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エアーベッドの空気漏れに注意
１．目的
内蔵された電動ポンプで空気を充填するエアーベッドに関する相談が、近年急増しています。
PIO-NET（注１）では2015年4月～2020年10月の5年間あまりに、エアーベッドに関する相談が442件
寄せられており、約7割が空気漏れに関する相談でした。そのうち、空気漏れに関連した危害･
危険事例は9件見られ、｢空気が漏れて身動きができなくなった。｣、｢空気が漏れて転げ落ちけ
がを負った。｣といった内容でした（注２）。
当センターにも、エアーベッドの空気漏れに関するテスト依頼が消費生活センターから寄せ
られています。
そこで、主に空気漏れに関する事故事例の再現テストを行い、エアーベッドの使い方につい
て消費者へ情報提供することとしました。
（注１）PIO-NET(パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活セン
ター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのことです。
（注２）2015年4月以降受付、2020年10月28日までの登録分(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)。
件数は、本公表のために特別に事例を精査したものです。

２．テスト実施期間
検 体 購 入 ：2020 年 9 月
テスト期間 ：2020 年 9 月～11 月

３．エアーベッドについて
商品の概要
｢エアーベッド｣には明確な定義はありませんが、ここでは、本体内蔵の電動ポンプで充填
した空気のみをクッション材とし、単体でベッドのように使用できる厚みを持ち、空気を抜く
ことで小さく収納することができる商品を｢エアーベッド｣としています。
エアーベッドの外観の例と各部の名称を写真 1 に示します。
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a)空気を充填していない状態

b)空気を充填した状態
ベッド上面

ベッド下面
ベッド側面

電動ポンプ

写真 1．一般的なエアーベッドの外観と各部の名称

各部の構造
1） エアーベッド本体
エアーベッド本体は、ポリ塩化ビニール製で、大きさは、長さ:約 190cm、幅:約 100～
140cm、厚さ:約 20～50cm（注３）、重さは 5.0～6.5 ㎏、耐荷重は 100～200 ㎏の商品が見られ
ました。
（注３）｢シングル｣、｢ダブル｣等のサイズで幅が異なります。厚さが薄いものは｢エアーマットレス」として販売さ
れていることがあります。

2） エアーベッドの内部
エアーベッドの内部は、空気を充填した際にベッドの形状を保つため、複数の支持材が
張り巡らされています。ベッド上面及び、ベッド下面の凹モールドや、ベッド側面のくぼみ
が支持材との接合部となっています。なお、支持材との接合には、溶着や接着剤が使用され
ています(写真 2、図 1 参照)。
a)凹モールドの外観

b)凹モールドの内部構造

凹モールド

ベッド上面

凹モールド(上面側)
支持材(上下)

支持材がベッド上面とベッ
ド下面をつないでいます

凹モールド(下面側)
ベッド下面
凹モールドの周辺が窪んでいる

写真 2．エアーベッドの凹モールドの外観及び内部構造の例
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B

凹モールド
(支持材との接合部)

B

A’

A

支持材(上下)

B’
支持材(側面)

B’
支持材(上下)

側面のくぼみ
支持材(側面)

A’

A

電動ポンプ

支持材(側面)

A-A‘断面
B-B‘断面
図 1．エアーベッドの内部構造の例(水色矢印:空気圧、黒矢印:張力、灰色:支持材)

3） 電動ポンプ
エアーベッドには、家庭用 100V を電源とする電動ポンプが本体側面に内蔵されていま
す。[吸入]・[排出]の 2 つのボタンで操作する「2 ボタンタイプ」や、ダイヤルを[吸入]・
[排出]の位置に回転させることで操作する「ダイヤルタイプ」などが見られ、ベッドの大き
さにもよりますが、空気が抜けた状態から約 1 分 30 秒～3 分で空気を充填します。
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４．PIO-NET に寄せられた情報
年度別件相談件数
エアーベッドに関する相談件数は 2016 年度から急増しています
PIO-NET には、2015 年 4 月～2020 年 10 月の 5 年間あまりにエアーベッドに関する相談が
442 件寄せられており、2016 年度から急増していました(図 2 参照)。なお、2020 年度の件数
は 10 月 28 日までの登録分です。

図 2．年度別件数(n=442)

販売購入形態
エアーベッドの販売購入形態は、9 割以上が通信販売でした
エアーベッドの販売購入形態については、通信販売による購入が 422 件で、9 割以上を占
めていました(図 3 参照)。

図 3．購入形態(n=442)

相談者の年齢･性別
相談者の年齢は 60～80 歳代が多く見られ、男性からの相談が約 6 割でした
相談者の年齢分布を調べたところ、60～80 歳代の相談が多く見られました(図 4 参照)。
また、性別について調べたところ、男性からの相談が 267 件で、約 6 割とやや多い傾向が
みられました(図 5 参照)。
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図 4．相談者の年齢分布(n=442)

図 5．相談者の性別(n=442)

相談内容
相談内容は 7 割が空気漏れに関する相談で、そのうち 3 割弱が、最初の使用時から空気が
漏れていた可能性がある相談でした
相談内容を調べたところ、空気漏れに関する相談件数は 309 件で、7 割を占めていまし
た(図 6 参照)。また、空気漏れに関する相談件数の内、最初の使用時から空気が漏れてい
た可能性があるのは 79 件と 3 割弱見られました(図 7 参照)。

図 6．不具合内容ごとの内訳(n=442)

図 7．空気漏れの発生時期(n=309)

危害・危険事例の件数
エアーベッドの空気漏れが原因と考えられる危害･危険事例が 9 件見られ、そのうち 5 件
が、空気が漏れてバランスを崩したり、エアーベッドから転落した事例でした
エアーベッドの空気漏れが原因と考えられる危害･危険事例が 9 件(危害:7 件、危険:2
件)見られました。そのうち 5 件が、空気が漏れてバランスを崩したり、エアーベッドから
転落した事例で、いずれも年齢は 60～70 歳代でした。
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エアーベッドの空気漏れに関する主な事例
PIO-NET 情報より、エアーベッドの空気漏れに関する特徴的な事例を以下に示します。
1） 空気漏れによりエアーベッドに埋没した事例
【事例 1】
新聞広告を見てエアーベッドを購入した。就寝しようと横になると空気が漏れて、さら
に夜中 2 時に起きた時また凹んでいたので、立ち上がる時身体がささえきれずフラフラし
た。事業者に連絡したが、｢出荷前に空気を入れて検品して合格した。空気が漏れるなら購
入後の購入者の責任だ｣と言われた。
(受付年月 2020 年 9 月、女性、70 歳代)
【事例 2】
エアーベッドをテレビショッピングで購入。就寝後 2 時間ほどで空気が漏れて表面が揺
れ、寝返りを打てなくなるので、毎晩、妻に空気を入れてもらっていた。昨晩は、疲れて
おり、空気が漏れても気が付かず朝まで眠った。目が覚めると毛布が顔にかかり、自分の
体重でＶ字型に折れたベッドに挟まれ身動きできなくなっていた。大声で妻を呼び、引き
ずり出してもらった。1 人だったら脱出できなかった。
(受付年月:2019 年 1 月、男性、80 歳代)
2） 空気漏れによりエアーベッドから転落した事例
【事例 3】
テレビショッピングでエアーベッドを購入した。夜中に急に空気が漏れて空気が入らな
いので事業者に連絡すると、保証期間であることから無償での交換対応となった。ところ
が、交換品も夜中に急に空気が漏れて転落し、家具の角で額をぶつけて病院で 4 針縫い 4
日間通院した。事業者に連絡すると再度、無償での交換対応となったが、夜中にまた空気
が漏れて転落し頭をぶつけた。出血は無いがめまいがする。
(受付年月:2020 年 7 月、女性、70 歳代)
【事例 4】
10 カ月前に電話で注文したエアーベッドで就寝中、空気が漏れて転落し首をひねった。
これまでも何度か空気が漏れることがあり、継ぎ足しながら使っていた。事業者に連絡し、
空気が抜けたことでベッドから落下したと申し出たのに｢この商品は半年間保証のものな
ので、何も対応できません｣と言われた。
(受付年月:2019 年 6 月、男性、70 歳代)
3） 空気漏れに関連するその他の事例
【事例 5】
テレビ通販でエアーベットを注文した。箱から出して専用の袋に入れたまま一度も使用
していなかった。今月になって初めて空気を入れて孫が使用したが就寝中に空気が半分く
らい漏れてしまった。初めての使用でこのような状態になるのは納得できない。事業者に
連絡したが｢半年間の保証期間が過ぎており有償修理になる｣と言われた。
(受付年月:2019 年 5 月、女性、70 歳代)
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５．消費生活センターからの依頼により実施した商品テストの事例
消費生活センターからの依頼により、当センターでテストを実施したエアーベッドのうち、
何らかの鋭利な物体が刺さって空気が漏れたと推測されるテスト事例を紹介します。
【事例１】
1） 依頼内容
｢エアーベッドに空気を入れて使用したところ、就寝中に空気が抜けてしまう。空気が抜
けた原因を調べてほしい。｣という依頼を受けました。
2） 商品テスト結果
当該品は、空気が充填された状態で先端が細い何らかの物体が落下したことで側面に穴
が開き、空気が抜けたものと考えられました。しかし、いつの時点で穴が開いたかは特定で
きませんでした。なお、当該品の側面の素材の強度は、同種の商品と同等であり、強度が劣
るものではありませんでした。
【事例 2】
1） 依頼内容
｢エアーベッドを使用していたところ、2 カ月ほどで空気が漏れた。過去にも 2 回交換さ
れている。商品に問題がないか調べてほしい。｣という依頼を受けました。
2） 商品テスト結果
当該品の空気が抜けた原因は、表面に穴が開いたためでした。穴が開いた原因は、穴に
沿った部分に黒い汚れが付着していたことから、何らかの物体がベッド表面側から刺さっ
た可能性が考えられました。なお、耐久性試験や、引張強度試験等の結果から、当該品は同
種の商品 2 銘柄よりも、やや強度等が劣るものの、商品に問題があるとまでは言えません
でした。
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６．テスト対象銘柄
通信販売を中心に販売されている、シングルサイズのエアーベッド(銘柄 A～C の 3 銘柄)
を使用してテストを行いました。テスト対象銘柄の外観の例を写真 3 に、主な仕様を表 1 に
示します。販売価格は 6000～9000 円程度で、いずれの銘柄も、空気圧を知らせる機能や、空
気圧を自動で調整する機能はなく、電動ポンプの運転時間により空気圧を調整する構造でし
た。なお、取扱説明書に表示された電動ポンプの運転時間は、空気が入っていない状態から、
銘柄 A、B が１分 30 秒、銘柄 C が 2 分でした。

写真 3．テスト対象銘柄の外観の例
表 1．テスト対象の主な仕様
サイズ
重量(㎏)
耐荷重(㎏)
大きさ(長さ×幅×高さ cm)
電源
材質(本体)
製造国

銘柄 A
シングル
約 5.3
約 100
約 190×100×45
AC100V 50/60Hz
ポリ塩化ビニール
中国

銘柄 B
シングル
約 4.5
約 100
約 190×100×40
AC100V 50/60Hz
ポリ塩化ビニール
中国

銘柄 C
シングル
約 5.3
約 100
約 190×100×45
AC100V 50/60Hz
ポリ塩化ビニール
中国

７．テスト項目
エアーベッドの空気圧
1） 空気圧の変化
エアーベッドの空気圧は電動ポンプを停止させた直後が 2.2～2.8kPa と最も高くなりま
すが、60 分ほどで急激に低下し、それ以降はゆっくりと低下し続けました
エアーベッドの使用中の空気圧を調べるため、取扱説明書に表示された運転時間に従っ
て電動ポンプを運転し、空気を充填した場合の空気圧の変化を測定しました（注４）。
テストの結果、空気圧は、電動ポンプを停止させた直後が 2.2～2.8kPa（注５）と最も高く
なりましたが、60 分ほどで急激に低下し、それ以降はゆっくりと低下し続けました。また、
実際に人が寝た状態を想定して、電動ポンプ停止後に成人ダミー(身長:180 ㎝、重量 78 ㎏)
をベッド上面の中央に仰向けに寝かせると、空気圧は成人ダミーがない場合よりも全体的
に高い状態で同様に推移しました(図 8、写真 4 参照)。これらのことから、電動ポンプ停止
後の急激な空気圧の低下は、空気漏れによるものではなく、空気が充填されたことで、素材
が伸びたためと考えられました。
（注４）約 25℃の室内でテストを行いました。
（注５）圧力の単位で読み方はキロパスカルです。参考として自動車のタイヤは約 220kPa、サッカーボールは約 70kPa
です。
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60 分ほどで空気圧は急激に低下

成人ダミーなし

60 分以降空気圧は緩やかに減少し続ける

1.0～1.2kPa

成人ダミーを寝かせる

成人ダミーありの場合
空気圧は全体的に高くなる

成人ダミーあり

60 分ほどで空気圧は急激に低下
60 分以降空気圧は緩やかに減少し続ける
1.4～1.7kPa

図中の●は電動ポンプを取扱説明書に表示された時間運転し停止した時の空気圧(最大値)

図 8．取扱説明書の表示に従って電動ポンプを運転し空気を充填した場合の空気圧の変化
成人ダミー(身長 180 ㎝、重量 78 ㎏)

写真 4．成人ダミーをベッド上面の中央に仰向けに寝かせた状態
2） 電動ポンプの運転時間と空気圧
電動ポンプを取扱説明書に表示された運転時間よりも約 1 分～1 分 30 秒長く運転する
と、空気圧は約 20～30%高くなり、エアーベッドは丸みを帯びた状態となりました
今回テストした銘柄の電動ポンプは、適正な運転時間や空気圧で自動停止する機能がな
いことから、取扱説明書に表示された運転時間よりも長く電動ポンプを動かし続けてしま
った場合のエアーベッドの空気圧の変化と状態を確認しました（注６）。
テストの結果、空気圧はいずれの銘柄でも、電動ポンプを運転開始して約 1 分後から急
激に上昇しましたが、約 3 分後には急激な上昇は収まり、それ以降はほぼ横ばいとなりま
した。空気圧は最大で 2.9～3.3kPa となり、取扱説明書に従って運転した場合に比べ空気
圧が約 20～30%高くなりました(図 9 参照)。また、エアーベッドの外観は、通常時よりも丸
みを帯びた状態となったことから、内部の支持材に加わる張力が増加していると考えられ
ました(写真 5 参照)。
（注６）電動ポンプの連続運転時間は、2 銘柄の取扱説明書では 5 分までと記載されていましたが、1 銘柄では明確な
記載はありませんでした。なお、テストにおいては、全銘柄とも 5 分で統一して行いました。
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約 3 分で空気圧は急激な上昇は収まる

図中の●は電動ポンプを取扱説明書に表示された時間運転し停止した時の空気圧(最大値)

図 9．電動ポンプを連続運転(5 分間)した場合の空気圧の変化
ベッド上面
支持材(上下)とベッ
ド上面の接合部
(凹モールドの内側)
空気圧により膨らもうとするベッド
上面とそれを抑える支持材(上下)の
接合部に張力がかかった状態

支持材(上下)

写真 5．電動ポンプを 3 分以上連続運転した場合の凹モールドの内部構造の例
エアーベッドに対する突き刺し試験
消費生活センターからの依頼により、当センターでテストを実施したエアーベッドのうち
2 件で、何らかの鋭利な物体が刺さったと推測される穴が確認されました(写真 6 参照)。そ
こで、家庭内でよくある鋭利なものをエアーベッドに突き刺して穴が開くのに必要な力及び、
素材の厚さを測定しました。
a)ベッド上面の穴の例

b)ベッド側面の穴の例

穴(約 9 ㎜)
穴(約 1.0 ㎜)

写真 6．消費生活センターからの依頼で実施したテストにおいて確認されたエアーベッドの穴

10

1） エアーベッドに穴が開く力の測定
シャープペンシルや爪楊枝によってエアーベッドに穴が開く力は、カップ飲料にストロ
ーを刺すのに必要な力より小さいことが分かりました
家庭内によくある鋭利なものを、エアーベッドに突き刺して穴が開く力を測定しました
（注７）

(写真 7 参照)。

テストの結果、芯の出たシャープペンシルの先端で 8.5～10.7N(0.87～1.10kgf)(穴の直
径:約 0.7 ㎜)、爪楊枝で 9.1～11.7N(0.92～1.19kgf)(穴の直径:約 1.0 ㎜)、ホチキスの針
(片側の先端)で 5.1～5.3N(0.52～0.54kgf)(穴の直径:約 0.5 ㎜)でした(図 10、写真 8 参
照)。
なお、比較のため市販のカップ飲料(チルド飲料)にストロー(直径約 5.0 ㎜)を刺すのに
必要な力も同様の条件で測定したところ 13.5N(1.4kgf)であったことから、シャープペンシ
ルや爪楊枝によってエアーベッドに穴が開く力は、ストローを刺すのに必要な力より小さ
いことが分かりました。
（注７）室温 25℃でベッド側面に約 5 ㎜/秒(約 300 ㎜/分)の速度で突き刺し、その際の力を荷重計で測定しました。

シャープペンシル
(先端部のみ)

突き刺し速度
約 5 ㎜/秒(約 300 ㎜/分)

荷重計

ベッド側面

写真 7．エアーベッドに穴が開く力の測定風景の例

先端部直径が同程度の場
合は穴が開く力も同程度

13.5N

カップ飲料
(ストローφ約 5.0 ㎜)

11.7
10.7

10.3
8.5

9.2

9.1

5.3 5.2

5.1

図 10．家庭内でよく見かける鋭利なものによりエアーベッドに穴が開く力
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先端部
の寸法

穴の状態

穴の直径
直径約 0.7 ㎜

シャープペンシル
（注８）

φ0.57
㎜
穴
直径約 1.0 ㎜

φ0.63
㎜

爪楊枝

穴
直径約 0.5 ㎜

ホチキスの針
（注９）

0.32×
0.49 ㎜
穴

（注８）0.5 ㎜の芯を使用する商品
（注９）コの字型の針を伸ばして一端のみ使用、先端部は方形。

写真 8．家庭内でよく見かける鋭利なものを突き刺した時の穴の状態と直径の例
2） 素材の厚さ
植毛加工されたベッド上面は 0.5 ㎜程度とやや厚く、ベッド側面とベッド底面は 0.4 ㎜
程度の厚さでした
ベッド上面、ベッド側面、ベッド下面の素材の厚さを測定したところ、植毛加工された
ベッド上面は 0.43～0.54 ㎜とやや厚く、ベッド側面とベッド底面は 0.36～0.42 ㎜の厚さ
でした(図 11 参照)。これらの結果から、エアーベッドに穴が開く力は、ベッドの各面で同
程度と推測されました。

厚さ(㎜)

ベッド側面とベッド下面の
素材の厚さはほぼ同程度

0.54

0.53
0.43

0.42
0.36

0.39

図 11．素材の厚さ
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0.39

0.36

0.40

空気漏れの再現テスト
人が寝ている状態でエアーベッドの空気が漏れると、どうなるかを調べるとともに、PIONET の危害･危険事例で複数見られた、空気漏れにより人がエアーベッドから転落する事象に
ついて、再現テストを行いました。
1） 空気が漏れた状態の再現テスト
空気圧が 1.0kPa 程度まで低下すると体を起こしづらくなり、0.75kPa 程度まで低下する
と全身が埋没して体を起こすことが困難となりました。
人が寝た状態で空気を抜いていったところ、いずれの銘柄でも空気圧が 1.0kPa 程度まで
低下すると体を起こしづらくなり、0.75kPa 程度まで低下すると全身が埋没しはじめ、体を
起こそうとすると、腕や腰が局所的に埋没してしまい、体を起こすことが困難となりまし
た。成人ダミーをベッドの中央に寝かせて空気を抜いていった場合の例を写真 9 に示しま
す。空気圧の低下に伴う安定性の低下は、空気が抜けたことで、エアーベッド内部の空気が
移動しやすくなったためと考えられます(図 12 参照)。

①約 2.0kPa では体は埋没していません。

②約 1.0kPa まで低下すると上半身が埋没し始めま
す。

③約 0.75kPa まで低下すると全身が埋没し始めま
す。

④約 0.5kPa まで低下すると全身が埋没し、体の一部
が床に接します。

写真 9．成人ダミー(重量 78 ㎏)をエアーベッドの中央に寝かせ空気圧を低下させた状態の例
力が加わった個所が局所的に沈み込む

力が加わっている個所から空気が移動する

空気抜けた状態だと、体重を支える部分が局所的に沈
み込みます。

空気が抜けた状態で体を動かそうとすると、腕や腰な
どの力を加えた箇所の空気が移動してしまうことで
局所的に沈み込み、不安定な状態になります。

図 12．空気圧が低下した状態で体を動かした場合の内部
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2） 空気漏れによりエアーベッドから転落する事象の再現テスト
成人ダミーをエアーベッドの端に仰向けに寝かせた状態で、空気圧が 1.5kPa 程度まで低
下すると、エアーベッドが横転し、成人ダミーが転落することがありました
空気漏れにより人がエアーベッドから転落する事象を再現するため、成人ダミーをエア
ーベッドの端に仰向けに寝かせた状態で空気圧を低下させ、エアーベッドの状態を調べま
した。
テストの結果、空気圧を低下させていくと、成人ダミーの下方が局所的に変形してエア
ーベッドが次第に傾斜し、空気圧が 1.5kPa 程度まで低下すると、急激にエアーベッドが横
転して成人ダミーが転落することがありました（注 10）(写真 10 参照)。
（注 10）成人ダミーをエアーベッドの端に仰向けに寝かせた場合の一例。成人ダミーの位置や姿勢などで転落する空気
圧は異なります。

急激に傾斜

局所的に変形

①成人ダミーをエアーベッドの端に寝かせた状態で
空気圧を低下させていくと、成人ダミーの下方が局
所的に変形し始めます。

②空気圧が 1.5kPa 程度まで低下すると、エアーベッ
ドの傾斜が急激に増加しました。

③傾斜したエアーベッドは横転し、成人ダミーが転
落しました。

④転落した成人ダミーに、エアーベッドが覆いかぶ
さりました。

写真 10．エアーベッドの端に仰向けに寝かせた成人ダミーが転落する様子
3） 約 1.0 ㎜の穴が開いたエアーベッドの空気圧の変化
穴の大きさが約 1.0 ㎜でも空気圧の低下は著しく、電動ポンプを停止してから 19～35 分
で、ベッドの端に寝ていた場合に転落の可能性がある 1.5kPa まで空気圧が低下しました
前述の空気漏れの再現テストにおいて、エアーベッドの端に寝ている場合に、空気圧が
約 1.5kPa 程度まで低下すると転落する可能性があり、エアーベッドの中央に寝ている場合
でも 1.0kPa 程度まで低下すると、起き上がりにくくなることが確認されました。そこで、
実際に穴が開いたエアーベッドを用いて 1.5kPa、1.0ｋPa まで空気圧が低下する時間を調
べました。テストは、約 1.0 ㎜の穴をあけたエアーベッドを、取扱説明書の表示に従って
電動ポンプを運転した後、成人ダミーをベッドの中央に仰向けに寝かせた状態で空気圧の
変化を調べました（注 11）。
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テストの結果、電動ポンプの停止後、19～35 分で 1.5kPa まで、105～221 分で 1.0kPa ま
で低下しました(図 13 参照)。なお、電動ポンプ停止時の空気圧が他の 2 銘柄よりも低い銘
柄 A では、穴がない場合でも 67 分で空気圧が 1.5kPa まで低下しました。
（注 11）約 25℃の室内でテストを行いました。

19 分

67 分
132 分

銘柄 A

35 分

221 分

銘柄 B

33 分

105 分

銘柄 C

●は電動ポンプを取扱説明書に表示された時間運転し停止した時の空気圧(最大値)
▲は空気圧が 1.5kPa まで低下した時間
■は空気圧が 1.0kPa まで低下した時間
※この結果は、約 25℃の室内で、約 1.0 ㎜の穴が開いたエアーベッドに、成人ダミーをベッド中央に仰向けに寝
かせた場合の一例です。

図 13．直径約 1.0 ㎜の穴が開いた場合の空気圧の変化の例(成人ダミーあり)
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表示
1） エアーベッドに特有の使用上の注意点
取扱説明書にはエアーベッドに特有の使用上の注意点が複数表示されていました
各銘柄の取扱説明書を確認したところ、エアーベッドに特有の使用上の注意点が複数表
示されていました。その中から、複数の銘柄の取扱説明書に共通して表示されたものを、表
2 にまとめました。
なお、今回テストを行った、｢空気が抜けた状態｣及び、｢空気を入れすぎた状態｣、｢鋭利
なものを身に着けた状態｣での使用は、いずれの銘柄の取扱説明書でも禁止されていました。
表 2．複数の銘柄の取扱説明書に共通して表示されたエアーベッドに特有の使用上の注意点
空気圧について
使用環境について

使い方について

・空気は徐々に減少するので、使用する度に空気を充填してください。
・空気が抜けた状態では使用しないでください。
・空気を入れすぎないでください。
・ペットを近づけない。
・穴をあけるような突起物や障害物が床にないことを確認してください。
・アクセサリー、時計等を身につけたままでの使用はしないでください。
・ポケットに鍵、携帯電話等を入れた状態で座らないでください。
・本体の端に寝たり、極端な荷重の掛け方をしないでください。
・電動ポンプを長時間連続で使用しないでください。
・電気毛布などの暖房器具は使用しないでください。
・簡易ベッドです。

※複数の銘柄の取扱説明書に共通して記載された内容を要約しています。

2） 保証期間について
保証期間は銘柄ごとに異なり、使用による空気漏れを保証対象としない銘柄もありました
PIO-NET 情報において、｢保証期間内に空気漏れが確認されて新品交換された事例｣や、｢初
めての使用で空気漏れが確認されたが、保証期間を過ぎていたため対応されなかった事例｣
等が見られたことから、各銘柄の保証期間の表示を確認しました。
保証期間については、商品到着後 3 カ月～1 年と銘柄によって大きな差があり、初期不良
の対応について商品到着後 1 週間としている銘柄もありました。また、2 銘柄で｢使用による
空気漏れは保証の対象外｣と表示されていました。
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８．消費者へのアドバイス
エアーベッドの空気圧が低下した状態で使用し続けると、ベッドの端から転落することが
あります。PIO-NET に寄せられた相談には、転落してけがを負った事例も複数見られたこと
から、空気圧が低下した状態では使用しないようにしましょう
エアーベッドの空気圧が低下した状態で使用し続けると、体が埋もれて起き上がるのが困
難になったり、ベッドの端から転落することがあります。PIO-NET に寄せられた相談には、
転落してけがを負った事例も複数見られたことから、空気圧が低下した状態では使用しない
ようにしましょう。なお、空気を補充しても短時間で空気圧が低下する場合には、穴が開い
ている可能性があります。
空気をクッション材として使用するエアーベッドには、特有の使用上の注意点があります。
購入する際はよく確認しましょう
エアーベッドは、電動ポンプで充填した空気をクッション材として使用する商品であるこ
とから、｢ペットを近づけない｣、｢電気毛布などの暖房器具は使用しないでください｣など、
通常のベッドとは異なる、特有の使用上の注意点があります。購入する際はよく確認しまし
ょう。
エアーベッドを購入した場合は、商品到着後速やかに空気漏れがないかを確認しましょう
PIO-NET に寄せられた情報によると、最初の使用時に空気が漏れていることに気づく事例
が複数見られたことから、エアーベッドを購入した場合には、商品到着後速やかに空気を充
填して空気漏れがないことを確認しましょう。また、保証期間については、商品や不具合の
内容によって異なることがありますので記載内容をよく確認しましょう。
エアーベッドを使用する場合は、周囲に鋭利なものがないことを確認するとともに、使用
する際の服装やポケットの内容物にも注意しましょう
エアーベッドの素材は、ポリ塩化ビニール製で、厚さが 0.3～0.5 ㎜しかないため、鋭利
なものに接触した場合、大きな力が加わらなくても穴が開くことがあります。エアーベッド
を使用する場合は、周囲に鋭利なものがないことを確認するとともに、使用する際の服装や
ポケットの内容物にも注意しましょう。
エアーベッドが破損し空気漏れ等の原因となる可能性があります。取扱説明書に表示され
た電動ポンプの運転時間を確認し、空気を入れ過ぎないようにしましょう
電動ポンプを取扱説明書に表示された運転時間よりも約 1 分～1 分 30 秒長く運転すると、
空気圧は約 20～30%高い状態になることが確認されました。空気圧が高い状態で使用すると、
エアーベッド内部の支持材等に過剰な力が加わって破損し、空気漏れの原因となる可能性が
あります。取扱説明書に表示された電動ポンプの運転時間を確認し、空気を入れ過ぎないよ
うにしましょう。
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