作成日 ： ２０１９年３月２０日

ご質問

ご回答

広告出稿審査全般について
1

広告出稿審査に何日くらいかかります
か？

原則として、受付をしてから4営業日以内に回答いたしますが、場合
によってはこれよりも時間がかかる場合があります。余裕をもって申
請してください。

2

審査結果はどのような形でもらえます
か？

承認可否に関わらず、FAXで回答します。

次に掲げる(1)(2)の両方に当てはまる広告です。
(1) 無担保無保証の個人向け貸付の広告 である。
(2) テレビCM、新聞※、雑誌※、電話帳※のいずれかである。
3

4

広告出稿審査の「対象」となるのはどの
ような広告でしょうか？

広告出稿審査の「対象外」となるのはど
のような広告でしょうか？

※新聞： 自主規制基本規則の第53条に定められているもの
※雑誌： 定期的に刊行しているもの
（自社顧客向けの刊行物、自社パンフレットなどは
対象外です）
※電話帳： 東日本電信電話（株）および、西日本電信電話（株）が
発行する「タウンページ」および「ハローページ」

例えば以下のような広告は、広告出稿審査の対象外となります。
・自社顧客向けの刊行物
・パンフレット
・不動産担保の広告※
・事業者向貸付の広告※
・チラシ、ダイレクトメール
・インターネット
※電話帳に広告を掲載する場合は、不動産担保や事業者向貸付
等、広告出稿審査の対象外広告であっても、協会で事前確認を行い
ます。（詳しくは後述ＱＡ「電話帳広告について」 をご覧ください）

5

審査対象外の広告であれば、好きに作っ
てよいのでしょうか？

好きに作ってよいということはありません。
「広告審査に係る審査基準」では、インターネットやチラシ等、広告出
稿審査の対象外広告についても所定のルールを定めていますの
で、これに従って対応する必要があります。
また、個人向け無担保無保証貸付以外の貸付広告についても、自
主規制基本規則の趣旨を踏まえた対応をするように求めています。
従いまして、広告の作成時には「広告審査に係る審査基準」を順守
した対応が求められます。

広告出稿審査は不要です。
6

ホームページを作成予定だが、広告出稿
審査は必要でしょうか？

（注意）
広告、勧誘をする際に表示等をするホームページアドレス、メールア
ドレス、営業所等の電話番号その他連絡先は、事前の届出義務事
項（法第8条1項）ですので、ご留意ください。
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申請について
登録番号の更新番号のみの変更であれば、再申請は不要です。
既に承認番号を付与された広告で、登録
7 番号の更新回数が変更となった場合、再
審査申請が必要でしょうか？

既に承認番号を付与された広告を、ほん
8 の少しだけ変更するが、再度広告出稿審
査申請は必要でしょうか？

※電話帳広告の場合は、広告周期の更新時毎に広告出稿審査が
必要になります。
（No.15ご参照）
キャッチコピーや貸付条件等が1文字でも変更になる場合は、再度
広告出稿審査申請が必要とお考えください。
（上記の通り登録番号の更新番号のみの変更であれば、再申請は
不要です）

申請時の提出資料と提出方法、提出先は以下の通りです。
【提出資料】
①広告出稿審査申請書（ホームページよりダウンロードしてください）
②原稿（手書きの原稿は受付できません）

9

広告出稿審査はどのように申請すれば
よいでしょうか？

【提出方法】
Ｅメールまたは郵送（新規申請時FAXは不可）
【提出先】
日本貸金業協会 会員業務部 広告審査課
●E-MAILによる提出
koukoku@j-fsa.jp （件名を「広告出稿審査申請」としてください）
●郵送による提出
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル3F

10

11

一度に何種類のデザインの原稿を申請
できますか？

申請書にある種別の「新規」「改善分」は
どのように考えればよいでしょうか？

12

原稿のサイズはどのように測ればよいで
しょうか？

13

申請書にあるサイズの「一般」「雑報」は
どのように区別すればよいでしょうか？

申請書式の別紙（同Excelファイルの別シート）を使えば10点まで申
請できます。

●新規：その内容の広告を始めて審査に出す場合。
※過去に承認された広告の一部変更も新規になります。
●修正：審査申請を提出した結果、承認されず協会から「改善
要請」となった広告原稿を訂正し、再度申請をする場合。

縦(㍉)×横(㍉)で広告面積を計算して、申請書に記入してください。
なお、同じ原稿で複数サイズがある場合は、すべてのサイズを記入
し、提出する原稿は最小サイズのものをご用意ください。
●一般：面積が12,160m㎡（≒全1段）より大きい広告が該当します。
●雑報：面積が12,160m㎡以下の広告が該当します。
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電話帳広告について
広告出稿審査対象外の広告ですが、電
話帳の発行会社より、協会の確認が必
14
要と言われました。どのようにすればよい
でしょうか？

上記「申請について（No.9）」と同じ手順で協会へ申請してください。
確認の結果、「審査対象外の広告」と確認された場合は、その旨の
通知書をFAXにてお送りします。

電話帳広告で、前回掲載時と同じサイズ
15 で同じ内容ですが、再度広告出稿審査
は必要でしょうか？

電話帳広告については、広告周期（１２ヶ月･１８ヶ月等)の更新時に
掲載を継続する場合、広告出稿審査が必要になります。
（広告出稿審査対象外の広告も同様に、更新時毎に事前確認を行
います）

ロゴ・シンボルマークについて
ロゴ・シンボルマーク（協会マーク）を使い
16
たいのですが、どうすればよいですか？

17

ロゴ・シンボルマークはどのように受け取
るのでしょうか？

「ロゴシンボルマーク使用申請書」をＦＡＸにてお送りください。
【送信先】
日本貸金業協会 会員業務部 広告審査課
ＦＡＸ：03-5739-3027
申請書を受付後、記入されたメールアドレス宛にデータファイルをお
送りします。Ｅメールが使えない場合ない場合は、プリントアウトした
ものを郵送します。

その他
18

文字サイズの9級とはどれくらいの大きさ
でしょうか？

おおよそ6ポイントになります。
詳しくは広告代理店等にお尋ねください。

作成日：2018 年 2 月 1 日

広告出稿審査時に指摘が多い項目
■｢貸金業者登録番号｣の表示
〈表示例〉

東京都知事（３）第９９９９９号

【記載時の注意事項】
① 文字の大きさは 9 級(6 ﾎﾟｲﾝﾄ)以上。
② カッコの番号は、広告出稿審査申請時の番号で申請してください。
登録の更新によりカッコの番号が変更になるだけであれば、再審査は不要です。

■｢協会考査承認番号｣の表示
以下いずれの形式でも構いません。
〈正式表示・フル形式〉日金協考査承認番号 000000
〈正式表示・省略形式〉日金協承認 000000
【記載時の注意事項】
① 全一段(縦×横 12,160ｍ㎡)より大きい広告は、考査承認番号の表示が必要です。
② 文字の大きさは 9 級(6 ﾎﾟｲﾝﾄ)以上。
③ 数字は 6 桁。
④ フル形式、省略形式ともに「第」「号」は不要です。
⑤ 審査申請時は、必ず 6 桁のダミー数字(000000)としてください。
(過去の審査で付与された考査承認番号をそのまま表示することは不可。)

■｢協会員番号｣の表示
以下いずれの形式でも構いません。
〈正式表示・フル形式〉日本貸金業協会会員 第 999999 号
〈正式表示・省略形式〉日金協 999999
【記載時の注意事項】
① 全一段(縦×横 12,160m ㎡)より大きい広告は、協会員番号の表示が必要です。
② 文字の大きさは 9 級(6 ﾎﾟｲﾝﾄ)以上。
③ 数字は 6 桁。
④ 省略形式の場合は「第」「号」は不要です。

■｢相談および苦情窓口｣の表示
〈記載例〉

返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
０５７０－０５１－０５１
（受付時間 9:00～17:00 休：土、日、祝日、年末年始）

【記載時の注意事項】
① 全一段(縦×横 12,160m ㎡)より大きい広告は、「相談および苦情窓口」の表示
が必要です。
② 文字の大きさは 9 級(6 ﾎﾟｲﾝﾄ)以上。
③ 視認性確保のため罫線で囲んでください。
④ 記載例の項目すべての表示が必要です。
⑤ 広告表示の電話番号は、表示例のようにナビダイヤルとなります。
以 上

【広告審査基準に抵触する広告の例】
以下のような広告は、営業広告的内容とみなされます。
したがって、貸付条件等を表示しない限り、自主規制基本
規則および、広告審査基準に抵触するため、承認されま
せん。 ご注意ください。
㈱○△ローン
（例3）

員会規新

中集募大

（例2）
らな事のグンシッャキ

トッジレク○○

＊＊＊＊‐＊＊＊＊‐＊＊ 話電

（例1）

お借入れのご相談・お申込みは
フリーダイヤルへ
年中無休で受付中
○○財務局長（＊）第*****号

会社ロゴ
など

△△△㈲
##県(2)#####

(＊＊＊)

****

0120- □ □ -□ □ □
□
△△支店
（**）-****-****
○○支店
（**）-****-****
□□支店
（**）-****-****

西新宿#-#
池袋#-#
渋谷##-#

新聞等に見られる、左の（例1・2）ような広告や、電話帳に多く見られる、右（例3）の
ような広告は、「個人向け無担保無保証における金銭を貸付ける契約に係る広告
（規則第43条）」に該当するため、協会の承認を得なければなりません。
また、上記の例のように、貸付を行っている旨や、借入れ・申し込みを促す文言を
記載すると、広告審査に係る審査基準Ⅰ－1－※1により、「商品・役務について表
示した貸金業の営業広告的内容」と定義され、貸金業法法第15条および協会の広
告審査基準で定める貸付条件等を表示しなければなりません。
したがって、実際には例１・２のような小さなスペースでは、営業広告は行えないこ
ととなります。ご注意ください。

