ほっと 商品
テスト

事 例 集

石川県消費生活支援センターでは、商品の品質や製品事故に関する相談を
受け付けており、また様々な情報提供を行っています。
本事例集では、当センターが実施したテストの結果のほか、国民生活センターが
実施したテストの結果についても紹介しています。
商品の適正な使用や製品事故の未然防止にご活用ください。
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No.

ヘアドライヤーを
調べてみました

テスト対 象品
北陸三県の家電量販店等で購入した
ヘアドライヤー6銘柄

（北陸三県共同試買テスト）

目的
ヘアドライヤーは日常生活で使用する家電製品として広
く普及しており、温風温度や風量等が調整できる製品も販
売されています。一方で、
「 使用中に異常音がした後に、黒
い粉が飛び散った」
、
「コンセント部から火花が出た」
等の相

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

談も寄せられています。
そこで、北陸三県（富山県、石川県、福井県）
の消費生
活（支援）
センターが共同で、ヘアドライヤーの表示や
安全性、性能等のテストを行いました。

テスト結 果
表示
事項

●電気用品安全法に定められてい
る、
「定格電圧」、
「定格消費電力」
、

安全性

●ヘアドライヤーを30分間稼働した際、
表面温 度は、 側面が 26 〜 30℃、

「定格周波数」、「事業者名」及び適

取っ手が 25 〜 45℃、スイッチが

合性検査済みであることを示す

29 〜 36℃であり、規格基準を全

「PSE マーク」は、全銘柄で表示さ

銘柄で満たしていました。プラグは

れていました。

36 〜 50℃であり、規格基準は定
められていませんが、他の部分より
も高い温度でした。

●電気製品の安全のため、第三者認
証機関が製品試験や品質管理の調

●温風温度は、吹出口から離れるほ

査を行い、安全性を客観的に確認

ど低くなりました。吹出口から 3 ㎝

したことを示す「S マーク」は、任

と 10 ㎝の位置における温 風に約

意ですが、 4 銘柄で表示されてい

30℃の温度差がある銘柄もあり、

ました。

一定距離より近づけると急激に温
度が上昇する可能性があるため、使
用時には毛髪に近づけすぎないよ
うに注意して下さい。
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性能

●消費電力は、表示されている定格
消費電力と比べて 93 〜 106% で

使用性

●モニターがヘアドライヤーを操作
し、評価しました。
「絵表示が多く使

あり、規格基準を全銘柄で満たし

われていて、冊子になっている取扱

ていました。

説明書はわかりやすい」、「吸込口
が平坦な銘柄は手入れがしやすい」
等の評価が得られました。

●風速は、吹出口から離れるほど小
さくなりました。計算上、規格基準
を全銘柄で満たしていました。
●乾燥能力は、水で濡らした馬毛を

アンケート
調査

乾燥させ、吸収した水分量と乾燥

●初めて使う前に、取扱説明書は
読みましたか

読んでいない
50%

した水分量の比から算出しまし
た。乾 燥 能 力 は 56 〜 90％ で あ

わからない 3%
読んだ
47%

り、銘柄間で 1.6 倍の差がありま
●収納する際、本体に電源コードを

した。

巻きつけていますか

巻きつけていない
63%

巻きつけている
37%

消 費 者 へ の アドバ イス
使用時の留意点

購入時の留意点

●取 扱説 明書 をよく確 認してから使
用して下さい。使い方を誤ると火 災
や怪我等の原因になります。
●収 納時に電 源コードを本体に巻き
つけないで下さい。電源コードが 断
線し、感電やショート等のおそれが

、安
●銘 柄に よって温 風温 度や風速
全機 能等 が異 なるので、取扱 説明
書等 を確 認し自分 に合ったものを
選びましょう。
●第三者認証機関が製品試 験や品質
管理 の調 査を行い、安全 性が 客観
的に 確認 され たものに「Sマー ク」
が表 示で きる ので、より安全 に使
用したい方は「Sマー ク」が表 示さ

あります。
●一定の 距離 より近づ けると、急激
り
に温 風温 度が上昇するもの があ
けす
ます。使用 時には毛 髪に 近づ
ぎないように注意して下さい。
な
●プラグは本体側面等よりも高温に
るため、取り扱いに注意して下さい。

れた銘柄を選びましょう。
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こんな商品を

テストしました
（苦情相談テスト）

❶ スーツの穴あき

❷ コードの発煙

に関する相談

に関する相談

スーツをクリーニングに出したところ、

こたつのコードにつまずいたらコード

ベストに穴があき黒い点になっていました。

から煙が出ました。心配なので、今後も

クリーニング店は最初からあった穴だと

使用できるか調べて下さい。

言うが納得できません。

金属線の先端部が熱で球状になっている様子
表生地（黒色）が溶融して
芯地（白色）が露出している様子

普段の使用によりコードは劣化していました。

黒い点の部分をデジタルマイクロスコープで拡大

大観察しました。その結果、金属線の一部が断線

発煙箇所を解体し、デジタルマイクロスコープで拡
して先端部が球状になっていました。発煙の原因

観察しました。その結果、穴は黒光りして周囲の繊

は、つまずいた衝撃でコードが断線し、過大電流

維が接着していました。穴あきの原因は、たばこの

が流れ発熱したためと推測されました。

火等の小さな火種が飛び火して、生地の一部が溶

そのまま使うと危険なので、新しいコードに交換

融・炭化したものと推測されると説明しました。

するよう助言しました。

こたつ等は毎年の使用開始時に、
コードやプラグ、カバー等を確認

クリーニングに出す前に、衣類等の

状態を確認しましょう。穴あきやほ

しましょう。変形や破損等があっ

ニングできるか店と相談しましょう。

カーや購入店に相談しましょう。

た場合、修理や交換が必要か、
メー

つれがあった場合、問題なくクリー
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国民生活センターからの発表情報
ジェルネイルのやけどに
注意しましょう！
（平成30年9月6日公表）

ドライブレコーダーの
映像を定期的に
確認しましょう！
（平成30年8月2日公表）

ドライブレコーダーに関する相談が2013年以
降444件、そのうち映像が残っていなかったなど
「ジェルネイルを硬化させるためのLEDライトを
照射したところ、異常に熱くなり爪をやけどしまし

記録に関する相談は88件寄せられており、年々増
加傾向にあります。
ドライブレコーダーの多くは、エンジン始動から

た。やけどする温度になるのか調べてほしい。」と
いう依頼がありました。
テストの結果、ジェルを厚く塗った所にLEDライ
トを照 射すると、直後から急 激に発 熱が 始まり、

停止までの映像を自動でSDカードに記録し続け
ます。また、容量が一杯になると古いファイルから
順に上書きされていくタイプが主流です。
異常のあるSDカードを用いた動作確認では、正

9 秒 後には最高 温 度になりました。照 射 開 始後
30秒が経過しても高い温度を維持していました。

常に記録がされない、録画している表示が見られ

また、ネイルチップの裏側の温度を調べてみると、

たにもかかわらず記録がされていない、といった

60〜65℃に達することが確認されました。

ケースが確認されました。

ドライブレコーダーで記録した映

像は月1回を目安に確認しましょう。
また、SDカードは月1回を目安に
やけどにいたる可能性があるた

初期化して使用するほか、消耗品

ないように注意して下さい。

年新しいものと交換しましょう。

であることから万全を期すなら毎

め、ジェルネイルを厚く塗り過ぎ
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製品事故を未然に防ぐには

❶
●

❷
●

製品を購入すると

きは、事 前に製 品

の特 徴や安 全 性・
品質・機能などをよ

く検討する。

製品を使うときは、
取扱説明書を必ず

❸
●

読み、正しく使用す

製品は、取扱説明

書に従って、定 期

❹
●

的に手入れや点検

る。また、取扱説明

事故情報データバ

ンクシステム、長期

をする。

書は保証書と一緒

リコール情報サイト、

使用製品安全点検

制度などを活用し、

に分かりやすい場

製品の安全性を確

所に保管しておく。

認・確保する。

消費者庁リコール情報サイト

事故情報データバンクシステム

回収・無償修理等の情報が掲載されています。

生命・身体に係る消費生活上の製品事故情報が
掲載されています。

http://www.recall.go.jp/

http://www.jikojoho.go.jp/ai̲national/

商品の品質等のご相談はこちらまで
消費者ホットライン

局番なしの ☎１８８

市町、県、国民生活センターのいずれかの消費生活相談窓口につながります。
受付時間は相談窓口ごとに異なります。

石川県消費生活支援センター

☎０７６‑２６７‑６１１０
開館時間 平日

9：00〜17：00
土曜日 9：00〜12：30
休 館 日 日曜日・祝日・年末年始（12/29〜1/3）

ほっと商品テスト 事例集
〈平成31年１月発行〉

石川県消費生活支援センター
〒920−8204 石川県金沢市戸水２丁目30番地
TEL 076−267−6110 FAX 076−267−6109
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shohicenter/

「気づいてる？ 未来を創る消費の力」
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石川県の
「消費者市民社会」
シンボルマーク

