平成 22 年 11 月 24 日
消
費
者
庁

冬の事故やトラブルに注意！
消費者庁には本年 10 月１日以降これまでに、
「電気あんかを今季初めて使用
したところ、あんかが焦げ、周辺のふとん、毛布なども焼損した」、「今季初め
て加湿器を使用したところ、異臭がし、発煙した」、「オーブントースターで市
販のパック餅を焼いたところ、餅が膨らんでトースター上部の電熱部に接触し
て発火した」などの情報が消費者安全法に基づく通知等で寄せられています。
これらの事例については、原因を調査中のものもありますが、これから本格
的に寒い季節を迎えるに当たって、消費者の皆様が事故に遭わないように注意
すべき点をまとめましたので、別添のとおり公表いたします。

消費者庁ウェブサイトの掲載場所は以下のとおりです。
ＵＲＬ：http://www.caa.go.jp/information/winter.html

【問い合わせ先】
消費者庁 消費者情報課
滝、松田
電話：03-3507-9146

平成 22 年 11 月 24 日
消
費
者
庁

冬の事故やトラブルに注意！
寒い季節がやってまいりました。消費者庁には本年 10 月１日以降これまでに、
「電
気あんかを今季初めて使用したところ、あんかが焦げ、周辺のふとん、毛布なども焼
損した」、
「今季初めて加湿器を使用したところ、異臭がし、発煙した」、
「オーブント
ースターで市販のパック餅を焼いたところ、餅が膨らんでトースター上部の電熱部に
接触して発火した」などの情報が消費者安全法に基づく通知等で寄せられています。
これらの事例については、原因を調査中のものもありますが、これから本格的に寒
い季節を迎えるに当たって、消費者の皆様が事故に遭わないように注意すべき点をま
とめました。
これらの情報を参考に安全に寒い季節を乗りきりましょう。

１．使う前によく確認しましょう。
■今シーズン初めて使う時など、しばらく使っていなかった暖房器具を最初に使う
時は、収納期間中にコードが断線するなど保管
状態によっては危険な場合があるので気をつ
けましょう。
■使用前に自分の使っている暖房器具がリコー
ル対象となっていないかメーカーのホームペ
ージ等で確認しましょう。
《消費者庁に寄せられた情報》
●電気温風機を使用中、当該製品の電源コードから出火する火災が発生し、当該
製品及び周辺が焼損した。
○温水暖房機のスイッチを今年初めて入れたところ、異音がし、室外機から発煙・
発火した。
●電気ストーブ（ハロゲンヒーター）を使用中、ヒーター部のガラスランプ管が
割れ落ち、周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、当該製品のヒー
ター部のフィラメントとリード線を溶着する際の不具合から、接触不良によっ
て生じた熱でガラスランプ管が破損に至ったものと考えられる※。
○電気カーペットのスイッチを今季初めて入れたところ、コントローラー内部か
ら異音がし、発煙した。
●電気式床暖房のスイッチを今シーズン初めて入れ、煙に気付いたため確認する
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と、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。
○電気あんかを今季初めて使用したところ、あんかが焦げ、周辺のふとん、毛布
なども焼損した。
○就寝時に使用中の電気こたつから発火し、掛けぶとんが焼損した。
○今季初めて加湿器を使用したところ、異臭がし、発煙した。
（注）●は消費生活用製品の重大製品事故・消費者安全法の重大事故等で公表済みの事案。○は非重
大事故です。また、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原
因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（ただし、※の事案を除く）。

２．つけたままその場を離れてはいけません。
■暖房器具をつけたままその場を離れる時は、長時間はもちろん短時間であっても、
周囲の物への過熱・発火、製品の不具合
による発煙・発火など、場合によっては
火災につながる事故が発生することも
あるので気をつけましょう。
■電気調理器具は熱源周辺が特に高温に
なるため、その場を離れないようにしま
しょう。
《消費者庁に寄せられた情報》
●電気ストーブを使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損
する火災が発生していた。1 名が煙を吸い、病院で治療を受けた。
○電気ストーブ（ハロゲンヒーター）を使用中、その本体の排熱口から白煙が上
がっていたのですぐにコンセントを抜いた。発火はしなかったが、電子部分の
焦げるような臭いがした。
●布団乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生した。
○オーブントースターで市販のパック餅を焼いたところ、餅が膨らんでトースタ
ー上部の電熱部に接触して発火した。
（注）●は消費生活用製品の重大製品事故・消費者安全法の重大事故等で公表済みの事案。○は非重
大事故です。また、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原
因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。
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３．低温やけどに注意しましょう。
■電気毛布や電気あんか等を体の同じ場所に長時間接触させて使うと、知らないう
ちにやけどをしてしまうことがあります。寝床が
暖まったら電源を切ったり、温度設定を下げるな
ど、注意しましょう。
■低温やけどは、見た目より重傷であるケースが多
く見られます。もし低温やけどをしてしまったら、
早めに医師の診察を受けましょう。
《消費者庁に寄せられた情報》
○電気ストーブを毎日４時間ほど使用していたら、左足の内側に低温やけどを負
った（就寝時は使用していない）。
●電気毛布を使用中、低温やけどを負った。
●湯たんぽ（樹脂製）を湯たんぽカバーに入れて使用中、足に低温やけどを負っ
た。
（注）●は消費生活用製品の重大製品事故・消費者安全法の重大事故等で公表済みの事案。○は非重
大事故です。また、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原
因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◎このほか、取扱説明書等の注意事項をよく読み、事故のないように気をつけましょ
う。
◎お困りのときは、お近くの消費生活センター等にご相談下さい。消費生活センター
等の連絡先をご存知でない方は、以下の「消費者ホットライン」までおかけ下さい。
お近くの消費生活センター等の相談窓口におつなぎいたします。
消費者ホットライン（消費生活相談窓口） ０５７０－０６４－３７０
◎リコール情報は各メーカーのホームページ等のほか、次のウェブサイトでもご覧い
ただけます。
消費者庁（リコール情報ポータルサイト）
http://www.consumer.go.jp/recall/index.html
【本発表資料の問い合わせ先】
消費者庁 消費者情報課
滝、松田
電話：03-3507-9146
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《参考》
『冬の事故やトラブルに注意！』事例一覧
【電気ストーブ・ハロゲンヒーター等】
事故発生日 報告受理日
製品名
H22.11.1
H22.11.4
電気ストーブ

H22.11.1

H22.11.4

電気ストーブ

H21.12.10

H22.11.4

電気ストーブ

H22.11.4

H22.11.12

電気温風機

H22.10.27

H22.11.12

H22.1.13

H22.11.2

湯だき温水ボイ
ラ
電気ストーブ
（ハロゲンヒー
ター）

H22.11.5

H22.11.6

電気ストーブ
（ハロゲンヒー
ター）

【電気カーペット・電気床暖房器】
事故発生日 報告受理日
製品名
H22.10.25
H22.11.4
電気カーペット
H22.10.26

H22.11.4

H22.10.26

H22.11.15

電気式床暖房
（電熱シート）

事故内容
電気ストーブを使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が
焼損する火災が発生していた。1 名が煙を吸い、病院で治療を受けた。当
該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

備考
平成 22 年 11 月 10 日、消費者庁「消
費者安全法の重大事故等に係る公表
について」において公表済み。
平成 22 年 11 月９日、消費者庁「消費
生活用製品の重大製品事故に係る公
表について」において公表済み。
電気ストーブを毎日４時間ほど使用していたら、左足の内側に低温やけど 消費者安全法に基づく通知（非重大事
を負った（就寝時は使用していない）。
故等）
電気温風機を使用中、当該製品の電源コードから出火する火災が発生し、 平成 22 年 11 月 16 日、消費者庁「消
当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の電源コードが断線した経緯も含 費生活用製品の重大製品事故に係る
め、現在、原因を調査中。
公表について」において公表済み。
温水暖房機のスイッチを今年初めて入れたところ、異音がし、室外機から 消費生活用製品安全法に基づく報告
発煙、発火した。原因を調査中。
（非重大製品事故）
電気ストーブ（ハロゲンヒーター）を使用中、ヒーター部のガラスランプ 平成 22 年 11 月５日、消費者庁「消費
管が割れ落ち、周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、当該製 生活用製品の重大製品事故に係る公
品のヒーター部のフィラメントとリード線を溶着する際の不具合から、接 表について」において公表済み。
触不良によって生じた熱でガラスランプ管が破損に至ったものと考えら
れる。
電気ストーブ（ハロゲンヒーター）を使用中、その本体の排熱口から白煙 消費者安全法に基づく通知（非重大事
が上がっていたのですぐにコンセントを抜いた。発火はしなかったが、電 故等）
子部分の焦げるような臭いがした。

事故内容
電気カーペットのスイッチを今季初めて入れたところ、コントローラー内
部から異音がし、発煙した。原因を調査中。
電気式床暖房のスイッチを今シーズン初めて入れ、煙に気付いたため確認
すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。多湿環境にお
ける施工状況も含め、現在、原因を調査中。
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備考
消費生活用製品安全法に基づく報告
（非重大製品事故）
消費生活用製品安全法に基づく報告
（非重大製品事故）
平成 22 年 11 月 19 日、消費者庁「消
費生活用製品の重大製品事故に係る
公表について」において公表済み。

【電気毛布】
事故発生日
H22.5.27
H22.5.27

報告受理日
H22.9.14
H22.10.4

製品名
電気毛布
電気毛布

【電気あんか・就寝用こたつ】
事故発生日 報告受理日
製品名
H22.10.28
H22.10.29 電気あんか
H22.10.28

H22.11.1

電気あんか

H22.11.1

H22.11.16

就寝用こたつ

【湯たんぽ・湯たんぽカバー】
事故発生日 報告受理日
製品名
H22.11.3
H22.11.16 湯たんぽ（樹脂
製）
H22.11.3

H22.11.16

【布団乾燥機】
事故発生日 報告受理日
H22.9.14
H22.9.16
H22.9.14
H22.10.14

事故内容
電気毛布を使用中、低温火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調
査中。

事故内容
備考
電気あんかを今季初めて使用したところ、あんかが焦げ、周辺のふとん、 消費者安全法に基づく通知（非重大事
毛布なども焼損した。原因を調査中。
故等）
消費生活用製品安全法に基づく報告
（非重大製品事故）
就寝時に使用中の電気こたつから発火し、掛けぶとんが焼損した。原因を 消費生活用製品安全法に基づく報告
調査中。
（非重大製品事故）

事故内容
湯たんぽ（樹脂製）を湯たんぽカバーに入れて使用中、足に低温火傷を負
った。長時間皮膚を接触させてしまったためと考えられるが、現在、使用
状況及び当該製品の注意警告表示について確認中。

備考
平成 22 年 11 月 19 日、消費者庁「消
費生活用製品の重大製品事故に係る
公表について」において公表済み。
平成 22 年 11 月 19 日、消費者庁「消
費生活用製品の重大製品事故に係る
公表について」において公表済み。

事故内容
布団乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したの
か他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

備考
平成 22 年 10 月 19 日、消費者庁「消
費生活用製品の重大製品事故に係る
公表について」において公表済み。

湯たんぽカバー

製品名
布団乾燥機
布団乾燥機

備考
消費生活用製品安全法に基づく報告
（非重大製品事故）
平成 22 年 10 月８日、消費者庁「消費
生活用製品の重大製品事故に係る公
表について」において公表済み。
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【加湿器】
事故発生日
H22.10.28

報告受理日
H22.11.4

【オーブントースター】
事故発生日 報告受理日
H22.10.1
H22.10.8
H22.10.1

H22.10.8

製品名
事故内容
備考
スチーム式加湿 今季初めて加湿器を使用したところ、異臭がし、発煙した。原因を調査中。 消費生活用製品安全法に基づく報告
器（アロマ対応）
（非重大製品事故）

製品名
オーブントース
ター
オーブントース
ター

事故内容
オーブントースターで市販のパック餅を焼いたところ、餅が膨らんでトー
スター上部の電熱部に接触して発火した。
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備考
消費者安全法に基づく通知（非重大事
故等）
消費者安全法に基づく通知（非重大事
故等）

