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●液体入りスマホケース
液漏れに注意！
！
●STOP！
！
携帯電話機の第三者譲渡

●インターネット通販の注意点

消 費 者・生 活 者 が 主 役 と な る 社 会 へ

「

親子で
学ぶ

消費生活セミナーを開催しました！
！

正しいおかねの使いかた」

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）

液体入りスマホケース

液漏れに注意！
！
ラメやスパンコールが液体の中に漂ってキラキラ見えるスマホケース。若い女性を
中心に人気がありますが、液体の入っているケースは、衝撃などが加わると破損して
液漏れすることがあります。

■液体入りスマホケースとは
透明な樹脂で作られたケースに、ラメやスパン
コールなどが、液体とともに封入されています。
ケースを動かすと、液体の中でそれらがゆっくり
と動く、装飾性の高い商品です。

■どんな液体が入っているの？
国民生活センターでテストされた例では、鉱物
油・鉱油（原油を精製して得られる石油系油の総称
で、潤滑油・燃料・化粧品などの幅広い用途で使用）
などとパッケージに表示されていました。
一方で、表示がなく、成分が不明のものもありま
した。

■液が漏れたらどうなるの？
スマホ本体の画面や内部に損傷を与えることが
あります。
皮膚に付着すると、皮膚障害が発生することがあ
ります。強いにおいで体調を崩すこともあります。

強い衝撃を与えてしまったり、刺激臭を感じたら、
直ちに使用をやめましょう。
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近ごろ商 品 情 報

◀◀◀◀◀こんな事例が起きています！▶▶▶▶▶
ケース1

スマホを持ったまま寝てしまい、気がついたら、腕

にやけどをしていた。
ケースの枠の形に跡がつき、ケースからは異臭も
あった。

（10歳代、女性）

ケース2

電車の中でケースの中の液体が太ももにこぼれ、

痛みを感じた。帰宅後に見てみると、太ももが15セン
チほど赤くはれていた。病院で受診すると、やけどと
診断された。

（20歳代、女性）

ケース3

スマホケースにひびが入り、液体が出てきた。変な

においがして、
気分が悪くなった。
（10歳代、
女性）

ケース4

ケース装着時に一部が破損。外そうとしたら、破損

部分から液体が漏れ、衣服についた。1時間後に腹部
がかゆいので確認したら、液体が衣服を通して皮膚ま
で濡らしており、
かぶれた。

（10歳代、女性）

国民生活センターがテストした4銘柄すべてで、
皮膚への刺激性が確認されています。
◆液漏れが確認された場合は、
直ちに使用を中止しましょう。

◆皮膚に付着すると、
皮膚障害が発生する可能性があります。
十分な流水ですぐに洗い流してください。
◆液体がかかった衣服も速やかに脱いで、
十分な流水で早めに洗い流してください。
◆液体は強いにおいがします。
においで体調を崩した事例もあり、液体が漏れてしまったら、液体に
触れないよう注意して、
ビニール袋などに密封してください。
◆室内などで起きた場合は、換気も行ってください。
◆必要に応じて、医療機関を受診しましょう。
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携帯電話機の第三者譲渡
T
S
『知人やSNSで知り合った人から携帯電話機を購入するアルバイトを持ちかけられた』
『融資の審査のた
めに携帯電話を契約して、証拠として携帯電話機を送ってほしいと指示された』などのきっかけで自分が契
約した携帯電話機などを他人に渡してしまった、
という相談が後を絶ちません。

事 例 1『簡単なアルバイト』
と言われて…
友人から
「スマホを契約して人に渡すだけで小遣いが稼

げる」
「毎月の料金は代わりに払ってもらえるので心配な
い」
と持ち掛けられた。友人に指示された場所に行くと
『世話人』
と呼ば

れる人がおり、その人に言われるまま3社で計9台のスマホとタブレット
端末を契約し、端末をSIMカード
（※）
ごと
『世話人』
に渡すと、1台当たり2
万円のバイト料がもらえた。
しかしその後携帯料金を負担してもらえず

「契約する人を紹介してくれたら紹
困っている。
また『世話人』
に

介料を渡す」
と言われ知人を2人紹介しており、知人からも責められて
いる。

事 例 2『お金を借りるための審査』
と
言われて…

お金が必要になり融資先を探していたところへ「融資します」
と業者か

「携帯電話会社と情報共有しているので携帯
ら電話があった。
電話の新規契約ができれば審査に通ったことになる。契約
できた証拠に端末をこちらへ送るように」
と言われ、業者に指

示されるまま2社で計7台のスマホとタブレット端末を契約し、SIMカード
を抜いた端末を業者へ送った。
ところがその後業者から融資を受けられ

「業者と共謀し
ず、警察に相談すると、わたしは被害者のはずなのに
て携帯電話会社から端末をだまし取ったことになる。あな
たは加害者だ」
と叱責された。

※SIMカード／電話番号を特定するための固有のID番号が記録された、モバイル端末
で通信するために必要なカード。通信にかかる費用は通信に用いたSIMカードの契約
者に請求されます。
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こちら 相 談 室

自分名義の携帯電話は絶対に他人に渡さないこと
携帯電話会社に断りなく携帯電話機やSIMカードを第三者へ

『携帯電話不正利用防止法』
という法律
譲渡することは、

で禁止されており、違法行為です。さらに、渡した携帯電話機は
振り込め詐欺等の犯罪に利用されていると考えられ、間接的

に犯罪に手を貸していることになります。

また、電話機本体代をクレジットにより支払い中の場合はクレ
ジット会社が所有権を持っていることになるため、勝手に処分す
ることは許されることではありません。

通信料金や端末代金は自分で払う必要があります
通信料や端末代金は契約名義人に支払い義務がある
ので、携帯電話会社からの請求を免れることはできません。支払

請求書

わないでいると携帯電話会社から訴訟を起こされる場合もありま
す。また不払者情報を登録されると、すべての 携帯電話会社

の新規契約はできなくなります。さらに携帯電話機のク

レジットの支払いが滞ると、個人信用情報に
『事故情報』が登録さ

ローンを組ん
れ、今後クレジットカードを作ったり、
だりするうえで支障が生じることもあります。

自分名義の携帯電話を他人に渡してしまったら
携帯電話が犯罪に利用されるのを防ぎ、
また自分が負担しなければならない通信料などの被害

すぐに警察へ相談しましょう。
ただし違
拡大を防ぐため、携帯電話の契約は解約し、
法行為を行っていることから刑事責任を問われる場合もあります。

携帯電話機を買うだけでお金をもらえるなんて
うまい話はありません。
絶対に誘いに乗らないようにしましょう。
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インターネット通販の

注意点

時間に縛られず、自宅で手軽に商品が購入できるインターネット通販ですが、一方で、
「偽物が届いた」
と
か
「いつまでも商品が届かない」などというトラブルは後を絶ちません。注意すべき点を確認して、
トラブル
のない楽しい買い物をしましょう。

トラブルに

あわないためには…

一般に流通している価格よりも大幅に安く販売さ
れている場合などは、購入する商品が模倣品でな
いか注意しましょう。

「無料」
や
「格安」
と書かれている場合も注意が必要です。
細かな条件や説明を確認しないまま申し込むのは大変危険です。
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商品の交換や返品が必要な時は、正確な販売店の情報が必要です。連絡先などの情報は購

■会社概要
○○ショップ
住所：大阪府枚方市○○2丁目

番地の表示がなければ
返品することができない！
！

最後まで
確認しましょう

入前に確認しておきましょう。また、配送方法や配送期間も確認しておくとよいでしょう。

スマートフォンで発注する場合、内容の一部しか表示されて
いない場合があります。最後まで見落とす
（読み落とし）
こと
がないように確認しましょう。
初めから定期購入の欄に ✔が付いている場合があります。✔をはずさければ品物は繰り返し
送られてきます。また、定期購入を条件に割引されていることもあります。
はじめからチェックが入っている事も

✔ 定期購入希望
定期購入を条件に初回のみ500円

通信販売ではクーリング・オフ制度はありませんが、広告に返品特約の表示がない場合は商
品を受け取ってから8日以内であれば返品が可能です。特約や返品条件、利用規約などの確
認は必ず購入前に行なっておきましょう。
通信販売ではクーリング・オフできません！
！
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こちら 情 報 箱

初めて取引する販売店の場合、前払いは避けて商品確認後に支払いの出来る業者を選ぶ方
が安心です。
■お支払い方法
代金引換

後払い クレジットカード

複数選べるとより安心

お支払い方法を追加

利用するときに大切なのは信頼できる業者を選ぶことです。通信販売では日本通信販売協会
に加入している業者は

（ジャドママーク）
が表示されており、業者を選ぶ時の

参考となります。

注文確認画面など画面のコピーを残しておけば後日に確認ができるうえ、購入後の業者との
交渉時も証拠として役に立ちます。
■注文が確定しました。
お客様の注文番号
123-4567-890

商品お届け予定日
○月○日頃

その他にも

パスワードは定期的に変更し、推測

パスワードは
定期的に
変更しましょう

されやすい番号などは使用しない
ようにしましょう。

クレジットカード番号の入力画面では、通信が暗号化
（SSL）
されてい
るかなど、情報取扱が適切な販売店であるか確認しましょう。
ひとつのIDやパスワードを複数のサイトで使い回しするのはやめま
しょう。
あやしいなと感じた場合は、一度消費生活センターにご相談ください。

推測されにくい
パスワードに！
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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）

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

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、

サンプラザ
1号館

在住、在職、在学の方です。なお、メールでのご

枚方
T-SITE

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 〈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 〈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作成しました
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）

