News Release
平成２５年４月１８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２５年４月８日から平成２５年４月１４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４１件、うち重大事故等として通知された事案は２４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（４１件）
（１）関係行政機関より３７件（食品－１５件、製品－２０件、運輸－１件、
その他１件）
（２）地方公共団体等より４件（製品－３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（２４件）
（１）関係行政機関（２０件）
●経済産業省に報告のあった製品事故情報（２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（１７件）
（２）地方公共団体等（４件）
●製品による事故情報（３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
（１）除菌剤（プレート型）について（注意喚起）
首からぶら下げるタイプの携帯型空間除菌剤「ウィルスプロテクター」に
ついては、去る平成２５年２月１８日、２月２２日及び３月２９日に、化学
熱傷を起こすおそれがあるため、使用中止を呼び掛けたところです。
この度、別紙のとおり、消費者安全法に基づく重大事故等として通知があり
ました。
消費者の方は、化学熱傷が起こるおそれがあるため、直ちに使用を中止し、
下記に御連絡ください。
○製品に関する事業者
発売元 株式会社ダイトクコーポレーション
輸入元 ERA Japan 株式会社
○問い合わせ先
電話 ０１２０－９８８－０３０
FAX
０１２０－３４２－５５２
（受付は月～金曜日の９：３０～１７：００）
回収方法等については、下記 URL を御参照ください。
http://www.printing-daitoku.co.jp/
消費者庁による注意喚起については、下記 URL を御参照ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130218kouhyou_1.pdf
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130222kouhyou_2.pdf
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130329kouhyou_2.pdf

（２）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。
以下のホームページアドレスから、アクセスしてご利用ください。
「消費者庁リコール情報サイト」ホームページアドレス
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自治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 紋谷 岸
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 青山 狩野
TEL : 03(3507)9268

保足
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

火災

共同住宅で消費者がガスボンベ（5㎏容器）に調整
器、ゴムホース及びコンロを接続して調理を行おうと
した際、コンロが着火しないため何度も点火操作を
繰り返したところ、容器の接続部から出火した。その
際、容器バルブを閉めようとした消費者が火傷を
負った。原因は、調整器の接続不良、ゴムホースの
劣化等と推測されるが、詳細調査中。

事故発生
都道府県

備考

大阪府

平成25年4月9日に
経済産業省商務
流通保安グループ
にて公表済

D2130408-01 平成25年4月5日

平成25年4月8日

調整器、ゴムホース
（製造者、型式：不明）

G1130408-10 平成25年4月1日

平成25年4月8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。

大阪府

G1130408-12 平成25年4月5日

平成25年4月8日

電気洗濯機

火災

当該電気洗濯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。

岐阜県

G1130408-13 平成25年4月4日

平成25年4月8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。

茨城県

G1130408-14 平成25年4月4日

平成25年4月8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。

福岡県

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

備考

飲食店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。当該製品の使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

兵庫県

平成25年4月12日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1130409-05 平成25年3月23日

平成25年4月9日

電子レンジ

G1130409-06 平成25年3月29日

平成25年4月9日

電気温風機（セラミックファ
火災
ンヒーター）

当該電気温風機（セラミックファンヒーター）から出火
する火災が発生。現在、原因を調査中。

兵庫県

G1130409-07 平成25年4月1日

平成25年4月9日

電気温風機（セラミックファ
火災
ンヒーター）

当該電気温風機（セラミックファンヒーター）から出火
する火災が発生。現在、原因を調査中。

兵庫県

G1130409-09 平成25年4月5日

平成25年4月9日

食器洗い乾燥機

火災

当該食器洗い乾燥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。

長崎県

ガス管
（型式不明：日立金属株式 火災
会社）

飲食店で、ガス配管から漏えいしたガスによる火災
事故が発生し、店員が手首に火傷を負った。原因
は、店員が排水管の接続部を開放しようとして、
誤って近くにあったガス配管の接続部を緩めたため
ガスが漏えいし、何らかの原因で引火したものと推
測されるが、詳細調査中。

石油給湯機付ふろがま
（OTQ-405AYS：株式会社 火災
ノーリツ）

当該石油給湯機付ふろがまを使用中、屋外の異常
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、当該製品を焼損した。事故原因は、
現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用
されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮
し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯
油に引火し、火災に至ったものと考えられる。

D2130410-01 平成25年4月9日

G1130410-05 平成25年2月10日

平成25年4月10日

平成25年4月10日

火災

事故発生
都道府県

事故内容

滋賀県

平成25年4月10日
に経済産業省商務
流通保安グループ
にて公表済

石川県

平成25年2月22日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
（平成14年10月24
日からリコールを
実施）

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

G1130410-07 平成25年4月4日

平成25年4月10日

自動販売機

火災

当該自動販売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。

神奈川県

G1130410-09 平成25年3月30日

平成25年4月10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。

群馬県

E3130411-01 平成25年4月1日

平成25年4月11日

運輸サービス（タクシー）

重傷2名

赤信号で停車していた当該タクシーが、青信号で発
進したところ、センターラインを越え、反対側の歩道 神奈川県
の街路樹に衝突。乗客2名が左足骨折等の重傷。

G1130411-04 平成25年3月20日

平成25年4月11日

照明器具

火災

当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

岡山県

G1130411-05 平成25年4月8日

平成25年4月11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。

北海道

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

東京都

平成25年2月8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

G1130411-09 平成25年1月23日

平成25年4月11日

電気衣類乾燥機
(AWZ3303：ジンアンドマ
リー株式会社（輸入事業
者））

G1130411-10 平成25年2月22日

平成25年4月11日

電源変圧器

火災

当該電源変圧器から出火する火災が発生。現在、
原因を調査中。

G1130411-11 平成25年3月6日

平成25年4月11日

エアコン（室外機）
（RAS-2218AD：東芝キャ
リア株式会社（現 東芝
火災
ホームアプライアンス株式
会社）（輸入事業者）)

店舗で当該エアコン（室外機）を使用中、当該製品
から発煙し、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

G1130411-12 平成25年1月23日

平成25年4月11日

照明器具

当該照明器具から出火する火災が発生。現在、原
因を調査中。

東京都

火災

当該電気衣類乾燥機を使用中、当該製品から出火
する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原
因を調査中。

火災

平成25年4月5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：経済産業省（D）、国土交通省（E）、総務省消防庁（G）に報告等のあったもの

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

備考

130409-002

平成25年2月10日

平成25年4月9日

医療サービス（包茎手術
等）

重症1名

当該包茎手術等を受けたところ、下腹部蜂窩織炎
等の重症。

北海道

130409-003

平成25年4月8日

平成25年4月9日

電源用タイマー

火災

当該電源用タイマ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

平成25年4月10日

除菌剤（プレート型）
（ウィルスプロテクター：株
重傷1名
式会社ダイトクコーポレー
ション（発売元））

当該除菌剤（プレート型）を首からかけたままうたた
寝したところ、当該製品が密着していた腹部に火傷
を負う重傷。

沖縄県

本文３．特記事項
に注意喚起を記
載。

平成25年4月12日

火災
軽傷7名

当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生
し、7名が負傷。当該製品の使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

熊本県

平成25年4月16日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

130410-001

130412-004

平成25年1月26日

平成25年1月22日

電気ストーブ

