News Release
平成 29 年３月２日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について
消費者安全法に基づき、平成 29 年２月 20 日から平成 29 年２月 26 日まで
に関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知され
た事案は 81 件、うち重大事故等として通知された事案は 44 件でした。
概要について、以下のとおり公表します。
１. 消費者事故等として通知された事案（81 件）
（１）関係行政機関より 75 件（食品－13 件、製品－61 件、運輸－１件）
（２）地方公共団体等より６件（食品－３件、製品－２件、役務－１件）
（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件

２．重大事故等として通知された事案（44 件）
（１）関係行政機関（42 件）
●経済産業省に報告のあった製品事故情報（１件）
●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（１件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（40 件）
（２）地方公共団体等（２件）
●製品による事故情報（１件）
●役務による事故情報（１件）
注：
（１）及び（２）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考え
られることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、
今後の対応を検討する予定。
（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）（０件）

３．特記事項
別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載された
リコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認す
ることができます。以下のウェブサイトにアクセスして御利用ください。
「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト
ＰＣ http://www.recall.go.jp/
携帯 http://www.recall.go.jp/m/

４．留意事項
これらは、消費者安全法第 12 条第１項又は第２項及び第 29 条第１項又は
第２項の規定に基づく通知内容の概要であり、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、消費者庁として事故原因等を確定し
たものではありません。
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査
の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ
消費者庁消費者安全課 菊地 岸 岡田
TEL : 03(3507)9263

FAX : 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ
事故調査室 米山 廣本
TEL : 03(3507)9268

FAX : 03(3507)9284

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知
■関係行政機関からの通知
管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

E3170220-01 平成29年2月19日

平成29年2月20日

運輸サービス（乗合バス）

重傷1名（80歳代）

乗合バスがバス停から発車した際、着座確認を
怠ったため、車内を移動していた乗客がバランスを
崩して転倒し、左大たい骨骨折の重傷。

愛知県

G1170220-01 平成29年2月2日

平成29年2月20日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

栃木県

G1170220-04 平成29年2月12日

平成29年2月20日

バッテリー（携帯端末用）

火災

当該バッテリー（携帯端末用）を焼損する火災が発
生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

京都府

G1170220-05 平成29年2月14日

平成29年2月20日

石油ふろがま

火災

当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源
も含め、現在、原因を調査中。

宮城県

G1170220-06 平成29年2月14日

平成29年2月20日

電気炊飯器

火災

当該電気炊飯器を焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

鹿児島県

備考

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

備考
平成29年2月28日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170220-07 平成29年2月14日

平成29年2月20日

温水洗浄便座

火災

店舗で当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生し
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

長野県

G1170220-09 平成29年2月19日

平成29年2月20日

軽自動車

火災

当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

秋田県

G1170220-10 平成29年2月19日

平成29年2月20日

ノートパソコン

火災

当該ノートパソコンを焼損する火災が発生。発火源
も含め、現在、原因を調査中。

愛知県

G1170220-12 平成29年2月10日

平成29年2月20日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

大阪府

G1170221-01 平成28年5月28日

平成29年2月21日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

茨城県

G1170221-02 平成29年2月20日

平成29年2月21日

石油ストーブ

火災

当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

エアコン（室外機）

火災

当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発
火源も含め、現在、原因を調査中。

福島県

G1170221-04 平成28年11月28日 平成29年2月21日

HIDライト（車用）

火災

当該HIDライト（車用）から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

福岡県

G1170222-03 平成29年2月17日

平成29年2月22日

加湿器（スチーム式）
（SHE120HD-K：三菱重工
空調システム株式会社（現 火災
三菱重工冷熱株式会社）
（輸入事業者））

神社で火災報知機が鳴動したため確認すると、当
該加湿器（スチーム式）及び周辺を焼損する火災が
発生していた。現在、原因を調査中。

岡山県

G1170222-04 平成29年2月19日

平成29年2月22日

水槽用ろ過器

火災

当該水槽用ろ過器を焼損する火災が発生。発火源
も含め、現在、原因を調査中。

福岡県

G1170222-05 平成29年2月20日

平成29年2月22日

液晶テレビ

火災

当該液晶テレビを焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

熊本県

G1170222-07 平成29年2月21日

平成29年2月22日

エアコン（室外機）

火災

当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発
火源も含め、現在、原因を調査中。

愛知県

G1170221-03 平成29年2月18日

平成29年2月21日

備考

平成29年2月28日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

備考

G1170222-08 平成29年2月21日

平成29年2月22日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

滋賀県

G1170222-10 平成29年2月18日

平成29年2月22日

ガスこんろ

火災

当該ガスこんろから出火し、当該製品を焼損する火
災が発生。現在、原因を調査中。

大阪府

D2170223-01 平成28年12月12日 平成29年2月23日

電気蓄熱式湯たんぽ

重傷1名

当該電気蓄熱式湯たんぽを使用中、当該製品が破
裂し、火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、
現在、原因を調査中。

静岡県

平成29年2月28日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170223-01 平成29年1月23日

平成29年2月23日

石油ストーブ（開放式）
（KX-E297WY：株式会社コ 火災
ロナ）

当該石油ストーブ（開放式）を使用中、当該製品を
焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含
め、現在、原因を調査中。

兵庫県

平成29年2月14日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170223-03 平成29年2月8日

平成29年2月23日

ジャンプスターター

火災

当該ジャンプスターターを焼損する火災が発生。発
火源も含め、現在、原因を調査中。

福島県

G1170223-04 平成29年2月11日

平成29年2月23日

電気ストーブ

火災

当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

静岡県

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

G1170223-05 平成29年2月18日

平成29年2月23日

電気掃除機

火災

当該電気掃除機を焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

三重県

G1170223-06 平成29年2月19日

平成29年2月23日

ライター

火災

当該ライターを焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

兵庫県

G1170223-09 平成28年7月10日

平成29年2月23日

電子レンジ
（NE-EH22：松下電器産業
火災
株式会社（現 パナソニック
株式会社）（輸入事業者））

当該電子レンジを使用中、当該製品を焼損する火
災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

G1170223-10 平成28年9月3日

平成29年2月23日

照明器具

火災

当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火
災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170223-12 平成28年9月8日

平成29年2月23日

電子レンジ
（PDR-205（株式会社フィフ
火災
ティブランド）：有限会社デ
リオ（輸入事業者））

当該電子レンジを使用後、当該製品を焼損する火
災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

G1170223-14 平成28年9月28日

平成29年2月23日

エアコン

当該エアコンから出火し、当該製品を焼損する火災
が発生。現在、原因を調査中。

東京都

火災

備考

平成28年8月5日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

平成28年11月25
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

備考
平成28年10月18
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済
平成24年4月16日
からリコールを実
施（本文３.特記事
項を参照）

G1170223-15 平成28年10月2日

平成29年2月23日

電気冷蔵庫
（SJ-23B-H：シャープ株式 火災
会社（輸入事業者））

異臭がしたため確認すると、当該電気冷蔵庫を焼
損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。

東京都

G1170223-17 平成28年10月8日

平成29年2月23日

バッテリー（携帯端末用）

火災

当該バッテリー（携帯端末用）から出火し、当該製品
を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170223-18 平成28年10月13日 平成29年2月23日

冷蔵ショーケース

火災

当該冷蔵ショーケースから出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170223-19 平成28年10月14日 平成29年2月23日

照明器具
（NTR-860R（株式会社ニト
リブランド）：サナーエレクト 火災
ロニクス株式会社（輸入事
業者））

異臭がしたため確認すると、当該照明器具を焼損
する火災が発生していた。現在、原因を調査中。

東京都

平成28年11月18
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済

G1170223-20 平成28年10月15日 平成29年2月23日

リチウム電池内蔵充電器
（HAC1182：株式会社ハッ
ク（輸入事業者））

火災

当該リチウム電池内蔵充電器を使用中、当該製品
を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

平成28年11月8日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170223-22 平成28年10月17日 平成29年2月23日

LEDヘッドライト（充電式）

火災

当該LEDヘッドライト（充電式）から出火し、当該製
品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

備考

G1170223-24 平成28年10月23日 平成29年2月23日

照明器具

火災

当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火
災が発生。現在、原因を調査中。

G1170223-25 平成28年10月24日 平成29年2月23日

電子レンジ
（IMB-T171-5：アイリス
火災
オーヤマ株式会社（輸入事
業者））

店舗で当該電子レンジを使用中、当該製品を焼損
する火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

平成28年11月8日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170223-28 平成28年11月17日 平成29年2月23日

ガストーチ
（CB-TC-BZ（岩谷産業株
火災
式会社ブランド）：株式会社
旭製作所（輸入事業者））

当該ガストーチに他社製のガスボンベを接続して使
用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、
原因を調査中。

東京都

平成28年12月9日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170223-29 平成28年11月26日 平成29年2月23日

リチウム電池内蔵充電器
（DE-M01L-7830BK：エレコ
火災
ム株式会社（輸入事業
者））

当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、当該製品
を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

平成29年1月6日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

東京都

平成28年12月20
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済
平成28年11月18
日からリコールを
実施（本文３.特記
事項を参照）

福岡県

平成28年12月9日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170223-30 平成28年12月9日

平成29年2月23日

G1170224-01 平成28年11月29日 平成29年2月24日

リチウム電池内蔵充電器
（HAC1078：株式会社ハッ
ク（輸入事業者））

火災

電子レンジ
（BE-50C6-H（株式会社富
士通ゼネラルブランド）：日
火災
伸工業株式会社（現 株式
会社クリスタル電器が事業
継承）（輸入事業者））

当該リチウム電池内蔵充電器をかばんに入れてい
たところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。現在、原因を調査中。

当該電子レンジを使用中、当該製品を焼損する火
災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

管理番号

事故発生日

G1170224-02 平成29年2月19日

通知受理日

平成29年2月24日

製品名等

普通乗用自動車

被害状況等

火災

事故内容

事故発生
都道府県

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

北海道

備考

※ 管理番号：経済産業省（D）、国土交通省（E）、総務省消防庁（G）から通知のあったもの

別紙
■地方公共団体等からの通知
管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

170220-004

平成29年1月19日

平成29年2月20日

カセットボンベ
（コン郎ボンベ：株式会社 重傷1名
東海）

当該カセットボンベを装着していたカセットこんろが
落下後、漏洩したガスにガスこんろの火が引火し、
火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

大阪府

170222-004

平成28年9月2日

平成29年2月22日

美容サービス（ネイル）

美容サロンでジェルネイルの施術を受けたところ、
手指爪外傷の重傷。

大阪府

重傷1名

備考

平成29年2月3日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

