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家電製品ＰＬセンターの業務の対象とする家電製品 

 

当センターの業務の対象とする家電製品は、一般消費者が主に家庭内の日常生活で使用する家

電製品であって、ここに公知いたします。 

 

■製品分類と関係団体 

 製品分類 関係団体 

1 調理・家事・暖房器・理美容機器等 一般社団法人 日本電機工業会 

2 ルームエアコン等 一般社団法人 日本冷凍空調工業会 

3 ＡＶ機器・パソコン等 一般社団法人 電子情報技術産業協会 

4 家庭用複写機・家庭用事務機器等 一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 

5 電話機・情報通信機器等 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 

6 電球・照明器具等 一般社団法人 日本照明工業会 

7 配線器具等 一般社団法人 日本配線システム工業会 

8 電池・携帯電灯等 一般社団法人 電池工業会 

9 ホームヘルス機器等 一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 

10 24 時間風呂等 24 時間風呂協議会 

 

■対象製品一覧 

1. 調理・家事・暖房器・理美容機器等 

製品名 備考 製品名 備考 

電気冷蔵庫 業務用除く ジャーポット  

冷凍冷蔵庫  電気ケトル  

冷凍庫（フリーザー）  電気ポット含む  

ワインセラー等含む  コーヒーメーカー  

電子レンジ  ジューサー・ミキサー  

オーブンレンジ含む  フードプロセッサー  

電気オーブン  食器洗い乾燥機  

トースター  食器乾燥機含む  

電気炊飯器  家庭用生ごみ処理機  

ジャー炊飯器  その他調理厨房機器  

電子ジャー含む  ゆで卵器  

電気こんろ ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型･卓上型 もちつき機  

電磁調理器（IH 調理器） 卓上型 ホームベーカリー  

IH クッキングヒーター ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型･据置き型 ロースター  

ホットプレート  ホットサンドトースター  

グリルパン  電気フライヤー  

グリルなべ  電気蒸し器  

電気なべ含む  ハンドミキサー  

  精米機等  
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製品名 備考 製品名 備考 

電気洗濯機  電気こたつ  

洗濯乾燥機  その他電気暖房器  

衣類乾燥機含む  電気あんか  

電気アイロン  湯たんぽ  

衣類用スチーマー  足温器  

裁縫用電気こて含む  電気座布団  

ふとん乾燥機  電気座いす  

電気掃除機  電気毛布等  

ハンドクリーナー  電気かみそり  

セントラルクリーナー  ヘアドライヤー  

床磨き機等含む  ロールブラシ  

スチームクリーナー  ヘアカーラー  

家庭用高圧洗浄機  ヘアアイロン等含む  

換気扇  電動歯ブラシ  

浴室換気乾燥機 暖房付き含む その他理美容機器  

扇風機  電気バリカン  

サーキュレーター  電気脱毛器  

冷風扇等含む  鼻毛カッター  

空気清浄機  フェイスケア機器  

脱臭器含む  頭皮ケア機器  

加湿器  ネイルケア機器等  

電気温水器 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機除く 家庭用園芸機器  

電気温水洗浄便座  電気芝刈り機  

電気便座含む  電気草刈り機  

井戸ポンプ  園芸バサミ  

循環ポンプ  噴霧機  

ラインポンプ等含む  散水機等  

電気ストーブ  その他生活家電機器  

シーズヒーター  風呂水ポンプ  

オイルヒーター  鉛筆削り器  

ハロゲンヒーター  靴みがき機  

カーボンヒーター等  靴乾燥機  

電気温風器  タオル蒸し器  

セラミックファンヒーター等   ズボンプレッサー等  

電気カーペット  蚊取機等  

 

2. ルームエアコン等 

製品名 備考 製品名 備考 

ルームエアコン 店舗用･業務用ｴｺｱﾝ除く  除湿機  
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3. ＡＶ機器・パソコン等 

製品名 備考 製品名 備考 

テレビ  その他音響機器  

テレビ関連機器  アンプ  

地デジ/BS/CS チューナー   チューナー  

地デジ/BS/CS アンテナ   レコードプレーヤー  

AV プロジェクター  カセットデッキ  

汎用リモコン等  DAT レコーダー  

映像記録再生機  CD プレーヤー  

BD/DVD/HDD レコーダー  MD プレーヤー  

BD/DVD/HDD プレーヤー  スピーカー  

ビデオ機器(VTR)  マイクロホン等  

VHD/LD プレーヤー等  カーナビケーションシステム  

ビデオカメラ HDD･SD･ﾃｰﾌﾟ式等 カーオーディオ  

システムオーディオ  その他民生用電子機器  

ステレオセット  パーソナル無線  

ラジカセ  トランシーバー等  

CD/MD ラジカセ等  パソコン  

ラジオ  タブレット端末  

ヘッドホンステレオ  外部記憶装置 HDD･光磁気ﾃﾞｨｽｸ等  

デジタルオーディオプレーヤー  プリンター  

ポータブル CD プレーヤー等   パソコン関連機器  

IC レコーダー  モニター等  

 

4. 家庭用複写機・家庭用事務機器等 

製品名 備考 製品名 備考 

家庭用複写機  電子手帳  

電卓  電子辞書  

文書裁断機(シュレッダー)  データプロジェクター  

ワープロ    

 

5. 電話機・情報通信機器等 

製品名 備考 製品名 備考 

電話機  ネットワーク関連機器  

ファクシミリ  ルーター  

携帯電話･スマートフォン  モデム  

インターホン  LAN スイッチ・ハブ等  
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6. 電球・照明器具等 

製品名 備考 製品名 備考 

白熱電球 自動車用除く LED ランプ  

一般照明用電球  白熱灯器具  

ハロゲン電球  蛍光灯器具  

豆球等  LED 器具  

蛍光ランプ  その他照明器具 自動車用除く 

その他放電ランプ    

HID ランプ等    

 

7. 配線器具等 

製品名 備考 製品名 備考 

配線器具  住宅用分電盤  

コンセント    

スイッチ    

テーブルタップ等    

 

8. 電池・携帯電灯等 

製品名 備考 製品名 備考 

一次電池  ニッケル水素電池 乾電池互換タイプ 

乾電池  携帯電灯  

リチウム一次電池    

ボタン電池等    

 

9. ホームヘルス機器等 

製品名 備考 製品名 備考 

家庭用医療機器  健康管理機器  

マッサージ器  電子血圧計  

低周波治療器  体重計  

電位治療器  体脂肪計  

磁気治療器  体組成計  

治療浴装置  歩数計  

光線治療器  心拍計  

電熱治療器  塩分計等  

吸入器等  家庭用美顔器  

アルカリ性電解水生成器  家庭用 EMS 機器  

 

10. 24 時間風呂等 

製品名 備考 製品名 備考 

24 時間風呂及び関連機器    

 


