
別紙１

【都道府県・政令市における商品テストの内容・実施主体（平成20年度）】

※以下は、４７都道府県・１８政令市における平成２０年度の商品テストのうち、主な事例として回答いただいたもの。

： 都道府県または政令市が自ら実施した商品テスト（クリーニング検査に係るテスト）
： 都道府県または政令市が自ら実施し、または、他のテスト機関と共同で実施した商品テスト

（クリーニング検査に係るテスト以外）
： 都道府県または政令市がNITE、国民生活センター、またはその他のテスト機関等に依頼して実施した商品テスト

ＮＩＴＥ

住居品

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

政令市 食品

トランクスによる皮膚障害

クリーニング（被服）

都道府県婦人コートの変色

ベビーカーを開きかけたとき、子供が指を挟んだ

ブラウス・スカート縮んだ 都道府県 クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

国民生活センター 水槽用ヒーター

クリーニング後にジーパンが部分的に変色 都道府県 クリーニング（被服）

灯油ボイラーの故障

クリーニング後の縮みと股擦れ

住居品

住居品

住居品

ＮＩＴＥ 石油ストーブ

国民生活センター 健康食品

婦人パジャマ

ＮＩＴＥ 教養娯楽品

空調冷暖房機器

食器台所用品

空調冷暖房機器

クリーニング（被服）

婦人スーツの風合い変化 都道府県 クリーニング（被服）

ヒアルロン酸の含有量

鍋の内側に白い斑点 国民生活センター 食器・台所用品

ゴルフウェアの穴あき原因 都道府県 クリーニング（被服）

住居品

紳士背広の穴あき 都道府県

都道府県 食器・台所用品(食卓用品）急須のフタからの変色した水滴

住居品

フッ素樹脂加工鍋のはがれ 調理器具

食生活機器

電気敷きマットの温度調整機能不良 都道府県

ＵＶカット商品の性能調査 都道府県

都道府県

電子レンジの発火 都道府県

健康食品

クリーニングに関する苦情原因究明のため

折りたたみ式物干に幼児が接触転倒して指が切れた

食料品

食料品

こたつの付属コードの発熱・変形 ＮＩＴＥ

クリーニング（被服）

住居品

住居品

メーカー

国民生活センター

テーブルタップの焼損 都道府県 電気製品

婦人洋服

ショーツの組成（絹でないのでは？） 都道府県 被服品

婦人ブラウスに使用されているラメ糸の剥離

婦人スーツの風合い変化 都道府県 クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

婦人ブーツの風合い変化

婦人コートの変退色

婦人コートの風合い変化

ネックレスのきず 都道府県 アクセサリー

都道府県

都道府県 クリーニング（被服）

都道府県

ネックレスを使用したら1週間で変色し皮膚に炎症が起きた 都道府県 被服品

オーブントースターの発火

クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

都道府県

住宅設備

婦人Tシャツの穴あき 都道府県 被服

婦人スーツの収縮 都道府県 クリーニング（被服）

都道府県 クリーニング（被服）

歯ブラシによる舌の痺れ

紳士スーツの穴あき

紳士ジャンパーの変退色

婦人ジャケットの変色 都道府県

紳士用ズボンの破れ 都道府県 調理用ボールの変色

都道府県

都道府県 クリーニング（被服）

都道府県 クリーニング（被服）

都道府県

やかんの異臭 都道府県

コーヒーサーバーの破損 都道府県

灯油給湯器の発煙

クリーニング（被服）

ジャケットのクリーニングによる汚れ

クリーニング（被服）

都道府県 クリーニング（被服）

長襦袢のクリーニングによる縮み 都道府県 都道府県 車両・乗り物（自動車用品）

合成皮革ズボンのドライクリーニングによる硬化 都道府県 自転車用ヘルメットのヘッド調整機構部分の故障 車両・乗り物（自転車用品）

ハロゲンヒーターランプの破裂

携帯充電器の発火

食品 ペットフードを食べた直後にペットが死んだ

カジュアルこたつ発火

自動車のタイヤ交換時に使用中のジャッキが歪んでしまった

個人輸入によるダイエット食品を食べて健康を害したペット用品

車両・乗り物

国民生活センター 他の住居品

自動車部品国民生活センター

国民生活センター

国民生活センター

教養娯楽品

紳士靴踵の脆化

紳士ジャケットの部分的な生地の薄れ 紳士洋服

ゴム長靴の早期損傷 都道府県 被服品

婦人コートをクリーニングに出したら襟部分の毛がねてしまった ＮＩＴＥ クリーニング（被服）

コバエの殺虫ポットの臭いで気分が悪くなった ＮＩＴＥ クリーニング（被服）

パイプ椅子事故

電気洗濯乾燥機のモーター過熱

身の回りの品

保健衛生品

保健衛生品

電池の過熱

炊飯ジャーの発火

ＮＩＴＥ

住居品ステンレス鍋の変色 都道府県

ヘアドライヤーの早期故障 都道府県

ＮＩＴＥ

蛍光灯の発煙 ＮＩＴＥ

都道府県

ベビーパウダーの材質（アスベストが入っているのでは？） 都道府県

ＮＩＴＥ

ハロゲンヒーターの発煙

ハロゲンヒーターの発煙

電気温風ストーブの早期故障

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥキャリーバッグの脚折損により膝を捻挫

ハロゲンヒーター破裂

住居品

電子レンジの皿の汚れ 都道府県

水道水の水質（包丁が異常に錆びる） 都道府県 住居品

住居品

保健衛生品

入浴剤による咳き込み

ヘアドライヤー握りの部分からの発火 ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

クリーニング（被服）

ジャケットのムラ 都道府県 クリーニング（被服）

都道府県 クリーニング（被服）

婦人服の傷

クリーニング（被服）

スラックスのクリーニングによる移染 都道府県 クリーニング（被服）

ダウンジャケットのクリーニングによる変色

都道府県 クリーニング（被服）

シャツのクリーニングによるシミ

住居品フライパンの破裂 都道府県・NITE

クッションの針状突起物による手の負傷 都道府県・NITE 住居品

パソコンの発火 都道府県・NITE ﾊﾟｿｺﾝ・ﾊﾟｿｺﾝ関連用品

空調・冷暖房機器

ラジコンカーの部品の早期故障 都道府県

へちまたわしの変色

こんにゃくの変色

氷菓の口唇はりつき

玄米の鮮度判定 都道府県

掃除機の付随の隙間ノズルを縮めると勢いよく閉じて、手のひらが挟まった。

都道府県

都道府県

都道府県 住宅設備（給油設備）

ＮＩＴＥ温玉ボイラーが破裂し電子レンジが故障した

都道府県 家電洗濯乾燥機の爆発音が伴った亀裂

香立ての溶解によるテーブル損傷 都道府県・NITE・国民生活センター 教養娯楽品

電気あんかを使用中に火花が出た 都道府県・NITE 住居品

湯たんぽ

都道府県 教養娯楽品

③分類 ①相談事例・商品テストの内容
紳士用ズボンの穴あき

婦人スーツをクリーニングに出したら染みがついて返ってきた

ズボンをクリーニングに出したら折り目が裂けていた

②実施主体

教養娯楽品

保健衛生品

②実施主体 ③分類

住居品

スパーク点火式ガスライターのガス充填中の発火保健衛生品 ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

健康器具の部品の異常磨耗

クリーニング（被服）

ＮＩＴＥ

くねくねパズルによる小児両手指のかぶれ

栗皮むき器によるけが

電気コタツを使用中に、別途購入した電源コードのスイッチ部分から発煙した ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

自転車用品

空調冷暖房機器

ＮＩＴＥ

ハロゲンヒーターの発熱・発煙

ＮＩＴＥ

照明器具

音響・映像製品

石油ストーブ発煙（２）

サービスでもらった100円ライターの突然爆発

白熱電球の破裂

他の娯楽用品(タバコ用品）

自動車タイヤ用雪道滑り止め剤スプレー缶の破裂

電球型蛍光灯が焼損 ＮＩＴＥ

掃除機の発熱

自転車のヘッドライトの破裂

ハロゲンヒーターの爆発

身の回り品

電気こたつ電源コード

住居品

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ハロゲンヒーター

圧力鍋の取っての堕落 テレビの発火

ＯＡタップの発火 突然発煙した石油ストーブの原因究明のため

ＮＩＴＥ

食料品

都道府県

スプレー缶

電気ポットの発火 ＮＩＴＥ 電気ポット

住居品

ＤＶＤプレーヤーのゴム足が溶解

照明器具

ＮＩＴＥ

散水ホース用リールの破損 ＮＩＴＥ

食料品

住居品

他の役務（外食）

チョコレートの成分分析

都道府県 食用油

食品

食品

ビルトインガスコンロの発火

被服品

トランス脂肪酸含有食品の調査 都道府県

保健衛生品

のど飴（試買テスト）～商品の効能テスト

玩具・遊具

食用油の使用の可否

都道府県・政令市

政令市

ＮＩＴＥ

柵の高さが低いロフトベッド

畳による薬物中毒症状

都道府県 野菜・海草

食料品

味噌作りのため，大豆を煮ていたら，鍋本体が飛び，弾みで床に落下。蓋は外れなかったが隙間から蒸気が漏れた。

ドックフードの酸化防止剤 都道府県 自転車のチェーンが切れ転倒

石油ストーブの石油タンクに指を挟まれた

湯たんぽによる低温やけど

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

蛍光灯から煙が出た。

電球のガラスと金具との接続部分（←電球が、突然ガラス部分のみ落下）

通信販売で購入したカーテンを箱から取り出して，かけたところ臭いで吐き気と首を絞められるような痛みを感じた。

ライターの異常燃焼

鍋

ガラスポット

自転車・用品

太陽光の反射に伴うアルミホイールによる火災の危険性に対する商品テスト

はしご（脚立兼用）の強度テスト

カーテン

便器

新品の婦人パジャマを一日着用したら、翌日右肩・腹部に湿疹が出た空調冷暖房機器

メーカー 教養娯楽品(その他教養娯楽品)

スーツの袖口の生地の変色とボタンの退色 都道府県 クリーニング（被服）

アロエ酒に異物

都道府県

箸による手指のかぶれ 国民生活センター

上着の変色

礼服のクリーニングによる変色 都道府県 クリーニング（被服）

礼服のクリーニングによる穴あき 都道府県 クリーニング（被服）

ＮＩＴＥ

住居品

電子レンジからの発火

スイッチ付きＯＡタップ

冷蔵庫からの発火玩具

住居品

ＮＩＴＥ

取手付き替鍋による火傷

ニッケル水素電池

ＮＩＴＥ クリーニング（被服）

紳士用ズボンの穴あき ＮＩＴＥ クリーニング（被服）

強化ガラスのふたの破裂 ＮＩＴＥ教養娯楽品

被服品 ハロゲンヒーター火花（２） ＮＩＴＥ

クリーニング（被服）

長襦袢をクリーニングに出したら穴があいてる ＮＩＴＥ

掃除用具

ＮＩＴＥ

クリーニング（和服）

夏物ワンピースをクリーニングに出したら全体に変色していた

クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ クリーニング（被服）

ダウンジャケットをクリーニングに出したところ所々しわのような状態になった。 ＮＩＴＥ クリーニング（被服）

電球

ニットの上着をクリーニングに出したら毛玉ができた ＮＩＴＥ

電動式鉛筆削り器の電源コードから火花が発生 ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ婦人用ジャケットの生地の損傷

ガラスポット（←お湯を入れて置いておいたら、突然割れ、足にヤケド）

ＮＩＴＥ

照明器具

クリーニング（被服）

婦人用ブラウスのシミ、キズ 都道府県 クリーニング（被服）

ガス瞬間湯沸器の発火事故カットわかめの異臭

精米にカビ

ＮＩＴＥ

米に異物

食料品

ＮＩＴＥ食料品 白熱電球から発火

全自動洗濯機からの発火

圧力鍋の中身が飛び散った ＮＩＴＥ 食器・台所用品

山くらげの漬物（誤表示では？）

テーブルに置いた使い捨てライターからの発火について ＮＩＴＥふりかけのしそ（しそが表示どおり入っていないのでは？） 食料品

ガラステーブルの突然の破裂について ＮＩＴＥ 住居品（家具･寝具）食品

ＮＩＴＥ

国民生活センター

ＮＩＴＥ 食生活機器

教養娯楽品

ＮＩＴＥ 国民生活センター

蚊取り線香と線香皿

ＮＩＴＥ

携帯水筒

畳ＮＩＴＥ都道府県

ＮＩＴＥ

テレビからの発煙について

犬用胴輪が縫い目から切れた ＮＩＴＥ

住居品

電気あんかが焦げた ＮＩＴＥ 空調・冷暖房機器

ＮＩＴＥ

パイ包みシチューで火傷クリーニング（被服）

婦人ダウンコートの変色

カシミアコートの縮み 都道府県 クリーニング（被服）

紳士用シャツの白色化 都道府県 クリーニング（被服）

合物スーツのホックの破損

紳士用ズボンの破れ 都道府県 クリーニング（被服）

都道府県 クリーニング（被服）

国民生活センター

電気ケトルのコード

他機関

暖房器具

住居品

住居品NITE・メーカー

ＮＩＴＥ

強化ガラス製食器の破裂

国民生活センター

都道府県・NITE

都道府県

都道府県

傘の異臭

食料品

車両・乗り物(運搬用具)

都道府県 ＮＩＴＥストロー付き水筒のストロー部の飛び出し

便座での火傷

紳士ベストの変色 都道府県・政令市

外食の酢豚の材質（鶏肉では？） 都道府県

ジャケットのクリーニングによるシミ

ニットシャツのクリーニングによる穴あき 都道府県

暖房器具

車載用デジタル時計の部品の損傷

婦人ダウンジャケットの汚れ 都道府県 クリーニング（被服）

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

クリーニング（被服）

紳士用上着の合成皮革部分の硬化 都道府県

クリーニング（被服）

紳士スーツの毛羽立ち 都道府県 クリーニング（被服）

黒色の婦人絹ブラウスがクリーニング後に白色化した 都道府県

クリーニング（被服）

ワイシャツの破れ 都道府県

都道府県

クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

革ジャンバーの斑点

レースカーテンの破れ

婦人ワンピースの毛羽立ち

婦人ワンピースの品質

婦人スーツのシミ

ワイシャツの縫製不良

国民生活センター コルクマット

水槽用ヒーターを水を張ったバケツに入れ外出したら火災になった

コルクマット表面の絵柄が鍋底に貼り付いた

保健衛生品

カーテン

電気ケトルのコードの加熱 ＮＩＴＥ

電気あんかで足が低温やけどになった ＮＩＴＥ

テレビ

ＮＩＴＥ 調理器具

ＮＩＴＥ 調理器具

ＮＩＴＥ

電気敷毛布の焼損 ＮＩＴＥ

除湿機の焼損

はちみつが純粋かどうか

クリーニングパイプ椅子

トランクス

空調・冷暖房機器

他機関 住宅工事

ＮＩＴＥ

電気あんか

①相談事例・商品テストの内容

ステンレス製物干しが錆びた

足こぎ四輪車が不安定で危険

都道府県

都道府県

強化ガラス鍋蓋が調理中に破裂

水道混合栓の腐食による破損 都道府県

ベトナムで購入したはちみつの品質 都道府県

白いスーツのの変色 都道府県 クリーニング（被服）

ベビーカーのすき間に指を挟んで切断

幼児牽引ベルトの色がスキーウエアに移染

自動掃除機が動かない

片手鍋底の変色

天ぷら鍋からの黒い異物

ドレスの移染 都道府県

①相談事例・商品テストの内容 ②実施主体 ③分類

都道府県

クリーニングした婦人セーターの虫食い 都道府県

都道府県

クリーニング（被服）

ダウンジャケットのクリーニングによる穴あき 都道府県

スリッパからの異臭

ジャンプ傘破壊による怪我

土鍋の品質(鉛)

圧力鍋で焚いたご飯の変色

クリーニング（被服）

カッターシャツをクリーニングに出したら穴があいてた ＮＩＴＥ

フライパンの取手で火傷 都道府県 住居品

②実施主体 ③分類

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

①相談事例・商品テストの内容

食料品（果物）

他機関

クリーニングによるコートの退色について

クリーニング

非常用持ち出し袋の中身テスト 都道府県 非常用持ち出し袋 クリーニングトラブル

物干しハンガーからの異臭

空調・冷暖房・給湯設備

メーカー 教養娯楽品（音響･映像機器）

ガス石油機器ＰＬセンター 

洗濯・裁縫用具民間検査機関

蛍光灯の変色と割れ

電気コタツから発火

香焚きによる眼の痛み

防振･防音用ゴムからの異臭

電気ポットからの発煙と異臭

ガスグリルからの発煙と発火

ハロゲンヒーターから発煙

足の冷えない靴下で、低温やけどになった

デジタルカメラが発煙した ＮＩＴＥ

ベビーカー

デジタルカメラ

住居品

教養娯楽品（他の教養娯楽品）

教養娯楽品

住居品

住居品

ガス瞬間湯沸し器の腐食

カーテン

住宅工事

自転車チェーンカバーの外れ

住居品（防振･防音用ゴム）

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ 車両・乗り物（折り畳み自転車）

土地･建物･設備（ガス瞬間湯沸し器）

靴下

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

住居品（電気コタツ）

住居品（電気ポット）

住居品（ガスグリル）

住居品（ハロゲンヒーター）

教養娯楽品（香）

ＮＩＴＥ

婦人ハーフコートの損傷

敷きパットの風合い変化と収縮

婦人洋服

クリーニング後、黒いしみになった。

家庭洗濯でダウンコートにシミ

クリーニング後の婦人綿ブレザーの全体な黒ずみ

クリーニング後婦人パジャマが白っぽく色落ちし、風合い・光沢が失われた

クリーニング（被服）

被服品

クリーニング（被服）

扇風機の発熱 都道府県・NITE

都道府県 クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

クリーニング（被服）

被服品(紳士靴)

クリーニング（被服）

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

暖房器具ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

他機関 クリーニングクリーニングによるコートの退色

他機関

家電

家電

被服品

被服品

照明器具

家電

住居品

照明器具

他の光熱水品

照明器具

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

政令市

クリーニング（被服）

蛍光管の樹脂部分が異常に熱くなり、焦げたようになって破損した

クリーニング（被服）

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ＮＩＴＥ

ミニカーの品質

都道府県

住居品（土鍋）

住居品（圧力鍋）

都道府県

都道府県

ＮＩＴＥ

都道府県

都道府県

教養娯楽品(ミニカー)

住居品（自動掃除機）

都道府県

殺虫剤の疑いのある溶液処分法

都道府県

都道府県

他の保健衛生品

照明器具

都道府県 ロフトベッド

ガラス製鍋蓋によるやけど 都道府県 ガラス製鍋蓋

乾燥梅干しの色が悪い

照明器具

空調冷暖房機器

空調冷暖房機器

家電

調理器具

住居品

空調・冷暖房機器

ＮＩＴＥ

電子レンジからの発煙 ＮＩＴＥ

電球型蛍光灯から白煙

ハロゲンヒーターの焦げ

電気カーペットがショートして焦げ臭い

ＮＩＴＥ

蛍光灯からの発煙

液晶テレビ発火 ＮＩＴＥ

クリーニング後に紳士コートがまだらに変色

クリーニング後婦人用別珍ブレザーが襟の起毛が一部抜けた

乾電池の破裂

シャンデリアの割れ

クリーニング（被服）

都道府県

鍋釜類

都道府県

住居品（片手鍋）

住居品（天ぷら鍋）

資料２－２


