提供を
　受けると同時にお金を支払う

　商品・サービスの提供を
　受けた後にお金を支払う

メリット

（例）
　・お金を持ち歩く必要が無い。
　・プリペイドカードは、あらかじめ決められた
　 金額しか使えないので、お金を使い過ぎない。
　・スマホ決済は簡単で便利。
　・ポイントが溜まる。

デメリット

（例）
　・残額の管理が面倒。
　・お金が減らないから、使い過ぎてしまう。
　・使えない店がある。
　・スマホ決済は、使い過ぎると親に怒られる。

　事前に現金などで
　チャージ

支払い方法
経験した

ことがある

　銀行からお金が
　即時に引き落とし

【3】 キャッシュレス決済 支払いのタイミング

〇

　銀行からお金が
　後で引き落とし

　商品・サービスの提供を
　受ける前にお金を支払う

支払いのタイミング 種類

（　　前　　）払い

（　即時　）払い

（　　後　　）払い

プリペイドカード

デビットカード

クレジットカード



① 映像の説明を参考に、分割払いとリボルビング払いの月々の支払い額を記入しましょう。

②　（　　　　　　　） に当てはまる語句を入れましょう。

支払い期間は?

       38 回　（　　3　年　2　ヶ月　)

① キャッシュレス決済の注意点

分割払いは、各商品の代金が (　　上乗せ 　) される。リボ払いは毎月の支払いは （　 一定　 ） だが、
（　　支払い期間　　) が伸びる。伸びた分だけ （　　手数料　　） が増える。

③ 60万円をリボ払い(実質年率15%・元利定額)で月2万円ずつ支払った場合、どうなるでしょう。

（例）
  ・ 複数のクレジットカードを所有しない。
　・ クレジットカードを使う場合は、利用明細を毎月確認する。
　・ 使える金額や、支払いのタイミングを考える。

【7】キャッシュレス決済の注意点

②　ひさしのような状況に陥らない為、あなたはどんなことを注意しようと思いますか。

支払い総額は?

756,385　円

手数料は?

156,385　円

１）　キャッシュレス決済を （　  使う時と、支払い時期　  ） が違う場合があることを意識する。
２）　後払いは、（　  手数料の有無  　）、（　  支払い総額  　）、（　  支払い期間  　） を必ず確認する。
３）　（　  お金を使った感覚が薄い  　） ので、使い過ぎに注意する。

表を完成させましょう。

支払い方法 手数料（実質年率）

【6】 分割払いとリボルビング払いの違い

【5】 クレジットカードの支払い方法

 なし

 (　  あらかじめ設定した金額　  ) を、利用代金の残高が
 無くなるまで支払う。

 翌月または翌々月に (　 一括で支払う　)。

 購入する商品ごとに (　 支払い回数を決めて支払う　 )。

（ 　一括　）払い

 あり（12%～15%程度）

 あり（ 15 % 程度）

 （ 　分割　）払い

 (リボルビング)
払い


