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●顔が見えない相手との「個人間取引」
フリマサービスでのトラブル

●長期使用製品安全点検・表示制度
●くらしの中の表示を知ろう！
Part2 知ってますか 製品の表示

消 費 者・生 活 者 が 主 役 と な る 社 会 へ

♪楽しく歌ってみましょう♪

うた

はっきり きっぱりの 歌

かお

いま

1．やさしい顔で やってきて

きょう

さそ

﹁今日だけ 今だけ キャンペーン！﹂

こ と ば

えいぎょういん

あーまい 言葉で 誘うけど

いちねんじゅう

あ

一年中だよ キャンペーン

はじ

2．初めて会った 営業員

あ

上げるため

ねら

しりょう

どうして そんなに やさしいの

えいぎょうせいせき

営業成績

さ い ふ

けっこう

けいやく

あなたの 財布を 狙ってる

ことわ

断るつもりが 契約に

つた

はっきり きっぱり 伝えましょう

か

﹁いらない﹂﹁買わない﹂

かえ

﹁帰ってよ！﹂

Ⓒ公益社団法人全国消費生活相談員協会

3．
﹁いいです﹂﹁結構﹂﹁資料だけ﹂

「うさぎとかめ
（もし、
もし、
かめよ〜♪）」
のメロディで歌えます。

その契約、あやしいと思ったら！
枚方市立消費生活センター

■相 談 受 付／午前9時30分〜午後4時30分
〈土・日・祝日、年末年始を除く〉

■相談専用電話／０７２
‐
８４４
‐
２４３１

ひらかた観光大使 くらわんこ
©枚方文化観光協会

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202 ひらかたサンプラザ3号館2階

（枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）

ない
え
見
顔が
の
相手と 引」
間取
人
個
「

フリマサービスでの

トラブル

インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリーマーケットサービス
（フリマサービ
ス）
。スマートフォンなどでダウンロードするだけで簡単にフリマアプリが利用できるようになり、利用
者が増える一方でトラブルも増えています。

フリマサービスでの取引の流れ
（一例）
③支払

④支払完了通知
︵購入者評価後に代金引渡︶

フリマサービス

①出品
②購入
⑤商品発送
⑥受取評価
⑦購入者の評価→取引完了

出品者

購入者

フリマサービスでの取引は基本的に出品者と購入者の間での個人間取引です
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こちら 相 談 室

「購入者」
からの相談事例
フリマアプリで『新品同様』のブランド物のバッグが出品
されていたので購入したが、届いた商品は汚れがひどい。
出品者に返品を申し出たが応じてもらえない。
フリマアプリで新品の腕時計を購入したが故障していた。
返品を求めたが出品者からの返事はなかった。この出品者に
は同様のトラブルが多かったらしく、フリマアプリ事業者の
判断で取引はキャンセルになったが、出品者から
「利用停止
処分を受けた。慰謝料を払え」
という嫌がらせの手紙が届いた。

「出品者」
からの相談事例
フリマアプリで新品のスニーカーを出品し購入者に発送
した。スニーカーは正規品でタグも付いているのに、購入者
から
「偽物だ」
と言われた。気に入らないなら返品を受けると
伝えたが、購入者からの返事がない。購入者が受取通知を
せず代金が受取れない。

トラブル発生！その時フリマサービス運営事業者は…
フリマサービス運営事業者は『取引の場の提供』をしているだけ、との立場であり、利用規約で
『トラブルは当事者間で解決するように』
と定められているケースがほとんどです。そのためトラブル
があっても解決に介入してもらえないことも少なくありません。

フリマサービスを利用する際の注意点
利用規約をよく読み、サービスの仕組みや取引のルール・禁止行為等について理解しておく
ことが大切です。
「取引相手の評価を確認する」
「商品について疑問点があれば出品者に確認する」
「購入者に
商品を発送するときは追跡可能な方法をとる」
など、
トラブルの未然防止を心がけましょう。
当事者間で話し合っても、運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、問題点の整理等
を行うため、消費生活センター等に相談しましょう。
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長期使用製品安全点検・表示制度
「もったいない」
という日本語は、
『 MOTTAINAI』
となって、世界共通のことばとして広がりました。

「もの」
を大切にして使い続けることは、
とても大切なことです。

しかし、ガス給湯器や電化製品などでは、長期使用により事故が発生する恐れがあります。過去に

は、
「ガス瞬間湯沸器死亡事故」
※1、
「FF式石油温風機死亡事故」
※2などの重大な事故が起こってい

ます。

そのため今から10年前、消費生活用製品安全法が改正され、長期使用製品安全点検・表示制度が

制定されました。

■長期使用製品安全点検制度
長期使用製品安全点検制度は、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から

点検時期を通知し、点検を受けることで、事故を防止するための制度です。

対象となるのは、特定保守製品として指定されている①石油給湯器、②石油ふろがま、③FF

式石油温風暖房機 、④浴室用電気乾燥機、⑤ビルトイン式電気食器洗器 、⑥屋内式ガス瞬間湯
沸器、⑦屋内式ガスふろがまの7品目です。

点検のはがきが届いたら、
メーカーに連絡して必ず点検を受けましょう。点検にかかる費用や

修理代は原則として有償ですが、自分や周りの人の命を守るために大切なことであり、法律に
従って点検を受けるのは消費者の責務です。
①

⑤

（平成21年
（2009年）
4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります）
②

③

⑥

⑦

④

イラスト：製品安全ガイド
（METI/
経済産業省）
より引用
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近ごろ商 品 情 報

■長期使用製品安全表示制度
経年劣化による重大事故の発生率は高くはないものの、長期使用されることが多く、事故

件数が多い製品については、事業者に経年劣化等についての注意喚起の表示をすることが

義務付けられました。対象となる製品は、①扇風機、②換気扇、③エアコン、④ブラウン管テレビ、
⑤二層式洗濯機、⑥全自動洗濯機の6品目です。

日常的な手入れと観察により、所有者自身で事故の兆候を見つけることが大切です。

（平成21年
（2009年）
4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります）

●表示サンプル
【製造年】20××年
【設計上の標準使用期間】△△年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・
けが等の事故に至るおそれがあります。

①

②

③

④

⑤

⑥

イラスト：製品安全ガイド
（METI/経済産業省）
より引用

詳しくはこちら▼

https://www.meti.go.jp/product̲safety/producer/shouan/07̲tyouki.html
「長期使用製品安全点検制度」
の所有者の理解を高めるためのロゴマーク

※1 ガス瞬間湯沸器による死亡事故
1980年4月から1989年7月にかけて製造された屋内設置型のFE式瞬間湯沸器で、同排気ファンの動作不良を原因と
する一酸化炭素事故が1985年1月より20年間で全国で28件
（死亡21人・重軽症19人〈※2007年10月13日時点〉）
発生した。
※2

FF式石油温風暖房機による死亡事故
1985年から1992年まで製造されたFF式石油温風機
（屋外の空気を機械に送り込んで燃焼させ、燃焼ガスは屋外に
排出するタイプの暖房器具）
を使っていたユーザーに2005年1月に一酸化炭素中毒事故による死亡者が出た。
バーナーに外気を送るゴムホースの亀裂により不完全燃焼を起こすことが原因とされた。
4月21日にリコールが発表されたが、
その後修理漏れの対象製品で死亡事故が発生した。
11月29日に経済産業省は消費生活用製品安全法に基づく緊急命令を出したが、命令後の12月5日にも交換した
銅製ホースが機械から脱落し、意識不明となる中毒事故が発生した。
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くらしの中の表示を知ろう！
Part2

知ってますか 製品の表示
くらしの中で目にするいろいろなマーク。こうしたマークの中には、製品の使用にあたり注意を促す表示
もあることはご存じですか。製品事故に関する相談の中には、製品に書いてある注意表示を守っていれば
防げたものが数多くあります。そこで、今回は重篤な事故から身を守るために、製品の表示を見るときに
知っておきたいポイントなどについて紹介します。

【事例1】

塩素系のトイレ用洗浄剤と酸性タイプのトイレ用洗浄剤を一緒に

使ってしまい、発生した塩素ガスを少量吸ってしまったようだ、咳が
止まらずノドも痛い。どうしたらよいだろう？

【事例2】

靴用の防水スプレーを玄関先で使い、噴射した霧を吸ってしまった。
咳が出て、息苦しい感じがする。

【事例1】の塩素系洗浄剤や酸性タイプの洗浄剤の製品容器には、
「まぜるな危険」
との警告表示が大きく
書かれています。また、
【 事例2】の防水スプレーにも
「吸い込むと有害。必ず屋外で使用」
との警告表示が
書かれています。

まぜるな危険 塩素系
塩素系製品の警告表示【事例1】

アドバイス

注意

吸い込むと有害
必ず屋外で使用

防水スプレーの警告表示【事例2】

製品の表示には、製品情報
（品名、用途、液性、成分、材料等）
、使い方情報
（使い方、

使えないもの、使用量等）
、安全性情報
（使用上の注意、応急処置等）
があり、実に多様

な情報が記載されています。この中で、重篤な事故を防ぐために特に注意喚起を促す目的で表示され

るものを
「警告表示」
といいます。警告表示には必ずシグナルワードが入っています。それが、
「危険」、

「警告」、
「注意」の3つの言葉です。そして、危険＞警告＞注意の順でもしも守らなかった場合に受ける

可能性のある被害の大きさが変わってきます。シグナルワードの後には、簡単な文章で、危険の種類、
想定される結果、回避方法などが掲載されます。
「危険」
、
「警告」
、
「注意」
ではじまるメッセージは、その
製品を安全に使うためにとても重要なことが書かれていると認識してください。
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こちら 情 報 箱

安全図記号に注目しましょう
事故防止のために重要な事柄は、誰もが一目でわかる記号で表示される場合があります。
JISなどの標準規格でルールが決められ、最近はこのルールに則ったものが多くなっています。大きく

分けると、①してはいけないことを示す
「禁止マーク」、②注意することを示す
「注意マーク」、③必ず行う
（守る）
ことを示す
「指示マーク」
があり、
この中に内容を示すピトグラム
（絵文字）
が入ります。

禁止マーク

注意マーク

してはいけないこと

指示マーク

注意すること

必ず行う
（守る）
こと

禁止の図記号

子どもの手が届くと
ころに置かない。

目に入れない。

飲み物ではない。

他の容器に移し替え
ない。

同時に使用しない。

目に入った場合は、水
で充分に洗い流す。

必ず換気する。

指示の図記号

保護手袋を使用する。 保護手袋・マスクを使
用する。

※参考

使用後は手を水で洗
う。

化学製品PL相談センターアクティビティノート
〈第259号〉
URL http://www.nikkakyo.org/plcenter/

日本石鹸洗剤工業会

URL http://www.jsda.org/
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ひとりで悩まず、お電話ください。相談は無料です!
消費生活センター相談案内

◆枚方市立消費生活センター付近図

◆相談受付 ０７２
‐
８４４
‐
２４３１
◆受付時間 9時30分〜16時30分

至大阪

（土・日・祝日、年末年始を除く。休日明けの電話
は混みあう場合がありますので、その際は時間
を空けてからおかけください。）

平日16時30分〜17時でお急ぎの方
大阪府消費生活センター（年末年始を除く）

近畿
ビルディング

ネット販売やキャッチセールスのトラブルなど、気軽にご
相談ください。専門の相談員が、あなたと一緒に解決の方
法を考えます。対象は、枚方市在住、在職、在学の方です。
なお、
メールでのご相談は受付していません。

枚方市駅

サンプラザ
1号館

至京都

東口

至私市

枚方
T-SITE

電話 06-6616-0888
メール相談 http://kanshokyo.jp/mail/

サンプラザ3号館
2階202号室

枚方市立
消費生活センター

土・日の相談窓口

消費者問題の専門家が実施する週末電話相談があります。
（年末年始を除く10時〜16時）
◆土曜日 ☎06-4790-8110 〈NACS
（ナックス）
・ウィークエンド・テレフォン〉
（公社）
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
◆日曜日 ☎06-6203-7650 〈JACAS
（ジェーカス）
日曜相談〉
（公社）
全国消費生活相談員協会

賢 い 消 費 者 を め ざ し て …
■講座を開催しています…消費生活センターでは、安全安心で豊かな消費生活を送っていただくために、
今話題のテーマを取り上げるなど、消費生活セミナーや講演会を随時開催しています。

■くらしの赤信号（月刊）
やシグナル（季刊）
を発行しています…消費生活に関する情報や相談事例
などを盛り込んだ情報紙です。

■講師を派遣しています
（出前講座）…消費生活について学習したいグループのために、相談員を地
域に派遣しています。

■各種パンフレットなどを提供しています…国民生活センターや大阪府が発行している冊子のほか、
悪質商法、食品表示、金融商品、住宅関連などのパンフレットを配布提供しています。

■貸出します…消費生活に関するDVD の貸出しを行なっています。

訪問勧誘お断りステッカーを配布中
悪質な訪問勧誘（訪問販売・買取・交換）はきっぱりと断
りましょう。訪問者に向け玄関先などに
（左側）、電話応
対中（中央）
、訪問勧誘を断る際（右端）、それぞれの場
所に貼り付けてご使用ください。
＊必要な方は、消費生活センターまたは市役所市民室・各支所・枚方市駅市民室サービスセンターでお受け取りください。

「消費者ホットライン＝局番なしの『188
（いやや！
！）』
」
※
「188」へ電話すると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどを行えば、お住いの地域の
消費生活センターにつながり、専門の相談員がトラブル解決を支援します。

「いやや、泣き寝入り！」
と覚えてください。

