
　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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　保温・保冷機能がついているステンレス製携帯用魔法瓶（いわゆる「マグボトル」）は、手軽に様々な飲み物を

持ち運ぶことができるため、広く普及しています。一方で、「蓋を閉めていたにもかかわらず中身が漏れた」、「期

待していたほどの保温・保冷機能がなかった」等の相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、マグボトルの表示や安全

性、性能等のテストを行いました。

目　的

テスト対象品

テスト結果

北陸三県の家電量販店、雑貨店、ホームセンター等で購入したマグボトル9銘柄

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9

マグボトルを調べてみました
北陸三県共同試買テスト

表示事項

●家庭用品品質表示法雑貨工業品表示規定に定められている、「実容量、保温・保冷効力、材料の種類、使用上

の注意、表示者名等」は、全銘柄で表示されていました。

●使用上の注意として、「火のそばに置かない」、「中栓及び蓋は確実に閉めて使用する」、「飲み物は中栓下端

より少なめに入れる」、「子どものいたずらに注意する」、「丸洗いをしない」、「ドライアイス又は炭酸飲料は入

れない」旨を表示するよう定められており、全銘柄で表示されていました。

安全性

●表面温度について、沸騰水を入れた直後でも本体側面の

温度は30℃以下であり、表面に触れてやけどをすること

はないと考えられます。一方で、表面温度から内容物の温

度はわからないため、熱い飲み物を入れて直飲みする場

合はやけどに注意して下さい。

●水漏れについて、規定の半分の力で締め付けた場合、全

銘柄で水漏れは見られませんでした。一方で、規定量を超

えて飲み物を入れた場合、4銘柄で水漏れが見られました。

水漏れを防ぐためには、飲み物を入れる量を規定量以下に

し、しっかり蓋を閉めることが大切です。 経過時間
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消費者へのアドバイス

性能

●保温効力は95℃のお湯、保冷効力は4℃の水に

ついて、6時間後の水温を測定しました。規定量の

水を入れた場合、全銘柄で規定されている保温/

保冷効力を満たしていました。一方で、入れる水

量が少ないほど飲み物はぬるくなっており、効力

は低下していました。表示どおりの効力を得るに

は、規定量程度の飲み物を入れましょう。

使用性

●モニターがマグボトルを使用し評価しました。「多

色刷りでイラスト入りの取扱説明書はわかりやす

い」、「開口部が大きいものは給水や手入れがしや

すい」、「蓋の開閉がしやすくロック状態のわかり

やすいものがよい」等の評価が得られました。

購入時の留意点

①銘柄によって容量や保温・保冷効力、ロック方法等が異なるので、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。

②「多色刷りやイラスト入りの取扱説明書はわかりやすい」、「開口部が大きいものは給水や手入れ

がしやすい」、「蓋の開閉がしやすくロック状態のわかりやすいものがよい」等の、モニターによる

使用性のテスト結果を参考にして下さい。

使用時等の留意点

①断熱性が高い製品であり、表面温度から内容物の温度はわからないため、熱い飲み物を直飲み

する場合はやけどに注意して下さい。

②規定量以上の飲み物を入れると水漏れする可能性があるため、蓋をしっかり閉めるだけでなく、

飲み物を入れる量にも注意しましょう。

③飲み物の量が少ないと、表示どおりの保温・保冷効力が得られないため、用途に応じて、飲み物

は規定量程度入れましょう。

④内圧の上昇や内部の腐食を防ぐために、ドライアイスや炭酸飲料、みそ汁等の塩分が多い食品

など、取扱説明書で注意喚起されている飲み物は入れないで下さい。

⑤高温の飲み物を入れて本体表面が熱くなった場合、真空部等に異常が生じている可能性がある

ため、すぐに使用を中止して下さい。
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×3５　※実際の大きさは約 1.4mm

❶ ごま塩の異物混入

　 に関する相談

❷ Ｔシャツの破損

　 に関する相談

虫をデジタルマイクロスコープで拡大観察したとこ

ろ、メイガ類と推察されました。

一方、本テストの結果では、製造過程・流通過程・家

庭など、虫の混入経路までは特定出来ないことを

説明しました。

破損した生地のｐＨ値を測定したところ、約３で酸

性を示しました。このことから原因は、クリーニング

処理でなく、黒染めに使用した染料と推測されま

した。

硫化染料を使用した木綿繊維は、衣類を保管中に

染料が硫酸化し、繊維が弱くなり破れる可能性が

あります。

2ヶ月ほど前に購入し、普段から使っていた

ビン詰めごま塩から羽のある虫が発生しま

した。

原因を調べて下さい。

海外で購入したＴシャツを3回ほど着た後、

クリーニングに出したところ、襟周りの黒色

の生地が破れてボロボロになりました。

原因を調べて下さい。

食品の苦情については、苦情品を捨て

ずに冷蔵庫などで保管して下さい。

体調に異常があった時は、すみやかに

医療機関を受診して下さい。

着用後は長期間放置せずこまめに洗

濯し、弱アルカリ洗剤の使用を心掛け

ましょう。

海外で購入したものは、トラブルの際

に事業者に対応してもらうことが難し

いため、購入時に注意が必要です。

こんな商品を
テストしました

苦情相談テスト



国民生活センターからの発表情報
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タトゥーシールや

フェイスペイントによる

肌トラブルに注意しましょう！

ジャンプ式折りたたみ傘の

事故に注意しましょう！

（令和元年9月18日公表） （令和元年9月12日公表）

タトゥーシールやフェイスペイントなどは、ハロ

ウィンパーティーやスポーツ観戦などのイベント

の際に手軽に楽しめるため、多くの種類の製品が

販売されています。しかし、肌に合わずかゆくなっ

た、剥がしたときに肌に傷が付きシミが残った等

の事故情報が寄せられています。

有害な成分が含まれていないかテストしたとこ

ろ、一部の製品において化粧品には含有が認めら

れていない成分が検出されました。

ジャンプ式折りたたみ傘は、手元の開ボタンを押

すと傘が開くとともに強力なバネが内蔵された中

棒が伸び、閉ボタンを押すと傘が閉じます。手元

を収納する途中で手を放すと、縮められたバネの

力で手元が飛び出し、顔や身体に衝突し重篤なけ

がをする危険性があります。

消費者へのアンケート調査によると、約3割の人

が使用中にけがをしたり危険を感じたことがあり

ました。また、約半数の人が取扱説明書等で禁止

している方法で手元を収納することがありました。

化粧品のように安全性の基準等が

定められた製品でないことに留意し

て使用しましょう。子どもは大人に

比べて皮膚が薄く、より注意が必要

です。

肌に合わない場合はすぐに使用を

中止し、赤み、腫れ、かゆみ、痛み等

の症状がある場合は皮膚科医を受

診しましょう。

使用する際は取扱説明書をよく読

み、十分に注意しましょう。

飛び出し防止機能が備わった商品

もあります。飛び出し防止機能が備

わった商品を選択するようにしまし

ょう。



製品事故を未然に防ぐには

消費者庁リコール情報サイト

回収・無償修理等の情報が掲載されています。

https://www.recall.caa.go.jp/

事故情報データバンクシステム

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.jikojoho.go.jp/

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

説明書を必ず読み、正し

く使用する。また、取扱説

明書は保証書と一緒に

分かりやすい場所に保管

しておく。

製品は、取扱説明書に

従って、定期的に手入れ

や点検をする。

リコール情報サイト、事

故情報データバンクシス

テム、長期使用製品安全

点検制度などを活用し、

製品の安全性を確認・確

保する。

「気づいてる？未来を創る消費の力」

めざそう！ 消費者市民社会

石川県の「消費者市民社会」シンボルマーク
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1 2 3 4

【平日】 9:00～17:00　【土曜日】 9:00～12:30開館時間

日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）休 館 日

〒920-0968  石川県金沢市幸町12-1石川県幸町庁舎3階場  所

０７６－２５５－２１２０TEL ＦＡＸ ０７６－２５５－２３９７ＦＡＸ

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。

消費者ホットライン

局番なしの ☎１８ ８

☎０７６-２６７-６１１０ （令和２年３月２８日まで）

☎０７６-２５５-２１２０ （令和２年３月３０日以降）

石川県消費生活支援センター

商品の品質等のご相談はこちらまで

石川県消費生活支援センター新庁舎のお知らせ

令和2年3月30日から金沢市幸町で業務を開始します！

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/

（令和元年12月発行）ほっと商品テスト事例集


