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●危ない！
！
ヘアドライヤーから火花が！
●急増！
「お試し」のつもりが定期購入！?
●経年劣化による暖房器具等の
製品事故を防ぐ！
！

消 費 者・生 活 者 が 主 役 と な る 社 会 へ

！
い！
さ
下
ご注意

石油暖房器具の
給油時の事故に注意

石油ストーブや石油ファンヒータの誤った給油方法により、
火災になる場合があります。
正しい給油方法を知って安全に使用しましょう。

①給油する際は、まず器具を
確実に消火しましょう。

確実に消火した事を確認してから、火の気の
ないところで給油しましょう。

②給油タンクのフタ
（口金）
は
確実に閉めましょう。

給油タンクのフタ
（口金）の締め付けが悪かっ
たり、斜めに締まっていると灯油が漏れ、引
火して火災になります。灯油漏れがない事を
十分に確認して器具へ戻しましょう。

注意

使用されている石油ストーブなどの製品がリコール対象となっている場合があります。
経済産業省のホームページなどで確認し、該当する場合は直ちに使用を中止して、
事業者や販売店へ連絡してください。

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）
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大丈夫？
！あなたの
ヘアドライヤー…

ヘアドライヤーから 火花 が！

ヘアドライヤーは身近な電気製品ですが、
コードから発煙・

発火したという事故情報が全国的に多く寄せられています。
独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）の報告では、
平成22年度から26年度までの5年間で配線器具等による事
故が947件発生しており、そのうちヘアドライヤーやアイロ
ンなど手に持って使用する電気製品によるものが188件と
なっています。
枚方市では、
最近次のような事例がありました。

ヘアドライヤーを使用中、突然「ボンッ！
！」
と大きな音がして、一瞬火花が出て首回りをや
けどした。
メーカーと検査機関が共同で原因を調査したところ、電気コードの根元がねじれて断線し、ス
パーク
（※1）が発生したものと推定されました。
しかし、断線の原因が製品の品質によるものか使
用によるものか等、
直接の原因を特定することはできませんでした。
また、全国的にも次のような報告があります。

使用中のヘアドライヤーから異音がし、火花が出て、衣類が焦げ、手に軽傷を負った。
（事
故発生地：埼玉県）2015.9.17
この事故の原因も、使用時や収納時にコードの根元を繰り返し曲げたり引っ張ったりしていたた
め、断線して火花が出たと推定されています。
ヘアドライヤーのように手に持って動かして使うものは、
コードの屈曲による傷みが生じている
ことがあります。
コードが屈曲を繰り返す部分では、
断線が起きやすくなります。
また、
コードの被覆が破れていると、
芯線同士が接触してショート
（※2）
するおそれがあります。
ヘアドライヤーは消費電力（W）が大きく、
コードが断線した場合は、発火して危険です。出火し
て火災に至った
「重大事故」
も発生しています。
※1 スパークとは放電などの時に火花が飛ぶこと。
※2 ショートとは電源コードの2本の銅線同士が直接接触すると、瞬間的に大きな電流が流れて火花が発
生する状態をいい、
火花が燃えるものに引火して火災となる場合があります。
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近ごろ商 品 情 報

注意ポイント
コードを引張ってコンセントを抜いたりしないよう
にしましょう。
使用するときコードは必ず伸ばして使いましょう。
収納時、本体にコードを巻きつけないようにしま
しょう。
電源コードに傷みがあった場合は、直ちに使用を
中止して事業者や販売店など専門の業者に修理を
依頼してください。

事故発生時の注意
電源コードから火花が散ったり、
火が出たりしたときは！

▶電源プラグをコンセントから抜いてください

電源プラグ付近が燃えているときは！

▶配電盤のブレーカーを落としてください

慌てて触れるとやけどや感電をするおそれがありますので注意してください。

関連情報
製品による事故の情報は、下記のNITEのホームページで検索することができます。

■事故情報の検索

http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/?m=jiko&a=page̲search

また、身の回りの電化製品の利用にあたって注意したいことをまとめた情報も以下にまとめら
れていますので、
参考にしてください。

■「身・守りハンドブック 2016」

http://www.nite.go.jp/data/000082258.pdf
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！
のつもりが定期購入
！
？
増
急 「お試し」
ネットで
「健康に良い」
「ダイエット効果あり」
「有名女優も使用」等という広告を見て、
「お試し価格」
や「送
料のみ」
という安い価格に惹かれ、一度試してみようと申し込みをしたが、実は定期購入だったというトラブ
ルが急増しています。

事 例 1 スマホのネット広告から…

スマホで
「楽にダイエットできる青汁が、今ならお試し価格500円！」
と広告があり、試してみようと

申し込んだ。商品が届いたが、特に効果は感じられなかった。
コンビニで500円を支払い、
もうこれで
この件は終わったと思っていた。
約1か月後、
同じ商品が届き6,800円の請求書が入っていて驚いた。
あわてて広告画面を拡大したり、下の方にスクロールして見直してみると、隅のほうに小さく
「5回以
上の購入が条件です」
と書かれていた。せめて3回目以降の商品だけでも解約しようと思い事業者に
電話をするが、いつかけても「混み合っています」
と音声テープが流れ繋がらない。
メールで解約を
申し出ても
「定期購入が条件です。途中解約はできません」
という返信しかない。
もう明日が3回目の
商品発送の日だがどうすればよいか。

こんなに
安いのなら
一回だけ
試してみよう

楽々ダイエット
スメ 人気沸騰中！
○○コ グ
97％が実感！
ランキン
1
.
No
95％のリピート率！

通常6,800円のところ

今ならお試し価格

初回500円！

トクトクコース毎月300名限定！
スクロールしないと
見えない
最初からチェックが
入っている
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今すぐ注文
お急ぎ下さい！
□ 利用規約に同意して申し込みます


5回以上の購入が条件です

2回目の商品が
届き定期購入だと
気付く
薄く小さい字

こちら 相 談 室

事 例 2 SNSの広告から…

SNSで芸能人が使っているという化粧水の広告を見て、
「商品無料」
「送料1,500円のみ」
という

「お試し」
に申し込んだ。後日海外から化粧品が送られてきたが、同封の書面に
「45日以内に手続き
をしないと毎月1回商品が届く。商品価格は12,000円」
との記載があった。サイト内のフォームで発
送中止の手続きをしようとしたがホームページが見つからなかった。仕方なく国際電話をしたが、相
手は日本語が通じなかった。

問

題

点

①定期購入である旨や、途中解約ができない旨の表示が分かりにくい
「お試し価格」
「初回500円」
「送料のみ」等の表示が強調されている。
定期購入が条件である事は分かりづらいところに小さく表示されている。
解約の条件が注文画面とは別のページに表示されていたりする。

②事業者への解約の申し出が困難
解約が電話でしか受け付けられず、事業者に何度電話をかけても
「混み合っています」
と音声
テープが流れ、
繋がらないケースが多い。
繋がらない間に事業者が定める解約可能期間を経過し、
あらたな商品が届いてしまう。
事業者が海外の場合、意思疎通が困難で返送料も高い。
「飲むと体調が悪くなるので解約したい」
と申し出ても、
「このサプリメントを服用したことが原
因である」
との医師の診断書が必要と言われるケースもあります。

商品注文前のチェックポイント

安い価格の裏には罠が潜んでいます！
今だけ！
無料！

□ 事業者名や所在地、連絡先の記載はあるか
□ 契約内容や解約条件について記載はあるか

限定！ □ 定期購入が条件になっていないか
□ 定期購入期間内に解約が可能か
□ 解約の申し出先や方法
□ 事前にネット等で購入先事業者の評判を確認

不安に思うことや、
トラブルが生じた場合は消費生活センターに相談して下さい。
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経年劣化による
暖房器具等の

製 品 事 故 を防ぐ！！

冬は暖房器具の使用が多くなる時期です。製品に欠陥がなくても長年使用していると、摩耗や腐食など
の要因で品質や機能が低下することがあります。

これを経年劣化といい、経年劣化が原因で火災や死亡事故などの重大な製品事故が発生することもあり
ます。実際にあった重大な製品事故事例をご紹介します。

暖房器具等による製品事故例
浴室用電気乾燥機

電気ストーブ
電気部品（モー

天井裏のコード
などに接触不良

ターなど首振部
の電気配線の

が生じて発熱や
発火。

エアコン

室外機内部
の電気製品

が故障して発

トラッキング（※1）による
発煙・発火。

火。小動物や
ほこり・湿 気
が電気基板

部に侵入して
発煙・発火。

屋内式ガス瞬間湯沸器

屋内式ガスふろがま
排気筒のずれ・ほこ
りの 堆積や換気不
良による一 酸 化 炭
素中毒。排水口のつ
まりが 原 因 で ふろ
がまが 冠 水して発

火・爆発することも。
石油温風暖房機（その他石油製品）

ほこりが原因で

ゴム製の部品が

こし一酸化炭素
中毒。部品の劣
化によるガス漏

スが室内に漏れ、
不完全燃焼にい
たり一酸化炭素

不完全燃焼を起

れや発火。

5

劣化）などが原
因で発火。

劣化して燃焼ガ

中毒。

こちら 情 報 箱

その他…
電気コタツのヒータ部やスイッチ付近からの発火、配線劣化によるショート
（※2）
。
電気カーペット・オイルヒーターの基板から発熱・発火。
温水洗浄便座の異常発熱による発煙など。

※1 トラッキングとはコンセントに電源プラグを長時間差し込んだままにすることで周辺にほこりがたまり、
そこに水滴や湿気が加わり、
プラグの刃と刃の間に電流が流れ発火する現象。
※2 ショートとは電源コードの2本の銅線同士が直接接触すると、瞬間的に大きな電流が流れて火花が発生
する状態をいい、火花が燃えるものに引火して火災となる場合があります。

こんな症状が出たら注意しましょう
1

スイッチを入れても動かない

4

異常に熱い、
焦げくさい

7

2

スイッチを切っても止まらない

5

コードが折れ曲がり破損している

8

3

普段と動きが異なっている

6

プラグが変色している
製品を壁などに取り付けている場
合、取り付け部分の腐食や取り付
けねじなどのゆるみ

お湯が沸くのに時間がかかる

異常な音やにおい、普段と違う振動など、少しでもおかしいと感じた
場合は使用をやめ、
事業者や販売店に相談しましょう。
6

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

枚方市駅

至京都

東口

至私市

（土・日・祝日、年末年始除く）

近畿
ビルディング

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）

電話 06-6616-0888

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

サンプラザ
1号館

相談ください。専門の相談員が、あなたと一緒に解決の方

枚方
T-SITE

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3号館
2階202号室

枚方市立
消費生活センター

なお、
メールでのご相談は受付していません。

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

■各種パンフレットなどを提供して
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
情報紙です。

■貸出します

消費生活に関するビデオ・DVD の貸出しを行なって

います。

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。

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。

消費生活に関する情報や相談事例などを盛り込んだ

■講師を派遣しています
（出前講座）

国民生活センターや大阪府が発行している冊子のほ

■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。

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及び市民室サービスコーナーで
お受け取りください。

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

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
TEL＆FAX 072-844-2433 （枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）

