No.119 2013年春号
●洗濯機の豆知識
●押し買い（訪問購入）
トラブル！
●あなたの「商品券」はまだ使えますか？
●簡単！手作りハンガーにチャレンジ!!
（エコ得セミナー）

消費者・生活者が主役となる社会へ

「訪問販売お断り」ステッカーが新しくなりました！

●被害にあわないために注意すること●
1.
「いりません」
と、
はっきり断ることが大事 !

2.うまい話には、
要注意 !

3.すぐに契約せず、
家族や知人などまわりに相談！ 4.個人情報を安易に提供しない!

5.おかしいと思ったら、すぐ消費生活センターへ
交野警察署の開設（平成 24 年 7 月）
に伴い、市内東部が同署の管轄となったことを踏まえて、

新たに室内貼付用を加えた
「訪問販売お断り」
ステッカーを作成しました。
消費者が契約しないと意思表示をしているにもかかわらず、引き続きの勧誘や再度の訪問勧
誘をすることは禁止されています！断るためのアイテムとして、ぜひご活用ください。
必要な方は、消費生活センターまたは市役所市民課・各支所でお受け取りください。

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

〒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

（枚方市駅東改札口徒歩1分）

洗濯機の豆知識

〜どんどん便利になる洗濯機、その使い方で大丈夫？〜
わが国で初めて電気洗濯機が発売されたのは、
1930年（昭和5年）のことでした。
それから80
年以上、洗濯機は私たちの生活に定着し、歴史のある電化製品となりました。そして今も進化を
続け、新しい製品が登場してきています。

洗

い

方
かくはん

洗濯機の進化を洗い方からみると、初の国産洗濯機は「丸型攪拌
式」
といい、洗濯槽の中心に取り付けられた3〜4枚のプロペラの羽根
を回転させてもみ洗いをするものでした。
1953年になると日本初の「噴流式洗濯機」
が発売され、
急速に普及
しました。
「噴流式」
は
「パルセーター式」
ともいいますが、パルセーターと呼ばれる羽根をモーターで高速
回転させて強い渦巻き状の水流を起こし汚れを落とすものでした。
しかしこの方式は洗濯物が傷み
やすかったり、
洗濯物の量にかかわらず一定の水量が必要であったことから、
パルセーターを底面に設置した
「渦巻き式」
が開発され普及しました。
近頃では、
「攪拌式」
や「噴流式」
とも異なる
「ドラム式」があります。
これは
横や斜め横を向いた筒状の洗濯槽を回転させ、中の洗濯物が上がって落ち
ることでたたき洗いをして汚れを落とす方式です。洗濯物の傷みが少ない
と言われています。

洗濯機の種類
洗濯機には脱水の機能も必要となります。当初は手動ローラーで圧縮するものでしたが、1960
年代に入って
「二槽式洗濯機」
が登場して主流となりました。
その後、1970年頃から
「全自動洗濯機」が登場し、
「洗い」
「すすぎ」
「脱水」
をすべてひとつの槽で
自動で行えるようになり、以後は主流となっています。
さらに2000年代に入ると、洗濯機と乾燥機が一体となった「洗濯乾燥機（ドラム式・縦型）」が普
及してきました。
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消費生活センターには、洗濯機に関する苦情もいくつか寄せられています。洗濯機を購入したり
使用するときには、
これらの点にも注意してください。

洗濯時間が長い!
従来の全自動洗濯機では標準コース1回20分程度だったものが、
ドラ
ム式の洗濯乾燥機ではスピードコースでも40分、標準コースで100分
以上かかる。

理由としては、乾燥に時間がかかるということと、
ドラム式の場
合はパルセーター式に比べて洗浄力が弱いため洗濯時間が長く
なるということが考えられます。

ドラム式洗濯機から水漏れ！
夜中にドラム式洗濯乾燥機で洗濯をした。
朝起きると洗濯槽から
水が漏れ、
床が水浸しになっていた。

扉が前開きのドラム式洗濯機は扉と本体とをパッキンで密着さ
せる構造ですが、
何らかの原因でこのパッキンが外れていたため、
すき間から水が漏れてしまったものです。

洗濯物に糸くずの付着がひどい！
節水型の洗濯機を使用しているが、毎回洗濯物に糸くずが大量に付
着する。下洗いをしたり、
メーカーに相談して提案された洗い方で洗って
みるが手間も時間もかかる。

節水型の洗濯機の中には、少ない水で洗うために洗剤水を循環
させて上から振りかける方式もあります。そのため糸くずの流れ
出す量が少ないので洗濯水に多く残ってしまい、結果的に洗濯物
に多く付着していると考えられます。
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押し買い〈訪問購入〉トラブル!
〜特定商取引法が改正されました〜

「不用品を買取ります」などと言って家にやってきて、言葉巧みに、

時には半ば強引に貴金属などを安値で買取る…「押し売り」ならぬ
「押し買い」のトラブルが近年多発しています。

事例 1
知らない業者から
「不用品を買取ります」
と電話
がありました。着なくなった和服などがあったため、
買取ってもらおうと自宅に来てもらいましたが「着
物は買取れない。貴金属はないか」
と言われました。
見せるだけのつもりでアクセサリーを出すと、業者
はそれらを回収し、お金を置いて帰ってしまいました。

事例 2
「壊れたアクセサリーなど不用な貴金属を買取り
ます」
と言って業者が自宅に訪ねてきました。チェー
ンの切れたネックレスなどを出すと
「もっとないの
か」
とすごまれ、結婚指輪まで渡してしまいました。
すぐに
「返してほしい」
と業者に連絡しましたが
「まと
めて転売するため、溶かしてしまって返せない」
と
言われました。

『訪問購入（いわゆる押し買い）』
とは、訪問販売とは逆で、消費者が売主・業者
が買主となる取引で、営業所等以外の場所（たとえば消費者の自宅）
において売買
契約を行うものを指します。
金価格の上昇などの背景もあり事例のようなトラブルが多発していたものの、こ
れまでは
「消費者が訪問してきた業者に物を売却する」場合の規制がありませんで
した。そこで、特定商取引法を改正し、新たに
「訪問購入」
についてクーリング・オ
フなどの規制が追加され、2013年
（平成25年）
2月21日から適用されています。
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こちら 相 談 室

●『訪問購入』の規制ってどんな内容？
原則すべての物品が対象となります。

消費者から呼ばれてもいない

ただし例外として

のに突然業者が訪問し勧誘する

①自動車
（二輪を除く） ②大型家電製品
③家具

④書籍

「飛び込み勧誘」は禁止されてい

⑤有価証券

ます。購入業者は消費者側から

⑥CD・DVD・ゲームソフトなど

勧誘の依頼がない限り、買取り交

は対象にはなりません。

消費者

渉をすることができません。

購入業者

申込書面または契約書面を受取ってから

第三者
クーリング・オフ期間中、消費者が業者に

8日間はクーリング・オフ
（無条件解除）がで

物品を引渡し、さらに業者が第三者に引渡し

きます。

た場合、業者は
「誰に物品を引渡したか
（第三

クーリング・オフ期間中、消費者は業者に

者の氏名・住所など）
」
を消費者に知らせな

対し物品の引渡しを拒絶することができます。

ければなりません。そして、消費者がクーリ

業者は買取り条件やクーリング・オフ、引

ング・オフした場合、消費者は第三者に対し

渡しの拒絶等について記載した書面を消費者
に交付しなければなりません。

ても物品の返還を主張することができます。
（ただし、例外あり）

●トラブルを防止するポイント!
1. 買取ってもらう意思がなければ、きっぱりと断りましょう
2. 一人で対応せずに、家族や知人など同席してもらいましょう
3. 相手がどのような業者か確認しましょう
（会社名・所在地・連絡先など）
4. 買取り条件などが明記された書面をもらいましょう
5. 何かあったら消費生活センターや警察に相談しましょう
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お祝いやお中元、お歳暮などでもらった商品券やギフト券がタンスの奥に眠っていませんか？ その券は、今も
使えるのでしょうか？ 今回は、その調べ方をお伝えします。
廃止された商品券では
「文具券」が有名ですが、最近では
「電子マネー」
なども対象となっています。

1. 利用終了となった商品券も、60 日以上の
払戻申出期間が設けられますので、この期

ス
アドバイ

間内に申し出るようにしましょう。

券
フト
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□
□

2. 払戻申出期間を過ぎてしまった場合でも、
すぐに廃棄せず、まずは発行者にお問い合

0円円券
0
0
,
5 1,000
券
○商品
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わせください。

■使えなくなる商品券や払戻期間・連絡先等が確認できます。
金融庁ホームページ
http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html
国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
近畿財務局
「きんざい金融ホットライン」
電話 06-6949-6259
（平日 午前 9 時〜午後 4 時）

最新の貸出DVDのご紹介♪
■〈一般向け〉明日のためのクレジット活用法

〜賢い大人のカード利用術〜

（平成 23 年度製作・24 分）

消費者がカードを賢く便利に利用できるよう、クレジットカードの基本的なしくみやトラブル対策などを解説！

■〈一般向け〉暮らしの製品安全知識 〜図解！よくわかる〜
（平成 20 年度製作・18 分）

家庭内で見落としがちな危険や正しい製品情報を知り、事故を防ぐ手立てを
解説！

■〈高校生・若者向け〉女子サッカー部員と男子マネージャーが
考えた食事戦略
（平成 23 年度製作・24 分）

「スポーツ栄養」
を切り口に、部活などスポーツする高校生の食事選びを中心に、全ての若者に今必要な栄養
や食習慣の知識を解説！
※他にも、様々なDVD やビデオを取り揃えています。1 人 3 点 1 週間貸出可能！
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エコ得セミナー

（2月26日開催）

市民公募によるくらしのリーダーの皆さんが衣・食・住について、グリーンコンシューマー活動（環境を考えた消費生
活活動）
の観点からセミナーを開催しました。家で眠っている布（ハギレ）
を使ったハンガー作りがとても好評でしたので、
ご紹介します。

簡単 ! 手作りハンガーにチャレンジ !!

ハンガーから滑り落ちそうなキャミソールなども、ピタッと止まりやすくて便利です。

【用意する物】

どちらかで可

布（ハギレ）
：長さにして全部で約 1m65cm

ワイヤー
（針がね）
のハンガー：1 本
両面テープ 2cm 幅：布の長さ分必要（手芸用ボンドでも可）

はさみ

【作り方】

1

2

3

布に直接両面テープを片面に貼ってい
きます。両面テープ幅をはさみで切り、
必要な長さ分を用意します。
※今回は55cm幅の布を使用しますの
で、3本分になります。

両面テープを少しずつはがしながら、
ハンガーの先端部分が布で隠れるよう
にセットします。

ワイヤーを立てて斜め下方向に布を巻
いていきます。巻くときはきゅっと引っ
張り、くるりと巻く…の繰り返しです。
※針 がねが 出ないように、布と布を
5mmくらい重ねる。

4

5

布がなくなったら、次の布をワイヤー
ハンガーが見えないように重ねて巻い
ていきます。

ひと通りワイヤーが巻けたら、中心部
を軽くまいて、不要な部分をはさみで
切ります。

完成♪

※布を2種類ほど組み合わせても色合いが
きれいですよ！

※くらしのリーダー
（グリーンコンシューマー啓発リーダー）
は、環境にやさしい生活を推進するグリーンコンシューマー活動
に取り組んでいます。
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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
◆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 時 30 分〜午後 4 時 30 分

枚方市駅

至京都

東口

至私市

（土・日・祝日、年末年始除く）

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

サンプラザ
1号館

サンプ
2号 ラザ
館

気軽にご相談ください。専門の相談員が、あなた

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、

相談は受付していません。

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 （公益社団法人）
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
◆日曜日 ☎06‐6203‐76５０ （公益社団法人）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

した!
で
評
大好

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。

■各種パンフレットなどを提供しています

消費者庁や国民生活センター、大阪府・市が発行し

ている冊子や悪質商法、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。

■講師を派遣しています（出前講座）

H25.2.28 消費生活セミナー講演会開催

「食の情報を見極める」
をテーマに群馬大学教授 高橋久仁
子氏による講演会の様子

紙！
報
情
の
ん
盛りだくさ

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。

■貸出します

消費生活に関するビデオ・DVD・書籍の貸出を行っ

ています。

■パソコンが使えます

消費生活情報の検索ができます。ただし、文書作

成やメールの送受信はできません。

枚方市立消費生活センター

くらしの赤信号（H25.2.15 号）は、「引越しサービスによる
トラブルに注意！」
などについて情報を提供しています。

〒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
（枚方市駅東改札口徒歩1分）

