No.113 2011年秋号
●化粧石けんによる健康被害
●一瞬で水の泡に？！
返金されない出資金
●ライター等の
販売規制がはじまりました

消費者・生活者が主役となる社会へ
枚方市立消費生活センターでは、消費生活に関する正しい知識を身につけて

いただくため、
様々な消費生活セミナーを行っています。
ぜひ、
ご参加ください。

「家族であかりの
エコ教室」
親子で、LEDの光る仕組みや手動
発電機で動力の違いなどを体験しエ
コについて学習しました。

（平成23年8月23日開催）

「エンディングノートを
書いてみよう！」
ご自身のエンディングプランにつ
いて考えるセミナーで、
たくさんの受
講希望がありました。

（平成23年6月21日開催）

9月15日〜12月15日の間で、
消費生活センターの改修工事を
実施しています。
ご協力をお願いいたします。

枚方市立消費生活センター

■相 談 受 付／平日（月〜金）
９：３０〜１６：３０
〈祝日、年末年始を除く〉

■相談専用電話／０７２‐８４４‐２４３１

〒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

平成 22 年 10 月 15 日、厚生労働省は、加水分解
コムギを含む医薬部外品や化粧品の使用者が、使用
後に顔のかゆみや、小麦が含まれる食品を食べた後
に運動して全身性のアレルギーを発症した事例が複
数報告されたことを公表しました。
その後、平成 23 年 5 月 20 日、販売業者により自
主回収が行われました。問題になったのは、㈱悠香
が販売をしていた「茶のしずく石鹸」です。（平成 22
年 12 月 7 日以前の販売分で、石けんの外装にある
ロット番号が 1999 以下のものが該当品です。）

『茶のしずく』

この石けんは TVCMに有名女優を起用し、「美肌効果がある」
ことをうたうと共に非常に泡立ちが
良い映像を流しており、主に通信販売で販売されていました。

被 害 例
2 年ほど前から問題の石けんの使用を開始。その頃から顔にかゆみがあり皮膚

科を受診していたが、症状は改善しなかった。あるとき、ラーメンを食べた後歩

いていたところ、まぶたや目にかゆみが出て、その後全身が赤くなりかゆみも広

がった。その 1 ヶ月後パンを食べた後、テニスをしていたところ、目のかゆみから

始まり、全身が赤くなって腫れ始め、血圧が低下し、腹痛・下痢症状も出て入院した。

小麦によるアレルギーの特徴は ?
小麦によるアレルギーはそばや卵などと同じ食物アレルギーの原因物質としてかなり高い頻度で
見られるものです。症状としては全身にじんましんが出ることが多いのですが、中には小麦を食べ
た後運動をすると腹痛・下痢、血圧低下、呼吸困難など
「小麦依存性運動誘発アナフィラキシー」
と
いう症状を引き起すことがあります。
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近ごろ商 品 情 報

「茶のしずく石けん」
によるアレルギーの場合は ?
今回の被害者も、初めは何が原因で発症したのか分かりませんでした。
しかし、平成 21 年頃からまぶたが赤くなったり、腫れたり、皮膚のかゆみやじんましんといった特
徴的な症状を示す患者が複数の医療機関で見つかり、共通して
「茶のしずく」
を使用していたことから、
この石けんが原因ではないかと指摘されるようになりました。
「茶のしずく」
には保湿成分として「グルパール 19S」
という小麦に酸を加えた
「加水分解コムギ

という原料が使われていました。
（グルテンの加水分解物）
」

このグルパールは他の加水分解コムギと比べ分子サイズが大きいのですが、サイズが大きい物
質の方が免疫反応を引き起こしやすいため、皮膚から体内に吸収されて小麦アレルギーを誘発した
ものと考えられています。
またこの製品は主に洗顔に使われていたことから眼や鼻の粘膜など、皮膚より洗い流されにくい
部位に付着して長時間接触してしまったことも被害を大きくした一因と考えられています。
はじめは粘膜や皮膚で起こっても、一度小麦アレルギーになってしまうとアレルギー反応は全身
で起こるようになってしまいます。その結果この石けんを使用してアレルギーになった方の一部は、
小麦を食べた時にもアレルギー反応を起こすようになってしまったわけですが、このような現象はこ
れまで予想されていなかったものでした。

①回収対象品はすぐに使用を中止し、返品しましょう。
②問題の石けんの使用を止めることで症状が改善することもあるようです

アドバイス

が、出来れば他の加水分解コムギを使用した化粧品やシャンプーの使用

も控えた方が良いでしょう。

③場合によっては、小麦摂取後の運動を控えるだけでなく、小麦の摂取自

体を禁止した方が良い場合もあります。専門の医師にかかって、正確な
診断をして貰っておいた方が良いでしょう。

なお、各地で弁護士会による被害弁護団が結成されています。

●大阪：
「被害救済大阪弁護団」http://www.chaben-osaka.com/index.html

《加水分解コムギとは》

加水分解コムギというのは、小麦のタンパク質を酵素や塩酸などを

使って細かく分解（加水分解）
したものです。水にとけやすくなり保湿
性が高まるため、広く化粧品などに利用されています。同じ加水分解

コムギといってもメーカーによって製法が異なり、全ての加水分解コム
ギで、小麦アレルギーが引き起こされているわけではありません。
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一瞬で水の泡に？
！

返金されない出資金
投資トラブルの相談が次々に寄せられています。
水源や鉱山などのありもしない権利を売り付けるものや

「高額で買い取る」
との誘いに乗せて価値のない未公開株などを購入させるものなど
振り込め詐欺と変わらない手口がある一方

一見信用できそうな投資であっても、企業の倒産等により
大切なお金が一瞬で消えてしまう…なんてこともあります。

ケース1-1

平成 17 年頃、よく通っていた健康食
品店の店長から
「後援会に入ってお金を

貸してほしい。3 年後に一括で返済し、その間毎年利子として
10％相当額の商品券を渡す」
と言われ、100 万円を出資しまし
た。もらえる商品券で店の商品を購入できるので、とても得
をした気分になっていました。
3 年後、店長から
「引き続きお金を貸してほしい」
と言われて
そのまま契約更新しました。もうすぐ満期だと思っていた矢先、
「関連会社が不渡りを出し返済資金がない」
と言われました。
子供の教育資金に充てる予定だったので戻らないと困ります。

ケース1-2

よく通っていた健康食品店の店長から
「酵素を購入しないか。代金は先払いで

商品の引き渡しは 3 年後だが、引き渡しまでの間、毎年代金
の 10％に当たる商品券を渡す。3 年後に酵素が不要なら、買
い戻しをすることもできる」
と持ちかけられました。
酵素は 630 万円と高額でしたが、3 年後に買い戻してもらえ
たらお金がなくなる心配はないし、もらえる商品券は利息みた
いなものだと思い、決して損な話ではないと考え契約しました。
ところが 3 年を迎える前に店長から
「関連会社が不渡りを出
し買い戻す資金がない」
と言われました。お金が戻らず困って
います。
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こちら 相 談 室

■■■■■■■■■■ ケース 1-1・1-2 の場合■■■■■■■■■■
相談に来られた方は、長年通っていたお店からの誘いだったためすっかり信用してしまった、とのこ
とでした。企業の借入金はその事業の運営資金に充てられるのが一般的ですから、一般顧客から借り
入れをしなければならない程度に事業に行き詰っていた、と考えることもできます。業者の経営が破
たんすれば、出資していたお金は戻りません。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ケース2

6 年前に
『和牛オーナー募集』
という雑誌
広告を見ました。

5 年満期で高配当がつくと言われ、興味を持って 200 万円
を預けてみました。5 年後、40 万円もの配当がついて戻って
来たので、これは信用できると思い、戻ってきた 200 万円に
さらに150 万円を追加して預けました。ところがその後、業者
から
「経営状態が悪化した」
との通知書が届き、間もなく倒産し
てしまいました。預けていたお金が戻ってきません。

■■■■■■■■■■■ ケ ー ス 2 の 場 合■■■■■■■■■■■
いわゆる
『和牛オーナー商法』
とか
『預託商法』
と呼ばれるものです。
「高額で売買される和牛の飼育
に出資すると多額の利益が見込める」
と誘い、出資者からお金を集めます。投資金額の額面と利回り
だけが注目されてしまいがちですが、投資対象である和牛の価値に左右されるため、破たんしない保
証はありません。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

安全で高利回りの投資商品はありません。
何に投資するのか、どの程度損をする可能性があるのかなど
商品の内容やリスクを十分に理解し、
理解できないものや納得できない商品には手を出さないことが
大切な財産を守る大原則です。
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ライター等の販売規制がはじまりました
ライターの火遊びなどによる子どもの死傷事故が続いています。
この状況を受け、平成22年12月27日からいわゆる使い捨てラ

※チャイルドレジスタンス
（CR）
と

イターのチャイルドレジスタンス
（CR）
規制が開始されました。
そのため、対象のライターは平成23年9月27日以降、PSCマー
クが貼付されていないと販売することができなくなりました。

は、製品を子どもに扱いにくく
することで子どものケガや事故
を予防する考え方です。

PSCマークとは、消費生活用製品安全法で規定されているマークで、消費生活用
製品のうち、一般消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが高いと認
められる製品で、国の定めた技術上の基準に適合した製品に付けられます。今回特
別特定製品に指定されたライターは、第三者検査機関による適合性検査が必要です。
※消費生活用製品安全法の詳細は、下記ホームページをご覧ください
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm

どのようなライターが対象？
規制の対象になったライターは、燃料の容器と構造上一体となっ
ているもので、当該容器の全部または一部にプラスチックを用いた
家庭用のものに限るとしており、いわゆる使い捨てライターと多目
的ライター
（点火棒）
などです。

対象ライターを購入する時は？
チャイルドレジスタンス機能等を施したライターには、原則として、
PSCマークが表示されていますので、購入時にご確認ください。

使用にあたっての注意は？
●子どもの手の届かないところにおきましょう！
●子どもに触らせず、火遊びの危険性を教えましょう！
●不要なライターはガス抜き等をして、正しく廃棄しましょう！

廃棄のための
アドバイス
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対象ライター例

中身を使い切り、着火用の石が発火しないようにするため1
日ほど水に浸してから、プラスチック製のライターは
「一般ご
み」
に金属製のライターは、
「粗ごみ」
に出してください。
●問い合わせ先●
環境事業部

減量業務室

電話072-849-7969

こちら 情 報 箱

子どもの安全、携帯しましょう
「子ども安全メール from 消費者庁」
ってどんなメール？
●毎週木曜日に配信します

●主に、0歳〜小学校入学前の子どもの安全情報を配信します
●自己予防の豆知識や、消費者庁に集約される事故情報を
基にした注意喚起情報

などを配信します

《過去の配信メールのタイトル》

☆たばこを誤飲したときは、水や牛乳を飲ませないで！
☆子ども
（1 〜 4歳）の家庭内での死亡事故3割はお風呂！
☆やけどの危険は0 〜 1歳！居室と台所が8割
☆自転車用幼児座席の足乗せはぐらついていませんか？
など

「子ども安全メール from 消費者庁」
の登録方法は？
①
「QRコード」
又は
「下記URL」
から、携帯サイトへ
http://www.caa.go.jp/m/
（携帯電話用）

②「子どもを事故から守る」
をクリックし、
「子ども安全メール登録」
をクリック

③画面の指示に基づき、登録を行う
（これで仮登録が完了）

④仮登録後、登録確認メールが送付されるので、登録確認メール
に記載のURLをクリックし、本登録完了

※パソコン用ホームページからでも登録できます
http://www.caa.go.jp/kodomo/mail

消費生活センター改修工事
情報提供スペースと相談コーナーの拡充のため、室内の改修工事を9月15日から
12月15日の間で行います。
相談業務は通常どおり行いますが、研修室の利用制限や出入り口の変更があります。

ご協力をお願いします。

6

おかしい！？と思ったら、まず相談を！
！
消費生活センター相談案内
◆相談受付 ０７２‐８４４‐２４３１

◆消費生活センター付近図
至大阪

◆受付時間 午前９：３０〜午後４：３０

枚方市駅

東口

至京都
至私市

（土・日・祝日、年末年始除く）

サルタントが相談を受け付け、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。

サンプ
ラザ
1号館

近鉄
百
貨店
枚方
店

気軽に相談してください。専門の消費生活コン

近畿
ビルディング

消費生活に関する相談を受け付けています。

枚方藤

サンプラザ3号館
2階202号室

阪線

枚方市立
消費生活センター

土曜・日曜日の電話相談のご案内〈いずれも、受付時間：午前10時〜午後 4 時まで（年末年始除く）〉
◆土曜日 06‐４７９０‐８１１０（ナックスウィークエンド・テレホン）㈳日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
（ジェーカス日曜相談）㈳全国消費生活相談員協会
（ただし、12 時〜1 時を除く）
◆日曜日 06‐6203‐76５０

賢 い 消 費 者 を め ざ し て…
消費生活の基礎的な知識を身につけてもらうために、

その時々の話題をテーマにした消費生活セミナーなど
を開催しています。

■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、消

費生活コンサルタントを地域に派遣しています。

■貸し出します

消費生活に関するDVD・ビデオ・本などの貸し出し

を行っています。

■石けん使用を推進しています

安全で汚れをよく落とす石けんの使用を推進するた

め、
「石けんパンフレット」
や
「石けん取り扱い店一覧表」
を作成し、配布しています。

ステッカー（直径８㎝）
を配布しています。
必要な方は、消費生活センターまで

悪質な
訪問販売お断りステッカー

■講座を開催しています

消費生活センターに寄せられる相談事例で
も、高齢者宅を狙っての訪問販売で被害を受

■各種パンフレットなどを提供しています

「くらしの危険」
（国民生活センター発行）
「くらしすと」

（大阪府、大阪市発行）他、悪質商法、食品表示、金
融商品、住宅などのパンフレットを配布提供しています。
また、消費生活に関する情報などを盛り込んだ
「シグナ

けたというケースが後を絶ちません。そこで、
センターでは「悪質な訪問販売お断りステッ
カー」
をセンターと枚方警察署の連名で作製し
ました。色は赤を基調としています。無料で配
布していますので、ぜひご活用ください。

ル（季刊）」
や
「くらしの赤信号（月刊）」
を発行しています。

枚方市立消費生活センター

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202号 ひらかたサンプラザ3号館2階
TEL & FAX 072-844-2433

