平成２３年５月３１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

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事
故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故
（うちガスふろがま用バーナー（ＬＰガス用）１件、
石油温風暖房機（開放式）１件）

２件

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
６件
（うち電気こんろ１件、電子レンジ１件、運動器具（ＥＭＳ機器）４件）
３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
（うち換気扇１件）

１件

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者
委員会合同会議（※）において、審議を予定している案件
該当案件無し
１．～４．の詳細は別紙のとおりです。
※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する
調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」と
いう。
５．留意事項
これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で
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、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（管理番号
A201100145、A201100146及びA201100147を除く。）。
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。

６．特記事項
(1)株式会社世田谷製作所が製造したガスふろがま用バーナー（ＬＰガス用）について
（管理番号A201100145）
①事故事象について
株式会社世田谷製作所が製造したガスふろがま用バーナー（ＬＰガス用）において、
当該製品を使用後、異音がしたため確認すると、当該製品が組み込まれたガスふろが
まから出火する火災が発生しており、当該製品が焼損しました。当該事故の原因は、
当該製品内の部品の設計不良により、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が生じて機器内
部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火したものと考えられます。
②再発防止策について
当該製品を含む対象機種（下記）について、製造事業者である株式会社世田谷製作
所と同社製のガスふろがま用バーナーを組み込んだガスふろがまを製造している株式
会社オカキンと、株式会社世田谷製作所からバーナー付ふろがまのＯＥＭ供給を受け、
販売している他２社（東京ガス株式会社、株式会社ハーマン）では、平成１９年４月
１９日からホームページで告知し、注意喚起を行い、対象製品について無償で点検及
び部品交換を実施しています。
③対象製品等：製造事業者、品名・型番、製造年月、改修対象台数
製造事業者

(株)世田谷製作所

(株)オカキン

品名・型番

製造年月

Ｒ３８Ｂ
Ｒ１３７Ｂ
ＣＳ３１Ｂ
ＣＳ３２Ｂ
ＣＳ３３Ｂ
ＦＥ１５
ＴＡ-０９７ＵＥＴ
ＴＡ-２７０ＵＥＴ
ＴＡ-ＯＫ２７０ＵＥＴ
ＧＳ-１

１９９８年 ５月～２００６年 ５月
１９９７年 ６月～２００６年 ５月
１９９８年 ６月～１９９８年 ８月
１９９８年１０月～２００６年 ４月
２００１年 ５月～２００１年 ６月
２０００年 ４月～２００６年 ５月
１９９７年 ９月～２００６年 ５月
１９９７年 ８月～２００６年 ５月
１９９７年 ８月～２００６年 ５月
２０００年１１月～２００５年１１月

ＯＫ-ＡＲ型-ＬＥ
ＯＫ-ＢＲ型-ＬＥ

１９９７年１１月～２００６年 ８月
１９９７年１１月～２００６年 ７月

販売事業者（OEM）

品名・型番

製造年月

東京ガス(株)

ＳＴ-９１３ＲＦＡ
ＳＴ-９１２ＲＦＢシリーズ
ＳＴ-９１５０ＣＦＳ

１９９７年 ６月～２００６年 ５月
１９９８年 ５月～２００６年 ５月
１９９９年１０月～２００６年 ５月

(株)ハーマン

ＹＦ７０２

１９９７年 ６月～２００２年 ２月

・改修対象台数
・改修率

３９，３３７台
７０．６％（平成２３年３月３１日現在）

対象製品の確認方法
※浴室内に下記リモコンのどちらかが設置されています。

④消費者への注意喚起
当該製品を含むリコール対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う改修を受け
ていない方は、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。
（株式会社世田谷製作所の問い合わせ先）
電 話 番 号：０１２０－６３４－１２６
受 付 時 間：９時～１７時（平日のみ。）
ホームページ：http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/
20081211220036.pdf
（株式会社オカキンの問い合わせ先）
電 話 番 号：０１２０－５８１－１２６
受 付 時 間：９時～１９時（日・祝日を除く。）
ホームページ：http://www.okakin.com/index03.html
（東京ガス株式会社の問い合わせ先）
電 話 番 号：０１２０－１３３－２７８
受 付 時 間：９時～１９時（月～土。）
９時～１７時（日・祝日。）
ホームページ：http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20070418-03.html
（株式会社ハーマンの問い合わせ先）
電 話 番 号：０１２０－２４８－７７２
受 付 時 間：９時～１８時（平日のみ。）
ホームページ：http://www.harman.co.jp/news/news18.html
(2)松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気こんろについ
て（管理番号A201100146）
※（㈱日立ハウステック（現 ㈱ハウステック）製ミニキッチン「ＫＭ－９０３Ｄ」
に組み込まれたもの）
①事故事象について
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気こんろにお
いて、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、身体
等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の付近に置かれていた可

燃物に引火したものと考えられます。
なお、本件は事故の発生前に、株式会社ハウステックが改修協力のお願いを行っ
ていましたが、返信を頂けず改修が出来ていませんでした。
②再発防止策について
小型キッチン等に組み込まれた電気こんろ（つまみが飛び出しているもの）につ
いては、身体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう
事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修
を行っています。
さらに、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー１３社は、平成１９
年６月２０日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止
のため、１００％改修を目指した抜本的対策を、平成１９年７月３日及び同年７月
３１日に公表し、改修を進めています。
「一口電気こんろ」と同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及
び「複数口電気こんろ」については、平成１９年８月１日に改修対象に加え、新聞
社告を掲載し、また、新聞折り込みチラシの配布を全国で展開する等改修を進めて
います。
なお、本件を含め、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールを届けたり直
接訪問を行ったものの、留守であったり、返信を頂けず改修が出来なかったケース
からも火災事故が発生しております。
※一口電気こんろ
改修対象台数 ５３０，４０１台（全社合計）
改修率
９５．３％（平成２３年４月３０日現在）
※上面操作一口電気こんろ
改修対象台数
６０，９６９台（全社合計）
改修率
７１．７％（平成２３年４月３０日現在）
※複数口電気こんろ
改修対象台数 １４７，７００台（全社合計）
改修率
６８．７％（平成２３年４月３０日現在）
③消費者への注意喚起
当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品について、火災事故が多発
しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、身体や荷
物が触れてしまうと気がつかないうちに火災につながる恐れがあります。
消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避
けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ
製造事業者等の行う改修を受けていない方は、下記問い合わせ先に速やかに御連絡
ください。
消費者の皆様及び当該製品を設置するアパート等を所有又は管理されている皆様
におかれましては、製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますようお願い
します。
（パナソニック株式会社の問い合わせ先）
電 話 番 号：０１２０－３９１－３９１

（株式会社ハウステックの問い合わせ先）
電 話 番 号：０１２０－５２４－８５２
（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）
電 話 番 号：０３－３５５６－５９１５
０１２０－３５５－９１５
ホームページ：http://www.denki-konro.jp/

(3)松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電子レンジについ
て（管理番号A201100147）
①事故事象について
松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電子レンジにお
いて、当該製品を使用中、発煙する火災が発生し、当該製品が焼損しました。当該
事故の原因は、当該製品の内部部品（ダイオードブリッジ）に製造上のばらつきが
あり、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じるため、スパーク
が発生し、発煙に至ったものと考えられます。
②再発防止策について
同社は、当該製品を含む対象機種（下記）について、平成１９年５月３１日に新
聞社告を掲載し、その後も折り込みチラシの配布やダイレクトメールの送付等を通
じて、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施しています。
③対象製品等：機種・型式、製造期間、対象（販売）台数、改修対象台数
機種・型式
ＮＥ－ＡＢ５０
ＮＥ－ＡＴ６６
ＮＥ－Ａ５５５
ＮＥ－ＡＴ７０
ＮＥ－Ｐ３００
ＮＥ－Ｐ５００
ＮＥ－Ａ５７５
ＮＥ－ＯＴ１
ＮＥ－ＡＣ５０
ＮＥ－ＡＣ６０
ＮＥ－ＯＴ２
ＮＥ－ＡＴ８０

・改修対象台数
・改修率

製造期間
昭和６３年１２月～平成
平成 元年 ４月～平成
平成 元年 ４月～平成
平成 元年１２月～平成
平成 ２年 ２月～平成
平成 ２年 １月～平成
平成 ２年 ９月～平成
平成 ３年 １月～平成
平成 ３年 １月～平成
平成 ３年 ７月～平成
平成 ３年１２月～平成
平成 ３年１２月～平成
合 計

３年 ６月
３年 ２月
３年 ７月
３年１２月
２年 ５月
３年１０月
３年 ７月
３年１２月
４年 ９月
４年 ７月
４年１２月
５年１２月

対象(販売)台数
７３，９６０
２１１，９９３
２９８，０９１
３１２，０１１
１９，０４６
１３１，９４３
９３，９７２
１３４，７７３
１１４，６０４
１２８，２８６
１２６，５８２
２８６，４７９
１，９３１，７４０

１，９３１，７４０台（全１２機種合計）
２１．６％（平成２３年５月２９日現在）

④消費者への注意喚起
当該製品を含むリコール対象製品をお使いで、まだ製造事業者の行う改修を受け
ていない方は、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

（パナソニック株式会社の問い合わせ先）
電 話 番 号：０１２０－８７１－６８２
受 付 時 間：９：００～１７：００（土、日、祝日を除く。）
ホームページ：
http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm
(4)株式会社リッコーが製造した運動器具（ＥＭＳ機器）について（管理番号A2011001
49、A201100150、A201100151及びA201100152）
①事故事象について
株式会社リッコーが製造した運動器具（ＥＭＳ機器）において、当該製品を使用
中、当該製品のパッドを貼付した皮膚に炎症を負った事故が発生しました。当該製
品は、機器本体に接続したパッドを身体（皮膚）に貼付して、電気的な刺激によっ
て筋肉を伸縮させる運動器具です。
事故の原因は、現在調査中ですが、パッドのコードプラグと機器本体との接続（差
し込み）が不十分な状態で使用するとプラグ挿入検出ピン接触部がショートし、本
来の電気的刺激以外の電流が流れ、パッドの貼付が不完全であるなどの使用条件が
重なると、皮膚に炎症を起こすおそれがあるとの報告が同社よりありました。
当該製品外観写真

②再発防止策について
同社では、平成２２年１２月２７日よりパッドのコードプラグを機器本体に差し
込むジャック部分の構造を変更し、差し込みが不十分であっても異常な波形が出力
されない対策を講じるとともに、平成２２年１２月２日までに販売された製品につ
いても購入したすべての消費者に対して連絡し、無償改修（修理）に応じることと
しています。
③対象製品等：商品名、販売期間、対象（販売）台数及び改修率
・商品名
・販売期間
・販売台数
・改修率

オーバルウェーブ
平成２１年１１月９日から平成２２年１２月２日まで
６５６台
１６．３％（平成２３年５月３０日現在）

④消費者への注意喚起
当該製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償改修（修理）を受けていない方は、
下記問い合わせ先に御連絡ください。事業者では、交換部品が整い次第、順次対応
するとのことです。その間は､取扱説明書に従い、コードプラグをしっかりと差し
込むなど正しく使用してください。
（株式会社リッコーの問い合わせ先）
電 話 番 号：０３－３４９０－０００８
受 付 時 間：９：００～１７：００（土、日、祝日を除く。）

（本発表資料の問い合わせ先）
消費者庁消費者安全課
（製品事故情報担当） 担当：中嶋、榎本、小熊
電話：03-3507-9204（直通）
（事故情報対応チーム）担当：金児、滝
電話：03-3507-9146（直通）
（株式会社世田谷製作所が製造したガスふろがま用バーナー（ＬＰ
ガス用）についての発表資料に関する問い合わせ先）
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：宮下、中村、野中
電話：03-3501-1707（直通）
（松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電
気こんろについての発表資料に関する問い合わせ先）
（松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電
子レンジについての発表資料に関する問い合わせ先）
（株式会社リッコーが製造した運動器具（ＥＭＳ機器）についての
発表資料に関する問い合わせ先）
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：宮下、古田、長沼
電話：03-3501-1707（直通）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別

紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）
管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名

A201100145

平成23年5月14日

ガスふろがま用
平成23年5月27日 バーナー（LPガス
用）

A201100148

平成23年3月24日

平成23年5月27日

石油温風暖房機
（開放式）

機種・型式

事業者名

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

備考

火災

当該製品を使用後、異音がしたため確認する
と、当該製品が組み込まれたガスふろがまか
ら出火する火災が発生しており、当該製品が
焼損した。
事故の原因は、当該製品内の部品の設計の
不具合により、ガバナ部のダイヤフラムに亀
裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏
れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に
至ったものと考えられる。

TA-097UET

株式会社世田谷製作
所

兵庫県

平成19年4月
19日からリコー
ルを実施
改修率 70.6％

FW-3040S

ダイニチ工業株式会
社

火災
軽傷1名

建物が全焼、近隣の建物に延焼する火災が
発生し、１名が火傷を負った。現場に当該製
品があった。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。

三重県

事業者が事故
を認識したの
は、5月20日

事故発生都道府県

備考

東京都

平成19年7月3
日から共同リ
コールを実施
改修率 95.3％

神奈川県

平成19年5月
31日からリコー
ルを実施
改修率 21.6％

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号

A201100146

A201100147

事故発生日

平成23年5月14日

平成23年5月17日

報告受理日

製品名

平成23年5月27日 電気こんろ

平成23年5月27日 電子レンジ

機種・型式

事業者名

ＨＫ-1102（株式
会社日立ハウス
松下電器産業株式会
テック製ミニキッ
社（現 パナソニック
チン｢KM-903D｣
株式会社）
に組み込まれた
もの）

NE-AC60

松下住設機器株式会
社（現 パナソニック
株式会社）

被害状況

事故内容

火災

当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し
た。
事故原因は、身体等が当該製品のつまみに
触れてスイッチが入り、当該製品の近くに置
かれていた可燃物に引火したものと考えられ
る。

火災

当該製品を使用中、異臭・発煙する火災が発
生し、当該製品が焼損した。
事故原因は、当該製品の内部部品（ダイオー
ドブリッジ）に製造上のばらつきがあり部品内
部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラック
が生じるため、スパークが発生し、発煙に至っ
たものと考えられる。

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）
管理番号

A201100149

A201100150

A201100151

A201100152

事故発生日

平成22年10月7日

平成22年9月5日

平成22年8月26日

平成22年9月29日

報告受理日

平成23年5月27日

平成23年5月27日

平成23年5月27日

平成23年5月27日

製品名

運動器具（EMS機
器）

運動器具（EMS機
器）

運動器具（EMS機
器）

運動器具（EMS機
器）

機種・型式

事業者名

なし（商品名：
オーバルウェー 株式会社リッコー
ブ）

なし（商品名：
オーバルウェー 株式会社リッコー
ブ）

なし（商品名：
オーバルウェー 株式会社リッコー
ブ）

なし（商品名：
オーバルウェー 株式会社リッコー
ブ）

被害状況

重傷1名

重傷1名

重傷1名

重傷1名

事故内容

当該製品（筋肉に電気的な刺激を与える機
器）を使用中、当該製品のパッド貼付箇所に
炎症が生じた。現在、原因を調査中。

当該製品（筋肉に電気的な刺激を与える機
器）を使用中、当該製品のパッド貼付箇所に
炎症が生じた。現在、原因を調査中。

当該製品（筋肉に電気的な刺激を与える機
器）を使用中、当該製品のパッド貼付箇所に
炎症が生じた。現在、原因を調査中。

当該製品（筋肉に電気的な刺激を与える機
器）を使用中、当該製品のパッド貼付箇所に
炎症が生じた。現在、原因を調査中。

事故発生都道府県

備考

広島県

事業者が事故
を認識したの
は、平成22年
12月22日
報告書の提出
期限を超過し
ていることか
ら、事業者に対
し厳重注意

東京都

事業者が事故
を認識したの
は、平成22年
10月21日
報告書の提出
期限を超過し
ていることか
ら、事業者に対
し厳重注意

東京都

事業者が事故
を認識したの
は、平成22年9
月22日
報告書の提出
期限を超過し
ていることか
ら、事業者に対
し厳重注意

東京都

事業者が事故
を認識したの
は、平成22年
10月12日
報告書の提出
期限を超過し
ていることか
ら、事業者に対
し厳重注意

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号

A201100144

事故発生日

報告受理日

平成23年1月26日

平成23年5月26日 換気扇

製品名

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

備考

火災

異音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。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。

福岡県

事業者が事故を認
識したのは、5月16
日

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件
該当案件無し

電子レンジ（管理番号：A201100147）

運動器具（ＥＭＳ機器）
（管理番号：A201100149、A201100150、A201100151 及び A201100152）

http://cleanup.jp/

http://www.sankyotateyama-al.co.jp/

http://www.takara-standard.co.jp/

http://www.toshiba.co.jp/tha/

http://www.housetec.co.jp/

http://panasonic.co.jp/

http://panasonic-denko.co.jp/

http://www.hitachi-ap.co.jp/

http://www.fjic.co.jp/

http://www.mitsubishielectric.co.jp/

http://www.lixil.co.jp/

http://www.denki-konro.jp/

