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第 1章 取扱説明書とは何か 
 

1．誰が誰のために作るのか 

 

 取扱説明書は誰が作るのでしょうか。 

当然、設計者がその製品（商品）の設計意図、言い換えるとこれから作ろうとする製

品（商品）の目的などを最も知っているのですから、その方が「原稿」となる設計図

書（設計図や仕様書などとと同類）として書きます。「原稿」とあえていうのは、取

扱説明書はものをつくる側で使うのではなく、製品（商品）の外観や広告などを見て

買う消費者が使うものです。そして通常、設計者はその製品（商品）の中身や設計者

の意図する使い方、技術的における専門家ですが、技術的なことはまったく知らない

人に伝えるための専門知識は持っていないことが多いからです。 

 

 その「原稿」には、例えば業務用なのか、家庭用なのか、どういう使い方をすれば

正しいのか、どういうリスクがあるのか、それを設計では回避できないから使う側で

回避してほしいなど、設計寿命も含む安全に関わる重要な事柄が書かれています。そ

の「原稿」を、専門のライター（一般的にはテクニカルライターといわれています）

が「素人の消費者にもわかりやすく、必要なことを的確に手順通りに使い方を説明す

る文書」に書き換えます。さらにその文書をより具体的に一目でわかるように図面な

どを参考に、専門のイラストレーターが「わかりやすいイラスト」にし、人や手指な

どを書き実際に使用する場面を示し、より丁寧に説明を行います。最後に、一定の決

め事を維持し、素材である文字データやイラストをデザイン専用のコンピュータソフ

トで、法律や基準などの違反のないことなどを確認し、読みやすい見やすいデザイン

処理を行い仕上げます。こういうそれぞれのプロがチームを組んで作るものです。 

 

 日本文化や法律・習慣を知らない海外で作られたもの、機械翻訳で意味不明な文字

をそのまま印刷しているものも未だに存在し、価格や見た目、裏付けのない効能効果

（性能）などの確認もせず、取扱説明書とは程遠いものも多く見られます。これらは

結局、取扱説明書の目的を理解していない、その前にその製品（商品）の設計意図、

設計時の仕様などを確認することもありませんから、無責任な販売になります。その

結果は、時間の経過とともにリスクだけが拡大し、ある時甚大な損害を招きます。PL

事故だけではなく、リコール、回収という事態にも至り、その結果、関わった事業者

も大きな損失を招きます。 

最近は、大手の小売現場でもこういう取扱説明書の製品（商品）を排除する動きがで

ており、2015年 4月には、経済産業省より、「流通事業者 マーチャンダイザー・バ

イヤー向け製品安全チェックリスト」が公表され、24ページには当ガイドラインの取

扱説明書の必要項目と記述順などとほぼ同じ内容で記載されています。これまでは製

造側の取り組みを重視してきた国も、販売する側に取扱説明書の点検や評価を行うこ

とを示していることが明確になっています。 

 

 取扱説明書は真似て作るのではなく、しっかり根拠を確認し作るものです。 
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とはいえ、日本とは全く環境の異なる海外で製造されたものについて、どうやって表

から見えない様々な設計・製造上の不備欠陥、品質の程度などを判断するのでしょう

か。取扱説明書を正しく作るプロセスをこのガイドラインを参考に行うことで、これ

らの問題もかなり可視化され、事前に不備を改善できることも実証されています。 

 

 できあがった取扱説明書を最終校正することは当然どこでもやっていますが、自分

で作って自分で内容の不備を点検することは、思い込みや記述漏れなど、単なる校正

でもなかなか誤りを発見できません。これからこの取扱説明書を頼りにして使う方を

想定し、固有名詞や言い回し、曖昧さはなくせたのか、この文字の大きさで本当に大

丈夫か、重要なことは伝えられるか、そもそも、大切に保管することを書いているが、

保管に耐えられるのか、など使う側に立ち、何度も見直すことが必要です。このこと

を最も重視するため、このガイドラインでは、作り方だけではなく、検証する方法、

さらに第三者検証にも及んでいます. 

 

 ネジ一本から取扱説明書に至るまで、隅々までしっかりとその品質を管理し、不具

合があれば直ちに改善する、当たり前のことです。 

作りっぱなしで良いものなどありません。全てにおいて、作った人の責任があります。

その責任は会社内などではなく、生産される全ての製品（商品）を正しく安全に消費

していただくための責任であり、何人もその責任から逃れられることはできません。

ネジ 1本といえどもその仕様を変更した人は、その根拠とともに、製品（商品）の安

全性に問題がないか、を何よりも優先し確認しなければなりません。取扱説明書もネ

ジ 1本と同じ、製品（商品）を構成し、特に説明責任を担う重要なパーツです。 

 

 「法律を守っていれば大丈夫」というのは間違っています。法律は最低限の決め事

であり、法律を守るのは当たり前のことです。PL対策として取扱説明書を考えるなら、

まずは正しい「製造物責任 Product Liability（以下 PL）」の知識を得てください。

PL 法対応などというものは存在しませんし、PL という事業者の責任は、そもそも民

事上の責任ですから、取扱説明書をどう作ったら良いのかを国に聞いても、民事不介

入の大原則でその答えはありません。また、業界団体も、現在のように製品（商品）

の多様化、海外で生産される状況、機械化され機械の精度なども今までのように国内

で同業者が集まり情報を交換するにも、現実的ではなくなりました。 

  

 企業の体質も経営品質も社員や取引先の状況もそれぞれです。企業やその中で働く

一人一人が PL に対する高い意識をもち、曖昧な根拠のない情報に頼らず、正しい情

報の元に客観的な検証を行い、そして何よりも「使い手」の立場になることです。ま

ずは取扱説明書が説明責任を達成するための最終手段であることを強く意識し、より

良いものに継続して取り組むこと以外にありません。 
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（1）事業者の責務 

x 効果、効能を正しく発揮させ、安全に使い消費させる 

x 製品（商品）事故に遭遇したときの迅速な対応 

x 被害者救済と市場からのリスク排除すなわちリコール（回収の呼びかけ）と回収 

 

【消費者基本法第 5条に示されている事業者の説明責任】 

 一般的に、PL 対策や取扱説明書となると多くの専門家は「製造物責任法（以下 PL

法）の欠陥の定義 指示警告上の欠陥」にその根拠を求めます。 

PL法は、被害者が製品（商品）起因により事故被害者となった場合、その原因を製品

（商品）の欠陥を証明することで事足りるとした、民事訴訟法の特別法です。要する

に民事賠償を被害者が事業者に求める際に、製品（商品）の技術的な詳細情報を得ら

れないという不利益、不公平を是正し早期の被害者救済のための法律です。とはいえ、

この法律に寄らずとも、製品（商品）や製品（商品）などの使用目的、正しい使い方

を伝え、設計や製造過程ではリスクを取りきれない製品（商品）固有のリスクを回避

するための説明を行う義務はもともと事業者にあり、これらを明確に示しているのが

消費者基本法第 5条です。(P.12用語解説参照) 

 

 PL法では「製品（商品）欠陥事故の責任は製造業者等にある」とありますが、取扱

説明書は PL 法だけでなく、事業者の消費者に対する説明責任を全うするために当然

必要な書類であり、取扱説明書の不備による様々な消費者の不利益は、事業者責任の

不備を証明し、さらにその結果が事故などで拡大損害になれば、当然、事業者責任を

問われることになります。 

 

 その不備について、いわゆる「注意書きで羅列しておけば良い」とするのではなく、

本当に設計上そのリスクを拭えないのか、使う側がどのような使い方をするかをしっ

かり検証し、設計上どうしても拭えない、また事業者にとっては常識であっても日本

だけでなく一般社会では果たしてそうかなど、あらゆる場面を想定し、それでも削除

できないリスク（残存リスク）を正しく伝えるということになります。 

 

 ですから小さくて読めない文字、読んでも理解しにくい文書、意味不明の記号など

は、如何に記載されていても、そもそも、その目的を達成できない証明でもあり、結

果として製品（商品）起因事故の際にも、PL法における「指示・警告（表示）上の欠

陥」、「取扱説明書の記述に不備がある場合などが該当する」と判断される可能性が

あります。更に裁判官はじめ弁護士も検事も、その取扱説明書や本体表示の文字が小

さくて読めないのでは、それだけでその後の結果も予想できます。 

 

 取扱説明書など、製品（商品）の説明責任に関する事業者責任は、PL法だけではな

く消費者基本法に端を発した消費者安全法、消費者契約法、それらにより改正された

様々な法律に影響します。 

本体やパッケージの表示なども併せて、消費者を惑わす、誤認される「優良誤認」「有

利誤認」として、厳しく監視され、それらによる違反は直ちに改善命令やリコールな

どの行政指導対象となっています。製品（商品）を製造販売しなければ生じないリス
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クであり、これらも含め、正しい設計意図を消費者に伝えるための取扱説明書の品質

は、製造者だけでなく流通小売事業者全ての企業ブランドにも直結しています。 

 

 使用者と製造者・販売者の関係は、債権者と債務者となり、製造者や販売者は製品

（商品）を売ることで収入を得て、購入者はお金を払い効果効能という利益を得ます。 

この責任範囲を明確に記している取扱説明書は、債権者と債務者の正しい権利を表し

た書面、すなわち売買契約書と同じ位置づけであるとも言えるでしょう。 

よって、説明不足で購入者が不利益を被れば、法的には瑕疵担保責任、民法第 415条

債務不履行責任を問われ、そこに欠陥があれば民法 709条の不法行為責任も追及され

ます。また、製造者や販売者と実使用者である被害者が直接的な関係で無くても、PL

法により被害者は直接その製品（商品）に関わる全ての事業者の責任を問うことがで

きるのです。特に今では当たり前になった、リサイクル事業者による再販、個人で行

われるオークションなど、販売されたものが原因で事故などになった場合は、その販

売者などは法律上の民事責任を負うことになる可能性があります。特にリコール品の

再販による事故が発生した場合は、厳しく責任を追求されることになります。 

 

 

（2）消費者の権利 

 消費者とは日本国民だけではないこと、また購入者とは限らず、中古市場も含め実

際に使用している人、その環境で生活する全ての人を含みます。事業用の機械器具な

どでも被害者は個人であることを認識しなければなりません。特に最近は日本国内で

も多くの海外からの移住者、多くの旅行者などがいて、膨大な数の製品（商品）を購

入します。この方たちも消費者としての権利（※）を有し、日本語だけの説明書、注

意書きなどでは当然説明責任は達成できず、販売者は特に販売上の責任を問われます。

さらに日本で購入しても実際の消費地は日本国内ではないことも多くなり、このリス

クも当然その製品（商品）に関わるすべての事業者に帰属します。 

 

 繰り返しになりますが、リサイクル（再販）事業者やオークションなどでの売買も

継続すれば事業であり、当然これらのリスクすべてが販売した人や会社に帰属します。 

 

※消費者の権利 

国際的な消費者団体である国際消費者機構（略称ＣＩ：Consumers International）

が提唱した、消費者が持っているとされる 8つの権利です。 

日本では 2004 年施行の消費者基本法に明記され、日本国内において消費者が持って

いる権利であるということが明文化されました。 

x 消費生活における基本的な需要が満たされること 

x 健全な生活環境が確保されること 

x 安全が確保されること 

x 選択の機会が確保されること 

x 必要な情報が提供されること 

x 教育の機会が提供されること 

x 意見が政策に反映されること 

x 適切、迅速に救済されること  
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2．目的と役割 

（1）正しい使い方を分かり易く伝える 

 取扱説明書はマニュアルに属す書類です。英字では USER MANUAL, OWNER'S 

MANUAL,OPERATING MANUALなどとしています。とはいえ、消費者基本法に因る消費者

への説明責任を達成するためとか、PL法の欠陥などに関わる書類という重要な書類で

あることなどは、漢字 5文字の「取扱説明書」とこれらの英語などによる解釈とは大

きく異なっています。 

 

 丁寧に、大切に、末長く使っていただく、日本独特の「ものづくり」と「売る側」

の心意気であり、それを「もったいない」という使い手（消費者）の日本の文化に大

きく関わり、特に海外と異なる識字率の高い日本独特環境から生まれたのが「取扱説

明書」なのです。 

 

 今ではインターネットとモバイルなどの急速な普及で、海外でも以前とは比較にな

らないほど、文字を読む力（識字力）が高くなっています。そのため、取扱説明書を

わかりやすく作る、それをインターネットを介して、いつでも実際の使用者が情報と

して入手できるようにすることが、誤使用などによる事故防止、クレームなどの低減

に大きく寄与します。 

 

 本来「マニュアル」という言葉は人が手で動かすという意味の言葉です。「手引書

＝手順書」という意味合いもあります。 

何かの目的があり、誰かが何かをしなければならない場合、指示を出す人は、行動を

起こす人に対し、正しく、目的・手順・方法などを伝えなくてはなりません。 

また、使い方を良く理解できずに期待した効果が得られない場合や、手順を間違える

と事故になる可能性がある場合、「してはいけない事項」も解りやすく伝えなくては

なりません。 

 

 このような相手に正しく伝えなければならない重要な事は、本来なら販売する人が

相手のレベル、使用環境などに配慮し説明することが基本です。 

現在では単に紙に印刷したものでなく、PDFなどのコンテンツとしてインターネット

などにより利用されるものも含みます。 

取扱説明書が法律的にも大変重要な役割を持つ書類ということは、今まで説明した通

りです。 

 

 

（2）誤使用による事故やトラブルを防止する 

 取扱説明書がマニュアルとしての機能を果たすためには、使用者に正しい使用方法

を伝えるという本来の目的を達成しなければなりません。その効果として「クレーム

やトラブル、返品リスクを低減、そしてそういうトラブルの中に潜む「誤使用による

事故」を未然に予防する事になります。 
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 その目的を達成するために、取扱説明書には使用前に確実に読んでもらう、内容を

正しく理解させる、更に製品（商品）を使っている期間はいつでも読むことができる

などの「機能」を有することが重要です。 

 

（3）製品（商品）に潜在し、排除できないリスクを伝え、事故を予防する 

 万一製品（商品）に不具合が発生した場合の対応方法や、責任範囲の明記も必要です。 

--------------------------------------------------------------------------- 

「製品（商品）の使用方法を限定し、製品（商品）の誤使用による事故を未然に防ぐ

こと」と「万一事故が起こってしまった際の、販売者と使用者それぞれの責任範囲を

明確にすること」が取扱説明書の最も重要な目的です。ですから禁止行為の羅列では

取扱説明書としての目的を達成することができません。 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

（4）使用者と事業者の約束事を伝える（契約書） 

 中学校の教科書にも「売る・買うは契約」と書かれています。ものを買うというの

は、すなわちその製品（商品）の効果効能を買う側が価格と共に比較判断して対価と

してお金を払います。（譲渡貸与、カタログギフト、ノベルティなど、お金を直接払

わなくても同様の責任が生じています） 

消費者がその効果効能などを正しく得る為に、取扱説明書には下記のような「機能」

が求められます。言い換えると、取扱説明書は使用者に確実に下記のことを伝えなく

てはなりません。 

 

x 製品（商品）の使用方法を限定し、消費者が安全に目的を達成できること。 

x 製品（商品）の誤使用による事故やトラブルを未然に防ぎ、事故やトラブルに至
った場合の事業者、使用者それぞれの責任を明確にすること。 

x 万一製品（商品）に不具合が発生した場合の対応方法や、責任範囲の明記も必要
です。 

x 製品（商品）を購入した時点から、適切な消費を終了し、廃棄をするまでに必要
な安全上の情報。 

x 設計上取り除けないリスクについて、特に事故が予見される事項についてはその
回避手段。 

x 類似製品（商品）の事故情報から、同様の事故再発を防止するための注意喚起。 
x 事故の際、購入者（使用者）と製造者や販売者と消費者間のトラブル回避のため
に必要な事項。 

 

 

説明責任は契約の基本 

 製品（商品）売買の際に必要になる説明責任を達成するためのマニュアルは、言い

換えれば、設計者（製造者）が、購入者、使用者などに「設計意図・使用目的・使用

方法」を正しく伝え、製造する上で必要な設計図書と呼ばれるものを参考に、使用者

に渡す製品（商品）情報のうち、安全に正しく使用していただき、期待した効果効能

を消費者が得ることができる情報を整理し、わかりやすく順を追って文書で説明する

ために作成した書類が「取扱説明書」です。 
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 ものを買う立場になれば当たり前の、正しい製品（商品）情報、広告や POP、ネッ

トを含めた口コミなどから誘導され、私たちはものを選択します。店員さんがいるお

店なら、店員さんに詳しく聞くこともできます。当然現物も見て、時に試着やその場

で使って納得するまで試してみることもあります。テレビや洗濯機などもそうです。

とはいえ、私たちは常に類似のものと比較して購入します。その比較する際に必要な

様々な情報は、「売るために他のものよりもとにかく目立つ！」これが広告の世界で

す。人が誘導することもあります。 

 

 一方通販のようにものをネットの画像、カタログやチラシの写真でしか見ることが

できない場合は、買ってから思惑と違ったでは返品などのクレームとなり、時に大き

な不満にもなり、ネガティブ情報として拡散されます。さらに不当広告や事故などに

なってしまうと、当然国も放置できなくなります。この視点でみると、今までのよう

に単に工業製品（商品）（Industrial Product）だけでなく、金融製品（商品）（Financial 

Product）やモバイルアプリ、サービスなども同じなのです。 

 

例外などない、これが今の消費者基本法に始まった消費者政策下での正しい解釈です。 

 

 こういう一連のものを売買するということは、当然「消費者契約」として、今では

消費者庁にて厳しく監視されています。PL法とは関係なくものを売ったから生じる製

品（商品）起因のリスクであり、正しい説明の根拠を設計図書としての正しい取扱説

明書にする、だからこそ、消費者が正しい製品（商品）情報を得るために質の高い取

扱説明書を作らないと説明責任を達成できず、事業者には大きな負担・損失となりま

す。 

 

 注意書きだらけのものを取扱説明書と勘違いして製品（商品）やパッケージも含め

書いているということは、すなわち「こんなに危ないから使うな」と同じことです。

一部の法律家主導により消費者との対峙構造でスタートした 20年前の「PL法対策」

を基準にするのではなく、正しい意味での取扱説明書、本体表示、パッケージ、広告

などにすることは、消費者を味方にする、言い換えれば良い会社の良い製品（商品）

として、企業が最も望む事に直結しています。消費者基本法に書かれていることを全

うすることから始まり、正しく製品（商品）を使っていただく、これが PL 対策の基

本です。こういう日常の取り組みを通し、万が一事故などの情報を得たら迅速に被害

者救済と被害拡大を抑止する取り組みができるのです。 
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第2章 取扱説明書ガイドライン 
 

１． 取扱説明書ガイドライン（基本要項） 

 

(1)書式仕上がり寸法はA4判左綴じとすること 

(2)使用者が一度で読みきれる24ページ以内に収めること 

(3)消費者が家庭でも印刷できるデータで作成すること 

(4)モバイルなど小さな画面端末でもネットを介し必要な時に閲覧できること 

(5)文字の背景は白地、使用する文字・イラスト色は黒とすること 

(6)本文に使用する文字サイズは10ポイント以上、書体はゴシック体とすること 

(7)誰もが見やすい上下送り順のレイアウトとすること 

(8)消費者（購入者とは限らない）に正しい使用方法やリスクなどを伝えること 

(9)取扱説明書として必要なすべての項目を正しい順序で表示すること 

(10) 一般家庭用製品（商品）の危険の洗い出し項目は、2ページ以内を目指すこと 

(11) お手入れ（メンテナンス）方法などを記載すること 

(12) 寿命表示（設計寿命、期待寿命など）をおこなうこと 

(13) 保証規定を記載すること 

(14) 責任主体は、製造販売（発売）元もしくは輸入販売（発売）元もしくはブラン
ドオーナー（表示製造者）とすること 

(15) 本体表示などは、取扱説明書との整合性、等ガイドラインの視認性（書体、文
字サイズ、背景色など）などを順守すること 

 

2．このガイドラインの着目点 

 本来「ガイドライン」は、その表現の中から「法律の制定目的や、求めている方向

性」などを読み取り、熟慮した上でできた「具体的な対応策を行うことを目的とした

行動指針」です。この取扱説明書ガイドラインでは、取扱説明書の目的と機能を果た

すために必要な項目について、以下の内容を重視し、基準制定を行っています。 

 

【ガイドラインを策定する上での着目点】 

 

（1）保管性 

   大きさや厚み、長期保管時の探しやすさなど消費者の通常の保管時の利便性 

（2）視認性 

本文フォント、文字サイズ、文字色、文字背景とのコントラスト、識別性、レ

イアウトなど 

（3）機能性 

   内容の構成順やそれぞれの機能的に必要な項目など 

（4）整合性 

   本体表示との整合 

（5）その他 

安全な消費について、消費者が関連情報を得られやすい環境のことなど 
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3．取扱説明書ガイドライン項目ごとの解説 

 着目点に沿って、各項目を解説します。 

 

（1）保管性 

①書式仕上がり寸法はA4判縦、左綴じとする。 

 製品（商品）の販売責任は法律上、販売引渡しから10年間と定められているため、

このガイドラインでは、消費者の取扱説明書の保管期間は10年程度を目安とします。

ISO(国際標準化機構)では重要保管文書はA4判（縦）と規定されており、またパソコ

ンのアプリケーションなどでも標準の用紙設定はA4（縦）となっています。これらと

整合させるためにもこのガイドラインでは取扱説明書の書面サイズの仕上がりをA4

判縦で左綴じとしています。綴じ方向を指定するのはファイリングする時の状態を想

定しています。 

 

    
 

     
 

※ISO 216 A4判（横210mm×縦297mm） 

ISO 216は紙の寸法を規定する国際規格です。 

------------------------------------------------------------------------ 

【Bサイズや他の任意サイズのもの】 

Bサイズは旧JISであり現在の国際基準には適合せず、また印刷を離れてweb環境で

も形の崩れるものや自由サイズデータは保管書類としては認められない。 

------------------------------------------------------------------------ 

 

  

A4 1～2P 

4P 8P 

パッケージ 

× × × 
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②使用者が一度で読みきれる24ページ程度に収める。 

 取扱説明書にはまず始めに、「使用を開始する前に、この説明書を全てお読みいた

だき・・・」と記載しなければなりません。 

製品（商品）使用前に全てを読む必要がある取扱説明書は、人が読み切れるページ数

といわれているページ数を決める必要があります。設置事業者などが決められている

ものは、設置事業者の責任を明確にし、使用者にはその状態を示すために購入時や設

置時の事前確認や引き渡し時に終了確認としてお渡しするなどで対応します。 

 

 組み立て式家具などの「組立説明書」は「取扱説明書」ではありません。組立説明

は組み立てる手順だけであり、正しく使用する具体的記述などが欠けているからです。

よって、複雑な組立になること自体、一般的には多くのトラブルを招き、返品、クレ

ーム、そして不完全な組立や誤使用による事故を誘引することになります。 

 

 組立家具は単に流通コスト削減のために本来工場で組み立て完成させるものを、事

業者都合、また消費者も大きなものを運びやすくするためなどに市場に流通している、

製品（商品）としては不完全なものです。いわゆる「組み立てキット」ですが、日本

では、購入者のほぼ全員が完成品をイメージして購入します。よって、設計段階で消

費者負担を軽減し、専門知識がなくても正しく組み立てて、正しい使用方法がわかる

ようにしなければなりません。特にこのガイドラインでもこの種の製品（商品）につ

いては、ページ数が多めになることを想定していますが、あまりにも組み立ての手間

や時間がかかるものは、その後の事故トラブルになるので、設計から見直す必要があ

ります。 

 

 これらも含め、消費者アンケートを実施し、このガイドラインに規定した記載方法

ならば「24ページまでなら読み切れる」とのことからページ制限をしています。 

 

 ただし、携帯電話、家電製品（商品）など、リスクは無いが，応用方法やアプリケ

ーション、複数機能を持った機能説明を行うに際しては、リスクを明確にするための

「取扱説明書」と、リスクと関係のない使用方法を説明する「便利な使い方」などを

分冊化し、取扱説明書は、使用開始前に製品（商品）使用時に起こりえるリスクを使

用者にわかりやすく理解させる工夫をすることを提唱しています。 

 

 

③家庭用プリンターでも印刷できるデータで作成する。 

 消費者が取扱説明書が必要になるのは、製品（商品）購入時だけではありません。

製品（商品）に付属する取扱説明書はもとより、購入者や購入希望者がweb上からダ

ウンロードして家庭用プリンターで印刷したり、紛失などにより後からFAXで送った

り、製品（商品）安全上の重要事項を追加し、過去の購入者などに大量に配布するこ

とも予測できます。 

 

 取扱説明書は、いつでも、すぐに使用者が見ることができる状態でなければならな

らないため、データは家庭用のプリンター、コピー、また印刷事業者も流動的になり、

リソグラフ、オフセット印刷まで、あらゆる印刷手段に対応できるデータを作成しな
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ければなりません。また状況によりいつでも内容を修正し、10年間の保管に対応でき

るデータフォーマットで作成することも重要な機能です。 

 

 よくありがちな、ページ組ソフトで作成された印刷データをそのままPDFなどでweb

用にすることは、A4横組みに2ページ分（実際の寸法はA3、横420mm、縦297mm）が表

示され、そのまま家庭用のA4プリンターでは、縮小印刷されることになります。 

これにより、文字なども適正なサイズを維持できず、ページ送りなども整合性を失い

ます。また、印刷用のデータは印刷会社の特定の印刷機にて印刷するためのデータで

あり、本質的に10年間保管すべき書類のデータとしては適正に欠けます。 

 

 

④モバイルなど小さな画面端末でもネットを介し必要な時に閲覧できる。 

 取扱説明書には、その製品（商品）のリスクを回避して正しく使用するための情報

が記載されています。そのため、製造（輸入）販売する事業者は、取扱製品（商品）

の情報として、取扱説明書の電子版をwebにて公開することが望ましく、現状ではそ

の条件を満たすために、web情報として、事業者のホームページにて、わかりやすい

方法でPDF（A4判縦）により各ページに表示されることとします。 

 

 PDF以外のデータ、例えばhtmlなどで組んだサイトは、ブラウザや閲覧する機器に

より文字や画像などの配置が崩れる・表示できないなどになり、重要書類としての要

件を満たしません。誰でも修正のできるWordやExcel、パワーポイントなどでのイラ

ストは全て画像として取り込まれ、web環境では表できないなどもあり、重要なこと

を伝えるためには問題があります。特に長期の保管配信では、PC環境やweb環境の流

動的リスクによりデータ再現性が低下します。 

また特殊な印刷製本版下組版用ソフトなどを利用したものは、消費者に向けたデータ

としての適正を欠くことは明らかです。さらに10年以上の保管や更新履歴の保管など、

取扱説明書のデータを長期に渡り管理することが求められます。 

 

 

（2）視認性 

①背景は白地、使用する文字・イラスト色は黒とする。 

 取扱説明書は、製品（商品）に起因する事故を予防するための大切な書類です。一

般的にはデザイン性重視で、見た目のよさ、色使いなどが重視され、見やすさ、読み

やすさという機能性は軽視されがちです。 

 

 取扱説明書を長期保管する場合、例えば赤インクの退色等により肝心の重要事項な

どが読めなくなったなどの不具合が生じます。また、PDFなどのデータで提供され、

家庭用のプリンターなどで印刷する場合、色や本来取扱説明書には必要のない画像の

付いた背景のものでは、無駄なインク消耗により、消費者に不要な負担を強いること

になります。 
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� 食品、医薬品なども含め、すべての本体表示やパッケージ、マニュアルにおける
重要事項などは、この視認性を重視してください。視認性を低下させたものは、

例外なくその目的を果たさず、説明責任を達成できません。 

--------------------------------------------------------------------------- 

色文字について 

視覚障害、色弱者の方々にとっては、色文字の視認性は黒に対して明らかに視認性に

劣ります。このことから取扱説明書は文字の背景色は白色、文字・イラストは黒色と

原則規定しています。赤やシアン（青）などでは、健常な視力を持っても視認性が悪

く、消費者がそれを読むシーンを想定すると、明るさ、光源の種類などで著しく視認

性が低下します。「重要なことは赤文字で」は悪しき習慣です。 

相当大きな太ゴシックなどの文字であれば、場合により識別判読できると思われます

が、取扱説明書や本体表示では「白地に黒文字」以上に視認性を高める手段はありま

せん。 

--------------------------------------------------------------------------- 
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②本文に使用する文字サイズは10ポイント（※）以上、書体はゴシック体フォントと

する。 

1）文字サイズ 

 取扱説明書には製品（商品）に起因する事故を未然に防止するという重要な目的

があります。従って製品（商品）を購入した全ての方が読めるように工夫する必要

があります。 

 

 読み手の中には、目が悪い方、老眼などで文字が読みにくい方もいます。年齢な

ど、製品（商品）毎に想定される使用対象者に対しても考慮する必要があります。

どの文字サイズが良いのか一概には決められませんが、最低でも本文には10ポイン

トのサイズがあれば、一般的に読めるであろうとの意見が多く、そのため、取扱説

明書の本文の文字サイズは10ポイント以上と規定します。 

 

 事例的には、保険募集広告に際し、打ち消し文言を「同一視野内に8ポイント以

上で表示する」と公正取引員会からの指導がありました。 

このことから、重要事項は8ポイント以上の文字を使用する事が正しく、それは最

低限の基準であり、取扱説明書ではさらにわかりやすい文字の大きさとして、上記

サイズを規定しています。 

 

※ポイント：JIS規格で規定されている文字サイズの単位です。 

 

●12ポイント       ●10ポイント       ●9ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(１)文字サイズ 

特に、「一、二、三」など

は、乱視などで読みにく

くなります。 

何度も繰り返しますが、

取扱説明書には製品

（商品）に起因する事故

を未然に防止するという

目的があります。したが

って製品（商品）を購入

したすべての方が読め

るように工夫する必要

があります。 

読み手の中には、目が

悪い方、老眼などで文

字が読みにくい方もいま

す。どの文字サイズが

いいのか一概には決め

られませんが、最低でも

本文には 

(１)文字サイズ 

特に、「一、二、三」などは、

乱視などで読みにくくなりま

す。 

何度も繰り返しますが、取

扱説明書には製品（商品）

に起因する事故を未然に防

止するという目的がありま

す。したがって製品（商品）

を購入したすべての方が読

めるように工夫する必要が

あります。 

読み手の中には、目が悪い

方、老眼などで文字が読み

にくい方もいます。どの文字

サイズがいいのか一概には

決められませんが、最低で

も本文には１０ポイント以上

を使用します。 

(１)文字サイズ 

特に、「一、二、三」などは、乱視

などで読みにくくなります。 

何度も繰り返しますが、取扱説

明書には製品（商品）に起因す

る事故を未然に防止するという

目的があります。したがって製

品（商品）を購入したすべての方

が読めるように工夫する必要が

あります。 

読み手の中には、目が悪い方、

老眼などで文字が読みにくい方

もいます。どの文字サイズがい

いのか一概には決められませ

んが、最低でも本文には１０ポイ

ント以上を使用します。 
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2）書体（フォント） 

 通常のゴシック体フォントは、縦横の文字の太さも同じで、コピーやFAXでも判

別しやすい書体です。そのため、この取扱説明書ガイドラインでは「ゴシック体」

で作成するとしています。 

 

 明朝体は、縦書きに使用する縦線が太く、横線が細い書体です。一見きれいな書

体ですが、横線が細いため、横書きの文章に使用した時、特に「一、二、三」など

は、乱視などで読みにくくなります。また、購入者、使用者が取扱説明書を紛失し

た場合、コピーやFAXなどを使用して、取扱説明書を提供する際に、細い線がかす

れそれぞれの識別が解りにくくなります。更に細かな漢字などではつぶれて同じく

識別ができなくなることが想定されます。 

 

 

 ※暗くしたり距離を離したり、目を細めてみて試してください。 

 

●ゴシック体       ●明朝体         ●楷書体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(１)文字サイズ 

特に、「一、二、三」など

は、乱視などで読みにくく

なります。 

何度も繰り返しますが、

取扱説明書には製品（商

品）に起因する事故を未

然に防止するという目的

があります。したがって製

品（商品）を購入したすべ

ての方が読めるように工

夫する必要があります。 

読み手の中には、目が悪

い方、老眼などで文字が

読みにくい方もいます。ど

の文字サイズがいいの

か一概には決められませ

んが、最低でも本文には 

(１)文字サイズ 

特に、「一、二、三」など

は、乱視などで読みにく

くなります。 

何度も繰り返しますが、

取扱説明書には製品

（商品）に起因する事故

を未然に防止するという

目的があります。したが

って製品（商品）を購入

したすべての方が読め

るように工夫する必要が

あります。 

読み手の中には、目が

悪い方、老眼などで文

字が読みにくい方もいま

す。どの文字サイズがい

いのか一概には決めら

れませんが、最低でも本

文には 

(１)文字サイズ 

特に、「一、二、三」な

どは、乱視などで読み

にくくなります。 

何度も繰り返します

が、取扱説明書には製

品（商品）に起因する

事故を未然に防止する

という目的がありま

す。したがって製品（商

品）を購入したすべて

の方が読めるように工

夫する必要がありま

す。 

読み手の中には、目が

悪い方、老眼などで文

字が読みにくい方もい

ます。どの文字サイズ

がいいのか一概には決

められませんが、最低

でも本文には 
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③誰もが見やすい上下送り順のレイアウトとする。 

 取扱説明書は、製品（商品）の正しい使用手順を説明するための書類です。この手順

を理解する時、読み手の目線が目移りする様なレイアウトの場合、読み手は手順を理解

するどころか、次にどこを読めばいいのかわからなくなり混乱してしまいます。 

そのため、手順は上から順を追って説明を展開する「上下送り順（文字列が左右や斜

めになどに展開するのではなく、例えば右図の事例のように1から順に下に送られる

方法）」と規定しています。 

人が書類を見る時は、上左上から右下に目線をZ字状に動かすとされています。その

動きにあわせて読み進みやすいレイアウトが必要になります。 

 

最近では、PDFデータの文字を音声で読み上げるなどのソフトもあり、なおさら、説

明文を点在させず、決まった順番通りに並べていくことが重要です。 

 

・人の目線の流れに添ったレイアウト＝読みやすさ 

     
 

 

      
・横送りになっている ・イラストと文章の配置がバラバラ 
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（3）機能性 

 

①消費者（購入者とは限らない）に正しい使用方法やリスクなどを伝える。 

 このガイドラインでは、製品（商品）事故予防の観点から、取扱説明書に上記の明

確な表記を行うこととしています。 

製品（商品）を使用するのは、その製品（商品）の購入者や主たる使用者とは限らず、

例えば乳幼児・子供用品などは、赤ちゃんや子供が実の使用者になります。購入者と

第三者間での貸し借りや譲渡、リサイクル（※）することもあります。 

 

 このように「取扱説明書は読み人を限定できないマニュアル」という特殊性を持ち、

消費者に正しい使い方を伝えるＰＬ法の欠陥の定義にも明記された書類です。 

その製品（商品）使用者に、製品（商品）の正しい使用方法を伝え、事故を未然に予

防するためには、危険の洗い出しだけではなく全ての項目に、特にしてはいけない事

項においては誰もが見やすく理解し、事故を回避するための表記を明確に行うことが

重要です。 

 

 ※リサイクル事業は、粗大ゴミの有効活用等を目指し、エコ対策の一環として，国

や自治体なども率先して行っています。また、民間でもリサイクル用に回収し，再販

を行いますが、本来の役割を終え、寿命などのリスク、構造上の強度劣化などの安全

性について、正しい技術的知識等を持たない素人が修理再販を行っている現状も問題

になっています。 

法律的には一度廃棄されたものであるため、製造元の責任などは問いにくくなり、そ

のかわりリサイクル事業者が製造物責任を負う可能性があります。 

厳密には、取扱説明書や本体には新たに再販事業者が責任主体であることを表示しな

ければなりません。その場合、再販転売した時点で本来の製造者や販売者の責任は消

滅し、新たに再販転売した事業者が基本的に製造物責任を負うことになり、さらに設

計寿命についても再販事業者の責任が生じる場合があります。 

これは本来の責任主体が保証規定などにも明確に記載することが重要です。 

 

 

②取扱説明書として必要なすべての項目を正しい順序で表示する。 

 取扱説明書は小説のような性格のものではなく、できれば読みたくない書類です。

ただし、必要事項を整合性のとれる順で説明することで、読み手は手順に従い、正し

い使用方法を理解できます。 

 

手順の記載抜けなどを防止し、取扱説明書に求められる必要事項の記載順序は以下の

通りと規定しています。 
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【取扱説明書に求められる必要項目の記載順序】 

1. 表紙 

2. 重要事項説明 

3. 製品（商品）説明 

4. 危険の洗い出しによる禁止行為の表記 

5. 使用方法 

6. お手入れ（定期点検などがある場合はそのことも記載）・保管方法 

7. トラブルシューティング 

8. 製品（商品）寿命・保証規定 

9. 仕様や成分表など 

10. 責任主体表示など 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

1．表紙 

2．重要事項説明 

3．製品説明 

 

4．危険の洗い出し 

 

5．使用方法－１ 5．使用方法－２ 

6．お手入れ方法 

7. トラブルシューティン
グ 

8. 保証規定（製品寿
命） 

9. 仕様（試験方法・条
件など） 

10. 責任主体など 
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③一般家庭用製品（商品）の危険の洗い出しによる禁止行為の表記は2ページ以内に

まとめる。 

 取扱説明書の最も重要な目的は「誤使用による製品（商品）事故の予防」です。その

目的達成のために最も重要なのがこの「危険の洗い出しによる禁止行為の表記」で、使

用者に対し製品（商品）事故の回避方法をより理解しやすく説明することが必要です。 

 

 そのためには事前に予測されるトラブルを予見し、伝え、内容を精査し、混在文書

が無く必要なものだけを端的な文章で示し、使用者に製品（商品）使用前に正しく理

解してもらわなければなりません。内容が多すぎれば当然、内容の訴求力を失い目的

を達成できません。 

 

 当ガイドラインでは、家電製品（商品）や暖房機など比較的製品（商品）事故の多

い製品（商品）でもこの項目の記述は最大でも見開き2ページまでとし、それ以上に

及ぶ場合は、設計上の見直しを必要としています。 

ただし、石油、ガソリン、ガスなど、そもそも重大な危険性を有したものを使用する

場合は、法律に定めるところの表示・表記を行う必要がありますが、説明などについ

ては、分かりやすい言葉、文書にて示すことが重要です。 

 

 製品（商品）使用前に使用者に対し予測される危険を伝え、製品（商品）事故を回

避するために必要な手段を知らせる項目で、リスクコミュニケーション手法（※）を

採用しています。 

誤使用などに重点を置き、予測される原因などを複数の視点で十分に検証し、過剰反

応を排除し、必要最低限の項目に整理し、さらに混在文書を無くし、危険度合い（リ

スクの高さ）に応じた［危険］［警告］［注意］に区分けし表示します。 

さらに適切な箇所にイラストや図を配置し、使用者に対し製品（商品）事故の回避方

法をよりわかりやすく説明することが必要です。 

 

 過剰反応をそのまま表示すると不要なページ数増加により印刷コストを無駄に増

加させ、かつ読む側に重要なことが伝わりにくくなります。 

特に家庭用品などにおいて、「危険」が多数記述されているなど、リスクのほとんど

無い生活雑貨等に「警告」が羅列されている場合は、その内容について吟味されてい

ないことが予想され、そのような場合は、その説明書や本体表示などに、必要事項欠

如などの不備があることを推測できます。 

 

「第4章 危険の洗い出し手順と表記」に詳しく解説しています。 

 

※リスクコミュニケーション 

リスクの種類、程度、対応などリスクに関する情報を正しく伝えること。 
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--------------------------------------------------------------------------- 

絵記号（絵文字 ピクトグラム）の扱いについて 

PL法施行当時は国内に対応方法事例がなく、米国などの機械安全の場合の絵記号が紹

介されました。これにより、産業界ではこの企業をつけることで説明責任が達成でき

るとして、国の指導のもと、全ての業界団体がこの記号を採用し、本体表示から取扱

説明書に日常では全く見たこともない記号が氾濫しました。このため、もともとわか

りにくい法律的表現を優先した文書と馴染みのない記号により、リスクを伝えるとい

う本来の目的からかけ離れた注意書きとなりました。 

 

 
 

これらの記号は、もともと産業界の機械化が進み労働安全上の観点で国際標準化され

ていますが、私たちの日常の中では馴染みがなく、それぞれの記号を理解できません。

これらにより、最近では、本体表示でも法律で規制され表示義務を負うものについて

は、その記号の説明を取扱説明書ですることとしています。家庭用製品では、これら

の矛盾を嫌い、本体もわかりやすい言語表示にし、この記号表示を避ける企業が増え

ています。そうなると、取扱説明書ではこの記号の説明も省け、わかりやすさが加速

します。とはいえ、配電盤の感電リスク、放射能リスクや引火性のものなど、重大リ

スクを持つものには必ず必要になります。よく調べて対応してください。 

---------------------------------------------------------------------------  
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④お手入れ（メンテナンス）方法などを記載する。 

 長い期間使用するものほど、お手入れが安全上も重要になります。安全上のお手入

れは当然、それ以外にも、消費者にとっても、知識として知ることで、安全に長持ち

させて使う事ができます。 

 

 設計意図と消費者の思惑の違いがこの項目で示される事が多く、一般常識という曖

昧な事に依存しない正しいお手入れ方法はその製品（商品）を製造するプロだから伝

えられる重要な情報です。 

Q＆A形式で表示する場合も多々あります。 

 

 

⑤経年劣化により安全性を損ねる可能性のある製品（商品）は、寿命（設計寿命や期

待寿命）を明確に表示する。 

 「製品（商品）の寿命（適正な使用期間）」は、購入者にとって安全上最も大切な

情報です。特に経年劣化による重大事故はこの製品（商品）の設計寿命などに大きく

関わります。 

現在の消費生活用製品（商品）表示法などで特に指定されていなくても、消費者が安

全に使用するための情報を得ることは当然のことであり、素人でも一目でわかる寿命

の表示をこのガイドラインでは重視しています。 

 

 例えば、設計者が想定した製品（商品）の寿命が10年なのに、使用者がそれを知ら

ずに10年を超えてその製品（商品）を使用すれば、部品や構成材料などの経年劣化や

摩耗などにより、当然事故が起こりやすくなり、重大事故に至る可能性が使用期間の

経過とともに拡大します。 

そのため、食品などだけでなく、一部雑貨などの安全上のリスクのないもしくは極め

て一時的に使用する一部製品（商品）を除き、すべての製品（商品）には寿命を明記

することは当然で、購入者も購入に際し、耐久性などは購入価格などの大きな判断要

素になります。 

 

 当ガイドラインでは、積極的に製品（商品）寿命の表示および寿命到来を知らせる

表示を行うため、「製品（商品）寿命」について2つに分類し、それぞれの定義を規

定、取扱説明書や本体への積極的な表示を促しています。 

 

 電気製品（商品）の安全に関わる技術基準（PSE※)にて、長期使用製品（商品）安

全表示制度などでは設計寿命の本体表示が義務とされていて、重大事故が起こればそ

の規制対象品は拡大します。例えばその期間を10年とし「10年の使用期間を裏付ける

根拠書類」を持たないと技術基準違反として行政処分を受けることになります。 

 

※PSE：【Product Safety Electrical Appliance and Materials】 

2001年4月施行の電気用品安全法により、漏電などの検査で安全性が確認された電

気製品に取得表示が義務付けられたマーク。製品により猶予期間が異なるが、テレ

ビ、冷蔵庫など259品目は06年4月からマークのない製品の販売が禁じられた。 
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＜製品（商品）寿命について＞ 

製品（商品）寿命について以下の様に規定します。（第3章で詳しく解説しています） 

 

x 設計寿命（食品などは消費期限）：製品（商品）を設計する際に設定する使用期間
の限界性能。 

x 期待寿命（食品などは賞味期限）：製品（商品）を実際に使う上での諸条件を加味
した現実的な使用期間。 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

寿命がわからないということ 

 特に海外で生産し輸入される製品（商品）などでは、法律・文化なども異なる国で

設計され製造されたものの寿命を特定できない状況が多く見られます。 

寿命を設定するのは、製品（商品）を設計する際の基本であり、それに基づいて部品

部材、構造などを決定していきます。 

 

 よって、技術的知見の無い輸入事業者などを介して国内に流通されたものは、設計

意図がわからず、正確な寿命が不明になります。自社の海外工場であっても、素材、

原材料、部品などの正確な品質を継続し安定して管理することは不可能に近いと想定

されます。ましてや法律や文化習慣のことなる海外で製造された製品（商品）につい

ての設計図書や仕様書を入手するが困難です。また専門家不在のまま単に商取引だけ

で売買される状況では技術的検証は行われていないと判断することが正しいと思わ

れます。この結果、事業者にとって想定外の様々なトラブルが生じています。 

 

 消費者にとってはさらに自らその耐久性、使用できる期間などを判断することが難

しく、製品（商品）に寿命の表示ができないということは、食品などと同様に大きな

問題です。 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

⑥保証規定を記載する。 

 取扱説明書に記載された正しい使用方法において、故障や不具合などが生じた場合

に、製造者（輸入元）が無償で修理や交換を約束する内容を規定したものです。 

期間、交換範囲（消耗品の取り扱い等）、転売や譲渡による取得の際の取り扱い等、

万一、保証を求められた場合の対応について規定し、わかりやすく表記します。 

 

 期待寿命の中に「製品（商品）本来の機能を保証できる期間」があります。これが

「保証期間」です。製造販売者が「その製品（商品）の正常な動作、機能を保証でき

る期間」がこれにあたり、瑕疵担保期間として 3か月から 1年間を無償で修理交換な

どを行うこととなります。この期間を過ぎても「通常有すべき安全性に欠けている」

という PL法の欠陥の定義に当たることは、民事上の賠償責任が生じます。 

また、昨今の蓄電池を内蔵した製品（商品）のように、実際には蓄電池の寿命が製品

の実際の寿命だったり、ソフトウエアのバグなどにより、実際に使用できなくなるこ

とも、問題視されています。 

保証規定がきちんと表記されていないと、下記のようなトラブルが予測されます。 
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x 製品（商品）に保証期限が記載されていなかったので、購入者が永久保証と認識し、
保証期間を過ぎても修理代金を請求された。 

x 消耗品（フィルター等）等の保証対象外製品（商品）についての記載が明確でなか
ったので、消耗品の交換費用を請求された。 

x 購入時に付属のテスト用電池についての記載が不十分だったので、新品の電池と交
換しろ、と言われた。・・・など、まだまだあります。 

 

このようなことにならないよう、しっかり規定を表記しておくことが大切です。 

 

x 番号による順位はつけない。 

x （イ）（ロ）（ハ）（ニ）・・・などの順位表記はすでに時代に合わない。見直し
をしてこなかったことを自ら証明している。 

x 内部要因によるものであれば概ね、補償対象であり、一方火災、落雷、天災、原子
力災害など、また電源コードが傷んだなどの外部要因的なものは法的にも事業者責

任は無い。 

x 誤使用によるトラブルも基本的には事業者責任です。正しい説明をしていない場合、
事業者にその責任が帰属します。 

x これらを元に保証規定はわかりやすく必要なことだけを記載すること。 

 

---------------------------------------------------------------- 

保証書と保証規定について 

多くの取扱説明書に未だに保証書として記載し、販売店の記載捺印がないと保証適用

しないとかかれているものがあります。現在の流通小売では、非対面も当たり前、ま

た箱を開封することもできないものが多くあります。一方で、製品（商品）安全上、

特にリコールのトレーサビリティなどを兼ねて、購入時に販売事業者が製品（商品）

の販売履歴を持つことが当たり前になり、製造者も製品（商品）にてその製造時期を

判断できるようにしなければなりません。よって、この規定にて実態に合わない記載

をしても何の意味もなく、返って購入者に不信感を持たれかねません。 

 

保証書を保管するということも、現実的には譲渡、リサイクルなど実使用者が流動的

になると想定されるものでは実効性もありません。よって、取扱説明書には、消費者

に対して、事業者の責任回避のためではなく、消費者契約法に基づいて、正しい記載

をすることが求められます。 

---------------------------------------------------------------- 

 

⑦責任主体は製造販売(発売）元、もしくは輸入販売（発売）元とする。 

PB（※プライベートブランド）はブランドオーナーが表示製造者とする。 

記述のない場合は全て表示製造者としての責任を負います。 

 法律上、全ての製品（商品）に「責任主体」を明示する必要があります。製造物責

任（ＰＬ）法では、「製品（商品）を製造、加工または輸入した者」、「製品（商品）

に表示され、その製品（商品）を製造したと認識される者」が責任主体であるとされ

ています。 
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--------------------------------------------------------------------------- 

改正消費生活用製品（商品）安全法で、製造者や販売者は「消費者に対し同等の法律

的責任」が課せられました。この責任期間は、製品（商品）の販売引渡し後10年です。

その間、製品（商品）の欠陥に起因する事故が発生した場合、「責任主体」は自らの

無過失を証明できなければ、事故によって生じた損害を賠償しなければなりません。 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 使用者が製品（商品）の使用中に何らかの問題が発生し、問い合わせや報告をした

いときなどに連絡先がすぐわからないと、連絡できません。そのことで、小さな問題

が放置されると、拡大損害発生の原因にもなります。 

 

 また、製造・販売側がリコールなどの製品（商品）事故情報をホームページなどで

情報開示しても、使用者が容易にアクセスできないのでは意味がありません。 

取扱説明書に記載する責任主体は「製造販売元」、「販売元」もしくは「輸入発売元」

と規定します。また、責任主体として、以下の項目を「取扱説明書に表示すべき内容」

とします。 

 

・社名 

・住所 

・連絡先電話番号やFAX番号 

・メールアドレス 

・製品（商品）情報や取扱説明書、消費者に向けた情報サイトのURL等 

 

※プライベートブランド：流通小売業者が掲げる独自のブランド。 
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（ ) 整合性

①本体表示などは、取扱説明書との整合性を確認できること。特に、複数の機種を一

冊で併用する場合などは、消費者が容易に製品（商品）の特定ができること。

本体表示、広告（ホームページ、ECサイト等)などに記載する内容は、取扱説明書

に準じること。取扱説明書が設計上の意図を正確に記されたものであるなら、それを

改ざんして用いることは、誤った表示表記に至り、場合によってはコンプライアンス

上の問題、表示不足、誤使用によるトラブルの原因になります。

特に、平成21年4月1日から施行された長期使用製品（商品）安全点検・表示制度では、

製造年月、設計寿命などを本体に所定の内容で表示し、さらに取扱説明書にその試験

方法などを記載しなければなりません。これに反して販売するとPSEの基準適合義務

等の違反として罰則があります。

（5）その他

ホームページなどで実使用者（購入者ではない）がいつでも取扱説明書を探し、閲

覧もしくはダウンロード、印刷ができる PDFデータ、出荷ロットや製造年などの確認

ができることなど、安全な消費について消費者が関連情報を得られやすい環境である

こと。

また、リコールなどの際、消費者が容易に該当製品か否かの判断が行えるホームペー

ジや本体表示であること。

4
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