News Release
平成２３年８月１７日
消
費
者
庁

通知された消費者事故等の対応状況について

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、消費者安全法に
基づき通知のあった重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、
通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の対応状況を公表し
ております。今般、平成２３年３月までに通知のあった重大事故等
の対応状況について取りまとめましたのでお知らせします。

【問い合わせ先】
消費者庁 消費者安全課
菊地
電話：03-3507-9263
FAX ：03-3507-9290

通知された消費者事故等の対応状況について
１ 通知状況（H21.9.1～H23.6.30までに通知された重大事故）
(1)

消費者安全法に基づき、生命・身体被害に関する消費者事故等として消費者庁
に通知された事案（H21.9.1～H23.6.30）は4,131件（関係行政機関：3,355件、地方公
に通知された事案（H21.9.1
H23.6.30）は4,131件（関係行政機関：3,355件、地方公
共団体等：776件）
(2) 全体の約１/３（1,257件）が重大事故等に係るもの（関係行政機関より1,007件、地
方公共団体等より250件）
■分野別
関係行政機関
地方公共団体等
合
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計
3,355
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776
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■被害状況別
関係行政機関

重大事故等

地方公共団体等 重大事故等
合
計

火災
CO中毒 重傷
重傷･重症
重症
613
21
238
44
657

2
23

195
433

死亡
56
11
67

※被害状況については 重複するものがあるため、上記の分野別 通知件数の合計とは一致しない

２ 追跡確認状況（H21.9.1～H23.3.31までに通知された重大事故）
消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、重大事故等の概要を定期的に公
表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の処理状況を以下の
ように仕分け、分析・究明を推進
(A)対策実施
：注意喚起・リコール・啓発活動等により事案処理済
(B)対策検討・対策着手
：原因分析結果を踏まえ対策案の検討又は着手中
(C)原因分析着手
：原因分析着手又は着手予定
(D)未進展・その他
：進展の見られない事案、事実確認が困難な事案
(E)消費者事故等に該当せず ：原因分析により消費者事故等に該当しなかった事案
関係行政機関 地方公共団体等
計
495
67
562
(A)対策実施
0
2
2
(B)対策検討・対策着手
216
64
280
(C)原因分析着手
9
43
52
(D)未進展・その他
26
26
52
(E)消費者事故等に該当せず
202
948
746
小計
その他（相談者非公表希望など）
0
32
32
合計
746
234
980
（5月31日現在）

別紙１

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知
ア．関係行政機関からの通知

管理番号

事故発生日

※H23.5.25公表時に（B）対策検討・対策着手、（C）原因分析着手、（D）未進展・その他のうち未進展であった事案及びH23.1.1からH23.3.31に通知のあった事案に関する追跡状況について掲載
矢印が付いている箇所は、H23.5.25公表時から、本公表で処理状況が移動した事案

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

一般住宅において、消費者がシャワーを使用してい
たところ、風呂釜付近から炎が上がったのを確認し
屋外式給湯付風呂釜
（TP-FP320AZR：高木産 た。
D2091228-01 平成21年12月27日 平成21年12月28日
消防とメーカーが合同で調査したところ、当該風呂釜
業株式会社）
内部ファンに猫の毛が多数絡まっており、これが影
響しているものと推定されるが、詳細は現在メーカー
が調査中。

G1100401-07 平成21年12月13日 平成22年4月1日

電気こんろ
当該電気こんろ及び周辺が焼損する火災が発生。
（SBE-101-200V：サン
現在、詳細を調査中。
ウエーブ工業株式会社）

G1100506-10 平成22年3月17日

平成22年5月6日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）
（TSK-5328CT：燦坤日
本電気株式会社（輸入
事業者））

当該電気ストーブから出火する火災が発生し、当該
製品及び周辺を焼損。現在、詳細を調査中。

F1100514-01 平成22年5月6日

平成22年5月14日

空気清浄機

一般民家が全焼する火災が発生。現場に当該空気
清浄機があった。現在、原因を調査中。

事故発生
都道府県

東京都

東京都

速報段階の状況

概要公表

概要公表

未進展その他

原因分析着手

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起
通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

滋賀県

概要公表

関係機関等調査中

岡山県

概要公表

関係機関等調査中

電気冷蔵庫
（GR-2008TC：東芝ホー
ムアプライアンス株式会
社）

当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生。
長期間の使用（約30年）によって、圧縮機用モーター
神奈川県 概要公表
の始動リレーの接点が接触不良を起こし、異常発熱
して出火に至ったものと推定。

E3100615-01 平成22年3月11日

平成22年6月14日

福祉車両

走行中の当該福祉車両が減速したところ、当該車両
後部に車椅子に乗った状態で乗車していた乗員が
前方に転倒し、右足骨折。

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

D2100621-03 平成22年6月20日

平成22年6月21日

当該ガスこんろを点火しようとしたところ、台所周辺
ガスこんろ
を破損する爆発事故が発生し、1名が重傷。現在、原
(RT-600GF：リンナイ株
因を調査中。
式会社）

宮城県

概要公表

関係機関等調査中

G1100622-04 平成22年6月21日

平成22年6月22日

水槽用照明器具

当該水槽用照明器具及び周辺を焼損する火災が発
生。原因の調査を行った結果、製品に起因する事故
ではないと判明。

埼玉県

概要公表

F1100629-02 平成22年6月28日

平成22年6月29日

テレビ
（AV-E21S：日本ビク
ター株式会社）

当該テレビを焼損する火災が発生。現在、原因を調
査中。

岡山県

概要公表

関係機関等調査中

北海道

概要公表

関係機関等調査中

平成22年7月2日

平成22年7月4日

電気洗濯機
異音と共に当該電気洗濯機から発煙する火災が発
（ES-A80EC：シャープ株
生。現在、原因を調査中。
式会社）

年 月
平成22年4月27日
G1100707-03 平成

平成
年 月
平成22年7月7日

石油ストーブ（開放式）
（SX-2250：株式会社コ
ロナ）
ナ）

当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。
当該製品
給油時 状況も含 、現在、詳細を
当該製品への給油時の状況も含め、現在、詳細を
調査中。

千葉県

F1100715-01 平成22年7月15日

平成22年7月15日

除湿乾燥機

当該除湿乾燥機を焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

岡山県

平成22年7月15日

当該テレビを視聴中、当該製品から発火。
テレビ（ブラウン管型）
当該製品内部の電解コンデンサーの不具合により
（25S77：株式会社東芝）
安全弁が開き、電解液が気化したものと推定。現
在、詳細を調査中。

G1100704-02 平成22年7月4日

G1100715-01 平成22年3月20日

G1100716-01 平成22年4月21日

G1100723-06 平成22年2月17日

平成22年7月16日

平成22年7月23日

電気衣類乾燥機
当該電気衣類乾燥機を使用中、当該製品から出火
（ED-D252：東芝ホーム
し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現
アプライアンス株式会
在、詳細を調査中。
社）

エアコン（室外機）
（AU-J2803Y：シャープ
株式会社）

当該エアコン（室外機）を使用中、当該製品から出火
し、当該製品を焼損する火災が発生し、周辺を汚
損。
現在、詳細を調査中。

大阪府

京都府

長崎県

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

概要公表

関係機関等調
中
関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

概要公表

関係機関等調査中

和歌山県 概要公表

概要公表

概要公表

概要公表

消費者事故等に
該当せず

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成２０年１１月５日にプ
レスリリース等を行
い、さらに、平成２１年
１月２８日にホーム
ページに再掲載して、
昭和５８年以前に製造
された電気冷蔵庫は、
電気部品の経年劣化
によって発煙・発火の
おそれがあるため、使
用を中止するよう呼び
掛けている

平成22年5月24日

D2100702-01 平成22年7月2日

対策実施

関係機関等調査中

G1100524-08 平成22年5月3日

たばこを吸おうとライターに点火したところ、給湯器
に接続された当該屋内配管（金属フレキシブルホー
金属フレキシブルホース ス）および、周辺を焼損する爆発事故が発生し、住人
（FHO-L 1/2-250：日立 2名が重傷。
金属株式会社）
当該金属フレキシブルホースから漏えいしたガスに
ライターの火が引火と推定。

対策検討・対策着手

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

F1100730-01 平成22年7月14日

平成22年7月30日

電気式換気口
異音とともに当該電気式換気口から出火する火災が
（EM-2：フクビ化学工業
発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調
株式会社）
査中。

新潟県

概要公表

関係機関等調査中

F1100802-01 平成22年8月1日

平成22年8月2日

電気洗濯乾燥機

当該電気洗濯乾燥機及び周辺を焼損する火災が発
生。現在、原因を調査中。

沖縄県

概要公表

関係機関等調査中

D2100805-01 平成22年7月31日

平成22年8月5日

東京都

概要公表

関係機関等調査中

D2100809-03 平成22年8月7日

平成22年8月9日

愛知県

概要公表

関係機関等調査中

G1100809-07 平成22年7月13日

G1100811-01 平成22年7月14日

平成22年8月9日

ガス瞬間湯沸器（屋外
式）
地下にある浴室で住民１名が入浴中に倒れ、病院に
（GQ－1612WE：株式会 搬送され死亡が確認された。一酸化炭素中毒の疑
社ノーリツ）
いで、現在、原因を調査中。

当該ガスこんろに点火しようとしたところ、爆発事故
ガスこんろ
が発生し、1名が軽傷（火傷）。
（GE-MH17F-A：松下電
設備工事業者がこんろの修理を行う際に、工事ミス
器産業株式会社（現 パ
（Ｏリングの接続不具合）があったため、ガスが漏え
ナソニック株式会社））
いしたものと推定されるが、現在、原因を調査中。

携帯型音楽プレーヤー
（MA005J/A：アップル
ジャパン株式会社）

当該携帯型音楽プレーヤーを充電中に、火花と共に
異音が生じ、当該製品を焼損する火災が発生。
当該製品のバッテリーセル内部に製造上の不具合
があったために、充放電を繰り返すうちにセル内部
の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし
過熱に至ったものと推定。

室内を焼損する火災が発生し、現場に当該エアコン
があった。現在、原因を調査中。

東京都

概要公表

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

エアコン

G1100818-06 平成22年7月2日

平成22年8月18日

ディスプレイモニター
（IT-PC26M1：シャープ
株式会社(輸入事業
者））

F1100819-01 平成22年7月18日

平成22年8月19日

エアコン
当該エアコンから出火する火災が発生し、当該製品
（SAP-224AVR：三洋電
が焼損。現在、原因を調査中。
機株式会社）

平成22年8月25日

電気こんろ
当該電気こんろを焼損する火災が発生。現在、原因
（HT-1250：日立熱器具
を調査中。
株式会社（現 日立アプ
ライアンス株式会社））

F1100901-01 平成22年2月18日

平成22年9月1日

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が
負傷した。
当該製品のカートリッジタンクの蓋は、タンク本体と
蓋の印を合わせて、下がり切るまで押し、押したまま
石油ストーブ（開放式） 止まるまで９０度回し、蓋の▲印とタンクの●印が
（GKP-W301N：株式会 合ったこと及び蓋の周囲に青い線が出たことを確認
社千石（グリーンウッドブ して閉めるものであるが、十分に押し下げないまま
ランド）（輸入事業者）） 回した場合に、給油口縁に蓋がかかって、確実に
ロックされない状態で閉まっているものと誤認してし
まう可能性があり、カートリッジタンクを出し入れした
際に、蓋が外れ、漏れた灯油に引火したことが事故
の原因と推定。

熊本県

概要公表

F1100902-01 平成22年9月1日

平成22年9月2日

扇風機
当該扇風機及び壁の一部を焼損する火災が発生。
（W-30SH：東芝ホームテ 現在、原因を調査中。
クノ株式会社）

熊本県

概要公表

G1100825-04 平成22年8月23日

G1100909-05 平成22年9月7日

G1100916-09 平成22年8月16日

平成22年9月9日

平成22年9月16日

当該石油給湯機から出火する火災が発生し、当該
製品が焼損。
電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）
石油給湯機
が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発
（OQB-302YS：株式会社
生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと推
ノーリツ）
定。

電気冷蔵庫
（LR-A28SG：（韓）LG
社）

当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生。
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。

関係機関等調査中

東京都

概要公表

関係機関等調査中

高知県

概要公表

関係機関等調査中

福岡県

大分県

千葉県

対策実施

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成２２年８月１０日より
ホームページにおい
て、平成１７年９月から
平成１８年１２月の間
に販売された初代iPod
nanoのバッテリーが過
熱を起こすことがある
ため、使用者に対し
バッテリーの無償交換
を実施中。また、登録
ユーザーに対して、電
子メールによって当該
製品に対する注意喚
起とバッテリーの交換
手続について連絡を
行っている

平成22年8月11日

当該ディスプレイモニターで視聴中、当該製品から発
煙する火災が発生。現在、原因を調査中。

京都府

対策検討・対策着手

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

事業者等において、平
成２２年３月３０日にプ
レスリリースを行うとと
もに、ホームページで
告知し、取扱説明書や
本体表示に従ってカー
トリッジタンクの蓋を確
実に閉めるよう注意喚
起し、また、同年９月１
日に新聞で告知し、蓋
がネジ式のタンクとの
無償交換を実施中

関係機関等調査中

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成１４年１０月から無
償改修を開始し、平成
１８年１２月４日には、
再度新聞社告を掲載
し、注意喚起を行うとと
もに、ＯＥＭ製品を含
む対象製品について
無償改修を実施中

概要公表

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

F1100921-01 平成22年9月10日

平成22年9月21日

電動車椅子

当該電動車椅子を焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

新潟県

概要公表

関係機関等調査中

D2100924-02 平成22年9月24日

平成22年9月24日

ガス炊飯器
(PR－200EF：パロマ工
業株式会社）

一般住宅において、消費者が屋外で当該ガス炊飯
器を使用していたところ、漏えいしていたとみられる
ガスに引火し、建物の外壁の一部を焼損する火災が
発生。現在、原因を調査中。

香川県

概要公表

関係機関等調査中

三重県

概要公表

当該普通乗用自動車で高速道路を走行中、スピン
し、道路左側のガードレールに衝突、同乗者が死
亡、運転者が左腕を骨折する重傷。関係機関におい
て調査を行った結果、製品に起因する事故ではない
と判明。

対策検討・対策着手

対策実施

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

F1101001-01 平成22年9月20日

平成22年10月1日

普通乗用自動車

E3101008-01 平成22年10月8日

平成22年10月8日

貸切バス

運行中の当該バスにおいて、爆発音を聞いたため確
認したところ、当該バスの右後方のタイヤ付近から
発煙、その後出火し全焼。

千葉県

概要公表

関係機関等調査中

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

E3101009-03 平成22年10月8日

平成22年10月9日

貸切バス

運行中
当該
お
、異臭 気付 たた
運行中の当該バスにおいて、異臭に気付いたため
確認したところ、当該バスの後部荷物室内の荷物を
焼損する火災が発生。

山形県

概要公表

関係機関等調査中

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

当該風呂釜の点火操作を繰り返したところ、異常音
がし、浴室内に設置されている風呂釜のカバー
（ケーシング）が一部変形、浴室窓の破損、浴室扉の
一部が外れていることを確認。
原因は、点火操作を繰り返している間に口火燃焼が
維持できる状態になったが、消火位置に戻したため
口火が消え、それに気付かずメイン燃焼側に操作し
たことから、電磁弁が閉弁するまでに機器内部に未
燃ガスが滞留し、再度点火操作をした際に滞留した
未燃ガスに異常着火したものと推定。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

ガス事業者において、
ガス機器の安全な使
用、日常管理について
注意喚起を実施

風呂釜
D2101013-01 平成22年10月11日 平成22年10月13日 （TP－A85K：高木産業
株式会社）

E3101019-01 平成22年9月20日

G1101020-04 平成22年10月8日

平成22年10月19日 自動二輪車

電子レンジ
（IM-575：株式会社千石
平成22年10月20日
（岩谷産業株式会社ブラ
ンド）（輸入事業者））

当該自動二輪車で走行中、突然転倒し、重傷。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

当該電子レンジを使用中、異臭とともに当該製品の
天板付近から出火する火災が発生し、当該製品が
焼損。
ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接
点部でスパークし、出火に至ったと推定。

当該こんろを使用していたところ、当該製品及び周
辺を焼損する火災が発生。原因が液化石油ガスの
ガスこんろ
D2101026-02 平成22年10月24日 平成22年10月26日 （IC－E701F－L：パロマ 漏えいに起因するものかどうかも含め、現在、原因
工業株式会社）
を調査中。

G1101102-07 平成22年7月13日

D2101106-01 平成22年11月2日

平成22年11月2日

平成22年11月6日

概要公表

関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず。通
知元において事故の
内容をホームページに
掲載し、注意喚起。

茨城県

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成１５年９月２日、平成
２０年３月１２日等、複
数回、新聞社告を掲載
し、注意喚起を行うとと
もに、対象製品につい
て無償改修を実施中

熊本県

概要公表

三重県

ウォーターベッド
（型式不明： ドリーム
ベッド株式会社）

２台並べたウォーターベッドの片方で水漏れが発生
したため、当該製品から水を抜き、水漏れがない片
方のみに布団をかけて就寝していたところ、水を抜
いた方の当該製品に設置した保温用のヒーターに布
団が接触し、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生。使用状況も含め、現在、原因を調査中。

ガス瞬間湯沸器（屋外
式）
（RGH－1600VHB（推
定）：TOTO株式会社）

当該ガス瞬間湯沸器を使用中に、気分が悪くなった
ことから病院で受診をしたところ、一酸化炭素中毒
（軽症）と診断された。
事業者が、パイプシャフト内に設置されている当該湯
沸器の排気を測定したところ高濃度の一酸化炭素が
発生することを確認した。なお、事故当時は、台所と
風呂場の換気扇を作動していたため室内が負圧状
態となっていたと考えられる。原因は、当該湯沸器の
熱交換器の吸熱フィン部に腐食生成物や煤が付着
し閉塞したことで、燃焼に必要な空気量が不足して
不完全燃焼となり高濃度の一酸化炭素を含む排気
が発生していたところ、パイプシャフト上部の換気口
からパイプシャフトを経由して排気が室内に流入した
ものと推定。

滋賀県

北海道

滋賀県

概要公表

概要公表

関係機関等調査中

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

関係機関等調査中

E3101107-01 平成22年11月7日
平成 年 月 日

平成22年11月7日
平成 年 月 日

貸切バス
貸切バ

D2101108-04 平成22年7月10日

平成22年11月8日

自転車

自転車で走行中、転倒し、負傷。当該自転車のシー
トポスト（サドルを支えるための棒状の部品）のネジ
が破断及びリムが破損しており、事故発生時の状況
も含め、現在、原因を調査中。

福岡県

概要公表

三重県

概要公表

愛知県

概要公表

F1101108-01 平成22年11月6日

平成22年11月8日

発電機

E3101109-01 平成22年11月8日

平成22年11月8日

貸切バス

運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの
エンジンチェックランプの点灯に気付いたため、エン
ジン部を確認していたところ、当該バスの火災が発
生。

G1101112-03 平成22年9月17日

蛍光ランプ
（EFA25EL/21-R：東芝
平成22年11月12日 ライテック株式会社（輸
入事業者））

照明器具に当該蛍光ランプを取り付けて使用してい
たところ、当該製品から発煙する火災が発生し、当
該製品が焼損。現在、原因を調査中。

千葉県

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

関係機関等調査中

運行中の当該バスにおいて、運転者が爆発音と右
後輪からの発煙に気付いたため確認したところ、当
該バスのバーストした右後輪から出火しており、その
後全焼。

室内の酸素欠乏による窒息死と思われる事故が発
生し、３名が死亡した状態で発見された。現場に当
該発電機があった。換気を行っていない室内で当該
製品を使用していたことから、排気ガスがこもり一酸
化炭素中毒に至ったと推定。
調査の結果、当該製品には破損や機能の異常は認
められなかった。

関係機関等調査中

ガス事業者において、
ガス機器の安全な使
用、日常管理について
注意喚起を実施。ま
た、当該建物の管理
者に対し、同様の機器
について早急の交換
を依頼

概要公表

概要公表

消費者事故等に
該当せず

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

関係機関等調査中

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

管理番号

事故発生日

G1101112-04 平成22年9月28日

G1101112-05 平成22年5月31日

G1101112-06 平成22年7月31日

G1101112-07 平成22年8月13日

報告受理日

製品名等

携帯型音楽プレーヤー
（MA005J/A：アップル
平成22年11月12日
ジャパン株式会社）

事故内容（通知後判明した事項も含む）

当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品から
火花と共に発煙する火災が発生し、当該製品が焼
損。
当該製品のバッテリーセル内部に製造上の不具合
があったために、充放電を繰り返すうちにセル内部
の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし
過熱に至ったものと推定。

当該デスクトップパソコンより発煙する火災が発生
し、当該製品の一部が焼損。
デスクトップパソコン
電源供給ユニットに取り付けられたコネクターのはん
（Dimension4600c：デル
だ付け工程でばらつきが生じ、不十分なはんだ付け
平成22年11月12日
株式会社(輸入事業
状態となり、当該部分の電気抵抗が大きくなったた
者））
め発熱・発煙に至ったものと推定。

平成22年11月12日

電気こんろ
当該電気こんろを焼損する火災が発生。
（型式：不明、松下電器
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。
産業株式会社（現 パナ
ソニック株式会社））

当該電気こんろを焼損する火災が発生。
事故原因は、社告により示された不具合（身体の一
電気こんろ
部や荷物が接触することで、電気こんろのスイッチが
（HT-1290：日立熱器具
平成22年11月12日
「入り」の状態になり、電気こんろ周囲に可燃物があ
株式会社（現 日立アプ
る場合に火災事故の発生に至ることがある）による
ライアンス株式会社））
火災。

事故発生
都道府県

東京都

東京都

東京都

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成２０年９月３０日に
ホームページへの情
報を掲載し、プレスリ
リースを行うとともに、
対象製品について電
源供給ユニットに不具
合が生じた場合には、
無償にて部品交換を
実施中

概要公表

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、通知元から「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成１９年７月３１日に、
消費者への注意喚起
を行うとともに、対象製
品について無償改修
を実施中

概要公表

熊本県

概要公表

D2101122-01 平成22年11月20日 平成22年11月22日 ガスボンベ

店舗兼住宅で爆発があり、当該店舗兼住宅が全焼
し、隣接する住宅2棟が半焼する火災により、1名が
死亡、他の8名が重軽傷を負った。現場に当該ガス
ボンベが4本（20kg容器3本、オートガス用1本）あり、
うち1本には亀裂が入っていた。現在、原因を調査
中。

青森県

概要公表

関係機関等調査中

F1101122-01 平成22年11月18日 平成22年11月22日 石油温風暖房機

当該石油温風暖房機及び住宅を焼損する火災が発
生し、1名が死亡。事故発生時の状況も含め、現在、
原因を調査中。

静岡県

概要公表

関係機関等調査中

当該ガス瞬間湯沸器を使用後、その場を離れたとこ
ろ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該
製品とガスホースとの接続部からガスが漏れた可能
性も含め、現在、原因を調査中。

長崎県

概要公表

関係機関等調査中

F1101129-02 平成22年11月19日 平成22年11月29日

開放式ガス瞬間湯沸器
（LPガス用）
（PH-55B-1：パロマ工業
株式会社）

当該普通乗用車を焼損する火災が発生。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

自動車のシガーソケットに差し込んでいた当該FMト
ランスミッター及び周辺を焼損する火災が発生。
事故原因は、社告により示された不具合（特定の条
件下で長時間電源がオンになっていた場合（例：FM
トランスミッターを一晩中差し込んでいた場合など）、
ワッシャーに欠陥のある製品で発熱、発火につなが
る危険がある）を原因とした火災。

G1101129-04 平成22年11月6日

FMトランスミッター
平成22年11月29日 （F8Z442ja：ベルキン株
式会社（輸入事業者））

G1101129-05 平成22年7月5日

温水洗浄便座
当該温水洗浄便座の操作部が溶損し、発煙する火
（CW-K31：アイシン精機
平成22年11月29日
災が発生して、当該製品が焼損。現在、原因を調査
株式会社（株式会社ＩＮＡ
中。
Ｘブランド）

F1101206-02 平成22年12月3日

平成22年12月6日

建物が全焼、１名が死亡し、１名が負傷する火災が
発生。当該エアコン（室外機）から出火したのか他の
要因かも含め、現在、原因を調査中。

エアコン（室外機）

対策実施

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成２２年８月１０日より
ホームページにおい
て、平成１７年９月から
平成１８年１２月の間
に販売された初代iPod
nanoのバッテリーが過
熱を起こすことがある
ため、使用者に対し
バッテリーの無償交換
を実施中。また、登録
ユーザーに対して、電
子メールによって当該
製品に対する注意喚
起とバッテリーの交換
手続について連絡を
行っている

東京都

F1101115-01 平成22年11月10日 平成22年11月15日 普通乗用自動車

対策検討・対策着手

関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成２１年４月１日から
平成２１年１０月３０日
の間に購入された消
費者に対して無償交
換を実施中

北海道

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

岡山県

概要公表

関係機関等調査中

大阪府

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

G1101208-08 平成22年11月9日

報告受理日

平成22年12月8日

製品名等

電子レンジ
（EMO-CH6：三洋電機
株式会社（輸入事業
者））

F1101210-01 平成22年12月10日 平成22年12月10日 電気毛布

事故内容（通知後判明した事項も含む）

福岡県

概要公表

当該電気毛布及び周辺を焼損する火災が発生し、1
名が死亡。現在、原因を調査中。

愛知県

概要公表

G1101215-01 平成22年8月14日

当該電気洗濯機を使用後、蓋を開けたところ当該製
品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼
損。
当該製品のモーター用コンデンサー（保安機構なし）
が膨張していることから、コンデンサーから発煙に
至ったものとみて、現在、原因を調査中。

G1101216-01 平成22年9月2日

普通乗用自動車
（TA-MNH10W（アル
平成22年12月16日
ファード）：トヨタ自動車
株式会社）

当該普通乗用車を焼損する火災が発生。
当該製品の不具合により発生したと判断される火
災。

E3101218-01 平成22年12月17日 平成22年12月18日 旅客鉄道事業

当該電子レンジを使用後、当該製品内部より発煙・
出火する火災が発生し、当該製品が焼損。
製品内部の電源コードと基板を接続する配線に製造
時の不具合があったため、使用に伴って接触不良が
生じ、接続部が発熱して電源コード被覆が発火し、
製品内の冷却用ファンに延焼したものと推定。

列車が駅を発車後、異常を認めたため、非常ブレー
キにより当該列車を停止させたが、車両の連結部か
ら線路に転落した旅客1名が死亡、転落した旅客を
救助しようとした同行者1名も負傷。線路に転落した
状況も含め、現在、原因を調査中。

ガスストーブ
一般住宅において、当該ガスストーブを使用中に火
D2101220-07 平成22年12月18日 平成22年12月20日 （RC－A338E－2：リンナ 災が発生し、1名が軽傷（火傷）を負う事故が発生。
イ株式会社）
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

E3101220-03 平成22年12月20日 平成22年12月20日 乗合バス

G1101220-03 平成22年8月13日

速報段階の状況

当該電子レンジから火花と共に発煙する火災が発生
し、当該製品が焼損。
製品内部の電源コードと基板を接続する配線に製造
時の不具合があったため、使用に伴って接触不良が
生じ、接続部が発熱して電源コード被覆が発火し、
製品内の冷却用ファンに延焼したものと推定。

電気洗濯機
（HSW-50S3：三洋ハイ
平成22年12月15日 アール株式会社（現 ハ
イアールジャパンセール
ス株式会社）（輸入事業
者））

電子レンジ
（EMO-CH7：三洋電機
G1101217-03 平成22年11月23日 平成22年12月17日
株式会社（輸入事業
者））

事故発生
都道府県

運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの
後部右側から煙が出ていたため確認したところ、エ
ンジンルーム内の配線を一部焼損する火災が発生。

当該軽自動車を焼損する火災が発生。
軽自動車
当該製品の不具合により発生したと判断される火
平成22年12月20日 （GF-L902S（ムーブ）：ダ
災。
イハツ工業株式会社）

東京都

概要公表

未進展その他

原因分析着手

関係機関等調査中

関係機関等調査中

神奈川県 概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、事
故の再発防止を図る
ため、平成２０年６月２
１日、新聞社告を掲載
し、対象製品につい
て、無償改修を実施
中。また、同社では、
平成２１年６月９日か
ら１８日にかけて新聞
広告を再度掲載すると
共に、平成２２年９月
に当該リコール情報を
掲載したチラシを作成
し、販売店や消費生活
センター等へ配布する
とともに、消費者に配
布し 情報の周知を
布し、情報の周知を
行っている

広島県

概要公表

兵庫県

概要公表

京都府

概要公表

関係機関において原
因調査を実施したが、
特定に至らず

概要公表

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

静岡県

関係機関等調査中

関係機関等調査中

神奈川県 概要公表

概要公表

関係機関等調査中

ガスこんろ
D2101224-01 平成22年12月22日 平成22年12月24日 （RTS-2KE：リンナイ株
式会社）

当該ガスこんろで調理中、火災が発生し、当該製品
及び周辺が焼損、１名が負傷。当該製品のゴム管を
接続するガス栓が、こんろのバーナーより上部に設
置されていた為、こんろで中華鍋を使用していた際
の炎が、ゴム管を溶かし漏れ出たガスに引火したも
のと推定。

富山県

概要公表

関係機関等調査中

G1101227-09 平成22年9月28日

G1101227-10 平成21年8月27日

当該車両用蓄電器を焼損する火災が発生。
車両用蓄電器
当該製品の不具合により発生したと判断される火
平成22年12月27日 （ECOBOX：株式会社サ
災。
ン自動車工業）

東京都

東京都

東京都

・連結部の識別性向上
策の実施
・当該箇所に固定柵を
設置

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

静岡県

デスクトップパソコン
（8086-AHJ：日本アイ・ 当該デスクトップパソコンを使用中、当該製品から異
平成22年12月27日 ビー･エム株式会社（現 臭・異音とともに出火し、当該製品の一部が焼損。現
レノボ･ジャパン株式会 在、原因を調査中。
社へ事業売却））

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起
通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

駐車場に駐車中の普通乗用車内で、保育士が目を
駐車場に駐車中の普通乗用車内で 保育士が目を
離した際に、保育委託で預かっていた幼児が車のパ
ワーウインドに首を挟さまれ、重傷を負った。現在、
原因を調査中。

G1101227-06 平成22年8月13日

対策実施

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、事
故の再発防止を図る
ため、平成２０年６月２
１日、新聞社告を掲載
し、対象製品につい
て、無償改修を実施
中。また、同社では、
平成２１年６月９日か
ら１８日にかけて新聞
広告を再度掲載すると
共に、平成２２年９月
に当該リコール情報を
掲載したチラシを作成
し、販売店や消費生活
センター等へ配布する
とともに、消費者に配
布し、情報の周知を
行っている

F1101221-01 平成22年12月20日 平成22年12月21日 保育委託事業

原動機付自転車
当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。
平成22年12月27日 （CF42A（ヴェクスター）： 当該製品の不具合により発生したと判断される火
スズキ株式会社）
災。

対策検討・対策着手

ガス事業者において、
ガス機器の安全な使
用、日常管理について
注意喚起を実施

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

当該石油給湯機付ふろがまを使用してお湯を出そう
としたが、お湯が出なかったため、リモコンの運転ス
イッチを数回操作した。異音がしたため確認すると、
石油給湯機付ふろがま 当該製品の排気口から出火する火災が発生してお
G1101228-03 平成22年11月28日 平成22年12月28日 （OTQ-302Ｙ：株式会社 り、当該製品が焼損。
ノーリツ）
電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）
が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発
生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損した
と考えられるが、現在、原因を調査中。

E3110102-01 平成23年1月1日

D2110104-09 平成23年1月2日

平成23年1月2日

貸切バス

平成23年1月4日

機械室に設置された湯
沸器
（GHL-150WP：株式会社
タクマ）

走行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの
前輪付近から煙が出ていたため確認したところ、前
輪ブレーキドラム付近を焼損する火災が発生。

ホテルの宴会場において、会食中の１２名が一酸化
炭素中毒とみられる症状（軽症）を訴え、病院で治療
を受ける事故が発生。
宴会場の隣の機械室に設置された湯沸器におい
て、燃焼調整設定のズレにより一酸化炭素が発生し
たもの。燃焼調整設定がズレた原因は、メンテナンス
時の調整不良と推定されるが、現在調査中。

F1110104-01 平成22年12月31日 平成23年1月4日

石油給湯機
（PDX-403D：長州産業
株式会社）

G1110104-01 平成22年12月2日

電気冷蔵庫
当該電気冷蔵庫から異音と異臭がしたため確認す
（SJ-E35KC-H：シャープ
ると、当該製品背面部の内部部品の一部が焦げて
株式会社）
いた。現在、原因を調査中。

G1110104-02 平成22年6月18日

G1110104-03 平成22年9月6日

E3110105-01 平成23年1月4日

平成23年1月4日

平成23年1月4日

平成23年1月4日

平成23年1月5日

G1110107-03 平成22年5月11日

平成23年1月7日

B1110109-01 平成23年1月7日

平成23年1月9日

F1110111-01 平成22年12月6日

E3110111-01 平成23年1月10日

G1110112-02 平成22年12月6日

平成23年1月11日

平成23年1月11日

平成23年1月12日

該
給湯機を使用中、異音を伴う火災 発
当該石油給湯機を使用中、異音を伴う火災が発生
し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。

電気冷蔵庫
（SJ-WA35C：シャープ株 当該電気冷蔵庫から発煙する火災が発生。現在、原
式会社）
因を調査中。

石油給湯機
（RPH32K：TOTO株式会
社（製造：東陶ユプロ株
式会
社（解散）））

タクシー

ポータブルDVDプレー
ヤー
（KJ-DVD7100：株式会
社シィー・ネット（輸入事
業者））

飲食店で提供された食
事

介護ベッド用手すり
（ＫＡ-16：パラマウント
ベッド株式会社）

乗合バス

当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認する
と、当該製品の排気口より発煙する火災が発生して
おり、当該製品が焼損。
電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）
が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発
生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと推
定。

当該タクシーが乗降場所にて乗降扱い中
乗客1名
当該タクシ
が乗降場所にて乗降扱い中、乗客1名
がバランスを崩して転倒し、大腿骨骨折の重傷。

当該ポータブルDVDプレーヤーから発煙する火災が
発生し、当該製品及び周辺が焼損。
当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程に
おいて、バッテリー内部に異物が混入したため、使用
中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生
じて過熱し、出火に至ったものと推定。

当該飲食店で提供された食事（フグ料理）を喫食した
ところ、舌・手足のしびれ、呼吸困難などの症状。2名
が入院、うち1名は重症、もう1名が軽症。病因物質
は動物性自然毒（テトロドトキシン）。

２本の当該介護ベッド用手すりの間に首が入り込ん
だ状態の使用者（８０歳代女性）が発見され、死亡が
確認された。製造事業者は、安全対策として無償で
簡易部品を配布しているが、事故発生現場では簡易
部品を入手していたものの、当該製品に取り付けて
いなかった状況も含め、現在、原因を調査中。

運行中の当該バスにおいて、異音がしたため車両を
確認したところ、後輪車軸中央付近を焼損する火災
が発生。

当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認する
と、当該製品下方から出火する火災が発生してお
石油給湯機
り、当該製品及び周辺が焼損。
（RPH40KE：ＴＯＴＯ株式
電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）
会社（製造：東陶ユプロ
が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発
株式会社（解散））
生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと推
定。

事故発生
都道府県

広島県

速報段階の状況

概要公表

未進展その他

原因分析着手

関係機関等調査中

対策検討・対策着手

対策実施

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

佐賀県

概要公表

関係機関等調査中

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

長崎県

概要公表

関係機関等調査中

ホテル側の依頼によ
り、製造者が当該対象
器の部品交換を実施

静岡県

概要公表

関係機関等調査中

東京都

東京都

概要公表

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成１４年１０月２４日及
び平成１８年１２月４日
に新聞社告を掲載し、
注意喚起を行うととも
に、ＯＥＭ製品を含む
対象製品について無
償改修を実施中

概要公表

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

栃木県

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、事
故の再発防止を図る
ため、平成２２年１２月
１日から代替製品との
無償交換を実施するこ
ととし、同日、プレスリ
リース及びホームペー
ジへの掲載を行うとと
もに、順次、販売店か
らダイレクトメールを送
付。なお、本件につい
て、同社では、平成２２
年１１月１５日、当該製
品の使用に当たって
は、必ずバッテリー
パックを外し、ＡＣアダ
プターを接続して使用
するよう注意喚起

愛媛県

概要公表

発生県の食の安全・安
心HPにおいて、フグ中
毒防止のための注意
喚起を実施

福井県

概要公表

熊本県

長崎県

佐賀県

福井県

概要公表

概要公表

関係機関等調査中

関係機関等調査中

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、事
故の再発防止を図る
ため、平成１４年１０月
及び平成１８年１２月
に新聞社告を掲載し、
注意喚起を行うととも
に、ＯＥＭ製品を含む
対象製品について無
償改修を実施中

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

G1110112-03 平成22年11月8日

E3110112-01 平成23年1月7日

G1110113-03 平成22年12月4日

D2110113-01 平成23年1月12日

報告受理日

平成23年1月12日

平成23年1月12日

平成23年1月13日

平成23年1月13日

G1110114-04 平成22年10月17日 平成23年1月14日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音がしたた
め確認すると、屋外にある当該製品が焼損する火災
が発生。
石油給湯機付ふろがま
製品内部の送油ユニット部分について、電磁ポンプ
（RPE33KS：ＴＯＴＯ株式
パッキンを押さえる板がずれている状態で組み込ん
会社 （製造：東陶ユプ
だため、そのすき間から油漏れが発生。漏れた油が
ロ株式会社 （解散））
燃焼筒パッキンに付着、収縮し、熱気が漏れて機器
内部を焼損したものと推定。

乗合バス

電気衣類乾燥機
（ED-D300：株式会社東
芝 (現 東芝ホームアプ
ライア
ンス株式会社)

屋外式ガス給湯付ふろ
がま
（GT-162AR：株式会社
ノーリツ）

当該バスがバス停にて乗降扱い後、発車したとこ
当該バスがバス停にて乗降扱い後 発車したとこ
ろ、当該バス停で乗車してきた乗客1名が転倒し、左
橈骨遠位端骨折の重傷。

当該電気衣類乾燥機を使用中、異臭に気付き確認
すると、当該製品から出火する火災が発生しており、
当該製品及び周辺が焼損。
当該製品の制御基盤とヒーターを制御する部品の接
触不良により発熱し、発煙・出火に至ったものと推
定。

当該屋外式ガス給湯付ふろがまで給湯中、お湯が
冷たくなり、また煙に気付いたことから確認すると、
火災が発生しており、建物が半焼。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。

電気こんろ
当該電気こんろを焼損する火災が発生。
（MDS-113REB：株式会 当該製品の不具合により発生したと判断される火
社萬品電機製作所（倒 災。
産））

G1110114-05 平成23年1月2日

平成23年1月14日

電気冷蔵庫
（SJ-WA35C-H：シャー
プ株式会社）

F1110114-01 平成23年1月1日

平成23年1月14日

電気式床暖房

D2110117-01 平成23年1月14日

平成23年1月17日

一般住宅において、当該ガスストーブに点火しようと
ガスストーブ
したところ、当該製品から出火し、建物が全焼、1名
（RC-400：リンナイ株式
が軽傷（火傷）を負う火災事故が発生。原因の調査
会社）
を実施したが特定に至らなかった。

平成23年1月17日

電気脱臭装置
マンションのゴミ集積場に設置されている当該電気
（stream型：株式会社カ 脱臭装置から出火する火災が発生し、当該製品が
ルモア（輸入事業者）） 焼損。現在、原因を調査中。

平成23年1月18日

電気温風機（セラミック
ファンヒーター）
当該電気温風機を使用中、当該製品の首振り部か
当該電気温風機を使用中 当該製品の首振り部か
（UFI-T1200：株式会社
ら発煙するとともに火花が生じる火災が発生し、当該
ミュージーコーポレー
製品が焼損。現在、原因を調査中。
ション（株式会社山善ブ
ランド）（輸入事業者））

平成23年1月18日

当該除雪機を暖機運転中、その場を離れていたとこ
除雪機（歩行型）
ろ、エンジン音が停止したため確認すると、当該製品
（88HST：ヤナセ産業機
エンジン部カバーから出火する火災が発生しており、
器販売株式会社）
当該製品が焼損。現在、原因を調査中。

平成23年1月19日

当該軽自動車を焼損する火災が発生。
軽自動車
（GF-L900S（ムーヴ）：ダ 当該製品の不具合により発生したと判断される火
イハツ工業株式会社） 災。

G1110117-04 平成22年9月17日

G1110118-04 平成23年1月1日

G1110118-05 平成23年1月8日

G1110119-04 平成22年9月6日

G1110119-08 平成22年12月13日 平成23年1月19日

水槽用ウォータークー
ラー
（ZR-130E：ゼンスイ株
式会社）

当該電気冷蔵庫の内部部品が焼損し、周辺を汚損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

当該電気式床暖房及び天井等を焼損する火災が発
生。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

異臭及び発煙に気付き確認すると、当該水槽用
ウォータークーラー及び周辺を焼損する火災が発
生。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。

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

対策検討・対策着手

対策実施

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、事
故の再発防止を図る
ため、平成２０年９月２
日に新聞社告の掲載
及びホームページによ
る告知により注意喚起
を行うとともに、ＯＥＭ
製品を含む対象製品
について無償点検・改
修を実施中。社団法人
日本ガス石油機器工
業会
（URLhttp://www.jgka.
or.jp/）では、同構造の
電磁ポンプを保有する
石油給湯機を販売し
た６社（ＯＥＭ含む）と
共同で、平成２０年１１
月から１２月にかけ
て、順次、新聞広告を
掲載し、未改修の該当
機種を使用中の消費
者に対して速やかに
連絡するよう呼び掛け
ている

概要公表

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

福岡県

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、事
故の再発防止を図る
ため、平成２年５月２９
日に新聞社告、平成１
９年４月１０日に再社
告を掲載し、注意喚起
を行うとともに、対象製
品について無償点検・
修理を実施中

兵庫県

概要公表

福岡県

長崎県

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起

神奈川県 概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

千葉県

概要公表

北海道

概要公表

関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず

富山県

概要公表

関係機関において原
因調査を実施したが、
特定に至らず

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
し 事業者へ連絡 通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

埼玉県

大阪府

山形県

千葉県

京都府

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

関係機関等調査中

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

対策検討・対策着手

対策実施

D2110120-01 平成23年1月18日

平成23年1月20日

ガスこんろを使用していたところ、ガスボンベと当該
調整器の接続部付近から漏えいしたとみられるガス
調整器
に何らかの火が引火し、周辺の家具等を焼損する火
（TYPE-FP:中国工業株
災事故が発生。ガスが漏えいした原因は、容器と当
式会社）
該製品との接続が緩んでいたところから漏洩したも
のと推定されるが、緩んでいた原因は不明。

F1110121-01 平成23年1月18日

平成23年1月21日

乗合バス

当該乗合バスがバス停から発進する際、座席に座ろ
うとした乗客１名が転倒し、右腕を骨折する重傷。

新潟県

概要公表

日本バス協会による
事業者及び利用者へ
の啓発活動等

ゴム管
（製造者、型式：不明）

当該ゴム管が接続されたガスストーブの点火操作を
数回行った際に、大きな音がして出火し、居室内を
焼損。
ガスストーブに接続すべきガスコード（迅速継ぎ手付
ガスコード）とは接続部の形状が異なる当該ゴム管
（青ゴム管）が接続されていたことから、何らかの要
因によりガスストーブに接続していた当該製品が外
れ、漏れたガスに、ガスストーブに点火しようとした際
の点火スパークが引火したものと推定。

東京都

概要公表

ガス事業者において、
ガス機器の安全な使
用、日常管理について
注意喚起を実施

概要公表

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、通知元から「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

概要公表

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

D2110126-01 平成23年1月23日

平成23年1月26日

G1110127-06 平成22年11月30日 平成23年1月27日

E3110128-01 平成22年12月23日 平成23年1月28日

G1110128-04 平成22年6月28日

E2110130-01 平成23年1月30日

E3110131-01 平成23年1月17日

延長コード
当該延長コードを焼損する火災が発生。
（型式不明：協和物産株
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった
式会社（倒産））

乗合バス

当該乗合バスが、バス停で客を乗車させるためにド
ア（折りたたみ式の中扉）を開けたところ、乗車しよう
としていた客が転倒し、手首付近を骨折する重傷。

広島県

概要公表

関係機関において原
因調査を実施したが、
特定に至らず

兵庫県

福岡県

平成23年1月28日

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。
普通乗用自動車
（DBA-GD1（フィット）：本 当該製品の不具合により発生したと判断される火
田技研工業株式会社） 災。

高知県

概要公表

平成23年1月30日

遊園地に設置された遊
戯施設
（スピニングコースター
舞姫：東京ドームシティ
アトラクションズ）

東京都

概要公表

平成23年1月31日

乗合バス

当該遊戯施設の運転中に高さ7～8mのカーブ地点
で、乗客1名が座席から転落し、死亡。現在、原因を
調査中。

当該乗合バスが走行中に車線変更したところ、座席
から立ち上がっていた乗客1名が転倒し、腰椎圧迫
骨折の重傷。

福岡県

関係機関等調査中

概要公表

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

G1110131-02 平成22年11月16日 平成23年1月31日

電気ストーブ
（12F：ゼネラルエアコン
株式会社（現 GAC株式
会社）（株式会社デン
ソーブランド）

当該電気ストーブを使用中、当該製品から発煙、出
火する火災が発生し、当該製品が焼損。
温度制御用部品（トライアック）のはんだ量のばらつ
きにより放熱板へのはんだ付けが剥離し、放熱性が
低下したため発煙・出火に至ったと推定。

長崎県

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、事
故の再発防止を図る
ため、平成１９年３月２
８日より同社ホーム
ページにおいて、平成
２１年１０月には新聞
折込チラシを配布し
て、製品回収を呼び掛
けている

D2110201-01 平成23年1月31日

平成23年2月1日

一般住宅において、ガスこんろに点火しようとしたと
ころ、ガス機器が接続されていない当該ガス栓から
ガス栓
漏えいしたガスにこんろの点火スパークが引火し、
（型式：調査中、製造者： 台所の壁等を焼損する火災事故が発生。ガスが漏
富士工器株式会社）
えいした原因は、消費者の誤開栓により、未接続側
の末端ガス栓が半開状態となり、ヒューズ機能が正
常に動作せず、漏えいしたものと推定。

岐阜県

概要公表

漏えいのあったガス栓
を一口ガス栓に交換
し、自記圧力計にて漏
えい検査を実施

平成23年2月1日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）（UHC-3T：燦
坤日本電器株式会社
（輸入事業者））

当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火
災が発生し、当該製品が焼損した。
事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使
用されているダイオード不良により、異常発熱が生
じ、火災に至ったものと考えられる。

F1110201-01 平成22年12月28日 平成23年2月1日

自動車運転代行業

当該代行運転業者が利用者の自動車を代行運転
中、進路左側に設置されたガードレールの支柱に衝
突し、利用者1名が死亡。

茨城県

概要公表

E3110201-01 平成23年2月1日

旅客鉄道事業
（東日本旅客鉄道株式
会社）

踏切遮断機の故障のため、当該鉄道会社の係員に
より通行者がある場合には遮断桿を上げる対応をし
ていたところ、遮断棹を上げていた際に、踏切内で乗
用車と列車が衝突し、乗用車の運転者1名が死亡。

新潟県

概要公表

関係機関等調査中

密閉式（BF式）ガスふろ
がま（LPガス用）
（SR-3SK2：株式会社ガ
スター（RBF-3SK2-FXL-T：リンナイ株式会社
ブランド）

当該密閉式ガスふろがまのシャワー使用時に燃焼
が停止したため、再度点火操作をしたところ、当該製
品から異音とともに出火する火災が発生し、当該製
品及び周辺が焼損。給排気部をふさいでいたため異
常燃焼が発生した可能性も含め、現在、原因を調査
中。

岩手県

概要公表

関係機関等調査中

調査中

集合住宅の居室で爆発があり、爆発が発生した居室
を全焼、周辺の建物が破損し、集合住宅住人1名が
死亡、2名が軽傷を負った。居室内に大量に滞留し
ていた液化石油ガスが爆発した事故であると推定さ
れるが、ガスが滞留していた原因を含め現在、調査
中。

滋賀県

概要公表

関係機関等調査中

ガス管

店舗内でガス爆発が発生し、建物の壁等を一部損
傷し、1名が軽傷を負った。
アパート敷地内の地中に埋設された当該ガス管（灯
外内管）が腐食したことによるガス漏えいがあったこ
とが確認されており、ガスレンジに点火した際に爆発
したとの情報もあるが、現在、原因を調査中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

G1110201-02 平成23年1月19日

平成23年2月1日

D2110202-03 平成22年12月20日 平成23年2月2日

D2110203-01 平成23年1月31日

D2110203-04 平成23年1月15日

平成23年2月3日

平成23年2月3日

大阪府

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

通知元において関係
機関等に対し、代行運
転自動車の事故の特
徴等を例示し、交通事
故再発防止の注意喚
起

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

E3110203-01 平成23年2月2日

G1110203-07 平成23年1月10日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

平成23年2月3日

乗合バス

当該乗合バスが走行中、道路右側から当該バスの
前方に進入してきた乗用車と衝突し、乗客1名が左
足下腿骨を骨折する重傷、4名が軽傷。

平成23年2月3日

電子レンジ
（IM-574：株式会社千石
（岩谷産業株式会社ブラ
ンド）（輸入事業者））

当該電子レンジで調理中、操作パネル付近から発
煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損。
ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接
点部でスパークし、出火したと推定。

事故発生
都道府県

千葉県

埼玉県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

D2110207-01 平成23年2月7日

平成23年2月7日

宿泊施設において、当該ガス供給官に亀裂が入り、
ガス供給管
漏えいしたガスに給湯器の火が引火し、廊下の天井
（製造者、型式：調査中） 及び窓ガラス等を破損する爆発事故が発生。当該製
品に亀裂が入った原因については、現在、調査中。

長野県

概要公表

関係機関等調査中

D2110208-01 平成23年1月17日

平成23年2月8日

屋外式ガス風呂釜
就寝中、異音がしたため確認すると、当該製品から
OK－AR型－LE：株式会 出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し
社オカキン）
た。現在、原因を調査中。

広島県

概要公表

関係機関等調査中

D2110208-02 平成23年2月7日

平成23年2月8日

ガス風呂釜
（ＲＢＦ-ＳＢＮ-ＦＸ-L：リ
ンナイ株式会社）

東京都

概要公表

関係機関等調査中

E3110209-01 平成23年2月8日

D2110210-01 平成23年2月5日

共同住宅において、当該風呂釜を点火しようとしたと
ころ、当該製品が爆発し、当該製品及び浴室扉のガ
ラスを破損する事故が発生。原因を含めて、現在、
調査中。

平成23年2月9日

乗合バス

当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後、発車したと
ころ、乗客1名が転倒し、右大腿骨頸部骨折の重傷。

秋田県

概要公表

平成23年2月10日

社員寮で、当該開放式ガス瞬間湯沸器を使用中、1
名が一酸化炭素中毒により、病院に搬送され治療を
受ける事故が発生。
開放式ガス瞬間湯沸器
事故原因は、当該製品の排気口上部に取り付けら
（ＰＨ－５－３ＡＢ（２）：パ
れていたフードが取り外され、排気口の上に置かれ
ロマ工業株式会社）
たままになっていたために排気が妨げられ、当該製
品が不完全燃焼を起こし、高濃度の一酸化炭素が
発生したものと推定されるが、現在、詳細調査中。

広島県

概要公表

D2110210-02 平成23年2月9日

平成23年2月10日

屋外式ガス風呂釜
（ＯＫ－せみそと：株式会
社オカキン）（組み込ま
れたガス風呂釜バー
ナーの製造者は株式会
ナ の製造者は株式会
社世田谷製作所、型番
はＴＡ－０９７）

F1110210-01 平成23年1月17日

平成23年2月10日

石油ストーブ
一酸化炭素中毒による死亡事故が発生し、現場に
（不明：ニッテツ室蘭エン 当該石油ストーブがあった。当該製品の使用状況も
ジニアリング株式会社） 含め、現在、原因を調査中。

鳥取県

概要公表

関係機関等調査中

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

電気式床暖房

E3110214-01 平成23年2月13日

平成23年2月14日

タクシー

当該タクシーが走行中、対向してきたトラックと衝突
し乗客1名が重傷。

車両用蓄電器
当該車両用蓄電器を焼損する火災が発生。
（ホットイナズマエコ：株
当該製品の不具合により発生したと判断される火
式会社サン自動車工
災。
業）

G1110214-07 平成22年12月28日 平成23年2月14日

軽自動車
当該軽自動車を焼損する火災が発生。
（V-KV3（サンバー）：富 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。
士重工業株式会社）

G1110214-09 平成22年10月1日

普通乗用自動車
（E-G50（7シリーズ）：
（独）BMW社）

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）

当該電気ストーブを焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

平成23年2月14日

G1110214-10 平成22年12月14日 平成23年2月14日

兵庫県

当該開放式ガス瞬間
湯沸器を撤去

ガス事業者は、業務機
会で得られた所有者
情報から当該リコール
対象製品の情報を製
造事業者に提供する
ことで、製造事業者の
自主回収活動に協
力。
なお、製造事業者であ
る（株）世田谷製作所
は、リコール対象製品
についてガスブロック
部分の改良品への交
換作業を現在も継続
実施中

概要公表

平成23年2月10日

G1110214-05 平成22年12月17日 平成23年2月14日

関係機関等調査中

大阪府

G1110210-07 平成23年1月1日

・液化石油ガス販売事
業者の点検未実施に
係る法令違反に対し、
県が改善を指示
・事故に係る供給管等
以外について点検調
査を実施。また、当該
配管については、使用
を停止

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

当該屋外式ガス風呂釜が一部焼損した。
当該製品内部に組み込まれたガス風呂バーナー部
分以外からのガス漏えいはなかったことが判明して
おり、原因は、このバーナー部分が長期使用により
おり、原因は、このバ ナ 部分が長期使用により
損傷し、損傷部分からガスが漏えいしたものと推定。

当該電気式床暖房の電源を入れたところ、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。施工状況も含め、現在、原因を調査中。

対策実施

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

概要公表

概要公表

対策検討・対策着手

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

神奈川県 概要公表

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

和歌山県 概要公表

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起

神奈川県 概要公表

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

島根県

京都府

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起予
定

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

G1110214-11 平成22年12月6日

報告受理日

平成23年2月14日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

バス
当該バスの左後輪付近を焼損する火災が発生。
（U-RU2FTAB（セレガ）：
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。
日野自動車株式会社）

事故発生
都道府県

北海道

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

対策検討・対策着手

対策実施

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。現
在、原因を調査中。

G1110215-07 平成22年10月23日 平成23年2月15日

ポータブルＤＶＤプレー
ヤー
（PDV1021：フューズ株
式会社（輸入事業者））

当該ポータブルDVDプレーヤーを使用中、異音とと
もに当該製品側面から発煙する火災が発生し、当該
製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。

福岡県

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

E3110216-01 平成23年2月16日

平成23年2月16日

貸切バス

走行中の当該貸切バスが、赤信号のため停止したと
ころ、当該バスの後輪部分から出火し、後輪タイヤを
焼損。

千葉県

概要公表

関係機関等調査中

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

平成23年2月16日

電気こんろ
（HT-1290（サンウエー
ブ工業株式会社製ミニ 当該電気こんろを焼損する火災が発生。
キッチンに組み込まれて 扇風機を当該製品に置いた際つまみに触れてスイッ
いたもの）：日立熱器具 チが入ったものと推定。
株式会社（現 日立アプ
ライアンス株式会社））

G1110215-05 平成23年1月12日

G1110216-01 平成22年10月1日

平成23年2月15日

G1110216-02 平成22年11月25日 平成23年2月16日

観賞魚用サーモスタット
付ヒーター
（GEX コンパクトスリム
オートヒーター300W：
ジェックス株式会社）

G1110216-03 平成23年1月5日

平成23年2月16日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）
（UHC-3T：燦坤日本電
器株式会社（輸入事業
者））

平成23年2月16日

電子レンジ
当該電子レンジを使用中、操作パネルの下部から発
（NE-AT66：松下住設機
煙、出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼
器株式会社（現 パナソ
損。現在、原因を調査中。
ニック株式会社））

G1110216-04 平成23年1月13日

当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する
火災が発生。
リコールにより示された不具合（温度コントロール部
本体からの発煙・発火至る不具合）による火災。

当該電気ストーブを使用中、異音とともに当該製品
から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼
損。
当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されている
ダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至っ
たものと推定。

千葉県

東京都

東京都

東京都

東京都

概要公表

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、つ
まみ（スイッチ部）の無
償改修を行っている

概要公表

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成２２年７月１２日から
当該製品の無償交換
を実施中

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

G1110216-08 平成22年12月27日 平成23年2月16日

電子レンジ
（NE-A555：松下住設機
器株式会社（現 パナソ
ニック株式会社））

当該電子レンジを使用中、操作パネル部分から発
煙、出火する火災が発生し、当該製品が焼損。
当該製品の内部部品（ダイオードブリッジ）の製造上
鹿児島県 概要公表
のばらつきにより、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、スパークが発生し、発煙・
発火に至ったものと推定。

・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起
・事業者において、平
成１９年５月３１日に新
聞社告を掲載し、その
後、平成２１年７月に
量販店の顧客情報を
活用したダイレクトメー
ルの送付、平成１９年
７月、平成２０年１１
月、平成２１年９月、平
成２２年４月及び９月
に合計５回の新聞折り
込みチラシの配布等を
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
実施中

G1110216-09 平成22年12月8日

平成23年2月16日

石油ストーブ（開放式）
（SX-24：株式会社コロ
ナ）

建物が１棟全焼、５棟が類焼し、１名が負傷する火
災が発生。現場に当該石油ストーブがあった。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。

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

平成23年2月16日

電気ストーブ
当該電気ストーブ及び周辺が焼損する火災が発生。
神奈川県 概要公表
（R-806：三洋電機株式
出火元も含め、現在、原因を調査中。
社）
会社）

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
関する調査結果 によ
り注意喚起

G1110216-12 平成22年3月31日

G1110217-11 平成23年1月1日

平成23年2月17日

電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）

当該電気ストーブを焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

G1110217-12 平成22年12月10日 平成23年2月17日

普通乗用自動車
当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。
（TC-SK82TN（バネッ
ト）：日産自動車株式会 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。
社）

D2110218-01 平成23年2月17日

共同住宅において、当該ガス瞬間湯沸器を使用して
いたところ、２名が一酸化炭素中毒（軽症）とみられ
ガス瞬間湯沸器
る症状により、病院に搬送され治療を受ける事故が
（ＰＨ－１６ＣＷＦＬ：パロ 発生。当該製品において一酸化炭素が発生したもの
マ工業株式会社）
と推定されるが原因は不明。なお、発生した一酸化
炭素は、屋根裏の排気筒の継ぎ目部から漏洩したも
のと推定。

平成23年2月18日

神奈川県 概要公表

神奈川県 概要公表

神奈川県 概要公表

北海道

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起

関係機関において原
因調査を実施したが、
特定に至らず

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

E3110218-01 平成23年2月17日

G1110218-05 平成22年8月20日

報告受理日

E3110220-01 平成23年2月18日

事故内容（通知後判明した事項も含む）

乗合バス

平成23年2月18日

当該換気扇を運転させたまま就寝したところ、当該
換気扇
（型式不明：東芝キヤリ 製品及び周辺が焼損する火災が発生。現在、原因
を調査中。
ア株式会社）

平成23年2月18日

平成23年2月20日

電気ケトル
（型式：G-3058、製造
者：不明）

当該電気ケトルを使用後、当該製品から発煙、内部
が溶融する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼
損、1名が火傷を負った。使用しない際は電源プラグ
を抜いておくことを取扱説明書にて注意表示してい
るが、電源プラグをコンセントに挿したままにしてい
たことも含め、現在、原因を調査中。

エアコン（室外機）

当該エアコン（室外機）の配線を焼損する火災が発
生。現在、原因を調査中。

乗合バス

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

当該乗合バスが停留所手前にて減速したところ、降
車するために立ち上がっていた乗客が転倒し、左大
腿骨転子部骨折の重傷。

長崎県

京都府

大阪府

兵庫県

概要公表

対策検討・対策着手

対策実施

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後発車したとこ
神奈川県 概要公表
ろ、乗客1名が転倒し、橈骨骨折の重傷。

平成23年2月18日

G1110218-08 平成22年11月12日 平成23年2月18日

G1110218-12 平成23年2月13日

製品名等

関係機関等調査中

概要公表

関係機関等調査中

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起予
定

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起

概要公表

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

・ガス事業者は、当該
消費者に対して、
ヒューズガス栓は全開
全閉の状態で使用す
ることを周知
・オンオフタイプでない
ヒューズガス栓は、開
度によってはヒューズ
機能が働かないこと
を、業務機会時に消費
者に注意喚起を行うこ
とによって事故の未然
防止に努める

平成23年2月21日

ガス栓
（型式：L-23B12(LPG)、製造者：株式
会社藤井合金製作所）

一般住宅において、一口ガス栓に迅速継ぎ手で接続
された炊飯器を使用後、当該ガス栓を完全に閉じず
に迅速継ぎ手を外したためにガスが漏えいし、火災
が発生。ガスが漏えいした状態で、近くのビルトイン
こんろを点火したために漏えいしたガスに引火し、火
災が発生したと推定。

岐阜県

概要公表

平成23年2月21日

学童保育施設において、当該ガス瞬間湯沸器の点
火操作を行ったが点火しなかったため、再度点火操
開放式ガス瞬間湯沸器
作を繰り返したところ、しばらくして当該製品上部か
（RUS－5BX：株式会社
ら出火する火災が発生し、当該製品が焼損。点火操
リンナイ）
作を繰り返したため、ガスが漏洩滞留したものと推定
されるが、現在、原因を調査中。

長崎県

概要公表

平成23年2月21日

納屋兼作業所において、当該ガスこんろを使用して
いたところ、３名が一酸化炭素中毒（軽症）により、病
業務用ガスこんろ（三連
院に搬送され治療を受ける事故が発生。原因は、当
バーナー）
該製品の不完全燃焼により一酸化炭素が発生した
（TS-330：株式会社タチ
こと及び換気設備の無い室内で窓を閉め切っていた
バナ製作所）
ため一酸化炭素を含む排気が滞留したことによるも
のと推定。

栃木県

概要公表

事業者が、消費者に
対し、ガス器具等の正
しい取扱いについて注
意喚起を実施

G1110221-01 平成22年10月29日 平成23年2月21日

アイロン
当該アイロンに電源を入れて３分程度経過後、当該
（NI－CL602：松下電器
製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を
産業株式会社（現 パナ
調査中。
ソニック株式会社））

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

D2110221-01 平成23年2月18日

D2110221-02 平成23年2月15日

D2110221-03 平成23年2月17日

岡山県

関係機関等調査中

G1110221-05 平成23年1月2日

平成23年2月21日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車のボンネットから発煙、出火す
る火災が発生。現在、原因を調査中。

静岡県

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

G1110221-06 平成22年12月8日

平成23年2月21日

電気毛布

当該電気毛布及び周辺を焼損する火災が発生。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。

岐阜県

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

平成23年2月22日

ガスこんろ、ゴム管（調
査中）
（製造者、型式：不明）

共同住宅において、自ら取り付けた当該ガスこんろ
を使用したまま就寝していたところ、当該製品後方付
近から出火し、２名が軽傷を負う事故が発生。原因
は、何らかの要因によりガスこんろ及びゴム管から
ガスが漏えいし、こんろの火が引火したものと推定さ
れるが、現在、原因を調査中。

北海道

概要公表

関係機関等調査中

事業者が、消費者に
対し、ガス器具等の正
しい取扱いについて注
意喚起を実施

平成23年2月22日

電気ストーブ（ハロゲン
電気スト ブ（ハロゲン
ヒーター）
（SD-80G：大宇電子ジャ
パン株式会社（輸入事
業者））

当該電気ストーブを使用中、当該製品から出火する
火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。
強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱
し、発煙・出火に至ったものと推定。

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

平成23年2月22日

ACアダプター（インター
ホン用）
（PS-24N：アイホン株式
会社）

当該ACアダプター及びこれに接続された白黒テレビ
モニターから出火する火災が発生し、当該製品の内
部部品及び周辺が焼損。
長年の使用で電圧制御用の電解コンデンサが経年
劣化し過電流が生じて発熱したことにより、発熱・出
火に至ったと考えられるが､現在、原因を調査中。

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

秋田県

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起予
定

兵庫県

概要公表

関係機関等調査中

三重県

概要公表

関係機関等調査中

D2110222-01 平成23年2月19日

G1110222-01 平成23年1月13日

G1110222-02 平成23年1月25日

G1110222-11 平成23年1月11日

平成23年2月22日

石油ストーブ

当該石油ストーブを焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

G1110222-12 平成22年2月28日

平成23年2月22日

電気冷蔵庫

火災が発生し、現場に当該電気冷蔵庫があった。出
火元も含め、現在、原因を調査中。

D2110223-01 平成23年2月18日

平成23年2月23日

屋外式（RF式）ガス給湯
当該ふろがまが焼損する火災が発生。当該製品か
付ふろがま
ら出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を
（RUF-1618-W：リンナイ
調査中。
株式会社）

広島県

広島県

通知元において、「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

平成23年2月23日

乗合バス

当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後発車したとこ
ろ、乗客1名が転倒し、左大腿骨付根部骨折の重
傷。

福岡県

概要公表

G1110223-03 平成22年12月7日

平成23年2月23日

軽自動車

当該軽自動車のエアコン部分を焼損する火災が発
生。現在、原因を調査中。

愛知県

概要公表

関係機関等調査中

G1110223-04 平成23年2月9日

平成23年2月23日

食器洗い乾燥機

当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品下部から
出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。
当該製品を故障状態のままで使用した可能性も含
め、現在、原因を調査中。

愛知県

概要公表

関係機関等調査中

G1110223-05 平成23年2月14日

平成23年2月23日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車のエンジンルーム内を焼損す
る火災が発生。現在、原因を調査中。

茨城県

概要公表

関係機関等調査中

G1110223-08 平成23年2月19日

平成23年2月23日

エアコン室外機

当該エアコン室外機を焼損する火災が発生。現在、
原因を調査中。

奈良県

概要公表

関係機関等調査中

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

G1110223-11 平成23年1月11日

平成23年2月23日

石油給湯機
（CXM－352：長州産業
株式会社 ）

当該石油給湯機を使用中、ブレーカーが作動し、異
臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火
災が発生しており、当該製品が焼損。現在、原因を
調査中。

G1110223-12 平成23年2月21日

平成23年2月23日

軽自動車

当該軽自動車の後輪付近を焼損する火災が発生。
現在、原因を調査中。

鹿児島県 概要公表

関係機関等調査中

G1110223-15 平成23年2月16日

平成23年2月23日

シュレッダー

当該シュレッダーを焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

G1110224-05 平成23年2月4日

平成23年2月24日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車のスタータモーターを焼損する
火災が発生。現在、原因を調査中。

静岡県

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

G1110224-07 平成23年2月24日

平成23年2月24日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）

当該電気ストーブを焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

北海道

概要公表

関係機関等調査中

G1110225-02 平成22年12月19日 平成23年2月25日

軽自動車

当該軽自動車のボンネットから発煙する火災が発
生。現在、原因を調査中。

北海道

概要公表

関係機関等調査中

G1110225-04 平成23年2月19日

平成23年2月25日

温水洗浄便座

当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。現在、
原因を調査中。

群馬県

概要公表

関係機関等調査中

G1110225-05 平成23年2月22日

平成23年2月25日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。現
在、原因を調査中。

埼玉県

概要公表

関係機関等調査中

E3110228-01 平成23年2月25日

G1110228-01 平成23年2月14日

平成23年2月28日

平成23年2月28日

G1110228-02 平成22年11月27日 平成23年2月28日

乗合バス

普通乗用自動車

石油ストーブ
（SX-2220：株式会社コ
ロナ）

当該バスがバス停にて乗降扱いのため停車したとこ
ろ、乗客１名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。

当該普通乗用自動車のボンネット下部付近から出火
する火災が発生。現在、原因を調査中。

当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

大阪府

大阪府

愛知県

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

概要公表

概要公表

対策実施

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

E3110223-01 平成23年2月18日

福岡県

対策検討・対策着手

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、事業者へ連絡、
通知元から「製品火災
に関する調査結果」に
より注意喚起

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

G1110228-03 平成23年1月21日

平成23年2月28日

電気ストーブ

当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。
現在、原因を調査中。

愛知県

概要公表

G1110228-04 平成23年2月27日

平成23年2月28日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車のエンジンルーム及び外装の
一部を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。

北海道

概要公表

関係機関等調査中

G1110228-05 平成23年2月23日

平成23年2月28日

除湿機

当該除湿機に関係する可能性のある火災が発生。
現在、原因を調査中。

新潟県

概要公表

関係機関等調査中

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

G1110228-12 平成23年2月25日

平成23年2月28日

電子レンジ
（MJ-50H7：ＬＧ電子ジャ 当該電子レンジを使用中、当該製品下部から発煙す
パン株式会社（現 LG
る火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現
Electronics Japan株式 在、原因を調査中。
会社））

G1110228-14 平成23年2月27日

平成23年2月28日

原動機付自転車

G1110228-15 平成23年2月21日

平成23年2月28日

浴槽用電気温水循環浄 当該浴槽用電気温水循環浄水器を焼損する火災が
水器
発生。現在、原因を調査中。

長崎県

概要公表

関係機関等調査中

平成23年2月28日

電子レンジ
（IM-575：株式会社千石
（岩谷産業株式会社ブラ
ンド））

当該電子レンジを使用中、スイッチ部分から出火す
る火災が発生し、当該製品が焼損、１名が負傷し
た。
事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造
不良により、接点部でスパークが発生し、出火したと
考えられる。

徳島県

概要公表

関係機関等調査中

大阪府

概要公表

群馬県

概要公表

G1110228-16 平成23年2月21日

概要公表

関係機関等調査中

当該原動機付自転車の車体中央部付近から出火す
神奈川県 概要公表
る火災が発生。現在、原因を調査中。

関係機関等調査中

E3110301-01
E3110301 01 平成23年2月20日

平成23年3月1日

タクシー
タクシ

当該タクシーが交差点に進入した際、右から直進し
てきた別のタクシーに衝突し、進入したタクシーの乗
客1名が左腕骨折の重傷。衝突されたタクシーの乗
客1名が軽傷。

G1110301-04 平成23年2月2日

平成23年3月1日

照明器具

当該照明器具が焼損し、２名が死亡する火災が発生
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。

平成23年3月1日

高速鉄道車両
（E2系：東日本旅客鉄道
株式会社（旅客鉄道事
業者））

当該高速鉄道車両の床下に搭載した主変換装置
（電車の走行のための主要な制御装置）から発煙す
る火災が発生。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

G1110301-05 平成22年9月21日

北海道

長野県

対策検討・対策着手

対策実施

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
対する注意喚起（メ
ルマガジン等）

関係機関等調査中

概要公表

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、通知元から「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

G1110301-07 平成22年11月25日 平成23年3月1日

普通乗用自動車
（E-RZJ95W（ランドク
ルーザープラド）：トヨタ
自動車株式会社）

当該普通乗用自動車のボンネット付近から発煙する
火災が発生。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

広島県

概要公表

G1110302-04 平成23年3月1日

平成23年3月2日

普通乗用自動車

当該普通自動車の車内から発煙、出火する火災が
発生。現在、原因を調査中。

山口県

概要公表

関係機関等調査中

G1110302-06 平成23年2月13日

平成23年3月2日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車の前部から発煙、焼損する火
災が発生。現在、原因を調査中。

静岡県

概要公表

関係機関等調査中

G1110302-07 平成22年6月2日

平成23年3月2日

除湿乾燥機

当該除湿乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生し
た。出火元も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起予
定

G1110302-08 平成23年1月26日

平成23年3月2日

延長コード

当該延長コード及び周辺を焼損する火災が発生。現
在、原因を調査中。

兵庫県

概要公表

G1110302-11 平成23年2月11日

平成23年3月2日

電気ストーブ（オイル
ヒーター）

当該電気ストーブに関係する可能性のある火災が発
生。現在、原因を調査中。

新潟県

概要公表

関係機関等調査中

G1110302-12 平成23年3月1日

平成23年3月2日

ブルーレイディスクレ
コーダー

当該ブルーレイディスクレコーダーに関係する可能
性のある火災が発生。現在、原因を調査中。

埼玉県

概要公表

関係機関等調査中

G1110302-13 平成23年2月15日

平成23年3月2日

電気こたつ

当該電気こたつの配線及び周辺を焼損する火災が
発生。現在、原因を調査中。

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

G1110302-14 平成23年2月27日

平成23年3月2日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。現
在、原因を調査中。

奈良県

概要公表

関係機関等調査中

G1110302-15 平成23年1月29日

平成23年3月2日

軽自動車

当該軽自動車のヘッドライト付近を焼損する火災が
発生。現在、原因を調査中。

香川県

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

G1110303-04 平成23年1月22日

平成23年3月3日

軽自動車

当該軽自動車を焼損する火災が発生。現在、原因を
調査中。

愛知県

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

製品名等

G1110303-09 平成23年2月16日

平成23年3月3日

普通乗用自動車

当該普通自動車のエンジンルーム内から発煙、出火
神奈川県 概要公表
する火災が発生。現在、原因を調査中。

関係機関等調査中

G1110303-10 平成23年2月26日

平成23年3月3日

照明器具（水銀灯）

体育館に設置していた当該照明器具から発煙する
火災が発生。現在、原因を調査中。

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

G1110303-11 平成23年2月28日

平成23年3月3日

軽自動車

当該軽自動車のエンジンルーム内から出火する火
災が発生。現在、原因を調査中。

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

乗合バス

当該バスが道路右側より横断してきた自転車を避け
るため減速したところ、乗客5名が転倒し、うち2名が
重傷、3名が軽傷。

E3110304-01 平成23年3月3日

平成23年3月4日

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

報告受理日

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

概要公表

埼玉県

概要公表

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

千葉県

概要公表

関係機関等調査中

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

東京都

E3110304-02 平成23年3月2日

平成23年3月4日

タクシー

G1110304-02 平成23年2月8日

平成23年3月4日

ヘアドライヤー

当該ヘアドライヤーを使用後、外出したところ、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品の
電源を切り忘れた可能性も含め、現在、原因を調査
中。

G1110304-15 平成23年2月28日

平成23年3月4日

電気こんろ

当該電気こんろとその上に置かれた鍋が焼損する
火災が発生。現在、原因を調査中。

G1110304-16 平成23年2月26日

平成23年3月4日

浴室換気乾燥暖房機

当該浴室換気乾燥暖房機付近から出火する火災が
発生。当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を
調査中。

岡山県

概要公表

関係機関等調査中

G1110304-17 平成23年2月28日

平成23年3月4日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車のフロント部分から発煙、出火
する火災が発生。エンジン部分を焼損した。現在、原
因を調査中。

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

G1110304-18 平成23年3月1日

平成23年3月4日

加湿器
当該加湿器から出火する火災が発生。現在、原因を
（ASK-233：吉井電気株
調査中。
式会社（輸入事業者））

佐賀県

概要公表

関係機関等調査中

G1110307-04 平成23年1月7日

平成23年3月7日

電子レンジ

容器を煮沸消毒するため、当該電子レンジのタイ
マーをセットして外出し、戻ったところ、当該製品及び
神奈川県 概要公表
周辺が焼損する火災が発生。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
たのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

関係機関等調査中

G1110307-05 平成23年1月25日

平成23年3月7日

軽自動車

当該軽自動車のエンジンルームから白煙及び出火
する火災が発生。現在、原因を調査中。

関係機関等調査中

平成23年3月7日

電気ストーブ
（DS-800U：株式会社
ミュージーコーポレー
ション（株式会社山善ブ
ランド）（輸入事業者））

当該電気ストーブを使用中、外出したところ、火災報
知機が鳴動したため隣人が確認すると、当該製品か
神奈川県 概要公表
ら出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺
が焼損。現在、原因を調査中。

G1110307-10 平成23年3月2日

平成23年3月7日

当該石油ストーブを使用中、異臭がしたため電源を
石油ストーブ（密閉式） 切った。しばらくすると当該製品後方から出火する火
（UHB-TP1000：株式会 災が発生し、当該製品が焼損。当該製品の排気筒
社コロナ）
に煤が堆積していた状況も含め、現在、原因を調査
中。

G1110307-11 平成23年3月3日

平成23年3月7日

電気ストーブ

D2110308-01 平成23年3月6日

D2110308-02 平成23年2月18日

G1110308-02 平成23年2月21日

鹿児島県 概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起予
定

北海道

概要公表

関係機関等調査中

当該電気ストーブを焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

埼玉県

概要公表

関係機関等調査中

平成23年3月8日

一般住宅において、漏えいしていたガスに何らかの
ガス栓（ホースエンド）
火が引火し、1名が火傷を負う爆発事故が発生。ガ
（型式不明：富士工器株
スが漏えいした原因は、台所に設置された当該２口
式会社）
ガス栓の未使用側を誤って開放したためと推定。

香川県

概要公表

平成23年3月8日

ガスストーブを使用していたところ、当該ガス栓付近
から出火し、当該製品付近の壁面等を焼損する事故
ガス栓（迅速継手）
が発生。何らかの要因によりガスストーブのホース
（製造者名、型式：調査
の迅速継手と当該製品との接続部からガスが漏え
中）
いし、何らかの火が引火したものと推定されるが、現
在、原因を調査中。

滋賀県

概要公表

関係機関等調査中

概要公表

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起予
定

平成23年3月8日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車の車内から発煙し、出火する
火災が発生。現在、原因を調査中。

対策実施

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

当該タクシーが交差点へ進入したところ、左方向か
ら来た乗用車と衝突し、乗客1名が骨盤骨折の重
傷。

G1110307-08 平成23年2月15日

対策検討・対策着手

兵庫県

事業者が、未使用末
端ガス栓に閉栓カ
バーの設置を実施

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

報告受理日

事故発生
都道府県

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

当該電子レンジを使用中、当該製品から発煙・出火
する火災が発生し、当該製品が焼損。事故原因は、
ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接
点部でスパークが発生し、出火したと推定。

兵庫県

概要公表

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

G1110308-03 平成23年2月26日

平成23年3月8日

G1110308-04 平成23年2月26日

平成23年3月8日

石油ストーブ

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。

愛媛県

概要公表

関係機関等調査中

G1110308-05 平成23年3月5日

平成23年3月8日

普通乗用自動車

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。

三重県

概要公表

関係機関等調査中

G1110308-06 平成23年3月7日

平成23年3月8日

電気あんか

当該電気あんかの電源を入れたまま布団の中に入
れ、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損
する火災が発生。当該製品の電源コードが断線して
いた状況も含め、現在、原因を調査中。
いた状況も含め 現在 原因を調査中

北海道

概要公表

関係機関等調査中

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

G1110308-08 平成22年12月4日

平成23年3月8日

観賞魚用サーモスタット 当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する
付ヒーター
火災が発生。
（製造者、型式：不明） 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

栃木県

概要公表

G1110308-10 平成23年2月26日

平成23年3月8日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）
（TSK-5328CT：燦坤日
本電器株式会社（輸入
事業者））

当該電気ストーブが焼損する火災が発生。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。

愛知県

概要公表

関係機関等調査中

G1110308-12 平成23年2月28日

平成23年3月8日

電気こんろ

使用者が帰宅したところ、当該電気こんろ及び周辺
が焼損する火災が発生。当該製品のつまみ部分が
回転していた状況も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

ＭＲＩ検査室入室時に、磁気性金属のチェックが不十
分であったため、ＭＲＩ装置にベッド（脚が金属性）が
吸着し、その衝撃で患者が頭部を骨折する重傷。

東京都

病院

G1110309-05 平成23年3月4日

平成23年3月9日

観賞魚用サーモスタット 当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する
付ヒーター
火災が発生。現在、原因を調査中。

G1110309-06 平成23年2月28日

平成23年3月9日

普通乗用自動車

G1110309-07 平成23年2月26日

平成23年3月9日

石油ストーブ（開放式）
当該石油ストーブの背面下部から出火する火災が
（LR-507：株式会社トヨト
発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。
ミ）

G1110309-08 平成23年2月25日

平成23年3月9日

軽自動車

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。

京都府

概要公表

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。

神奈川県 概要公表

福岡県

・MRI室への患者の誘
導は放射線検査技師
の誘導がなくては入室
できないこととする
・金属類の除去等のた
め、MRI室に入室する
医師は、専用白衣の
交換を義務付ける(準
備完了次第実施)等の
改善策を実施済み

概要公表

平成23年3月9日

関係機関等調査中

概要公表

関係機関等調査中

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

福岡県

概要公表

対策実施

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

電子レンジ
（IM-574：株式会社千石
（岩谷産業株式会社ブラ
ンド）（輸入事業者））

B2110309-01 平成23年1月31日

対策検討・対策着手

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

G1110309-15 平成23年2月21日

平成23年3月9日

電気冷蔵庫

当該電気冷蔵庫及び周辺が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。

G1110309-16 平成23年2月22日

平成23年3月9日

電気カーペット

建物が全焼し、１名が死亡する火災が発生。当該電
気カーペットから出火したのか他の要因かも含め、
現在、原因を調査中。

埼玉県

概要公表

関係機関等調査中

G1110309-18 平成23年2月25日

平成23年3月9日

普通乗用自動車

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

概要公表

関係機関等調査中

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

報告受理日

G1110309-19 平成23年3月6日

平成23年3月9日

製品名等

自動二輪車

事故内容（通知後判明した事項も含む）

当該自動二輪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。

事故発生
都道府県

奈良県

速報段階の状況

概要公表

未進展その他

原因分析着手

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、通知元から「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

普通乗用自動車
当該普通乗用自動車のパワーウインド操作部付近
（DBA-GD1（フィット）：本 から発煙、出火する火災が発生。
田技研工業株式会社） 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

奈良県

概要公表

D2110310-01 平成23年3月8日

平成23年3月10日

台所に設置されている当該ガス瞬間湯沸器を点火し
開放式ガス瞬間湯沸器
たまま外出。その後、帰宅したところ、当該製品が焼
（RUS-V512C（SL）：リン
損し、換気扇が変形しているのが発見されたもの。
ナイ株式会社）
現在、原因を調査中。

福岡県

概要公表

関係機関等調査中

G1110310-04 平成23年2月2日

平成23年3月10日

当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音がしたた
石油給湯機付ふろがま
め確認すると、当該製品の排気口から出火する火災
（KIBF-426DSA：株式会
が発生しており、当該製品が焼損。現在、原因を調
長 製
社長府製作所）
査中。
査中

東京都

概要公表

関係機関等調査中

G1110310-05 平成23年2月17日

平成23年3月10日

電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）
（SD-80G：大宇電子ジャ
パン株式会社（輸入事
業者））

火災報知機が鳴動したため確認すると、当該電気ス
トーブから出火する火災が発生しており、当該製品
が焼損。事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）
に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至ったものと
推定。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

G1110310-06 平成23年2月19日

平成23年3月10日

カセットこんろ
（ZA-5HP：株式会社旭
製作所（アイ・システム
ネットワーク株式会社ブ
ランド））

飲食店においてカセットボンベを装着した当該カセッ
トコンロに点火したところ、当該製品が焼損する火災
が発生。カセットボンベを当該製品に誤装着した可
能性も含め、現在、原因を調査中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

G1110310-07 平成23年2月21日

平成23年3月10日

液晶ディスプレイモニ
ター
（171nm：日本サムスン
株式会社）

当該液晶ディスプレイモニターを使用中、当該製品
から異音とともに発煙する火災が発生し、当該製品
が焼損。現在、原因を調査中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

G1110310-08 平成23年3月7日

平成23年3月10日

軽自動車

当該軽自動車を焼損する火災が発生 発火源も含
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。

埼玉県

概要公表

関係機関等調査中

G1110310-12 平成23年2月24日

平成23年3月10日

普通乗用自動車

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。

京都府

概要公表

関係機関等調査中

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、出
火元を当該製品と特
定し、通知元から「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

G1110311-03 平成22年6月13日

平成23年3月11日

プラズマテレビ
（d：5032GJ：バイ・デザ
イン株式会社（倒産））

当該プラズマテレビを焼損する火災が発生。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

大阪府

概要公表

G1110311-04 平成23年3月9日

平成23年3月11日

電気冷蔵庫

当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

奈良県

概要公表

関係機関等調査中

G1110311-05 平成23年3月6日

平成23年3月11日

普通乗用自動車

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。

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

G1110311-06 平成23年3月4日

平成23年3月11日

普通乗用自動車

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。

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

電気湯沸器

当該電気湯沸器を使用中、警報音とともに異臭がし
たため確認すると、蒸気が多量に出ており、当該製
和歌山県 概要公表
品の内部容器の底部が変色し、温度ヒューズが溶断
していた。現在、原因を調査中。

D2110314-02 平成23年3月13日

平成23年3月11日

平成23年3月14日

ガスこんろ使用時に漏えいしていたガスに着火し、ガ
スこんろ下キャビネットに設置された当該ガス配管
ガス配管（金属可とう
（金属可とう管）及び当該ガス栓との接続部付近を焼
管）及びガス栓
損。キャビネット内の収納物がガス配管に押し付けら
（いずれも製造者名、型
れていた状態にあったところ、何らかの原因によりガ
式：不明）
ス栓接続部からガス漏えいが発生し、こんろを点火
した際に滞留していたガスに引火したものと推定。

滋賀県

概要公表

対策実施

関係機関等調査中

G1110309-21 平成22年11月26日 平成23年3月9日

G1110311-07 平成23年3月3日

対策検討・対策着手

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

ガス事業者において、
ガス機器の安全な使
用、日常管理について
注意喚起を実施。また
ガス事業者の職員及
び関連会社の業務担
当者に対し、当該事例
を周知するとともに、フ
レキ管の配管ルート等
の検討をするよう教
育・周知を実施

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

D2110315-05 平成23年3月10日

平成23年3月15日

G1110315-01 平成23年3月5日

平成23年3月15日

凍結防止ヒーター

当該凍結防止ヒ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。

長野県

概要公表

関係機関等調査中

G1110315-04 平成23年2月15日

平成23年3月15日

当該リチウムポリマーバッテリーを充電器に接続して
リチウムポリマーバッテ
充電中、その場を離れたところ、異臭がしたため確
リー（ラジオコントロール
認すると、火災が発生しており、建物が全焼。過充電
玩具用）
の可能性も含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

概要公表

関係機関等調査中

当該普通乗用自動車のエンジンルームから発煙す
る火災が発生。
当該製品の不具合により発生したと判断される火
災。
災

G1110315-05 平成22年12月25日 平成23年3月15日

普通乗用自動車
（E-9B6304（ボルボ
S90）：（瑞）ボルボ社）
S90） （瑞）ボルボ社）

G1110315-06 平成23年3月12日

平成23年3月15日

軽自動車

G1110315-07 平成23年3月10日

平成23年3月15日

当該電気洗濯機を使用中、ブレーカーが作動したた
電気洗濯機
（ES-AG70D：シャープ株 め確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災
が発生。現在、原因を調査中。
式会社）

G1110315-08 平成23年3月12日

平成23年3月15日

軽自動車

G1110315-14 平成23年3月11日

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。

概要公表

埼玉県

概要公表

埼玉県

概要公表

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

概要公表

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。

三重県

概要公表

関係機関等調査中

平成23年3月15日

石油ストーブ(開放式)
（GKP-S241N：株式会社
千石（株式会社グリーン
ウッドブランド）（輸入事
業者））

当該石油ストーブに点火後、当該製品から出火する
火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。当該製
品の燃焼筒が正常な位置でなかった可能性も含め、
現在、原因を調査中。

石川県

概要公表

関係機関等調査中

G1110315-15 平成23年3月12日

平成23年3月15日

エアコン

当該エアコンを焼損する火災が発生。現在、原因を
調査中。

山口県

概要公表

関係機関等調査中

G1110316-01 平成23年3月15日

平成23年3月16日

ガスこんろ

当該ガスこんろから出火する火災が発生。現在、原
因を調査中。

愛知県

概要公表

関係機関等調査中

G1110316-03 平成23年3月9日

平成23年3月16日

普通乗用自動車

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。

静岡県

概要公表

関係機関等調査中

異音と異臭がしたため確認すると、当該電気毛布及
び周辺が焼損する火災が発生。当該製品の上でこ
たつを使用していた状況も含め、現在、原因を調査
中。

平成23年3月17日

電気毛布

G1110317-04 平成23年3月11日

平成23年3月17日

ガスこんろ
当該ガスこんろ及び周辺が焼損する火災が発生。当
（PKD-DR351-Ｌ：パロマ
該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現
神奈川県 概要公表
工業株式会社（現 株式
在、原因を調査中。
会社パロマ））

D2110318-01 平成23年3月11日

平成23年3月18日

自然災害（爆発）

共同住宅において、爆発事故が発生。事故原因は、
自然災害に起因した爆発と判明。

福島県

概要公表

F1110318-01 平成23年2月11日

平成23年3月18日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車が走行中、ガードレールに衝
突後、横転し、同乗者1名が死亡、2名が軽傷、運転
者が軽傷。ハンドルが利かなくなった可能性も含め、
現在、原因を調査中。

岐阜県

概要公表

平成23年3月18日

電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）
当該電気ストーブを使用中、当該製品のネック部分
（SHE-142GSAH(FG)：ミ （支柱上部）から出火する火災が発生し、当該製品
カタ株式会社（輸入事業 が焼損。現在、原因を調査中。
者））

G1110318-02 平成23年1月6日

北海道

福岡県

概要公表

概要公表

消費者事故等に
該当せず

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起

千葉県

G1110317-02 平成23年2月12日

対策実施
事業者が、消費者に
対し、特にヒューズコッ
クの使用について正し
い取扱いについて注
意喚起するよう周知項
目に加えるとともに、
事業者の周知啓蒙に
対する保安教育を実
施

共同住宅において、ガスこんろを使用中、漏えいして
いたガスにコンロの火が引火し、住宅の壁の一部を
ガス栓
焼損する火災が発生。原因は、台所に設置された当
（型式：調査中、桂精機
該２口ガス栓の未使用側のガス栓にキャップが装着
製作所）
された状態で誤開放により半開きとしたため、キャッ
プの隙間からガスが漏洩したためと推定。

岡山県

対策検討・対策着手

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

関係機関等調査中

事故原因は自然災害
に起因するものと判明

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起予
定

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

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。

千葉県

概要公表

関係機関等調査中

千葉県

概要公表

関係機関等調査中

G1110318-07 平成23年3月15日

平成23年3月18日

普通乗用自動車

G1110318-08 平成23年3月11日

平成23年3月18日

エアコン
当該製品の始動後、異音とともに当該製品から出火
（SAP-222LX：三洋電機 する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。
株式会社）
現在、原因を調査中。

E3110319-01 平成23年3月18日

平成23年3月19日

乗合バス

当該乗合バスにおいて、発車するためにエンジンを
かけたが、作動しなかったため確認したところ、エン
ジン付近から出火。現在、原因を調査中。

G1110319-03 平成23年3月17日

平成23年3月19日

電気洗濯乾燥機

当該電気洗濯乾燥機及び周辺が焼損する火災が発
生。事故発生前日に修理事業者により行われた修
理状況も含め、現在、原因を調査中。
理状況も含め
現在 原因を調査中

D2110322-10 平成23年3月20日

平成23年3月22日

ガス栓
（F-204：株式会社藤井
合金製作所）

ガスこんろを使用中に火災が発生し、消費者が軽度
の火傷を負い、当該ガス栓の周辺とガスこんろ及び
台所の一部を焼損。二口ガス栓の一方が「開」で
あったが、接続具等はなかった。また、不使用側ガス
栓にはガス栓キャップは取り付けられていなかった。
原因は、こんろに点火しようとして不使用ガス栓を誤
開放し、過流出安全機構及び安全アダプターが無い
ことから生ガスが流出し、こんろのスパークにより引
火したものと推定。

E3110322-01 平成23年3月10日

平成23年3月22日

タクシー

当該タクシーが走行中、左折のため車線変更をしよ
うと加速したところ、スリップをして歩道側のガード
ロープに衝突し、乗客1名が重傷。

G1110323-01 平成23年1月28日

平成23年3月23日

当該電子レンジを使用中、その場を離れ戻ったとこ
ろ、当該製品のスイッチ操作部から出火する火災が
発生しており、当該製品及び周辺が焼損。
電子レンジ
事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉
（KRD-0106：小泉成器
し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検
株式会社(輸入事業者)）
知するスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火
花）が発生し トラッキング現象（絶縁破壊による短
花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短
絡）が起こり、出火に至ったと推定。

G1110323-03 平成23年3月21日

平成23年3月23日

軽自動車

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。

平成23年3月23日

石油給湯機
（RPH40KE：ＴＯＴＯ株式
会社 （製造：東陶ユプ
ロ株式会社 （解散）））

当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認する
と、当該製品が焼損する火災が発生。事故原因は、
電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）
が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発
生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損した
と推定。

G1110323-04 平成23年3月21日

速報段階の状況

概要公表

関係機関等調査中

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

新潟県

概要公表

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

広島県

概要公表

新潟県

概要公表

富山県

概要公表

G1110323-06 平成23年2月15日

平成23年3月23日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車のスピーカー付近から出火し、
鹿児島県 概要公表
トランク内の一部を焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

G1110323-07 平成22年10月17日 平成23年3月23日

電気冷蔵庫

当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生。
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。

広島県

概要公表

G1110323-10 平成23年3月11日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）

当該電気ストーブ及び周辺が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。

群馬県

概要公表

貸切バス

運行中の当該貸切バスにおいて、左後輪付近より出
火する火災が発生。現在、原因を調査中。

平成23年3月24日

乗合バス

当該乗合バスが乗降扱い後、発車したところ、乗客1
名が転倒し、左上腕骨近位端骨折の重傷。

香川県

北海道

佐賀県

概要公表

概要公表

概要公表

消費者事故等に
該当せず

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

概要公表

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。

E3110324-02 平成23年2月24日

対策実施

埼玉県

普通乗用自動車

平成23年3月24日

対策検討・対策着手

ガス事業者において、
業務機会を利用して不
使用ガス栓へのガス
栓キャップの無償取付
を継続するとともに、
ガス栓キャップの必要
性についてパンフレッ
トを用いて消費者に周
知を実施。また旧型ガ
ス栓を使用中の消費
者に対し、継続して安
全性の高い「過流出安
全機構付きガス栓」へ
の取替について周知
を実施

平成23年3月23日

E3110324-01 平成23年3月11日

原因分析着手

静岡県

G1110323-05 平成23年3月17日

平成23年3月23日

未進展その他

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

関係機関等調査中

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

関係機関等調査中

関係機関等調査中

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

G1110324-04 平成23年3月23日

平成23年3月24日

当該屋外式ガス瞬間湯沸器を使用中、異臭がしたた
屋外式（RF式）ガス瞬間
め確認すると、当該製品が汚損し、周辺が焼損する
湯沸器（LPガス用）
火災が発生。事故発生以前より、当該製品から熱湯 鹿児島県 概要公表
（TP-SQ206R-1：髙木産
が出湯しなかった状況も含め、現在、原因を調査
業株式会社）
中。

G1110324-07 平成23年3月19日

平成23年3月24日

普通乗用自動車

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。

新潟県

概要公表

関係機関等調査中

G1110324-08 平成23年3月8日

平成23年3月24日

携帯型電気冷温庫
当該携帯型電気冷温庫の背面部から出火する火災
（ACW-600：株式会社ア
が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を
ピックスインターナショナ
調査中。
ル（輸入事業者））

富山県

概要公表

関係機関等調査中

G1110324-09 平成23年2月1日

平成23年3月24日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

ブレーカーが作動したため確認すると、当該電気ス
トーブ及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品の
近くに可燃物が置かれていた状況も含め、現在、原
因を調査中。
因を調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起予
定

平成23年3月24日

軽自動車

当該軽自動車を焼損する火災が発生。現在、原因を
調査中。

三重県

概要公表

G1110324-11 平成23年3月21日

平成23年3月24日

普通乗用自動車

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。

愛媛県

概要公表

関係機関等調査中

G1110324-13 平成23年3月14日

平成23年3月24日

普通乗用自動車

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。

山形県

概要公表

関係機関等調査中

G1110325-04 平成23年1月6日

平成23年3月25日

携帯電話

当該携帯電話を充電しながら就寝中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生し、１名が火傷。当該製
品又は充電機器から出火したのか、他の要因かも含
め、現在、原因を調査中。

岐阜県

概要公表

関係機関等調査中

G1110325-07 平成23年3月18日

平成23年3月25日

普通乗用自動車

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

概要公表

関係機関等調査中

E3110328-01 平成23年3月26日

平成23年3月28日

貸切バス

運行中の当該貸切バスにおいて、エンジンルーム付
近より白煙が出ていたため確認したところ、エンジン
本体から出火する火災が発生。現在、原因を調査
中。

北海道

概要公表

関係機関等調査中

G1110328-04 平成23年3月25日

平成23年3月28日

エアコン

当該エアコンを使用中、火災報知器が鳴動したため
確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が
和歌山県 概要公表
発生。当該製品の電源コードが改造されていた状況
も含め、現在、原因を調査中。

関係機関等調査中

G1110328-06 平成23年3月25日

平成23年3月28日

軽自動車

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。

関係機関等調査中

E3110329-01 平成23年3月16日

G1110329-01 平成23年3月23日

G1110329-07 平成23年1月13日

G1110329-08 平成23年1月23日

概要公表

平成23年3月29日

乗合バス

当該乗合バスが減速したところ乗客1名が転倒し、頭
神奈川県 概要公表
蓋骨骨折の重傷。

平成23年3月29日

石油給湯機
（RPH32KE：ＴＯＴＯ株式
会社 （製造：東陶ユプ
ロ株式会社 （解散）））

当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認する
と、当該製品が焼損する火災が発生。事故原因は、
電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）
が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発
生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損した
と推定。

平成23年3月29日

平成23年3月29日

普通乗用自動車

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車のボンネットから発煙する火災
が発生。現在、原因を調査中。

当該普通乗用自動車の車体下部から出火する火災
が発生。現在、原因を調査中。

福井県

愛知県

愛知県

概要公表

概要公表

概要公表

対策実施

関係機関等調査中

G1110324-10 平成23年1月22日

愛媛県

対策検討・対策着手

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン等）

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

消費者事故等に
該当せず

管理番号

事故発生日

G1110329-09 平成23年2月5日

報告受理日

平成23年3月29日

製品名等

普通乗用自動車

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

当該普通乗用自動車のダッシュボードから発煙する
火災が発生。現在、原因を調査中。

愛知県

速報段階の状況

概要公表

未進展その他

原因分析着手

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

平成23年3月29日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車の発電機を焼損する火災が発
生。現在、原因を調査中。

岐阜県

概要公表

G1110329-11 平成23年2月23日

平成23年3月29日

電気こたつ

当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

岐阜県

概要公表

関係機関等調査中

E2110330-01 平成23年3月29日

平成23年3月30日

遊園地に設置された遊
戯施設

運転中の当該遊戯施設の車両から左足の一部を出
したため、車両と乗降場のホーム部分に左足を挟ま
れ、くるぶし下を損傷する重傷。現在、原因を調査
中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

平成23年3月30日

乗合バス

当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後発車したとこ
ろ、乗客1名が転倒し、左足大腿骨付根部分骨折の
重傷。

東京都

概要公表

G1110330-04 平成23年3月20日

平成23年3月30日

普通乗用自動車

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。

茨城県

概要公表

G1110330-07 平成23年2月1日

G1110330-08 平成22年3月14日

平成23年3月30日

平成23年3月30日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車のエンジンルーム内から出火
する火災が発生。現在、原因を調査中。

軽自動車
（製造者、型式：不明）

当該軽自動車を全焼する火災が発生。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

G1110330-12 平成23年3月7日

平成23年3月30日

コーナータップ

当該コーナータップにノートパソコン、ファックス及び
延長コードを接続して使用中、当該製品及び周辺が
焼損する火災が発生。当該製品内部に埃が溜まり、
トラッキングが生じた可能性も含め、現在、原因を調
査中。

G1110330-14 平成23年3月29日

平成23年3月30日

自動二輪車

当該自動二輪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。

広島県

岐阜県

埼玉県

概要公表

神奈川県 概要公表

乗合バス

当該乗合バスが地震の影響で生じた橋と道路の段
差を通行した際に、乗客１名が転倒し、第一腰椎推
体骨折の重傷。
体骨折の重傷

茨城県

概要公表

G1110331-06 平成22年12月21日 平成23年3月31日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）
（TSK-5303Q：燦坤日本
電器株式会社（輸入事
業者））

当該電気ストーブのスイッチを入れ、その場を離れて
いたところ、火災報知器が鳴動したため確認すると、
当該製品から出火する火災が発生しており、当該製
品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。

福井県

概要公表

G1110331-11 平成22年12月25日 平成23年3月31日

外付け安定器（照明器
具用）
（製造者、型式：不明）

当該外付け安定器及び周辺を焼損する火災が発
生。
原因の調査を実施したが特定に至らなかった。

E3110331-01 平成23年3月18日

平成23年3月31日

三重県

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

関係機関等調査中

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、事業者へ連絡、通
知元から「製品火災に
関する調査結果」によ
り注意喚起予定

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

概要公表

概要公表

概要公表

対策実施

関係機関等調査中

G1110329-10 平成23年2月22日

E3110330-01 平成23年3月29日

対策検討・対策着手

通知元において、出火
元を当該製品と特定
し、通知元から「製品
火災に関する調査結
果」により注意喚起予
定

関係機関等調査中

通知元において事業
者及び運行管理者に
対する注意喚起（メー
ルマガジン）並びに日
本バス協会による事
業者及び利用者への
啓発活動等

関係機関等調査中

通知元において、「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

・関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず
・通知元において、「製
品火災に関する調査
結果」により注意喚起

消費者事故等に
該当せず

別紙２

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知
イ．地方公共団体等からの通知

管理番号

事故発生日

※H23.5.25公表時に（B）対策検討・対策着手、（C）原因分析着手、（D）未進展・その他のうち未進展であった事案及びH23.1.1からH23.3.31に通知のあった事案に関する追跡状況について掲載
矢印が付いている箇所は、H23.5.25公表時から、本公表で処理状況が移動した事案

報告受理日

090904-003

平成21年8月27日

平成21年9月4日

090911-004

平成21年9月1日

平成21年9月11日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

速報段階の状況

滋賀県

概要公表

子供用携帯電話端末に適合する当該急速充電器先
端の接続コネクタ部分。端末にコネクタを接続せず、
プラグをコンセントに差し込んだままの状態で、布団
を掛け就寝。深夜、掛け、敷き布団が２０㎝四方焦
げ、子供が腕に火傷を負った。現在、原因を調査
中。

愛知県

概要公表

関係機関等調査中

関係機関等調査中

携帯電話急速充電器

090914-002

平成21年9月12日

平成21年9月14日

091022-002

平成21年6月18日

平成21年10月22日

介護入浴用椅子

当該製品で移動中に後輪のシャフトが破損し、使用
者が転倒し右手骨折。現在、原因を調査中。

091119-001

平成21年11月18日

平成21年11月19日

当該洗濯機から出火し、火災の煙で家人が負傷し病
院に搬送。
全自動洗濯機
事故原因は、３本のモーターリード線の内、２本が断
（AW-F70HVP：東芝ホ線して溶融痕が認められたことから、この部分でス
ムアプライアンス株式会
パークが生じ、出火に至ったものと推定。なお、事故
社）
発生の数か月前よりモーターの回転異常を示すエ
ラーが複数回表示されていた。

091124-004

平成21年11月19日

平成21年11月24日

テレビドアフォン

平成21年12月11日

平成22年1月12日

原因分析着手

トレーニング機器(折りた 通信販売で購入した大型の健康器具を梱包から取
たみ式）
り出そうとしたときに、左手人差指の第一関節と第二
関節の間を切断。現在、詳細を調査中。

パソコン
（EEEPC901当該ノート型パソコン（購入後1年）が、２回の爆発音
BK001X(ASUSブラン
の後、火を噴き、煙をあげ、カレンダーなどが焼け
神奈川県 概要公表
ド）：株式会社ユニティ
た。現在、原因を調査中。
（ASUSブランド）（輸入事
業者））

100112-002

未進展その他

留守中に居間にあった当該テレビドアフォン受信機
付近から出火。現在、原因を調査中。

除湿乾燥機
（F-YZA100：松下エコシ
ステムズ株式会社（現 使用中の当該製品から出火し、当該製品及び周辺
パナソニックエコシステ を焼損。現在、原因を調査中。
ムズ株式会社））

和歌山県 概要公表

関係機関等調査中

愛知県

概要公表

関係機関等調査中

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

平成22年1月13日

平成22年1月20日

伸縮梯子

100126-002

平成22年1月8日

平成22年1月26日

歩行補助車

当該歩行補助車を使用中、玄関の段差に車輪が
引っ掛かり、前方へ転倒。その際、当該製品の折り
たたみフレームの可動部を把持し、同所で左手小指
を開放骨折。現在、原因を調査中。

100129-004

平成21年12月22日

平成22年1月29日

美顔器

当該美顔器を使用中、蒸気ポッドが落下し、沸騰水
が足にかかり火傷。現在、原因を調査中。

東京都

概要公表

概要公表

熊本県

概要公表

関係機関等調査中

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

100212-002

平成21年11月

平成22年2月12日

自転車

100218-002

平成22年2月6日

平成22年2月18日

洋卓

当該洋卓に手をかけたところ、当該製品の脚（三又）
が１本外れて転倒、左足膝蓋骨骨折。現在、原因を
調査中。

熊本県

概要公表

関係機関等調査中

100317-002

平成22年1月1日

平成22年3月17日

歩行補助杖

当該歩行補助杖で歩行中、腕の固定部分が折損し
て転倒し、第４腰椎骨折。現在、原因を調査中。

兵庫県

概要公表

関係機関等調査中

100317-004

平成22年1月12日

平成22年3月17日

電気蓄熱式湯たんぽ

当該電気蓄熱式湯たんぽを使用中、湯が流出し、下
腹部に火傷。現在、原因を調査中。

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

100324-002

平成22年3月20日

平成22年3月24日

電気冷蔵庫

当該電気冷蔵庫から出火し、当該製品及び周辺を
焼損。現在、原因を調査中。

栃木県

概要公表

関係機関等調査中

石川県

概要公表

関係機関等調査中

埼玉県

概要公表

関係機関等調査中

100405-002

平成22年3月31日

平成22年4月5日

自転車用空気入れ

100414-002

平成22年2月15日

平成22年4月14日

折りたたみ式傘

当該折りたたみ式傘を収納しようとした際に、柄の部
分が飛び出し、目の下を打ち網膜裂孔。現在、原因
を調査中。

事業者において、梱包
の外側に「取扱注
意」、当該機器に「指
はさみ注意」等記載の
シールを貼付し注意喚
起

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

福島県

子供をハンドル前面の専用座席に乗せた状態で当
該自転車を停止させ、スタンドを立てようとしたとこ
ろ、子供を乗せた状態のままハンドルが回転し横
倒。子供が地面に転落し、顔面を裂傷。
事故原因は、使用者が、傾斜のある場所で当該製
品の前に幼児を乗せ、後ろ籠に荷物を乗せたまま斜
面の横断方向に停車してスタンドを立てようとしたた
め、バランスを崩して当該製品が転倒し事故に至っ
たものと推定。

当該空気入れを使用中、シリンダキャップが外れ、
右手人差し指の第二関節部分が挟まれ、伸筋腱断
裂及び開放骨折。現在、詳細を調査中。

消費者事故等に
該当せず

事業者において、平成
１９年３月２７日より新
聞広告等で、全自動
洗濯機使用時におい
て、特定のエラーが繰
り返し表示された場合
は、発煙・発火のおそ
れがあるため、使用を
中止し、速やかに事業
者あて修理依頼の連
絡をするよう呼び掛け
ていたが、平成２３年３
月２日に改めてホーム
ページで注意喚起をし
ていくとともに引き続き
同様の事故発生に注
視し、必要に応じて対
応を行っている

概要公表

100120-002

対策実施

関係機関等調査中

愛知県

当該伸縮梯子を使用中、両側の支柱が
箇所ずつ
当該伸縮梯子を使用中、両側の支柱が一箇所ずつ
折れ使用者が落下し右手首と左足首を骨折。
事故原因は、当該製品を使用する際に、本体表示や
取扱説明書で示す角度よりも寝かせた角度で使用を
していたため、支柱に過大な荷重がかかって破断
し、事故に至ったものと推定。
なお、同型品で支柱強度、踏桟強度及び踏桟取付
け部強度を測定した結果、JIS基準を満たしていた。

対策検討・対策着手

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

事故品は既に製造中
止しており、再発の可
能性も極めて低いと推
定されることから、事
業者に対し、注意喚起
の啓発と品質管理の
徹底を要望

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

100430-001

平成22年2月27日

平成22年4月30日

長いす

100511-001

平成22年5月4日

平成22年5月11日

梯子（ロフト用）
(PHS248-B：株式会社
ウッドワン）

事故内容（通知後判明した事項も含む）

店舗敷地内に設置してあった当該長いすの両端に2
名で着座し、1名が席を外したところ、当該製品の一
方が浮き上がり、着座していた１名が転倒し、胸椎を
圧迫骨折。

事故発生
都道府県

速報段階の状況

愛知県

概要公表

当該梯子を使用中、踏み板に足をかけたところ当該
製品側板が破損して使用者が落下し、肋骨骨折。現
在、原因を調査中。

兵庫県

概要公表

群馬県

事実関係確認中

新潟県

概要公表

未進展その他

原因分析着手

平成22年5月6日

平成22年5月15日

自転車

100524-001

平成22年5月4日

平成22年5月24日

歩行補助車

当該歩行補助車を折りたたむ際に、左手の４指を挟
み挫傷。現在、原因を調査中。

兵庫県

概要公表

関係機関等調査中

兵庫県

概要公表

関係機関等調査中

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

関係機関等調査中

100526-001

平成22年4月10日

平成22年5月26日

介護ベッド

当該介護ベッドと柵の隙間に腕が挟まれた状態で発
見され、左上腕の筋肉組織が挫滅。現在、詳細を調
査中。

100528-002

平成22年4月27日

平成22年5月28日

台所収納庫

当該台所収納庫のガラス戸が外れ右足の甲に落下
し、立方骨骨折。現在、原因を調査中。

当該折り畳み自転車で走行中、段差を通過しようと
した際、当該製品のフレームが折れ、前方へ転倒
し、負傷。当該製品については、2つの機関が調査を
実施、1つの機関は強度に問題があると結論。他方
は現在も詳細を調査中。

千葉県

概要公表

関係機関等調査中

関係機関等調査中

100609-004

平成22年5月8日

平成22年6月9日

折り畳み自転車
（A-RideX TWT0026：株
式会社価格ネット（輸入
事業者））

100621-002

平成22年5月9日

平成22年6月21日

テレビ台

当該テレビ台の開き戸の取っ手部分の角に足が接
触し、左膝周辺を切る重傷。現在、原因を調査中。

兵庫県

概要公表

回転座椅子

当該回転座椅子に座っていたところ座面部分と脚の
部分の接合部分が外れ、座面部分が後方に倒れ始
めたところ、後にいた家族が支えようとしたが支えき
れず、転倒し、当該家族が背骨圧迫骨折。
事故原因は、当該製品の脚部と座面の接合部に繰
り返し過大な応力が加わり、接合部を固定している
ネジが段階的に破断したことにより、接合部が外れ
て座面が落下し、事故に至ったものと推定。
なお、使用状況が不明のため、原因の特定には至ら
なかった。
また、同型式品では、旧ＪＩＳS1028による背もたれの
静的強度試験や業界団体の木製家具品質基準によ
る繰り返し衝撃試験の基準を満足していた。

兵庫県

概要公表

自転車

当該自転車（3人乗用）の前座席に子どもを乗せ、押
し、動かそうとした際にバランスを崩し、転倒を避け
るためにハンドルを掴み直したところ、右手人差し指
をハンドル付近に接触させて開放骨折。現在、原因
を調査中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

当該踏み台を使用中、当該製品が傾いて転倒し、手
のじん帯を損傷。
転倒後確認すると、当該製品の一本の脚が折れ曲
がっていた。現在、原因を調査中。

福井県

概要公表

関係機関等調査中

平成22年6月25日

100629-001

平成22年6月24日

平成22年6月29日

100630-002

平成22年5月16日

平成22年6月30日

踏み台

100630-003

平成22年6月18日

平成22年6月30日

トング

当該トングを洗浄中、左手の親指を切る重傷。現
在、詳細を調査中。

100707-001

平成22年7月5日

平成22年7月7日

椅子

当該椅子に腰掛けたところ、支柱と座面のつなぎ目
部分が折れて転倒し、尾骨骨折の重傷。現在、原因
を調査中。

群馬県

概要公表

自転車

当該自転車で走行中に前輪がロックし、転倒し、左
足骨折等の重傷。
事故原因は、左方向から前輪に異物を巻き込んだた
め、前輪がロックし転倒したものと推定。
なお、前輪に挟まった異物が何であるかの特定には
至らなかった。

大阪府

概要公表

東京都

概要公表

岡山県

概要公表

100712-002

平成22年6月19日

平成22年7月12日

神奈川県 概要公表

消費者事故等に
該当せず

関係機関等調査中

100515-001

平成22年6月20日

対策実施

・当該長いすを撤去
・他店も含め椅子の設
置場所を中心に施設
の休憩スペース等の
安全確認を実施

当該自転車で走行中、車輪にロックが掛かったこと
により転倒し、左手首を骨折。
事故原因は、使用者が、当該製品で走行中に、左側
前ホークと前輪との間に異物を巻き込むなどでリム
が大きく変形し、変形したリムがブレーキシューに当
たって前輪がロックし、転倒して事故に至ったものと
推定。
なお、同型式品でJISによる車輪の横静的強度試験
を行った結果、当該製品のリムには十分な強度が認
められた。

100625-001

対策検討・対策着手

通知元において事業
者に、隙間にカバー等
者に、隙間にカバ
等
を取り付けることを要
望

事業者がホームペー
ジにて、当該製品を段
差のある道路などで使
用しないように注意喚
起

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

事業者において、型の
修正について検討中

製造元において、販売
店から全ての製品を
回収
現在は販売を行ってい
ない

関係機関等調査中

関係機関等調査中

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

100715-001

平成22年6月28日

平成22年7月15日

傘

プッシュボタン式の当該傘を開いた際に、傘の骨の
部分で左手を切傷する重傷。
事故原因は、親骨等の仕上げ不良によりバリが生じ
た部分や鋭利な部分に手を添えたときにジャンプ傘
のプッシュボタンを押したため、急激に骨部分が移動
し裂傷を負ったものと推定。
なお、事故品が入手できなかったため、原因の特定
に至らなかった。

100720-002

平成22年2月

平成22年7月20日

電気あんか

当該電気あんかを使用中、右足のくるぶしに低温火
傷を負う重傷。現在、原因を調査中。

100721-002

平成22年7月4日

平成22年7月21日

店舗駐車場

当該店舗駐車場を利用中、同駐車場内の側溝に足
がひっかかり左足小指を粉砕骨折。

100729-002

平成22年7月17日

平成22年7月29日

椅子

当該椅子を使用中、後ろに転倒し左肩肩鎖関節脱
臼の重傷。現在、原因を調査中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

100730-003

平成22年7月27日

平成22年7月30日

自転車

当該自転車で走行中に前輪がロックし、転倒し、前
頭部骨折の重傷。現在、原因を調査中。

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず

関係機関等調査中

事業者において、側溝
付近の駐車スペース
をコーンにて封鎖中

神奈川県 概要公表

管理番号

事故発生日

報告受理日

100802-001

平成22年7月19日

平成22年8月2日

100802-004

平成22年7月17日

平成22年8月2日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

玩具（室内遊具）
（02-07型（ブランコパー 幼児が当該玩具（室内遊具）で遊んでいた際に、当
クＤＸ）：株式会社アガツ 該製品から落下し、当該製品の部品が刺さり、負
マ）
傷。現在、詳細を調査中。

椅子

100802-005

平成22年7月23日

平成22年8月2日

携帯型音楽プレーヤー
（MA004J/A：アップル
ジャパン株式会社）

100803-001

平成22年4月25日

平成22年8月3日

自転車

100803-002

平成22年6月4日

平成22年8月3日

縁台

当該椅子に座り高さ調節をしていたところ、軸と座面
下に指を挟み重傷。現在、原因を調査中。

当該携帯型音楽プレーヤーを充電しながら就寝中、
異臭と発煙により目を覚ますと、当該製品から出火
する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼
損。
事故の原因は、当該製品のバッテリーセル内部に製
造上の不具合があったために、充放電を繰り返すう
ちにセル内部の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部
短絡を起こし過熱に至ったものと推定。

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

高知県

概要公表

関係機関等調査中

北海道

概要公表

関係機関等調査中

概要公表

当該自転車で走行中に転倒し 右手親指を骨折する
当該自転車で走行中に転倒し、右手親指を骨折する
重傷。現在、原因を調査中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

当該縁台に足を乗せたところ、転倒し、負傷した。現
在、原因を調査中。

香川県

概要公表

関係機関等調査中

茨城県

概要公表

100823-001

平成22年7月2日

平成22年8月23日

介護ベッド
（MMPR91WN ：株式会
社モルテン）

100824-001

平成22年7月23日

平成22年8月24日

スチームクリーナー

当該スチームクリーナーを使用後、当該製品本体の
バルブを回したところ、熱い蒸気が噴出し、顔面付近
を火傷。現在、原因を調査中。

兵庫県

概要公表

関係機関等調査中

100825-002

平成22年2月8日

平成22年8月25日

湯たんぽカバー

当該湯たんぽカバーに入れた湯たんぽを使用中、低
温火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調
査中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

100830-002

平成22年8月21日

平成22年8月30日

折り畳み自転車

当該折り畳み自転車で走行中、ハンドルが下がり転
倒し、頸椎等を損傷する重傷。現在、原因を調査
中。

神奈川県 概要公表

関係機関等調査中

100901-003

平成22年7月22日

平成22年9月1日

折り畳み自転車

当該折り畳み自転車で走行中、ハンドル操作が不能
神奈川県 概要公表
となり転倒し、左腕骨折の重傷。現在、原因を調査
中。

関係機関等調査中

100910-001

平成22年7月27日

平成22年9月10日

歩行補助車

施設において椅子から立ち上がる際、当該歩行補助
車に掴まったところ、車体本体が折り畳まれ、転倒
し、負傷。現在、原因を調査中。

千葉県

概要公表

関係機関等調査中

100914-001

平成22年9月11日

平成22年9月14日

エアコン（AY-M45SX：
シャープ株式会社）

当該エアコンから発煙・出火する火災が発生し、当
該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。

千葉県

概要公表

関係機関等調査中

101004-001

平成22年9月18日

平成22年10月4日

瓶

ワインが入っている当該瓶をコークスクリュー（コルク
抜き）で開栓しようとしたところ、当該製品が割れ、負
傷。現在、原因を調査中。

兵庫県

概要公表

101012-002

平成22年9月25日

平成22年10月12日

接着剤

当該接着剤を開けるため、シャープペンシルの先で
チューブの先を突いたところ、飛び出した接着剤が
左目に入り、眼球を負傷。調査の結果、類似製品と
比較して特に問題がみられなかった。

東京都

概要公表

101013-002

平成22年9月30日

平成22年10月13日

鍋

北海道

概要公表

当該鍋を使用中、当該製品の取っ手が外れ、熱湯
がこぼれ火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。

当該遊具を使用中、ワイヤが抜け落ち、落下した滑
車が使用者に当たり、足首を骨折する重傷。
調査の結果、ワイヤグリップの固定方法の問題とし
て、ワイヤグリップの装着方法（ワイヤグリップの数と
装着の向き等）に問題があった。また、維持管理の
問題として、ワイヤ固定金具内部の点検が未実施で
あったことや、定期的にワイヤグリップのナットの増し
締めを行っていなかったことが事故原因と特定。

101013-003

平成22年9月20日

平成22年10月13日

滑走系遊具（ターザン
ロープ）

101015-002

平成22年7月25日

平成22年10月15日

自転車

101020-001

平成22年9月22日

平成22年10月20日

ガスこんろ
当該ガスこんろで調理中、鍋内を箸でかくはんしたと
（IC-K310SB-R：パロマ ころ、火が上がり、衣類に着火し、火傷を負った。事
工業株式会社）
故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。

101025-002

平成22年10月23日

平成22年10月25日

折り畳み自転車

当該自転車で走行中に前輪のスポークが破損して
ロック状態となり、転倒し、右腕を骨折する重傷。現
在、原因を調査中。

当該折り畳み自転車で走行中、サドルが急に下が
り、地面に左足を着いた際に足首を骨折する重傷。
現在、原因を調査中。

対策実施

消費者事故等に
該当せず

事業者において、平成
22年8月12日にホーム
ページにて注意喚起を
行い、平成22年8月13
日から対象製品の無
償部品交換を実施中

事業者において、平成
２２年８月１０日より
ホームページにおい
て、平成１７年９月から
平成１８年１２月の間
に販売された初代iPod
nanoのバッテリーが過
熱を起こすことがある
ため、使用者に対し
バッテリーの無償交換
を実施中。また、登録
ユーザーに対して、電
子メールによって当該
製品に対する注意喚
起とバッテリーの交換
手続について連絡を
行っている

東京都

建物が全焼する火災が発生し、１名が負傷した。現
場に当該製品があった。
事故原因は、当該製品の下に置かれていた木箱が
角度調整用アクチュエーターの電源プラグに接触
し、電源プラグの片刃が接触不良を起こしたものと
推定されたが、再現試験では再現されず、出火元は
不明であり、製品起因か否かも含め原因の特定はで
きなかった。

対策検討・対策着手

事業者において、表示
の改善等を検討中

関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず

関係機関等調査中

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

関係機関等調査中

当該遊具については、
古い遊具であることか
ら、事故原因箇所のほ
か、その他の部分につ
いても、現在、総合的
に点検中。今後、修繕
か撤去か結論を出す
予定

北海道

概要公表

長崎県

概要公表

関係機関等調査中

岐阜県

概要公表

関係機関等調査中

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

長野県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

対策検討・対策着手

対策実施

消費者事故等に
該当せず

101104-001

平成22年11月1日

平成22年11月4日

電気ストーブ

当該電気ストーブの運転を開始後、しばらくして異臭
がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損す
る火災が発生しており、1名が煙を吸い軽傷。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。

概要公表

関係機関等調査中

101104-005

平成22年10月17日

平成22年11月4日

ガス給湯機

当該ガス給湯機のスイッチを点火し、シャワーから出
湯したところ、熱湯が出て、乳児のおしりを火傷する 神奈川県 概要公表
重傷。現在、原因を調査中。

関係機関等調査中

101105-002

平成22年8月10日

平成22年11月5日

脚立（はしご兼用）

当該脚立を使用中、開き止め金具が破損して、当該
製品から落下し、踵を骨折する重傷。現在、原因を
調査中。

福岡県

概要公表

関係機関等調査中

101111-002

平成22年10月6日

平成22年11月11日

電動車いす

介助者が当該電動車いすを押して病院トイレに入
り、当該製品のブレーキをかけて固定した後に、被
害者が便器に移動しようとしたところ、当該電動車い
すが右に回転し、動いたため右胸を手すりにぶつ
け、重傷。現在、原因を調査中。

岡山県

概要公表

関係機関等調査中

山口県

概要公表

関係機関等において
調査の結果、製品起
因ではないと判明

当該食品及び役務提
供に問題がないと判
明

当該側車付自動二輪車（3個の車輪を備えているも
の）で走行中、片側の後輪ブレーキが効かず、左に
スリップし縁石に触れ横転し足を骨折する重傷。
調査の結果、後輪のみによる常温時制動試験では
特に問題はなかった。
特
問題 な
。

101122-001

平成22年7月12日

平成22年11月22日

側車付自動二輪車

101215-004

平成22年12月14日

平成22年12月15日

ミニアメリカンドッグ
（学童クラブ）

当該学童クラブで提供された当該食品を食べていた
際に、当該食品を喉に詰まらせ、死亡。

東京都

概要公表

東京都

概要公表

関係機関等調査中

101217-002

平成22年11月3日

平成22年12月17日

電気湯沸器

火災報知器が鳴動したため確認すると、火災が発生
しており１名が死亡。現場に当該電気湯沸器があっ
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。

101220-002

平成22年10月19日

平成22年12月20日

救助袋

当該救助袋を使用して建物４階から地上へ避難訓
練を実施中、着地時に左膝及び左下腿部を負傷す
る重傷。現在、原因を調査中。

石川県

概要公表

関係機関等調査中

110113-001

平成22年12月29日

平成23年1月13日

普通乗用自動車

当該普通乗用自動車が走行中、異音とともに前方右
側から白煙が上がり、当該車両を焼損する火災が発
生。現在、原因を調査中。

千葉県

概要公表

関係機関等調査中

当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。
生産初期段階での作業時に不良品が混入し、長期
間の使用中にまれに発煙、出火に至る可能性が判
明しており、本件でもこれが事故原因となった可能性
があると考えられるが､現在、原因を調査中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

110114-002

平成22年12月30日

平成23年1月14日

電気ストーブ（オイル
ヒーター）
（HD3479：日本フィリップ
ス株式会社（現 株式会
社フィリップスエレクトロ
ニクスジャパン）（輸入事
業者））

110118-002

平成23年1月9日

平成23年1月18日

靴（スノーボード用）

当該靴をスノーボードに装着して滑走中、転倒し、転
倒後、付近を滑走していた者と接触。使用者が重
倒後
付近を滑走していた者と接触 使用者が重
傷、接触した者が軽傷を負った。当該靴のワイヤー
が緩んだ可能性等転倒時の状況も含め、現在、原
因を調査中。

岐阜県

概要公表

関係機関等調査中

110126-001

平成23年1月23日

平成23年1月26日

折りたたみベッド

当該折りたたみベッドを使用するため、折りたたまれ
た状態の当該製品を開いて広げる際、当該製品の
キャスター（車輪）脚と鉄製フレームの間に左手の指
先を挟み切断する重傷。現在、原因を調査中。

茨城県

概要公表

関係機関等調査中

110202-001

平成23年1月30日

平成23年2月2日

電気ストーブ

当該電気ストーブを使用し、スイッチは切らずに当該
製品の電源プラグをコンセントから抜いたところ、し
ばらくして当該製品の一部を焼損する火災が発生。
現在、原因を調査中。

兵庫県

概要公表

関係機関等調査中

110203-003

平成23年1月24日

平成23年2月2日

湯たんぽ

当該湯たんぽを台の上に置き、熱湯を入れ、蓋をし
て湯たんぽカバーに入れようとしたところ、当該製品
の亀裂から熱湯がこぼれ、火傷を負う重傷。当該製
品から熱湯がこぼれた状況も含め、現在、原因を調
査中。

北海道

概要公表

関係機関等調査中

110207-001

平成23年2月5日

平成23年2月7日

パワーウインド
（自動車）

運転者がアクセサリー電源を入れたまま駐車し、車
外に出ていた間に、車内に残された２人の幼児のう
ちの１人がパワーウインドのスイッチで遊んでいたと 神奈川県 概要公表
ころ、もう１人の幼児の指が挟まれ、手の中指を切断
する重傷。

110209-003

平成23年1月25日

平成23年2月9日

電気カーペット

建物が全焼する火災が発生。現場に当該電気カー
ペットがあった。現在、原因を調査中。

110210-002

平成22年12月2日

千葉県

概要公表

・業界団体において、
パワーウインドによる
挟み込み防止の注意
喚起を実施
・当庁において、「パ
ワーウインドによる挟
込み事故に関する検
討会とりまとめ」をHP
に掲載

関係機関等調査中

平成23年2月10日

役務サービス
（美容院の染毛剤の使
用）

以前に毛染めでかぶれた経験があったため、美容
師にヘアマニュキュアを使用して毛染めをするよう伝
えたところ、美容師が誤ってヘアカラーを使用し、か
ぶれ、目の腫れ、湿疹を発症する重症。

大阪府

概要公表

通知元において、業界
団体や事業者に対し
てヘアカラー製剤の表
示を分かりやすく改善
するように要望。また、
パッチテスト表示があ
る場合の対応につい
ても検討を要望

茨城県

概要公表

事故後、事業者におい
て当該施設の別のドア
も含めて点検・修理
し、使用を再開

兵庫県

概要公表

110211-001

平成23年2月9日

平成23年2月10日

催事ホールで、客席出口の防音ドアから外に出よう
とした際、ドアが倒れ、足が挟まれ、左足首下剥離骨
公共施設のホールに設 折、皮下出血、打撲を負う重傷。当該ドアの上部に
置された防音ドア
あるヒンジのネジが外れており、ネジを固定するビス
が付いていなかった状況も含め、現在、原因を調査
中。

110216-003

平成23年2月12日

平成23年2月16日

折りたたみ椅子
台所で女性が転倒しており、胸椎圧迫骨折の重傷。
（YZX-35 SB：株式会社 現場に当該折りたたみ椅子があった。現在、原因を
山善（輸入事業者））
調査中。

関係機関等調査中

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

事故内容（通知後判明した事項も含む）

事故発生
都道府県

速報段階の状況

未進展その他

原因分析着手

110216-004

平成23年1月5日

平成23年2月16日

電子レンジ加熱式湯た
んぽ

当該電子レンジ加熱式湯たんぽを電子レンジで加熱
した後、持ち運んでいる際に当該製品が破裂し、手
の甲に火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。

東京都

概要公表

関係機関等調査中

110221-001

平成23年2月14日

平成23年2月21日

電気蓄熱式湯たんぽ

当該電気蓄熱式湯たんぽを蓄熱中、当該製品が破
裂し、腹部等に火傷を負う重傷。現在、原因を調査
中。

兵庫県

概要公表

関係機関等調査中

110228-002

平成22年12月

平成23年2月28日

当該毛髪着色料を使用したところ、頭、首、耳の後
ろ、腕がかぶれる症状。

大阪府

概要公表

福井県

概要公表

関係機関等調査中

北海道

概要公表

関係機関等調査中

長野県

概要公表

関係機関等調査中

110301-003

平成23年1月26日

平成23年3月1日

車庫

110301-005

平成23年1月31日

平成23年3月1日

脱毛器

当該脱毛器を使用したところ、両腕に火傷を負う重
症。現在、原因を調査中。

110302-001

平成23年2月25日

平成23年3月2日

折りたたみ自転車
当該折りたたみ自転車で走行中、ハンドルのステム
（TS207：ブリヂストンサ 部分が破損したため、体勢を崩し、左手首を骨折す
イクル株式会社）
る重傷。現在、原因を調査中。

対策実施

通知元において、事業
者に対し当該製品の
注意事項を気付きや
すいように表示するよ
う広告表示の改善を
要望

毛髪着色料

居住者が除雪作業のため、ベランダから当該車庫の
屋根の上に移動したところ、当該製品の折板（屋根
の波状の板）を踏み抜き、転落し、負傷。施工の際、
製造事業者が指定したものと違う薄い折板が使用さ
れた状況も含め、現在、原因を調査中。

対策検討・対策着手

・業界団体において、
パワーウインドによる
挟み込み防止の注意
喚起を実施
・当庁において、「パ
ワーウインドによる挟
込み事故に関する検
討会とりまとめ」をHP
に掲載

110310-003

平成23年3月5日

平成23年3月10日

パワーウインド
（自動車）

駐車場で当該自動車のパワーウインドを作動中、同
乗者の左手小指が挟まれ、切断する重傷。

岐阜県

概要公表

110314-004

平成23年3月8日

平成23年3月14日

自転車用幼児座席

幼児を当該自転車用幼児座席に乗せて自転車で走
行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ裂傷、打撲を負
う重傷。現在、原因を調査中。

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

110316-001
110316 001

平成22年11月15日

平成23年3月16日

介護ベッド用手すり

当該介護ベッド用手すりのすき間に右腕が挟まり、
腕に神経障害を負う重傷。現在、原因を調査中。

大阪府

概要公表

関係機関等調査中

110322-001

平成23年3月10日

平成23年3月22日

こんろ（液体燃料用）

当該こんろを使用中、火が消えたため、液体燃料を
注入したところ、火災が発生。現在、原因を調査中。

埼玉県

概要公表

関係機関等調査中

110325-002

平成22年9月16日

平成23年3月25日

健康食品

当該健康食品を約３週間摂取したところ、体調を崩
し、肝炎の疑いとの診断。現在、原因を調査中。

京都府

概要公表

因果関係等確認不能

消費者事故等に
該当せず

