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家庭用品品質表示法とは

繊維製品
品質表示規程

合成樹脂加工品
品質表示規程

電気機械器具
品質表示規程

雑貨工業品
品質表示規程

指定した家庭用品の品質について
表示すべき事項を定めている法律です。

改正の目的 ①消費者にとって分かりやすくなるよう新たに表示事項を
追加し、表示内容の変更を行う。

②安全性を十分に担保しつつ、合理的な方法で表示。

猶予期間

繊維製品品質表示規程に係わる内容

２０１７年３月３０日改正、４月１日施行。
２０１８年３月３１日までは移行猶予期間。
※２０１８年４月１日施行（猶予期間なし）

・帽子
・合成ゴム製の食事用、食卓用又は台所用の器具
・ステンレス製卓上用魔法瓶

指定された家庭用品について表示すべき具体的な内容を定めているのが規程です。

家 庭 用 品 品 質 表 示 法 に 係 わ る 改 正 ポ イ ン ト
詳細については
最寄りの事業所へ
お問い合わせください！

アイテム 改正内容 表示例

帽子 表生地の繊維の種類と洗濯表示

（取扱い表示）の記載の義務化

ズボン ズボンの裏生地を表示事項に追加

※列記表示でも可

マフラー マフラー、スカーフ及びショールの表示事項に

洗濯表示（取扱い表示）を追加

TEL 03-9999-9999

TEL 03-9999-9999

(株)○○帽子

(株)○○紡績

表生地 毛 １００％

裏生地 ポリエステル 50％

キュプラ 50％

綿 １００％

毛 １００％

(株)○○紡績

TEL 03-9999-9999

※東京都条例と本改正の違い

￭都条例…商品の表面積のうち織物又は編物が50%以上のもの

￭本改正…令別表第一号(一)に定める糸を表生地の全部又は
一部に使用して製造したもの

（注）ﾏﾌﾗｰ、ｼｮｰﾙ､ｽｶｰﾌ、帽子はﾗﾍﾞﾙの縫付が難しい場合､本体への貼付けや下札によることができる。

アイテム 改正内容 表示例

毛布 たて糸も表示の義務化

（特例表示の廃止）

繊維の指定用語 ◆「指定外繊維」の表示を、用語

　の整理を行い、繊維の由来が

　わかるような消費者がイメージ

　しやすい用語で表示する。

◆繊維を８分類に定める。

　・植物繊維

　・動物繊維
　・再生繊維
　・半合成繊維
　・合成繊維
　・無機繊維
　・羽毛
　・分類外繊維
◆指定用語は上記分類ごとに
　設定されている。
　「複合繊維」を指定用語として
　追加する。
◆複合繊維について
　￭複合繊維とは
　　性質の異なる２種類以上の
　　ポリマーにより複合紡糸した
　　もの。
　￭（　）内の記載について
　・複合繊維を合成する全ての
　　ポリマーが指定用語に該当
　　する場合、指定用語で記載。
　・ポリマーのいずれかが指定
　　用語に該当しない場合は、
　　商標もしくはポリマー名記載。
　・最大3種類まで記載可。
　　※記載順は任意。
　・複数の用語を記載する際は
　　「／」で区切るのが望ましい。

たて糸 ウール 100％

よこ糸(毛羽部分) カシミヤ100％

＜「指定外繊維」に

代わる表示＞
￭分類に入る場合

分類名を用いて表示

・植物繊維（○○）

・動物繊維（○○）

・再生繊維（○○）

・半合成繊維（○○）

・合成繊維（○○）

・無機繊維（○○）

￭分類に入らない場合

分類外繊維（○○）

※（ ）内は繊維の一般名称

又は商標を表示する。

<例>

・再生繊維（ﾘﾖｾﾙ） 100%

・分類外繊維（紙） 100%

・毛（ビキューナ） 100%

※分類のみしか分から

ない場合は、分類名

のみの表示でも可。

￭複合繊維

<例>

・複合繊維(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ/ﾅｲﾛﾝ)

・再生繊維（ﾘﾖｾﾙ）

N0.160

2017年3月30日作成
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雑貨工業品・電気機械器具・合成樹脂加工品品質表示規程に係わる内容

縦、横、厚さの順番のとおりに表示し
なければいけないと規程されていたが、

表示の順番は任意となった。 表示の順番は自由

縦400mm 横300mm 厚さ25mm
電気機械器具
品質表示規程

アイテム 改正内容
プラスチックの原料樹脂の用語として使われている
「飽和ポリエステル樹脂」に替えて「PET」および
「ポリエチレンテレフタレート」を用語とする。

合成樹脂加工品 合成樹脂加工品の食事用、食卓用又は台所用の器具
の材料の一部に使用されている｢熱可塑性エラストマー｣
を用語として指定。
合成樹脂加工品の耐熱温度試験について、従来どおり
50℃から行うことを原則としつつ、原料の耐熱温度が明
らかな場合は、50℃より高い温度から試験を始めてもよい。

合成樹脂加工

品質表示規程

アイテム 改正内容 表示例
シリコーンゴム製を含む合成ゴム製の
食器や調理器具について品目を追加
し、取扱い上の注意などの所要の表示
を義務化。
※合成ゴムをパッキン又は滑り止めのみ

食器・調理器具類 　 に使用して製造したものは対象外。
ガラス製卓上用魔法瓶およびステンレ （改定前）

ス製携帯用魔法瓶に加え、ステンレス
製卓上用魔法瓶を表示義務の対象と
する。また、ステンレス製携帯用魔法瓶 （改定後）

であって保冷専用のものの表示事項に

保冷効力の表示を追加。保温効力の
試験時間について、24時間蓋を開けず
に放置するという方法を削除。
強化ガラス製器具の取扱い上の注意
表示の追加。
・耐熱ガラスではない旨。
・急激な温度変化を避ける旨（該当しな
　い場合は省略できる。）。

・ガラス製卓上用

・ステンレス製携帯用

・ガラス製卓上用

・ステンレス製携帯用

・ステンレス製卓上用

アイテム 改正内容 表示例
合成皮革 革又は合成皮革製衣料および手袋の

材料の種類について、合成皮革のうち
基材に特殊不織布を用いているものに
ついては、「合成皮革」の用語に代えて

「人工皮革」の用語を用いる事ができる。

※靴、机及びテーブル、椅子、座椅子
　及び腰掛けと同様になった。

表示事項の統一 表示事項名について、漆器類、革又は
合成皮革製の手袋は「使用上の注意」、

かばんは「手入れ方法及び保存方法」
と記載することになっているが、これらを

「取扱い上の注意」に統一する。
ショッピングカート、たんす、机および
テーブル、椅子・腰掛け等の寸法につ (ショッピングカート、たんす等）

いて、縦、横、厚さの順番のとおりに表示

しなければいけないと規程されていたが、

表示の順番は任意となった。
家具類 家具の取扱い上の注意は本体の

特定部分に容易に離れない方法で
表示することとされていたが、消費者が
見やすい場所に表示できるよう、表示
可能な場所を拡大。また、明らかに該当

しない注意事項は省略できる。
たんす、机及びテーブル、椅子、腰掛け MDFとは・・・中密度繊維板

および座椅子において表示する用語と POP広告とは・・・
して、繊維板に加えて、通販カタログや 店頭、商品陳列棚など、消

店頭POP広告において一般的に使用 費者が商品を購買する場
されているMDFと表示できる。 で行われるタイプの広告。
たんす、机及びテーブル等の寸法表示
単位はミリメートルと表示することとされ
いるが、センチメートルの表示でもよい。

スプリングマットレスの現行の表示を （改定前）

マットレス 分かりやすい表示に変更。

（改定後）

ウレタンフォームマットレスの試験方法
を国際的に使われているものに変更。

合成皮革
「合成皮革」
人工皮革

「人工皮革」

合成皮革
「合成皮革」
人工皮革
「合成皮革」

「人工皮革」

表示の順番は自由

縦400mm 横300mm 厚さ25mm

数７０

形状：ちょうちん型ばね

材料の種類:SWRH57A･硬鋼線A種

縦40cm 横30cm 厚さ2.5cm

材料：コイルスプリングス

（詰物：ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ､ﾌｪﾙﾄ）

詳細については
最寄りの事業所へ
お問い合わせください！

2017年3月30日作成

家 庭 用 品 品 質 表 示 法 に 係 わ る 改 正 ポ イ ン ト
N0.160
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本法律就指定家庭用品的品质的
应标注事项进行规定。

1

家庭用品品质表示法

纤维制品
品质表示规程

合成树脂加工品
品质表示规程

电气机械器具
品质表示规程

杂货工业品
品质表示规程

修订的目的 ①为了使消费者更容易理解，新追加了标注事项，
并对标注内容进行变更。

②在充分保障安全性的同时，采用合理的方法进行标注。

缓冲期

纤维制品品质表示规程的相关内容

2017年3月30日修订，4月1日起正式实施。
到2018年3月31日为过渡缓冲期。
※2018年4月1日起正式实施（无缓冲期）

・帽子
・合成橡胶制餐食用、餐桌用或厨房用器具
・桌上用不锈钢制保温瓶

表示规程规定了指定的家庭用品应标注的具体内容。

关于家庭用品品质表示法的修订要点

（注）当难以在围巾、披肩、丝巾、帽子上缝制标签时，也可采用粘贴在产品上的形式或以吊牌的形式出现。

N0.160

2017年3月30日制作

详情请咨询附近的事业所！
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杂货工业品・电气机械器具・合成树脂加工品品质表示规程的相关内容

详情请咨询附近的事业所！

2017年3月30日制作

关于家庭用品品质表示法的修订要点
N0.160

由必须按照长、宽、厚的顺序
进行标注，改为可任意排列。

可任意选择标注顺序

气机械器具电
品 表示 程质 规

縦400mm 横300mm 厚さ25mm
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指定的家庭用品的品質
規定應表示事項之法律。

1

家庭用品品質表示法是・・・

纖維製品
品質表示規程

合成樹脂加工品
品質表示規程

電氣機械器具
品質表示規程

雜貨工業品
品質表示規程

修訂目的 ①為了使消費者更容易理解，新追加了表示事項，
並對表示內容進行變更。

②在充分保障安全性的同時，採用合理的方法進行表示。

緩衝期

纖維製品品質表示規程的相關内容

2017年3月30日公示，4月1日起正式實施。
到2018年3月31日為緩衝期。
※2018年4月1日起正式實施（無緩衝期）

・帽子
・合成橡膠製餐食用、餐桌用或廚房用器具
・桌上用不銹鋼製保溫瓶

針對指定的家庭用品規定應表示之詳細內容。

關於家庭用品品質表示法的修訂重點

（注）若將標籤難以縫製在圍巾、披肩、絲巾、帽子上時，也可採用粘貼在商品上或吊牌之方式。

N0.160

2017年3月30日制作

詳情請諮詢附近BOKEN辦事處！
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雜貨工業品・電氣機械器具・合成樹脂加工品品質表示規程的相關内容

2017年3月30日制作

關於家庭用品品質表示法的修訂重點
N0.160

詳情請諮詢附近BOKEN辦事處！
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Household Goods Quality
Labeling Act

Textile Goods Quality 
Labeling Regulation

Processed Goods 
made of Synthetic 

Resin Quality 
Labeling Regulation

Electric Machinery 
and Apparatus Quality 
Labeling Regulation

Miscellaneous Goods 
Quality Labeling 

Regulation

Purpose ①Newly add labeling items and alter the contents of labeling to 
allow consumers to understand easier.
②Label in a reasonable way while pledging enough safety.

Extension 
period

The contents regarding Textile Goods Quality Labeling Regulations

Revised on March 30, 2017, enforced on April 1st.
Extension period of transition until March 31, 2018.
※Will be enforced on April 1st, 2018.

・Hat/cap
・Culinary or eating implements made from synthetic rubber
・Desktop vacuum bottle made of stainless steel

About the specified household goods, regulation that prescribes items to be labeled.

（※）When difficult to sew labeling on muffler, scarf, shawl, and hat/cap, using sticker or hang tag is acceptable.

Key Points of Revision of 
Household Goods Quality 
Labeling ActN0.160

Regulations changed to 
allow consumers to 
understand easier!

About the quality of specified household 
goods, law that defines items to be labeled 
quality
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.

The contents regarding Textile Goods Quality Labeling Regulations

Key Points of Revision of 
Household Goods Quality 
Labeling ActN0.160

Feel free to contact to 
our nearest office for 
further details!
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The content regardings Quality Labeling of Miscellaneous Goods

Key Points of Revision of 
Household Goods Quality 
Labeling ActN0.160

Regulations changed to 
allow consumers to 
understand easier!
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Key Points of Revision of 
Household Goods Quality 
Labeling ActN0.160

Feel free to contact to 
our nearest office for 
further details!

It was prescribed that it must be labeled in the order

of length, width and thickness, the labeling 

order has become optional. No restriction on labeling order

縦400mm 横300mm 厚さ25mmElectric Machinery and 
Apparatus Quality 
Labeling Regulation

The Contents regarding Quality Labeling of Miscellaneous Goods・
Electric Machinery and Apparatus Processed Goods made of Synthetic Resin
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