平成２４年１月１１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
４件
（うちガス栓（都市ガス用）１件、石油温風暖房機（開放式）１件、
石油ストーブ（密閉式）１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）１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
（うちポータブルＤＶＤプレーヤー１件、
電気ストーブ（ハロゲンヒーター）１件）

２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
７件
（うち電子レンジ１件、電気毛布１件、靴（スニーカー）１件、
除雪機（歩行型）１件、シュレッダー１件、電気ミニマット１件、
エアコン（室外機）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。
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)フカダック株式会社が輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）について
（管理番号A201100791）
①事故事象について
フカダック株式会社が輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）において、当該
製品を使用中、当該製品側面から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生しました。
事故の原因は、現在、調査中です。
②当該製品のリコールについて
同社は、対象機種（下記③）について、ヒーター電源供給線が短いため首振り動作
等の張力でヒーターと電源リード線の接続部が徐々に断線が生じ、スパークし、発煙
に至る火災が発生していることから、平成２１年１月１４日にホームページへ情報を
掲載し、対象製品について代替品との無償交換を実施しています。
③対象製品等：機種・型式、販売期間及び回収対象台数
機種・型式

販売期間

ＦＨ－９１１ 平成１６年１０月６日～平成１７年１２月３１日
回収率

回収対象台数
４，６０３

５．８％（平成２４年１月１０日現在）

対象製品

④消費者への注意喚起
上記リコール対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、下記問合せ先に速や
かに御連絡ください。

（フカダック株式会社の問合せ先）
電 話 番 号：０１２０－０４－１２１２
受 付 時 間：９時３０分～１７時（土・日・祝日を除く。）
ホームページ：http://www.fukadac.co.jp/wordpress/wp-content/
uploads/2011/11/FH911.pdf
⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）の対応
フカダック株式会社以外の事業者が製造・輸入・販売した電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）のリコール未対策品についても火災事故が発生しているため、独立行政法
人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）においては、平成２３年１月２６日より「ハロ
ゲンヒーターの発火等の事故が多発しています。お使いの製品は大丈夫ですか！？」
として事故防止のための注意喚起チラシをホームページに掲載し、未対策の該当機種
をお持ちの消費者に対して、速やかに事業者に連絡を頂くよう呼び掛けを行っていま
す。
（独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）による注意喚起）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/data/
recall_halogen_110126.pdf

（本発表資料の問合せ先）
消費者庁消費者安全課
かわふね
（製品事故情報担当） 担 当：中嶋、榎本、川舩
電 話：03-3507-9204（直通）
ＦＡＸ：03-3507-9290
（フカダック株式会社が輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）
についての発表資料に関する問合せ先）
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）
ＦＡＸ：03-3501-2805

■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

A201100789

A201100794

A201100797

A201100798

事故発生日

報告受理日

製品名

ガス栓（都市ガス
用）

機種・型式

平成23年11月18日

平成24年1月5日

平成23年12月19日

石油温風暖房機
平成24年1月6日
（開放式）

平成23年12月29日

石油ストーブ（密閉
平成24年1月6日
FF-51B
式）

平成23年12月30日

平成24年1月6日

事業者名

G333UP2

光陽産業株式会社

FW-322S

ダイニチ工業株式会
社

ガスこんろ（ＬＰガス
PA-E18F
用）

サンポット株式会社

パロマ工業株式会社
（現 株式会社パロ
マ）

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

備考

火災

当該製品に接続したガスこんろを使用中、当
該製品から出火する火災が発生し、当該製品
及び周辺を焼損した。ガスこんろが組み込ま
れているキャビネット内の収納物が当該製品
に接触し、つまみ部が半開状態になった可能
性及び当該製品の一部部品が欠落していた
状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

事業者が事故
を認識したの
は、12月28日
平成23年11月
21日に経済産
業省原子力安
全・保安院にて
公表済事故

火災

当該製品を点火後、当該製品背面から出火
する火災が発生し、当該製品を焼損した。ガ
ソリンを誤給油した可能性を含め、現在、原因
を調査中。

大阪府

火災

当該製品のスイッチを入れ、数分後、当該製
品から出火する火災が発生し、当該製品及び
周辺を焼損した。当該製品が事故前から点火
不良であった状況を含め、現在、原因を調査
中。

北海道

火災

当該製品を使用中、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し
ていた。当該製品の近くにあった可燃物（ペッ
トボトル等）に引火した可能性を含め、現在、
原因を調査中。

滋賀県

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

火災
軽傷3名

当該製品を充電中、当該製品から発煙し、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生、3名
が負傷した。現在、原因を調査中。

京都府

火災

当該製品を使用中、当該製品側面から発煙
し、当該製品を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

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

事故発生日

A201100788

平成23年12月25日

平成24年1月5日

平成23年12月23日

電気ストーブ（ハロ
平成24年1月6日
FH-911
ゲンヒーター）

A201100791

報告受理日

製品名

機種・型式

事業者名

株式会社REAL
VS-GD121（株
ポータブルＤＶＤプ
LIFEJAPAN（株式会
式会社ベルソス
レーヤー
社ベルソスブランド）
ブランド）
（輸入事業者）

フカダック株式会社
（輸入事業者）

大阪府

備考

平成21年1月
14日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
回収率 5.8％

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

事故発生日

報告受理日

製品名

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

備考

A201100786

平成23年12月20日

平成24年1月5日 電子レンジ

火災

当該製品を使用中、当該製品内部から発煙、出火する火災が発
生し、当該製品を焼損した。当該製品に対応した電気の周波数と
異なる地域で使用した状況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

製造から10年以上経
過した製品

A201100787

平成23年12月25日

平成24年1月5日 電気毛布

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。長期間当該製品
の電源を入れたままにしていた状況を含め、現在、原因を調査
中。

青森県

製造から15年以上経
過した製品

A201100790

平成23年6月上旬

平成24年1月6日 靴（スニーカー）

重傷1名

トレーニング効果を目的とした当該製品を履いて信号機のある横
断歩道を急いで通行中、足を負傷した。急な動作により足に負荷
がかかり負傷した可能性を含め、現在、原因を調査中。

北海道

事業者が事故を認
識したのは、平成23
年12月20日

A201100792

平成23年12月23日

平成24年1月6日 除雪機(歩行型)

死亡1名

当該製品をバックさせて倉庫に入れようとしたところ、倉庫と当該
製品の間に挟まり、1名が死亡した。現在、原因を調査中。

北海道

製造から30年以上経
過した製品

A201100793

平成23年12月28日

平成24年1月6日 シュレッダー

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。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。

北海道

A201100795

平成23年12月21日

平成24年1月6日 電気ミニマット

火災

当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。就寝時に使用しない旨表記している当該製品を就寝時に使
用した可能性を含め、現在、原因を調査中。

石川県

A201100796

平成23年12月28日

平成24年1月6日 エアコン（室外機）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出
火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

製造から10年以上経
過した製品

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

ポータブルＤＶＤプレーヤー（管理番号：A201100788）

電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（管理番号：A201100791）

