
  

（別紙 3） 

企業名 開催時期・場所 取り組み内容 

YKK AP 株式会社 
2021 年 11 月中 

ホームページ 

①ホームページにて経済産業省の製

品安全総点検月間ページを掲載およ

び外部関連サイトリンク集へのリンク

掲載。 

「安全・安心に過ごすために」ページ：

https://www.ykkap.co.jp/consumer/s

upport/safety/ 

②Facebook で製品安全の注意喚起

と製品安全総点検月間記事を 11 月

上旬に掲載予定。 

株式会社バンダイ 
2021 年 10 月～11 月 

社内 

①製品安全と品質を考える展示会 

安全や品質に関する意識向上と再発

防止を図るため、安全や品質に関す

る製品問題事例をバーチャルリアリテ

ィー空間でパネル展示。 

②製品事故対応研修 

製品安全に対する意識向上を図るた

め、製造物責任法や消費生活用製品

安全法など、製品安全に関する座学

と、製品事故が発生した際の考え方

やフローを学ぶグループワークを実

施。 

上新電機株式会社 

2021 年 11 月中 

ホームページ 

上新電機株式会社の家電製品を扱う全

店舗 

①上新電機株式会社の家電製品を

扱う全店舗に製品安全総点検月間ポ

スターを掲示。また製品安全総点検

月間ポスターA4 チラシを配布。 

②EC サイト用メールマガジンで、製品

安全総点検月間訴求メッセージを掲

載。 

③ホームページにて経済産業省の製

品安全総点検月間ページを掲載。 

「家電製品の安全な使い方」ページ：

https://www.joshin.co.jp/joshintop/pr

oduct-safe-use/（スマートフォンアプ

リにも掲示） 

 

https://www.ykkap.co.jp/consumer/support/safety/
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「製品安全の取組」ページ： 

https://www.joshin.co.jp/joshintop/cs

r/approach/ 

ＴＯＴＯ株式会社 
2021 年 11 月中 

社内デジタルサイネージ 

デジタルサイネージによる月間ポスタ

ー掲載 

株式会社アシックス 
2021 年 11 月中 

社内サイト 
社内サイトに月間ポスター掲載 

株式会社カイノ電器 
2021 年 11 月 3 日、23 日 

各店舗 

①製品安全総点検月間ポスターA4

チラシを各店舗で配布。 

②小学生４～６年生を対象とした製品

安全イベントを開催。 

イベント参加者には「うんこおうちの安

全ドリル（製品安全編）」を配布（※あ

い電カイノ寒河江店、数量限定）。 

イベント情報の詳細はこちら

（https://www.meti.go.jp/product_safe

ty/consumer/pdf/kainoibenntotirasi.p

df） 

株式会社カインズ 
2021 年 11 月中 

各店舗 

①製品安全総点検月間ポスターA4

チラシを各店舗で配布。 

②「うんこおうちの安全ドリル（製品安

全編）」を配布（配布店舗、数量限

定）。 

ソニーグループ株式

会社 

2021 年 11 月中 

ホームページ 

ホームページにて製品情報トップペー

ジにお知らせを掲載すると共に、 

『経済産業省製品安全ガイド／製品

安全総点検月間』のサイトへリンクを

掲載する。 

一般財団法人電気安

全環境研究所 

2021 年 11 月中 

※詳細は取り組み内容を参照 

①電気用品安全法の概要セミナーを

オンデマンド配信 

【開催時期】11 月スタートを予定 

【場所】ＺＯＯＭオンラインコンテンツ 

【ページリンク先】作成中 

②電動工具・小型エンジン駆動製品

の安全対策セミナー 

基調講演：『安全とＳＤＧｓ』 
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【開催時期】11 月 26 日 

【場所】燕三条地場産業振興センター

およびＺＯＯＭオンライン 

【主催】（一社）PL 研究学会、（一社）

PL 対策推進協議会 

【共催】地方創生 SDGs 官民連携プラ

ットフォーム 

『安全（製品安全・消費者安全）と

SDGs 分科会』 

【ページリンク先】作成中 

③【取組内容】東北工業大学製品安

全シンポジウム 

基調報告：「安全（製品安全・消費者

安全）から見る SDGs」 

【開催時期】11 月 13 日 

【場所】ＺＯＯＭオンライン 

【主催】東北工大製品安全シンポジウ

ム実行委員会 

【共催】東北工業大学 地域のくらし共

創デザイン研究所 

（一社）PL 対策推進協議会 

【ページリンク先】作成中 

④大阪府消費者フェア 

「クイズ『知っていますか？家電製品

の安全マーク』」、「家電製品の安全性

に関する不都合な真実」 

【開催時期】11 月 13 日～12 月 6 日 

【場所】ＷＥＢオンライン 

【主催】大阪府消費生活センター・大

阪府消費者フェア 2021 実行委員会 

【ページリンク先】作成中 



株式会社ニトリホー

ルディングス 

2021 年 11 月中 

ホームページ 

各店舗 

①ニトリアプリフィードにて「11 月製品

安全総点検月間におけるニトリ製品

安全の取り組み等」を配信予定（11/2

～） 

②ホームページに 11 月製品安全総

点検月間の案内を掲示 

③製品安全総点検月間ポスターA4

チラシを各店舗で配布。 

③「うんこおうちの安全ドリル（製品安

全編）」を配布（配布店舗、数量限

定）。 

一般社団法人日本サ

ッシ協会 

2021 年 11 月中（一部 10 月から） 

ホームページ 

①10 月の予告編『協会 HP に製品安

全総点検月間が 11 月より開始されま

す』をトピックスに掲載 

②11 月よりポスター掲示 

詳細掲示『製品安全総点検月間ス

タート』バナーから「商品の安全にお

使いいただくためにへ」を案内 

日立グローバルライ

フソリューションズ株

式会社 

2021 年 11 月１日(月)～11 月 30 日(火) 

自社工場内（茨城県日立市、栃木県栃

木市） 

①全従業員の製品安全に対する意識

を高めるため、11 月を「品質強調月

間」と位置づけ、全従業員対象に安全

啓発を行う。具体的には、事故の恐ろ

しさを伝えるために、ＰＳ事故の実体

感教育（実際に製品を燃やして、その

恐ろしさを伝える）や品質講演会を実

施したり、リコール製品情報等をホー

ムページに掲載。 

②毎年、地元の小学生の工場見学受

入時に「子供の家電品事故防止（ドラ

ム洗の中に入ってはいけない等）」に

関する教育を実施しているが、昨今は

コロナ禍のため難しく、学校に直接デ

ータを送付し、先生から教育してもらう

ことを計画。 

③社内ホームページでは、「経済産業

省主催の製品安全総点検月間」を強

調。 



 

マツ六株式会社 

2021 年 11 月中 

ホームページ 

社内デジタルサイネージ 

製品安全総点検月間ポスターを掲載 

・全国の各店所 

・その他（国際福祉機器展出展ブース

内での掲示予定（ 11 月 10 日から開

催）） 

株式会社メルカリ 

2021 年 11 月上旬 

サービスブログ（https://jp-

news.mercari.com/）での案内 

グループ会社の株式会社ソウゾウと

共同運営しているサービスブログに

て、PS マーク貼付製品の出品時の注

意点を紹介及び製品安全総点検月間

ポスターを掲載。 

【ページリンク先】準備中 

株式会社友和 

2021 年 10 月末～11 月末 

ホームページ 

全国営業所及び倉庫（20 カ所） 

①ホームページでの取組内容の掲載

及び経済産業省へのリンク掲載 

②仕入先企業への周知（10 月 20 日

配信） 

株式会社ヨシカワ 
2021 年 11 月 1 日 

ホームページブログ掲載 

ホームページブログにて、「火災に注

意！！油は発火します」と題して、油

の過熱によって発火する事を周知。 

また、NITE のホームページ（天ぷら油

の発火）の動画にリンクして、発火の

危険性をよりわかりやすく発信。 

NITE のホームページ：

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki

/poster/nenshou/02120202.html 

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/nenshou/02120202.html
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/nenshou/02120202.html

