
消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200468 平成24年9月14日 平成24年9月27日 平成24年10月2日
ガスこんろ（都市
ガス用）

IC-S301F-1
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
当該製品で調理中、当該製品の周辺を焼損する火
災が発生した。天ぷら油を加熱したまま火を消し忘れ
た可能性を含め、現在、原因を調査中。

徳島県

A201200469 平成24年9月22日 平成24年9月27日 平成24年10月2日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

IC-M680F
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
軽傷1名

住宅1棟を全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。

大分県

A201200470 平成24年9月20日 平成24年9月27日 平成24年10月2日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

IC-N800V-R 株式会社パロマ 火災
住宅1棟を全焼する火災が発生し、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。

千葉県

A201200487 平成24年9月24日 平成24年10月1日 平成24年10月5日
屋外式（RF式）ガ
ス瞬間湯沸器
（都市ガス用）

GQ-101W
株式会社ノーリ
ツ

火災
軽傷１名

当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該
製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

東京都

A201200488 平成24年9月27日 平成24年10月1日 平成24年10月5日 石油給湯機 OQB-405YSA
株式会社ノーリ
ツ

火災

当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生
した。
事故原因は、現在、調査中であるが、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。

埼玉県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　98.3％
10月４日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200489 平成24年9月18日 平成24年10月1日 平成24年10月5日 石油給湯機 IB-33S
株式会社長府製
作所

火災
家人が異常に気付き確認すると、当該製品から出火
し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、
原因を調査中。

鹿児島県
製造から20年以上経過した製品
9月27日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200491 平成24年9月26日 平成24年10月2日 平成24年10月5日
ガスこんろ（都市
ガス用）

IC-3200CF-1
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該
製品の火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を
調査中。

富山県

A201200497 平成24年9月27日 平成24年10月4日 平成24年10月10日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

IC-E705NF-L
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
重傷1名
軽傷1名

建物を全焼する火災が発生し、2名が負傷した。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。

大阪府
(平成24年10月18日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200501 平成24年10月1日 平成24年10月9日 平成24年10月12日
ガスこんろ（都市
ガス用）

IC-E68E-R
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

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。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。

東京都

A201200503 平成24年9月29日 平成24年10月10日 平成24年10月12日
ガス栓（都市ガス
用）

F-202
株式会社藤井合
金製作所

火災

当該製品からゴム管を外したところ、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の口の開
閉状況及び漏れたガスに引火した可能性を含め、現
在、原因を調査中。

愛知県

10月2日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
10月12日に消費者安全法の重大事故
等として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200509 平成24年10月3日 平成24年10月12日 平成24年10月16日
ガスこんろ（都市
ガス用）

DG3128SA（ＴＯＴ
Ｏ株式会社ブラ
ンド：型式
KNMG063FB)

株式会社ハーマ
ン(ＴＯＴＯ株式会
社ブランド）

火災
当該製品を使用後、当該製品から発煙し、当該製品
を汚損、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品
の使用状況等を含め、現在、原因を調査中。

広島県

A201200510 平成24年10月5日 平成24年10月12日 平成24年10月16日
半密閉式（CF
式）ガスふろがま
（都市ガス用）

TP-A31BS
髙木産業株式会
社（現　パーパス
株式会社）

火災
当該製品を使用中、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。

東京都

A201200517 平成24年10月9日 平成24年10月15日 平成24年10月19日 石油給湯機 OQB-302YS
株式会社ノーリ
ツ

火災

当該製品を使用中、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。
事故原因は、現在、調査中であるが、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。

宮城県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　98.3％
10月19日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200520 平成24年10月16日 平成24年10月18日 平成24年10月23日 石油給湯機 RPH40KSS

ＴＯＴＯ株式会社
［製造：東陶ユプ
ロ株式会社　（解
散）］

火災
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。現在、原因を調査中。

千葉県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　88.2％
(平成24年10月25日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200521 平成24年10月7日 平成24年10月18日 平成24年10月23日
ガス栓（LPガス
用）

YOF-200FGH
（矢崎総業株式
会社（現 矢崎エ
ナジーシステム
株式会社）ブラン
ド)

大洋技研工業株
式会社（矢崎総
業株式会社（現
矢崎エナジーシ
ステム株式会
社）ブランド)

火災

当該製品に接続したガス炊飯器を使用中、異音に気
付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生していた。当該製品の接続状況を含め、現
在、原因を調査中。

沖縄県

10月10日に経済産業省商務流通保安
グループにて公表済事故
10月18日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200528 平成24年10月11日 平成24年10月19日 平成24年10月23日 石油給湯機
UIB－3100TX3
（ＦＦ）

株式会社コロナ
火災
軽傷1名

当該製品を使用中、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。

北海道
製造から20年以上経過した製品

A201200535 平成24年10月7日 平成24年10月22日 平成24年10月26日
継ぎ手ホース(LP
ガス用)

EC40007-00004
株式会社十川ゴ
ム

火災

ガス栓に当該製品を介して接続したガス炊飯器を使
用中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生していた。当該製品の接続状
況を含め、現在、原因を調査中。

沖縄県
10月23日に公表したガス栓に関する事
故（A201200521）と同一

A201200545 平成24年10月18日 平成24年10月26日 平成24年10月30日 カセットこんろ
CB-AP-14（岩谷
産業株式会社ブ
ランド）

株式会社旭製作
所（岩谷産業株
式会社ブランド）

火災
軽傷1名

当該製品で炭をおこしていたところ、当該製品に接続
したカセットボンベが破裂し、当該製品を焼損、1名が
火傷を負う火災が発生した。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。

東京都



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200546 平成24年10月15日 平成24年10月26日 平成24年10月30日
ガスふろがま用
バーナー（都市
ガス用）

TA-097
株式会社世田谷
製作所

火災

当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火
する火災が発生し、当該製品を焼損した。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の
部品の設計の不具合により、ガバナ部（整圧器）のダ
イヤフラム（ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁）
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。

兵庫県

製造から10年以上経過した製品
平成19年4月19日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　71.8％

A201200550 平成24年10月16日 平成24年10月26日 平成24年10月30日 石油ふろがま CK-11S
株式会社長府製
作所

火災

当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認
すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
ていた。
事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、
点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するた
め、一時的に使用する点検用コネクター（空焚き防止
装置を働かせないようにするもの）を修理・点検後に
戻し忘れたため、浴槽排水栓の閉め方が不十分で空
焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災
に至ったものと考えられる。

宮城県

製造から10年以上経過した製品
平成19年7月27日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　32.0％
10月25日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200555 平成24年10月17日 平成24年10月29日 平成24年11月2日
密閉式（BF式）ガ
スふろがま（都市
ガス用）

GF-70B2（松下
電器産業株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）
ブランド）

株式会社タイヘ
イ（松下電器産
業株式会社（現
パナソニック株
式会社）ブラン
ド）

火災

当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当
該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生してい
た。当該製品に冠水痕が見られた状況を含め、現
在、原因を調査中。

栃木県
10月25日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200558 平成24年8月3日 平成24年10月29日 平成24年11月2日 カセットこんろ
RBT-A（岩谷産
業株式会社ブラ
ンド）

株式会社旭製作
所（岩谷産業株
式会社ブランド）
（輸入事業者）

重傷1名
飲食店で当該製品を使用中、当該製品に接続したカ
セットボンベが破損し、1名が負傷した。当該製品の
使用状況を含め、現在、原因を調査中。

愛知県

事業者が事故を認識したのは、10月24
日
8月17日に公表したカセットボンベに関
する事故(A201200355）と同一

A201200560 平成24年9月9日 平成24年10月29日 平成24年11月2日
ガス調整器（LP
ガス用）

H-70B
伊藤工機株式会
社

火災

燃焼器具を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。燃焼器具とガスボンベの距離が近
かったため、ガスボンベが熱せられ、当該製品の安
全弁からガスが噴出し、燃焼器具の火に引火した可
能性を含め、現在、原因を調査中。

宮崎県

事業者が事故を認識したのは、10月24
日
10月23日に経済産業省商務流通保安
グループにて公表済事故
11月1日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200561 平成24年10月21日 平成24年10月30日 平成24年11月2日
屋外式（RF式）ガ
ス給湯付ふろが
ま（都市ガス用）

GT-2410SAR
株式会社ノーリ
ツ

火災
当該製品を使用中、異臭と異音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
製品を焼損した。現在、原因を調査中。

神奈川県
11月1日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200566 平成24年10月20日 平成24年11月1日 平成24年11月6日
半密閉式（CF
式）ガスふろがま
（LPガス用）

ML-SB101K
モリタ工業株式
会社

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。浴槽へ水を入れずに点火、空焚きと
なった状況を含め、現在、原因を調査中。

愛知県
11月1日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200576 平成24年10月23日 平成24年11月2日 平成24年11月6日
半密閉式（CF
式）ガスふろがま
（LPガス用）

TP-A21BS
高木産業株式会
社（現　パーパス
株式会社）

火災
当該製品を使用中、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。

青森県

A201200579 平成24年10月31日 平成24年11月5日 平成24年11月9日
屋外式（RF式）ガ
スふろがま（LP
ガス用）

OK-AR型-LE
株式会社オカキ
ン

火災

当該製品を焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の
部品の設計の不具合により、ガバナ部（整圧器）のダ
イヤフラム（ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁）
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。

広島県

平成19年4月19日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率 71.8％
11月5日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
11月8日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200581 平成24年10月26日 平成24年11月5日 平成24年11月9日
密閉式（BF式）ガ
ス給湯付ふろが
ま（都市ガス用）

SR-DP（リンナイ
株式会社ブラン
ド：型式RBF-
SRDP-FX-R-T）

株式会社ガス
ター（リンナイ株
式会社ブランド）

火災
重傷1名
軽傷1名

当該製品を使用中、湯温調節をしたところ、浴室内で
爆発する火災が発生し、周辺を焼損、2名が負傷し
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

鹿児島県

10月29日に経済産業省商務流通保安
グループにて公表済事故
11月8日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200582 平成24年10月20日 平成24年11月5日 平成24年11月9日
ガスふろがま用
バーナー（LPガ
ス用）

TA-ML-
SB101K-F

株式会社世田谷
製作所

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。浴槽へ水を入れずに点火、空焚きと
なった状況を含め、現在、原因を調査中。

愛知県
11月6日に公表した半密閉式（CF式）ガ
スふろがま（LPガス用）に関する事故
（A201200566）と同一

A201200587 平成24年10月25日 平成24年11月6日 平成24年11月9日
ガスこんろ（都市
ガス用）

RTS-600GFS-R
リンナイ株式会
社

火災
飲食店で当該製品を使用中、当該製品から発煙し、
当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を
調査中。

愛知県
11月8日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200601 平成24年11月4日 平成24年11月12日 平成24年11月16日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

不明
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
死亡1名

集合住宅の一室を全焼する火災が発生し、1名が死
亡した。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。

栃木県
11月6日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故

A201200602 平成24年10月23日 平成24年11月13日 平成24年11月16日 ガストーチ 不明
コールマンジャ
パン株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品の動作確認をしたところ、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。現在、原因を調査中。

兵庫県
11月8日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200603 平成24年11月8日 平成24年11月13日 平成24年11月16日
石油給湯機付ふ
ろがま

OTQ-302SAY
株式会社ノーリ
ツ

火災
当該製品を使用中、屋外を確認すると、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。現在、原因を調査中。

福島県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　98.3％
(平成24年12月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200608 平成24年10月10日 平成24年11月14日 平成24年11月16日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

IC-S76F-L
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

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。当該製品の火を消し忘れた可能性を
含め、現在、原因を調査中。

京都府
事業者が事故を認識したのは、11月9
日



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200614 平成24年11月8日 平成24年11月19日 平成24年11月22日
ガスこんろ（都市
ガス用）

PD-1EH-2
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
当該製品を使用後、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。使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

静岡県
11月22日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200619 平成24年10月26日 平成24年11月21日 平成24年11月27日
開放式ガス瞬間
湯沸器（都市ガ
ス用）

RUS-
V51RTA(WH)

リンナイ株式会
社

火災
当該製品の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。

山形県
11月15日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200622 平成24年11月4日 平成24年11月22日 平成24年11月27日 石油ふろがま CK-5
株式会社長府製
作所

火災
発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生していた。当該製品から出火したの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

新潟県
製造から30年以上経過した製品
(平成24年11月29日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200624 平成24年11月11日 平成24年11月22日 平成24年11月27日
石油ストーブ（開
放式）

RC-296S 株式会社トヨトミ
火災
死亡1名

当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発
生し、住宅1棟を全焼、1名が死亡した。現在、原因を
調査中。

京都府
11月22日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200627 平成24年11月17日 平成24年11月26日 平成24年11月30日
石油給湯機付ふ
ろがま

FDW-470AS
タカラスタンダー
ド株式会社

火災
当該製品を使用中、湯温が高くなったため確認する
と、当該製品から出火する火災が発生しており、当該
製品を焼損した。現在、原因を調査中。

三重県
製造から10年以上経過した製品
(平成24年12月6日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200629 平成24年11月18日 平成24年11月26日 平成24年11月30日
石油ストーブ（開
放式）

SX-E331WY 株式会社コロナ
火災
死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該
製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県
11月29日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200630 平成24年11月14日 平成24年11月26日 平成24年11月30日 石油給湯機
UIB-
3300TXA(MS)

株式会社コロナ 火災
当該製品を使用中、発煙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。現在、原因を調査中。

京都府
製造から10年以上経過した製品
(平成24年12月6日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200631 平成24年11月16日 平成24年11月27日 平成24年11月30日
屋外式（RF式）ガ
ス給湯付ふろが
ま（都市ガス用）

FH-
E242AWDL(20)

パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

重傷1名
当該製品を使用して追い焚き後、入浴したところ、火
傷を負った。当該製品の設置状況を含め、現在、原
因を調査中。

大阪府

A201200633 平成24年11月4日 平成24年11月27日 平成24年11月30日 カセットボンベ
CB-250-OR（岩
谷産業株式会社
ブランド）

日本瓦斯株式会
社（岩谷産業株
式会社ブランド）

火災
軽傷3名

当該製品をカセットこんろに接続して使用中、当該製
品が爆発する火災が発生し、3名が火傷を負った。現
在、原因を調査中。

福井県

A201200634 平成24年11月19日 平成24年11月27日 平成24年11月30日
石油ストーブ（密
閉式）

UFH-111TBFM
サンポット株式
会社

火災
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、当該製品を焼損した。現在、原因を調査
中。

北海道



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200636 平成24年11月5日 平成24年11月27日 平成24年11月30日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

DG3025（関東産
業株式会社製シ
ステムキッチン
に組み込まれた
もの）

株式会社ハーマ
ン

火災
異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生していた。現在、原因を調査中。

群馬県

A201200645 平成24年11月17日 平成24年12月3日 平成24年12月7日 石油こんろ KT-166 株式会社コロナ 火災
異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

山形県

A201200647 平成24年11月20日 平成24年12月3日 平成24年12月7日
開放式ガス温風
暖房機（都市ガ
ス用）

KN-217E
リンナイ株式会
社

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。当該製品の接続口はガスコード用で
あったが、誤ってゴム管を接続したことにより、当該接
続部からガスが漏れ引火した可能性を含め、現在、
原因を調査中。

京都府

A201200651 平成24年11月26日 平成24年12月5日 平成24年12月7日 石油給湯機 OQB-405Y
株式会社ノーリ
ツ

火災
当該製品を使用中、湯温が低いため確認すると、当
該製品から出火する火災が発生しており、当該製品
及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

静岡県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　98.3％
12月6日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200658 平成24年11月15日 平成24年12月6日 平成24年12月11日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

RTS-337WNTS
リンナイ株式会
社

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。当該製品とガス栓の接続状況を含
め、現在、原因を調査中。

静岡県

A201200661 平成24年11月5日 平成24年12月6日 平成24年12月11日
石油ストーブ（密
閉式）

FFR-702SX
サンポット株式
会社

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。当該製品の前に衣類を干していた状
況を含め、現在、原因を調査中。

秋田県

事業者が事故を認識したのは、12月4
日
(平成25年3月14日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200662 平成24年11月27日 平成24年12月7日 平成24年12月11日
石油ストーブ（開
放式）

SX-B35Y 株式会社コロナ 火災
当該製品の給油中、給油したタンクを戻す際に、灯油
がこぼれて出火する火災が発生し、当該製品及び周
辺を焼損した。現在、原因を調査中。

神奈川県
平成20年9月17日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　1.6％

A201200663 平成24年11月25日 平成24年12月7日 平成24年12月11日
石油温風暖房機
（密閉式）

FF-440S 株式会社コロナ
CO中毒
軽症1名

店舗で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1
名が軽症を負う事故が発生した。現在、原因を調査
中。

奈良県

A201200664 平成24年11月24日 平成24年12月7日 平成24年12月11日
ガス栓（都市ガス
用）

ガスコンセントＷ
露出

株式会社サン
コー

火災
軽傷1名

当該製品にガスストーブを接続している居室内でライ
ターで点火したところ、居室を半焼する火災が発生
し、１名が負傷した。当該製品とガスストーブの接続
状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200665 平成24年11月24日 平成24年12月7日 平成24年12月11日 石油こんろ HH-216 株式会社トヨトミ 火災
外出先から帰宅したところ、当該製品を焼損する火
災が発生していた。現在、原因を調査中。

愛知県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200666 平成24年11月21日 平成24年12月10日 平成24年12月14日
石油温風暖房機
（密閉式）

CFF-R657
三洋電機株式会
社

火災
当該製品を使用中、爆発を伴う火災が発生し、当該
製品及び周辺を破損した。現在、原因を調査中。

秋田県
製造から10年以上経過した製品
(平成25年3月14日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200668 平成24年11月27日 平成24年12月10日 平成24年12月14日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

DW3279DTR
（TOTO株式会社
ブランド：型式
KNMG063LAB)

株式会社ハーマ
ン（ＴＯＴＯ株式
会社ブランド）

火災
当該製品を使用中、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
び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

埼玉県
12月6日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200670 平成24年11月30日 平成24年12月11日 平成24年12月14日 石油ストーブ OHR-F227
三洋電機株式会
社

火災
当該製品を使用中、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。

大阪府
12月13日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200673 平成24年11月30日 平成24年12月13日 平成24年12月18日
開放式ガス瞬間
湯沸器（LPガス
用）

PH-5BS-1 株式会社パロマ
火災
重傷1名

建物を全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。

栃木県

A201200677 平成24年12月1日 平成24年12月13日 平成24年12月18日
石油ストーブ（開
放式）

RC-296S 株式会社トヨトミ
火災
死亡2名

建物を全焼する火災が発生し、2名が死亡した。現場
に当該製品があった。
当該製品を消火せずに給油したカートリッジタンクを
戻す際、口金が外れて灯油がこぼれ引火した可能性
を含め、現在、原因を調査中。

富山県

A201200678 平成24年12月2日 平成24年12月13日 平成24年12月18日
石油温風暖房機
（開放式）

CFH-C2505
三洋電機株式会
社

火災
当該製品を使用中、当該製品の温風の吹き出し口か
ら出火する火災が発生し、建物を全焼した。当該製
品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

長野県
平成13年9月17日から無償点検・部品
交換を呼び掛け（特記事項を参照）

A201200682 平成24年12月7日 平成24年12月13日 平成24年12月18日 カセットこんろ
CB-AP-10（岩谷
産業株式会社ブ
ランド）

株式会社旭製作
所（岩谷産業株
式会社ブランド）

火災
負傷1名

当該製品で調理中、当該製品に接続した他社製カ
セットボンベが爆発する火災が発生し、当該製品及
び周辺を焼損、1名が火傷を負った。当該製品の使
用状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府

A201200690 平成24年12月4日 平成24年12月17日 平成24年12月21日
ガス衣類乾燥機
（LPガス用）

NH-G50A6

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）

火災
軽傷1名

当該製品を使用中、当該製品内部及び可燃物（衣
類）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。

神奈川県
12月13日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200691 平成24年12月5日 平成24年12月17日 平成24年12月21日
石油給湯機付ふ
ろがま

 RPE32VSN

ＴＯＴＯ株式会社
［製造：東陶ユプ
ロ株式会社（解
散）］

火災

ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品か
ら出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調
査中。

茨城県
製造から15年以上経過した製品

A201200692 平成24年11月23日 平成24年12月17日 平成24年12月21日 石油ふろがま JPM
株式会社長府製
作所

火災

ボイラ小屋で当該製品のタイマーが途中で停止した
ため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現
在、原因を調査中。

栃木県 製造から30年以上経過した製品

A201200693 平成24年12月6日 平成24年12月17日 平成24年12月21日
石油温風暖房機
（開放式）

FA-3010S
ダイニチ工業株
式会社

火災

当該製品のスイッチを入れてその場を離れた後、異
常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生していた。当該製品から出火したの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

山梨県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200696 平成24年12月5日 平成24年12月18日 平成24年12月21日
密閉式（BF式）ガ
ス給湯付ふろが
ま（都市ガス用）

RBF-22S（東邦
ガス株式会社ブ
ランド：型式
RUB-6(N)）

リンナイ株式会
社（東邦ガス株
式会社ブランド）

火災
当該製品で追い焚きしていたところ、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。

岐阜県
12月20日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200697 平成24年12月8日 平成24年12月18日 平成24年12月21日
石油ストーブ（開
放式）

NX-22Y 株式会社コロナ
火災
死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。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。

大分県

平成20年9月17日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　1.6％
12月20日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200698 平成24年12月8日 平成24年12月18日 平成24年12月21日
ガスふろがま用
バーナー（都市
ガス用）

TA-OK270
株式会社世田谷
製作所

火災

当該製品を使用中、異音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、当該製品内の
部品の設計の不具合により、ガバナ部（整圧器）のダ
イヤフラム（ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁）
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。

兵庫県

製造から10年以上経過した製品
平成19年4月19日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　72.1％
12月11日に経済産業省商務流通保安
グループにて公表済事故
12月20日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200701 平成24年12月14日 平成24年12月19日 平成24年12月21日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

KDH-602CB-R
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該
製品を使用したまま外出した状況を含め、現在、原因
を調査中。

山梨県

A201200702 平成24年12月9日 平成24年12月19日 平成24年12月21日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

IC-E600GP-R
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該
製品を使用したままその場を離れた状況を含め、現
在、原因を調査中。

栃木県

A201200704 平成24年12月1日 平成24年12月19日 平成24年12月21日
屋外式（RF式）ガ
ス給湯付ふろが
ま（都市ガス用）

GT-243AWX
株式会社ノーリ
ツ

重傷1名
当該製品で追い焚き後、幼児（1歳）を浴槽に入れた
ところ、両足に火傷を負った。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。

愛知県

A201200707 平成24年12月7日 平成24年12月20日 平成24年12月26日
石油ストーブ（開
放式）

SX-C180 株式会社コロナ
火災
死亡1名
負傷3名

当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発
生し、建物を1棟全焼、3棟類焼し、1名が死亡、3名が
負傷した。現在、原因を調査中。

埼玉県
12月20日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200708 平成24年12月6日 平成24年12月20日 平成24年12月26日
石油ふろがま用
バーナー（薪兼
用）

F-1
長府工産株式会
社

火災

ふろがまに薪を入れて当該製品で点火後、しばらくし
てブレーカーが作動したため確認すると、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
から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を
調査中。

岡山県
製造から15年以上経過した製品

A201200709 平成24年12月11日 平成24年12月20日 平成24年12月26日 石油温風暖房機 FW-453L
ダイニチ工業株
式会社

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。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。

千葉県

A201200713 平成24年12月7日 平成24年12月25日 平成24年12月28日
開放式ガス温風
暖房機（LPガス
用）

SRC-305E-2
リンナイ株式会
社

火災
建物を全焼する火災が発生し、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。

長崎県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200714 平成24年12月12日 平成24年12月25日 平成24年12月28日
開放式ガス瞬間
湯沸器（都市ガ
ス用）

RUS-53FT-1（東
京ガス株式会社
ブランド：型式
KG-105SSA）

リンナイ株式会
社（東京ガス株
式会社ブランド）

火災
飲食店で爆発を伴う火災が発生し、当該製品の周辺
を破損及び焼損した。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。

東京都
(平成25年1月10日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200721 平成24年12月12日 平成24年12月25日 平成24年12月28日
石油ストーブ（開
放式）

KCP-246Y 株式会社コロナ
火災
死亡１名

建物を全焼する火災が発生し、１名が死亡した。現場
に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、
現在、原因を調査中。

新潟県

A201200722 平成24年12月16日 平成24年12月25日 平成24年12月28日
石油給湯機付ふ
ろがま

OTQ-405SAY
株式会社ノーリ
ツ

火災

当該製品を使用後、しばらくして当該製品から発煙
し、当該製品を焼損する火災が発生した。
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。

宮城県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　98.3％
12月28日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200730 平成24年12月19日 平成24年12月27日 平成25年1月8日
石油給湯機付ふ
ろがま

FY-61N
タカラスタンダー
ド株式会社

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。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 製造から15年以上経過した製品

A201200731 平成24年12月25日 平成24年12月27日 平成25年1月8日
迅速継手（都市
ガス用）

JG2000
株式会社ハーマ
ン

火災

当該製品をガスこんろに接続して使用中、当該製品
を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製
品とガス栓の接続状況を含め、現在、原因を調査
中。

愛媛県

平成24年12月27日に経済産業省商務
流通保安グループにて公表済事故
(平成25年1月10日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200747 平成24年12月15日 平成25年1月4日 平成25年1月8日
石油ストーブ（開
放式）

RCA-106 株式会社トヨトミ 火災
当該製品を使用中、火災報知機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、
当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。

和歌山県
平成24年12月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表済

A201200748 平成24年12月17日 平成25年1月4日 平成25年1月8日
ガスこんろ（都市
ガス用）

IC-E601CB-R
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
軽傷1名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が
火傷を負った。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。

神奈川県

A201200749 平成24年12月21日 平成25年1月4日 平成25年1月8日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

PA-SE600-L
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災

店舗で当該製品に点火しようとしたところ、警報機が
鳴動するとともに、爆発を伴う火災が発生し、当該製
品を焼損した。事故前日に当該製品の修理が行われ
ていた状況を含め、現在、原因を調査中。

香川県
平成24年12月25日に経済産業省商務
流通保安グループにて公表済事故

A201200750 平成24年12月24日 平成25年1月4日 平成25年1月8日
石油ストーブ（開
放式）

不明

株式会社千石
(日本エー・アイ・
シー株式会社
「アラジン」ブラン
ド)

火災
建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品が
あった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を
調査中。

広島県
製造から35年以上経過した製品



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200751 平成24年12月20日 平成25年1月4日 平成25年1月8日
石油ストーブ（開
放式）

GKP-S241N（株
式会社グリーン
ウッドブランド）

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）

火災
軽傷1名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が
火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

富山県

平成22年9月1日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　29.4％
(平成25年1月10日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200752 平成24年12月22日 平成25年1月4日 平成25年1月8日
石油ストーブ（密
閉式）

UHB-TPM1000 株式会社コロナ 火災
火災が発生し、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

A201200754 平成24年12月13日 平成25年1月4日 平成25年1月8日
石油ストーブ（開
放式）

RX-221 株式会社コロナ
火災
負傷2名

建物を1棟全焼、3棟類焼する火災が発生し、2名が
負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因
を調査中。

大阪府

A201200757 平成24年12月28日 平成25年1月4日 平成25年1月8日 石油給湯機 RPH40KLS

ＴＯＴＯ株式会社
［製造：東陶ユプ
ロ株式会社　（解
散）］

火災

当該製品を使用中、異音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。当該製品の設置状況を含め、現在、原因
を調査中。

長野県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　88.3％

A201200763 平成24年12月28日 平成25年1月8日 平成25年1月11日
ガスこんろ（都市
ガス用）

C3W27RS
株式会社ハーマ
ン

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該
製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

千葉県

1月4日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
1月10日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200765 平成24年12月30日 平成25年1月8日 平成25年1月11日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

IC-800F-1L
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

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。当該製品を使用したままその場を離
れた状況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

A201200768 平成24年12月31日 平成25年1月10日 平成25年1月16日
石油ストーブ（開
放式）

RCA-26 株式会社トヨトミ 火災
当該製品を着火後、その場を離れ戻ったところ、当該
製品から出火する火災が発生しており、当該製品及
び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

北海道
(平成25年1月18日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200770 平成25年1月2日 平成25年1月11日 平成25年1月16日
石油ストーブ（開
放式）

ST-D2 株式会社コロナ 火災
建物を1棟全焼、1棟類焼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。

宮城県
製造から40年以上経過した製品

A201200771 平成25年1月1日 平成25年1月11日 平成25年1月16日
石油給湯機付ふ
ろがま

UKB-
3300TXA(FF)

株式会社コロナ
火災
軽傷1名

当該製品を使用中、異音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、周辺を汚損し、1名が負傷した。当該製品の使
用状況を含め、現在、原因を調査中。

北海道
製造から10年以上経過した製品

A201200775 平成24年12月30日 平成25年1月15日 平成25年1月18日
石油給湯機付ふ
ろがま

RPE32KSS

ＴＯＴＯ株式会社
［製造：東陶ユプ
ロ株式会社　（解
散）］

火災

当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該
製品を焼損する火災が発生していた。
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、漏れた
灯油に引火して焼損したものと考えられる。

千葉県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　88.3％
1月18日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200777 平成25年1月4日 平成25年1月15日 平成25年1月18日
石油ストーブ（開
放式）

KS-67E 株式会社トヨトミ 火災
当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発
生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因
を調査中。

岐阜県

A201200781 平成25年1月2日 平成25年1月15日 平成25年1月18日
ガス衣類乾燥機
（都市ガス用）

NH-G50A6（大阪
ガス株式会社ブ
ランド：型式160-
0015）

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）（大阪ガス株
式会社ブランド）

火災
当該製品のドラム内部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。

大阪府

A201200783 平成24年12月31日 平成25年1月17日 平成25年1月22日
ガス瞬間湯沸器
（LPガス用）

RUX-1605WF
リンナイ株式会
社

CO中毒
軽症2名

当該製品を使用して入浴中、気分が悪くなり、2名が
病院でCO中毒と診断された。当該製品の排気筒トッ
プに鳥の巣があったため、排気不良により不完全燃
焼が発生し、一酸化炭素が室内に滞留した可能性を
含め、現在、原因を調査中。

福井県

1月8日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
1月18日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200793 平成25年1月2日 平成25年1月18日 平成25年1月22日
石油ストーブ(開
放式)

HSR-28F
シャープ株式会
社

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。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

岡山県
製造から30年以上経過した製品
1月18日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200795 平成25年1月2日 平成25年1月18日 平成25年1月22日
屋外式（RF式）ガ
ス給湯付ふろが
ま（都市ガス用）

HOL-1670AQ
（東京ガス株式
会社ブランド：型
式KG-
A816RFWHB-
RA）

株式会社ガス
ター（東京ガス株
式会社ブランド）

火災
当該製品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。

東京都
(平成25年1月24日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200797 平成24年12月18日 平成25年1月21日 平成25年1月25日
石油ストーブ（開
放式）

SX-E296WY 株式会社コロナ 火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生
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。

岡山県
事業者が事故を認識したのは、1月10
日

A201200798 平成25年1月2日 平成25年1月21日 平成25年1月25日
石油給湯機付ふ
ろがま

UKB-
3300TXA(F)

株式会社コロナ 火災
当該製品の追い焚きスイッチを押したところ、異臭と
異音がして、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。

北海道
製造から10年以上経過した製品
1月18日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200799 平成25年1月9日 平成25年1月21日 平成25年1月25日
石油給湯機付ふ
ろがま

UKB-
3300TXA(MS)

株式会社コロナ 火災
当該製品を使用中、外の異常に気付き確認すると、
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。
現在、原因を調査中。

福島県
製造から10年以上経過した製品

A201200802 平成25年1月10日 平成25年1月21日 平成25年1月25日
石油ストーブ（開
放式）

RS-D295 株式会社トヨトミ 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

岩手県
1月24日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200803 平成25年1月14日 平成25年1月21日 平成25年1月25日
屋外式（RF式）ガ
スふろがま（LP
ガス用）

OK-AR型-LE
株式会社オカキ
ン

火災
当該製品を使用後、異音がしたため確認すると、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

広島県

平成19年4月19日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　72.1％
1月18日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
1月24日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200807 平成25年1月15日 平成25年1月22日 平成25年1月25日 石油給湯機 RPH32KSS

ＴＯＴＯ株式会社
［製造：東陶ユプ
ロ株式会社（解
散）］

火災
当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該
製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を
調査中。

千葉県

製造から15年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　88.3％
1月24日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200812 平成25年1月5日 平成25年1月22日 平成25年1月25日
石油給湯機付ふ
ろがま

BCB-503VG
長州産業株式会
社

火災
漏電遮断機が作動したため確認すると、当該製品を
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。

富山県
製造から15年以上経過した製品

A201200815 平成25年1月13日 平成25年1月23日 平成25年1月25日
石油給湯機付ふ
ろがま

KIBF-422DS
株式会社長府製
作所

火災
当該製品を使用中、異音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。現在、原因を調査中。

香川県
製造から10年以上経過した製品

A201200818 平成25年1月14日 平成25年1月24日 平成25年1月29日
半密閉式（CF
式）ガスふろがま
（都市ガス用）

ML-SB101K
モリタ工業株式
会社

火災

当該製品を使用中、リモコン操作ができないため屋
外に出たところ、当該製品を焼損する火災が発生し
ていた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を
調査中。

福島県
(平成25年1月31日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200822 平成25年1月3日 平成25年1月24日 平成25年1月29日
石油ストーブ（開
放式）

RB-25C 株式会社トヨトミ 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該
製品を使用中、消火せずに給油していた可能性を含
め、現在、原因を調査中。

宮崎県

A201200828 平成24年12月21日 平成25年1月28日 平成25年2月1日
石油ストーブ（開
放式）

SX-E249Y 株式会社コロナ 火災
建物を2棟全焼する火災が発生し、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。

京都府

事業者が事故を認識したのは、1月17
日
1月18日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200830 平成25年1月12日 平成25年1月28日 平成25年2月1日
石油ストーブ（開
放式）

SX-2240 株式会社コロナ 火災
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。

高知県
平成20年9月17日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　1.6％

A201200831 平成25年1月15日 平成25年1月28日 平成25年2月1日
石油ストーブ（開
放式）

SX-E28Y 株式会社コロナ 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該
製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200834 平成24年12月31日 平成25年1月28日 平成25年2月1日
石油ストーブ（開
放式）

RS-L21 株式会社トヨトミ 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。現在、原因を調査中。

北海道
事業者が事故を認識したのは、1月18
日



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200836 平成25年1月21日 平成25年1月28日 平成25年2月1日
密閉式(BF式）ガ
ス給湯付ふろが
ま（LPガス用）

TP-BF3(S)
髙木産業株式会
社（現　パーパス
株式会社）

火災
当該製品を使用中、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。

青森県

1月23日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
1月31日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200840 平成25年1月11日 平成25年1月28日 平成25年2月1日
石油ストーブ（開
放式）

LC-32AF 株式会社トヨトミ
火災
死亡2名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が
死亡した。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。

北海道

A201200846 平成25年1月20日 平成25年1月30日 平成25年2月1日 石油温風暖房機 FW-324S
ダイニチ工業株
式会社

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。ガソリン混合油を誤給油した可能性を
含め、現在、原因を調査中。

山形県
1月31日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200847 平成24年12月27日 平成25年1月30日 平成25年2月1日
石油ストーブ（開
放式）

KCP-2912WY 株式会社コロナ 火災
建物を全焼する火災が発生し、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。

宮城県
事業者が事故を認識したのは、1月21
日

A201200848 平成25年1月12日 平成25年1月30日 平成25年2月1日
石油ストーブ（開
放式）

RX-2910WY 株式会社コロナ
火災
死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。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。

北海道

A201200851 平成25年1月21日 平成25年1月31日 平成25年2月5日 石油ふろがま CK-7S
株式会社長府製
作所

火災

当該製品で追い焚き後に停電し、その後屋外の発煙
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、周辺を汚損した。当
該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

福島県 製造から25年以上経過した製品

A201200856 平成25年1月16日 平成25年2月1日 平成25年2月5日 石油ストーブ NCH-S26AD
株式会社ニッセ
イ

火災
店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、
原因を調査中。

秋田県

A201200863 平成24年9月27日 平成25年2月4日 平成25年2月8日
ガス炊飯器（都
市ガス用）

PR-4200S-1 株式会社パロマ 重傷1名
飲食店で当該製品を使用中、当該製品に触れたとこ
ろ感電し、そのはずみで周辺に体を打ちつけ負傷し
た。現在、原因を調査中。

大阪府
事業者が事故を認識したのは、1月30
日

A201200866 平成25年1月16日 平成25年2月4日 平成25年2月8日
石油ストーブ（開
放式）

SX-24 株式会社コロナ
火災
軽傷2名

建物を1棟全焼する火災が発生し、2名が火傷を負っ
た。現場に当該製品があった。当該製品の給油タン
クのキャップを緩めて使用していた状況を含め、現
在、原因を調査中。

東京都

A201200867 平成25年1月22日 平成25年2月4日 平成25年2月8日
石油ストーブ（開
放式）

RX-D27W 株式会社コロナ 火災
当該製品に点火したところ、異音とともに火柱が上が
り、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
現在、原因を調査中。

長崎県

A201200872 平成25年1月20日 平成25年2月5日 平成25年2月8日
ガスこんろ（都市
ガス用）

RTS-S336N-R
リンナイ株式会
社

火災
当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、当該
製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を
調査中。

福岡県
2月7日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200876 平成25年1月26日 平成25年2月6日 平成25年2月8日
石油ストーブ（密
閉式）

KH-051SF
サンデン株式会
社

火災

当該製品の点火操作を行い、その場を離れたとこ
ろ、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況
を含め、現在、原因を調査中。

北海道
(平成25年2月21日に消費者安全法の
重大事故等として公表)



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200877 平成25年1月27日 平成25年2月6日 平成25年2月8日 石油ふろがま CK-11
株式会社長府製
作所

火災

当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該
製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。
事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、
点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するた
め、一時的に使用する点検用コネクター（空焚き防止
装置を働かせないようにするもの）を修理・点検後に
戻し忘れたため、当該製品を運転したまま浴槽の水
を抜いたことで空焚きとなった際に空焚き防止装置が
作動せず、火災に至ったものと考えられる。

山口県

製造から15年以上経過した製品
平成19年7月27日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　32.9％

A201200881 平成25年1月3日 平成25年2月7日 平成25年2月13日 石油温風暖房機 FW-322S
ダイニチ工業株
式会社

火災
軽傷4名

建物を全焼する火災が発生し、4名が負傷した。現場
に当該製品があった。ガソリンを誤給油した可能性を
含め、現在、原因を調査中。

山形県
事業者が事故を認識したのは、1月28
日

A201200882 平成24年12月30日 平成25年2月7日 平成25年2月13日
石油ストーブ（開
放式）

CS-S23B 株式会社トヨトミ
火災
重傷1名

当該製品を点火するため、点火操作を繰り返したとこ
ろ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名
が火傷を負った。現在、原因を調査中。

兵庫県

事業者が事故を認識したのは、1月9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
1月18日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200896 平成25年1月31日 平成25年2月12日 平成25年2月15日
石油温風暖房機
（開放式）

FH-iX532BY 株式会社コロナ 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。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

静岡県
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200897 平成25年1月30日 平成25年2月12日 平成25年2月15日
屋外式（RF式）ガ
ス瞬間湯沸器
（都市ガス用）

PH-16CB
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

香川県

2月1日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
2月7日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200899 平成25年2月5日 平成25年2月13日 平成25年2月15日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

IC-S77CB-R
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

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。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

群馬県

A201200901 平成25年2月1日 平成25年2月13日 平成25年2月15日
ガスこんろ（都市
ガス用）

PKS-K73GF-R
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

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。当該製品の設置状況を含め、現在、
原因を調査中。

愛知県

A201200902 平成25年2月3日 平成25年2月13日 平成25年2月15日
石油ストーブ（開
放式）

LC-E30 株式会社トヨトミ
火災
死亡1名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が
死亡した。当該製品に可燃物が接触して引火した可
能性を含め、現在、原因を調査中。

北海道

A201200906 平成25年2月3日 平成25年2月14日 平成25年2月19日
エアコン（都市ガ
ス用）（室外機）

RAG-SM506VJ

株式会社東芝
（現　東芝キヤリ
ア株式会社に事
業移管）

火災
当該製品を使用中、外出したところ、当該製品を焼損
する火災が発生した。現在、原因を調査中。

新潟県 製造から15年以上経過した製品

A201200910 平成25年1月26日 平成25年2月14日 平成25年2月19日 石油温風暖房機 FW-552LD
ダイニチ工業株
式会社

火災
当該製品の給油タンクを持ち上げたところ、口金が外
れ、灯油がこぼれ当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。現在、原因を調査中。

香川県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200911 平成25年2月8日 平成25年2月14日 平成25年2月19日
石油給湯機付ふ
ろがま

CKX-402F
長府工産株式会
社

火災
当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認
すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
ていた。現在、原因を調査中。

滋賀県

A201200915 平成25年2月1日 平成25年2月15日 平成25年2月19日
ゴム管（都市ガ
ス用）

不明
株式会社ブリヂ
ストン

火災
当該製品に接続されたガスこんろを使用中、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
設置状況を含め、現在、原因を調査中。

愛知県

2月4日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
2月15日に公表したガスこんろ（都市ガ
ス用）に関する事故（A201200901）と同
一
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200921 平成25年2月7日 平成25年2月18日 平成25年2月22日

半密閉式（CF
式）ガス瞬間湯
沸器（都市ガス
用）

PH-161M
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

CO中毒
軽症3名

当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により3名が軽
症を負う事故が発生した。現在、原因を調査中。

新潟県

2月8日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200925 平成25年2月2日 平成25年2月18日 平成25年2月22日 石油ふろがま JPK-N
株式会社長府製
作所

火災

当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生
した。
事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、
点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するた
め、一時的に使用する点検用コネクター（空焚き防止
装置を働かせないようにするもの）を修理・点検後に
戻し忘れたため、浴槽の排水栓が閉まっておらず浴
槽に水がない状態で空焚きとなった際に空焚き防止
装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。

千葉県

製造から20年以上経過した製品
平成19年7月27日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　32.9％
(平成25年3月14日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200927 平成25年2月8日 平成25年2月18日 平成25年2月22日 石油給湯機 OQB-305Y
株式会社ノーリ
ツ

火災
異音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。現在、原因
を調査中。

静岡県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　98.4％
2月21日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200928 平成25年2月10日 平成25年2月18日 平成25年2月22日
石油給湯機付ふ
ろがま

OTQ-405AYS
株式会社ノーリ
ツ

火災

当該製品を使用中、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。

石川県

製造から10年以上経過した製品
平成14年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　98.4％

A201200929 平成25年2月12日 平成25年2月19日 平成25年2月22日
石油ストーブ（開
放式）

LC-L368S（株式
会社長府製作所
ブランド：型式
FH-3606T）

株式会社トヨトミ
（株式会社長府
製作所ブランド）

火災
建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品が
あった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を
調査中。

熊本県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200931 平成25年2月15日 平成25年2月19日 平成25年2月22日
石油温風暖房機
（開放式）

AKF-P321N(日
本エー・アイ・
シー株式会社
「アラジン」ブラン
ド)

株式会社千石
(日本エー・アイ・
シー株式会社
「アラジン」ブラン
ド)
（輸入事業者）

火災
軽傷2名

当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が
負傷した。
事故原因は、現在、調査中であるが、点火時に灯油
を気化させるヒーターが、何らかの原因で連続通電
状態となり、バーナー部のソレノイド（灯油気化ガスを
バーナーに送るノズル開閉弁）を過熱し、焼損に至っ
たものと考えられる。

北海道

平成23年2月4日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　23.1％
(平成25年2月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200935 平成25年2月4日 平成25年2月21日 平成25年2月26日 カセットこんろ
ZA-3（アイシステ
ムネットワーク株
式会社ブランド）

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）
（輸入事業者）

火災

当該製品を点火したところ、当該製品に接続したカ
セットボンベが爆発する火災が発生し、当該製品の
周辺を焼損した。当該製品の使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

長野県

カセットボンベに関する事故
（A201200940）と同一
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200940 平成25年2月4日 平成25年2月22日 平成25年2月26日 カセットボンベ

PB-250-I（アイシ
ステムネットワー
ク株式会社ブラ
ンド）

東邦金属工業株
式会社 （アイシ
ステムネットワー
ク株式会社ブラ
ンド）
（輸入事業者）

火災

カセットこんろに当該製品を接続して点火したところ、
当該製品が爆発する火災が発生し、当該製品及び
周辺を焼損した。当該製品の使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

長野県
カセットこんろに関する事故
（A201200935）と同一

A201200941 平成25年2月8日 平成25年2月22日 平成25年2月26日 石油ふろがま CK-11
株式会社長府製
作所

火災

浴槽を掃除中、当該製品から発煙し、当該製品を焼
損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、
点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するた
め、一時的に使用する点検用コネクター（空焚き防止
装置を働かせないようにするもの）を修理・点検後に
戻し忘れたため、清掃中浴槽に水がない状態で空焚
きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に
至ったものと考えられる。

群馬県

製造から15年以上経過した製品
平成19年7月27日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　32.9％

A201200873 平成24年11月9日 平成25年2月5日 平成25年3月1日
石油ストーブ（開
放式）

SX-B180 株式会社コロナ
CO中毒
重傷1名

山小屋で当該製品を使用後、体調が悪くなり入院、
一酸化炭素中毒と診断された。当該製品の使用状況
を含め、現在、原因を調査中。

長野県
事業者が事故を認識したのは、2月4日
(平成25年3月7日に消費者安全法の重
大事故等として公表)

A201200949 平成25年2月14日 平成25年2月25日 平成25年3月1日
ガスふろがま用
バーナー（LPガ
ス用）

TA-OK270
株式会社世田谷
製作所

火災

当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該
製品を焼損する火災が発生していた。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の
部品の設計の不具合により、ガバナ部（整圧器）のダ
イヤフラム（ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁）
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。

兵庫県
平成19年4月19日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　72.1％

A201200950 平成25年2月14日 平成25年2月25日 平成25年3月1日
石油ストーブ（開
放式）

RX-2210Y 株式会社コロナ
火災
軽傷1名

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、1名が負傷した。現在、原因を調査中。

岩手県
2月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200951 平成25年2月15日 平成25年2月25日 平成25年3月1日 石油給湯機
UIB-
3100TX3(FF)

株式会社コロナ 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

北海道
製造から20年以上経過した製品
2月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200952 平成25年2月11日 平成25年2月25日 平成25年3月1日 石油ふろがま CK-5
株式会社長府製
作所

火災
当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

京都府 製造から30年以上経過した製品

A201200953 平成25年2月8日 平成25年2月25日 平成25年3月1日
石油温風暖房機
（開放式）

FW-325S
ダイニチ工業株
式会社

火災
重傷1名
軽傷1名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が
負傷した。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。

奈良県

A201200957 平成25年2月8日 平成25年2月27日 平成25年3月1日
石油ストーブ（開
放式）

RCA-260 株式会社トヨトミ
火災
重傷1名

集合住宅の１階を全焼、１棟を類焼等する火災が発
生し、1名が火傷を負った。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。

徳島県
2月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200959 平成25年2月16日 平成25年2月27日 平成25年3月1日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

IC-S95F-L
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品が
あった。当該製品を使用したまま外出した状況を含
め、現在、原因を調査中。

山口県

A201200961 平成25年2月16日 平成25年2月27日 平成25年3月1日
石油温風暖房機
（密閉式）

FF-740S 株式会社コロナ 火災
当該製品を使用中、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。現在、原因を調
査中。

北海道

A201200963 平成25年2月17日 平成25年2月27日 平成25年3月1日 ガスボンベ CB-250-OR
岩谷産業株式会
社

火災
他社製バーナーに当該製品をセットして使用中、
バーナーと当該製品の接続部分から出火する火災
が発生し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

滋賀県

A201200966 平成25年2月10日 平成25年2月28日 平成25年3月5日
石油ストーブ（開
放式）

RX-2212Y 株式会社コロナ 火災
異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生していた。当該製品から出火したの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

宮崎県
2月21日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200967 平成25年2月14日 平成25年2月28日 平成25年3月5日
石油ストーブ（開
放式）

SX-E2911WY 株式会社コロナ
火災
死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。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。

岩手県
2月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200979 平成25年2月17日 平成25年3月4日 平成25年3月8日
ガスこんろ（LPガ
ス用）

PA-E600CP
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。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。

愛知県

A201200987 平成25年2月22日 平成25年3月5日 平成25年3月8日 石油ふろがま JPK-N3
株式会社長府製
作所

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

岐阜県 製造から15年以上経過した製品

A201200989 平成25年2月27日 平成25年3月5日 平成25年3月8日
半密閉式（FE式）
ガス瞬間湯沸器
（都市ガス用）

GQ-2421WZ-HP
株式会社ノーリ
ツ

火災
飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火
災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

A201200992 平成25年2月22日 平成25年3月6日 平成25年3月8日
石油温風暖房機
（開放式）

FW-674LX
ダイニチ工業株
式会社

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。当該製品を消火せずにカートリッジタ
ンクに給油した状況を含め、現在、原因を調査中。

滋賀県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201200996 平成25年2月24日 平成25年3月7日 平成25年3月12日 石油給湯機 DS-4000(S) 株式会社トヨトミ 火災

当該製品を使用中、異臭がして停止したことから、再
度点火したところ、異音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、当該製品を
焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。

熊本県 製造から10年以上経過した製品

A201201000 平成25年2月20日 平成25年3月7日 平成25年3月12日
半密閉式（CF
式）ガスふろがま
（LPガス用）

TP-A3K-2
高木産業株式会
社（現　パーパス
株式会社）

火災

当該製品を点火後、異音がしたため確認すると、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当
該製品の底部及び周辺に堆積していた油分を含む
枯れ葉等に引火した可能性を含め、現在、原因を調
査中。

兵庫県 製造から15年以上経過した製品

A201201003 平成25年3月4日 平成25年3月8日 平成25年3月12日 石油給湯機 YX-332RMDG
長州産業株式会
社

火災
当該製品を使用中、お湯が出ないため確認すると、
当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発
生していた。現在、原因を調査中。

福岡県 製造から15年以上経過した製品

A201201005 平成25年2月25日 平成25年3月8日 平成25年3月12日
屋外式（RF式）ガ
ス瞬間湯沸器
（都市ガス用）

FH-20ZAW
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製
品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

京都府

A201201007 平成25年2月27日 平成25年3月11日 平成25年3月15日 カセットこんろ KC-317
株式会社ニチネ
ン
（輸入事業者）

火災
飲食店で当該製品の着火確認を行ったところ、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。

神奈川県
3月7日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201008 平成25年2月27日 平成25年3月11日 平成25年3月15日
石油ストーブ
（開放式）

RCA-374 株式会社トヨトミ 火災
建物を全焼する火災が発生し、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。

岩手県

A201201029 平成25年3月6日 平成25年3月19日 平成25年3月22日
開放式ガス瞬間
湯沸器（LPガス
用）

RUS-V51RTA
リンナイ株式会
社

火災

当該製品の点火操作を行ったところ、爆発する火災
が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。何らかの
要因によりガスが漏洩し、点火時の火花に引火した
可能性を含め、現在、原因を調査中。

千葉県

3月7日に経済産業省商務流通保安グ
ループにて公表済事故
3月14日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201030 平成25年2月25日 平成25年3月19日 平成25年3月22日
石油ストーブ（密
閉式）

UH-F70PAK4 株式会社コロナ
火災
軽傷1名

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。当該製品から出火したのか、他の要因か
も含め、現在、原因を調査中。

青森県

A201201034 平成25年3月1日 平成25年3月21日 平成25年3月26日
石油ストーブ（開
放式）

RCA-102 株式会社トヨトミ 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。当該製品の給油タンクを抜いて使用
中のまま外出した状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201201036 平成25年3月11日 平成25年3月21日 平成25年3月26日
石油ストーブ（開
放式）

RS-277 株式会社トヨトミ
火災
負傷2名

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、2名が負傷した。当該製品に可燃物が
接触して引火した可能性を含め、現在、原因を調査
中。

奈良県

A201201037 平成25年3月9日 平成25年3月21日 平成25年3月26日
ガス栓（都市ガス
用）

N-26C
株式会社藤井合
金製作所

火災

当該製品に接続したガスこんろを使用中、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。

三重県

A201201039 平成25年3月11日 平成25年3月21日 平成25年3月26日
屋外式（RF式）ガ
ス瞬間湯沸器
（LPガス用）

GQ-5011WZQ-2
株式会社ノーリ
ツ

火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品を汚損し周辺を
焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含
め、現在、原因を調査中。

愛知県
3月22日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 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

A201201046 平成25年3月17日 平成25年3月25日 平成25年3月29日
開放式ガス瞬間
湯沸器（LPガス
用）

PH-5TB(10)
パロマ工業株式
会社（現　株式
会社パロマ）

火災
工場で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発
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。

神奈川県
製造から15年以上経過した製品
3月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201054 平成25年3月16日 平成25年3月25日 平成25年3月29日
密閉式（BF式）ガ
ス給湯付ふろが
ま（LPガス用）

GBSQ-806
株式会社ノーリ
ツ

火災
当該製品の点火操作中、爆発する火災が発生し、当
該製品を破損した。当該製品の使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

和歌山県

A201201057 平成25年3月17日 平成25年3月26日 平成25年3月29日 カセットこんろ
AS-1（岩谷産業
株式会社ブラン
ド）

株式会社旭製作
所（岩谷産業株
式会社ブランド）

火災

当該製品を使用中、当該製品に接続したカセットボン
ベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼
損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を
調査中。

東京都

A201201059 平成25年3月6日 平成25年3月26日 平成25年3月29日
石油ストーブ（開
放式）

SX-2200DX 株式会社コロナ 火災
当該製品の点火操作を行ったところ、当該製品及び
周辺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。

新潟県
3月22日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200471 平成24年9月2日 平成24年9月27日 平成24年10月2日 電気洗濯乾燥機 AWD-E105ZA
三洋電機株式会
社

火災
当該製品を使用中、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。

滋賀県
(平成24年11月1日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200476 平成24年9月8日 平成24年9月27日 平成24年10月2日
ウォータークー
ラー（冷温水兼
用型）

不明

株式会社東芝
（現　東芝ホーム
アプライアンス株
式会社）

火災
当該製品を使用中、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、当該製品を
焼損した。現在、原因を調査中。

大分県

A201200482 平成24年9月16日 平成24年9月28日 平成24年10月2日 食器洗い乾燥機 DW-S2000
三洋電機株式会
社

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品
を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

群馬県
9月27日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201000418 平成22年7月13日 平成22年8月18日 平成24年10月5日 ウォーターベッド
ハルシオンダイ
ヤルヒーターHI

ドリームベッド株
式会社
（輸入事業者）

火災

２台並べた当該製品の片方で水漏れが発生したた
め、当該製品から水を抜き、問題がない片方のみに
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した。
調査の結果、当該製品について設置事業者がウォー
ターバッグを１つから２つに変更した際にヒーターを１
本のみのままで設置し、かつ設置時に設置事業者か
ら使用者への説明が十分でなかったため、使用者が
ウォーターバッグを１つにして使用した際にウォー
ターバッグと接していないヒーターの一部が過熱し、
火災に至ったものと考えられる。

北海道

平成22年8月20日にガス機器・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
故として公表していたもの

A201100803 平成23年12月24日 平成24年1月11日 平成24年10月5日
電気蓄熱式湯た
んぽ

ND-13GY（株式
会社ヒロ・コーポ
レーションブラン
ド）

株式会社ジーワ
ン・トレード（株式
会社ヒロ・コーポ
レーションブラン
ド）
（輸入事業者）

火災

当該製品を蓄熱中、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。
調査の結果、当該製品の内袋に空気層が生じること
が認められ、内蔵ヒーターが、容器に固定されていな
い構造であるため、空気層にヒーターが露出すると、
急激な温度上昇が認められた。また、内蔵ヒーター
が、蓄熱方法によっては内袋と接触する構造である
ため、火災に至ったものと考えられる。
事業者は平成24年１月7日に新聞社告等を実施し、
製品の使用方法に関する注意喚起及び製品の回
収・返金を実施している。

山梨県

1月13日にガス機器・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として
公表していたもの
（特記事項を参照）

A201100838 平成24年1月1日 平成24年1月17日 平成24年10月5日
電気蓄熱式湯た
んぽ

FR-15（株式会
社ヒロ・コーポ
レーションブラン
ド）

株式会社ジーワ
ン・トレード（株式
会社ヒロ・コーポ
レーションブラン
ド）
（輸入事業者）

火災

当該製品を蓄熱中、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。
調査の結果、当該製品の内袋に空気層が生じること
が認められ、内蔵ヒーターが、容器に固定されていな
い構造であるため、空気層にヒーターが露出すると、
急激な温度上昇が認められた。また、内蔵ヒーター
が、蓄熱方法によっては内袋と接触する構造である
ため、火災に至ったものと考えられる。
事業者は平成24年１月7日に新聞社告等を実施し、
製品の使用方法に関する注意喚起及び製品の回
収・返金を実施している。

東京都

1月20日にガス機器・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として
公表していたもの
（特記事項を参照）



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200480 平成24年9月17日 平成24年9月28日 平成24年10月5日
携帯型音楽プ
レーヤー

iPod nano
MA107J/A

有限会社アップ
ルジャパンホー
ルディングス（現
Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ
合同会社）
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。現在、原因を調査中。

神奈川県
特記事項を参照
(平成24年12月20日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200485 平成24年9月6日 平成24年10月1日 平成24年10月5日 エアコン RAS-181GK

東京芝浦電気株
式会社（現　東芝
ホームアプライア
ンス株式会社）

火災
当該製品を使用中、当該製品のリモコン部（有線）を
焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因
を調査中。

徳島県
製造から35年以上経過した製品

A201200492 平成24年9月25日 平成24年10月3日 平成24年10月5日 電気冷蔵庫 LR-A17PS

ＬＧ電子ジャパン
株式会社(現 LG
Electronics
Japan株式会社)
（輸入事業者）

火災

当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発
生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、コンデンサの製
造不良により、コンデンサ内部の酸化が進行し、規定
以上の電気抵抗が生じて発熱・出火に至ったものと
考えられる。

神奈川県

平成20年12月16日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率27.4％
10月４日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201100766 平成23年12月20日 平成23年12月28日 平成24年10月10日
ウォーキングマ
シン

R-16
株式会社ジャ
パーナ
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を梱包から取り出す際、当該製品のフレー
ム部で手を挟み、負傷した。
調査の結果、当該製品を段ボール箱から取り出す
際、手をかける走行台のペースフレーム部分が手を
挟む構造となっていたため、取り出す際に当該部分
で手を挟み、事故に至ったものと考えられる。
なお、当該製品の走行台のバンド部に貼り付けられ
た注意ビラには「バンドを切断する前に、本製品を段
ボール箱から取り出す」旨、記載されているにも関わ
らず、バンドを切断してから段ボール箱から当該製品
を取り出したことも影響していると考えられる。

長野県

1月6日にガス機器・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として公
表していたもの

A201200495 平成24年8月1日 平成24年10月4日 平成24年10月10日 電気衣類乾燥機 EDE405M

エレクトロラック
ス・ジャパン株式
会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生
した。現在、原因を調査中。

長野県

事業者が事故を認識したのは、10月2
日
(平成24年10月12日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200496 平成24年9月25日 平成24年10月4日 平成24年10月10日 電気冷蔵庫 SJ-EX447
シャープ株式会
社

火災

当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発
生し、当該製品の内部部品を焼損した。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコ
ンプレッサー始動用に使用されている始動リレー（起
動用電気部品）内のＰＴＣ素子（電流を制御する部
品）の品質にばらつきがあること等により発熱故障
し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品
を焼損する火災に至ったものと考えられる。

長崎県

4月16日からリコールを実施（特記事項
を参照）
改修率　18.5％
(平成24年10月18日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201000914 平成23年1月24日 平成23年2月3日 平成24年10月12日 電気洗濯機 NA-A512

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）

火災

当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する
火災が発生した。
調査の結果、長期使用（約23年）により、給水弁コイ
ルが絶縁劣化し、給水弁回路の抵抗に過電流が流
れて発熱したため、抵抗上部の防湿用樹脂が溶解・
ガス化し、炎が噴き出したことにより火災に至ったも
のと考えられる。

愛知県

平成23年2月8日にガス機器・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
として公表していたもの



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200499 平成24年9月19日 平成24年10月9日 平成24年10月12日 液晶テレビ 42Z2 株式会社東芝 火災
当該製品で視聴後、しばらくして当該製品から発煙
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。

大阪府

A201200505 平成24年9月29日 平成24年10月11日 平成24年10月16日 自転車 無し
株式会社あさひ
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品で走行中、前輪を段差に乗り上げたところ、
前輪が左に傾き右側へ転倒、負傷した。現在、原因
を調査中。

兵庫県
10月10日から製品改修を実施（特記事
項を参照）

A201200513 平成24年10月4日 平成24年10月12日 平成24年10月16日 液晶テレビ TH-20LB10V

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）

火災
当該製品の電源を入れたところ、当該製品から発煙
し、当該製品の内部部品を破損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

兵庫県
(平成24年11月1日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200324 平成24年7月22日 平成24年8月3日 平成24年10月17日 プロジェクター LP-Z3
三洋電機株式会
社

火災

当該製品の電源コードから出火する火災が発生し、
当該製品を焼損、周辺を汚損した。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の電
源コードのコネクタ内部の樹脂材料に含まれる難燃
剤が加工不十分なため、その成分が温度・湿度等の
影響によって空気中の水分と反応して導電性物質が
生成され、コネクタ内部の端子間において絶縁が劣
化して樹脂が炭化することで、出火に至ったものと考
えられる。

山口県

8月7日にガス機器・石油機器以外の製
品に関する事故であって、製品起因が
疑われる事故として公表していたもの
10月17日からリコールを実施（特記事
項を参照）

A201100135 平成23年5月12日 平成23年5月20日 平成24年10月19日 食器洗い乾燥機 NP-3000BP

松下電器産業株
式会社(現　パナ
ソニック株式会
社）

火災

当該製品の使用を開始し、しばらくすると火災報知器
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し
た。
調査の結果、長期使用（約11年）によりドア開閉レ
バーブロックの固定部が破損したことで、ドアに取り
付けられたマイクロスイッチ端子部に接続するリード
線に外力が加わり、断線・スパークが生じて、出火に
至ったものと考えられる。

広島県

平成23年5月24日にガス機器・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
故として公表していたもの

A201100386 平成23年8月17日 平成23年9月2日 平成24年10月19日 電気冷凍庫 BNF102

エレクトロラック
ス・ジャパン株式
会社
（輸入事業者）

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。
調査の結果、機械室の焼損が著しいことから機械室
付近から出火したものと考えられるが、機械室内のコ
ンデンサ、配線等の部品が確認できなかったことか
ら、出火の原因の特定には至らなかった。

和歌山県

平成23年9月6日にガス機器・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
として公表していたもの

A201100624 平成23年10月26日 平成23年11月24日 平成24年10月19日 蛍光ランプ EFSP18ED
株式会社オーム
電機
（輸入事業者）

火災

当該製品を照明器具に接続して使用中、不点灯に
なったため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚
損する火災が発生していた。
調査の結果、当該製品の蛍光管フィラメントが寿命末
期と同様に消耗していたため、点灯操作を繰り返した
ことで、蛍光管フィラメントに過大な電流が流れて異
常発熱し、火災に至ったものと考えられる。

兵庫県

平成23年11月29日にガス機器・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
故として公表していたもの



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201101140 平成24年3月11日 平成24年3月22日 平成24年10月19日
収納家具（台所
用）

SWKXZH-
B3026758

サンウエーブ工
業株式会社（現
株式会社ＬＩＸＩＬ）

重傷1名

当該製品の棚板に収納物を載せたところ、棚板が落
下して体に当たり、乗っていた脚立から使用者が転
落し、負傷した。
調査の結果、当該製品の落下した棚は、事故時にガ
タつきが認められたこと及び固定金具（棚受けダボ）
の側板のダボ穴に破損が認められないことから、固
定金具（棚受けダボ）のダボ穴への取り付けが適切
でなかったために、棚が不安定となって落下したもの
と考えられるが、事故時の固定金具（棚受けダボ）の
状態や、取り付けに不備が生じる経緯が不明なこと
から事故原因の特定には至らなかった。

茨城県

3月27日にガス機器・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として
公表していたもの

A201200516 平成24年9月20日 平成24年10月15日 平成24年10月19日 エアコン RAS-201SKH

東京芝浦電気株
式会社（現　東芝
ホームアプライア
ンス株式会社)

火災
当該製品を使用中、当該製品から出火し、当該製品
及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

京都府
製造から20年以上経過した製品
10月12日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201100441 平成23年9月10日 平成23年9月26日 平成24年10月23日 除湿機 DBC
株式会社カン
キョー
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生
した。
調査の結果、当該製品に使用されている電源基板上
の実装部品に設計と異なるものが使用されていたこ
と及び電源基板の樹脂製ケースも設計と異なる難燃
性の低い材料が使用されていたため、実装部品の不
具合から出火した際に樹脂製ケースに着火し、火災
に至ったものと考えられる。

茨城県

平成23年9月30日にガス機器・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
故として公表していたもの
平成23年10月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　35.9％

A201101133 平成23年12月3日 平成24年3月21日 平成24年10月23日
キーレス錠（ハン
ドル付き）

KL22271MS
株式会社長沢製
作所

重傷1名

当該製品のレバーハンドルに手を掛けた状態で開錠
操作をしていたところ、急にレバーハンドルが動き、
転倒し、負傷した。
調査の結果、当該製品には、レバーハンドルに過大
な力（トルク）が加わると、内部機構の破損防止のた
めにレバーハンドルが空転する安全装置が備わって
いる。当該製品が取り付けられていた鉄製引戸は動
きが悪く、引戸を引く際に必要とする力が安全装置の
作動トルク値を上回っていたと考えられる。事故の原
因は、当該製品が重くて動きの悪い鉄製引き戸に取
り付けられていたために、使用者が当該製品の戸を
強く引いた際に、当該製品の安全装置が作動してレ
バーハンドルが空転し、バランスを崩して事故に至っ
たものと考えられる。
なお、当該製品は重い鉄製引戸への取付は不向き
な製品であったが、製品の取付場所に関する指示や
記載がなかった。

神奈川県

3月23日にガス機器・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として
公表していたもの

A201200522 平成24年10月9日 平成24年10月18日 平成24年10月23日 電気洗濯乾燥機 WD-63A

株式会社日立製
作所（現　日立ア
プライアンス株式
会社）
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中、ブレーカーが作動し、異臭がした
ため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の
内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原
因を調査中。

神奈川県
(平成24年12月6日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200523 平成24年9月24日 平成24年10月18日 平成24年10月23日 照明器具 RP11B116

日立照明株式会
社（現　日立アプ
ライアンス株式
会社）

火災
当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する
火災が発生した。現在、原因を調査中。

静岡県
10月4日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200529 平成24年10月10日 平成24年10月19日 平成24年10月23日
エアコン(室外
機）

2M685XV
ダイキン工業株
式会社

火災
ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から
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。

神奈川県
製造から15年以上経過した製品
10月18日に消費者安全法の重大事故
等として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201000982 平成22年12月2日 平成23年2月22日 平成24年10月26日 手すり（浴室用） UST-130
アロン化成株式
会社

重傷１名

使用者（80歳代男性）が入浴中、異音がしたため家
人が確認すると、使用者が倒れており、負傷してい
た。現場に、浴槽から当該製品が外れて床に落ちて
いた。
調査の結果、当該製品には、異常が認められないこ
とから、浴槽への固定が緩んでいたため、浴槽から
外れ、転倒に至ったものと考えられる。
本体及び取扱説明書では、浴槽固定に関して注意喚
起はあるものの、固定が緩んでいる場合の具体的な
調整方法等が記載されていなかった。このことも事故
に至った原因と考えられる。

北海道

平成23年2月25日にガス機器・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
故として公表していたもの

A201100236 平成23年6月23日 平成23年7月1日 平成24年10月26日
ルーター（パソコ
ン周辺機器）

RT-200KI
沖電気工業株式
会社

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
調査の結果、電源回路のコンデンサー容量が抜けて
トランジスタ－故障が発生し、トランジスタ－に過電流
が流れた際に、ACアダプターの電流制限保護回路
が機能しなかったためトランジスターが異常発熱し、
発火に至ったものと考えられる。

東京都

平成23年7月5日にガス機器・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
として公表していたもの
平成23年1月17日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　97.5％

A201100968 平成24年1月29日 平成24年2月10日 平成24年10月26日 電気スタンド 50SM-02B6-AW
ヤマギワ株式会
社

重傷1名

施設で入居者（70歳代）が指を負傷する事故が発生
した。
調査の結果、当該製品のアームは、アームの角度に
よってアームの間の隙間が開閉し、アームの隙間が
閉じた際、アームのヒンジ部の金具がせり出しくる機
構となっており、使用者がアームの隙間に指を入れ
た状態でアームを曲げたため、アームの隙間が閉じ
てアームとヒンジ部の金具に指が挟まれて、事故に
至ったものと考えられる。
なお、取扱説明書には、「アームの間に手を入れない
で下さい」旨、記載されている。

神奈川県

2月4日にガス機器・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として公
表していたもの

A201200239 平成24年5月21日 平成24年6月29日 平成24年10月26日
電動アシスト自
転車

アンジェリーノア
シスタSRD
A26L40

ブリヂストンサイ
クル株式会社

重傷1名

倒れていた当該製品を起こそうとした際に、指を負傷
した。
調査の結果、当該製品のヘッドパイプ部（フレームの
一部）に取り付けられている歯車の下部が、ケースか
ら露出し指が入り込む構造であったが、指はさみに
関する注意表示がなかったことから、使用者が自転
車を起こす際にヘッドパイプ部を持ったため、歯車と
ケースの隙間に指を挟み込み、事故に至ったものと
考えられる。
事業者は平成24年9月27日に自社ホームページに指
挟みに関する注意喚起を実施している。

神奈川県

7月3日にガス機器・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として公
表していたもの

A201200540 平成24年10月5日 平成24年10月23日 平成24年10月26日
フィットネスボー
ル

B-6160
トーエイライト株
式会社
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品を使用中、当該製品が破裂して負傷した。
現在、原因を調査中。

大阪府

A201100225 平成23年6月18日 平成23年6月29日 平成24年10月30日
バッテリーパック
（ノートパソコン
用）

361742-001

日本ヒューレッ
ト・パッカード株
式会社
（輸入事業者）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品の不具合により出火したもの
と考えられるが、保護基板が正常に動作したこと、
バッテリーセル内に短絡痕が認められないことから、
不具合となった原因の特定には至らなかった。

千葉県

平成23年7月1日にガス機器・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
として公表していたもの



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201100762 平成23年12月16日 平成23年12月28日 平成24年10月30日 電気洗濯機 NA-F50Z8

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）
（輸入事業者）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品内部の制御基板のモーター
回路コネクタ部のパターン焼失と基板の欠落やコネク
ターピンの溶融が認められることからコネクターピン
間のトラッキング、又は、はんだクラックによるアーク
放電のいずれかの事象により出火に至ったものと考
えられるが、当該基板のはんだ付け部が焼失してい
るため、事故原因の特定には至らなかった。

大阪府

1月6日にガス機器・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として公
表していたもの

A201200549 平成24年10月13日 平成24年10月26日 平成24年10月30日 食器洗い乾燥機 DW-S2000
三洋電機株式会
社

火災
当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認
すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火
災が発生していた。現在、原因を調査中。

京都府

A201200564 平成24年10月21日 平成24年10月31日 平成24年11月2日 空気清浄機 ACM75H-W
ダイキン工業株
式会社
（輸入事業者）

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。現在、原因を調査中。

兵庫県

平成22年4月10日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　54.8％
11月1日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200567 平成24年10月20日 平成24年11月1日 平成24年11月6日 電気冷蔵庫 SJ-WA35C
シャープ株式会
社

火災

当該製品を使用中、異臭と発煙に気付き確認する
と、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生して
いた。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコ
ンプレッサー始動用に使用されている始動リレー（起
動用電気部品）内のＰＴＣ素子（電流を制御する部
品）の品質にばらつきがあること等により発熱故障
し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品
を焼損する火災に至ったものと考えられる。

東京都

4月16日からリコールを実施（特記事項
を参照）
改修率　18.5％
(平成24年11月15日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200569 平成24年10月19日 平成24年11月2日 平成24年11月6日 電気冷凍庫 MD-850FF
三ツ星貿易株式
会社
(輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品
を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都
(平成24年11月15日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200570 平成24年10月23日 平成24年11月2日 平成24年11月6日 電気洗濯機 KWM-45W
大宇電子ジャパ
ン株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品
を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

千葉県
(平成24年11月8日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200572 平成24年10月21日 平成24年11月2日 平成24年11月6日 照明器具 不明
松下電工株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）

火災
当該製品を使用中、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。

宮城県
製造から30年以上経過した製品

A201200575 平成24年10月21日 平成24年11月2日 平成24年11月6日 プラズマテレビ TH-P55GT5
パナソニック株式
会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、視聴できなくなったため確認する
と、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、
原因を調査中。

東京都

A201200577 平成24年10月9日 平成24年11月2日 平成24年11月6日
充電器（電気
シェーバー用）

RC01（セイコー
エスヤード株式
会社ブランド）

株式会社泉精器
製作所（セイコー
エスヤード株式
会社ブランド）
(輸入事業者）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内部
の発振トランスの巻線で絶縁不良をおこし、短絡して
過電流が流れることにより過熱し、出火に至ったもの
と考えられる。

福岡県

平成12年6月6日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　88.8％
(平成25年2月15日に消費者安全法の
重大事故等として公表)



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201101036 平成24年2月9日 平成24年2月24日 平成24年11月9日 自転車 402Sanctum
ビーズ株式会社
（輸入事業者）

重傷１名

当該製品で走行中、前輪が外れ転倒し、負傷した。
調査の結果、当該製品の前ホークに脱輪防止装置
がなかったことから、クイックレリーズの調整ナットの
締付けが十分でなかった前輪の固定部が、使用を続
けるうちに緩んだ際、前輪が外れ、事故に至ったもの
と考えられる。
なお、取扱説明書と本体表示には、「ネジの緩みがな
いこと、前輪の固定はしっかり取り付けられているこ
とやクイックレリーズのレバーが確実に倒れているこ
とを確認する」旨、表記されている。

東京都

2月28日にガス機器・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として
公表していたもの

A201200057 平成24年4月11日 平成24年4月19日 平成24年11月9日
手指保護具（口
腔用）

L/S
株式会社オーラ
ルケア

死亡1名

施設内で当該製品を使用中、当該製品の一部が破
断して患者の口腔から体内に入り、病院に搬送後、
窒息による死亡が確認された。
調査の結果、当該製品には劣化の痕跡や破損の起
因となるような異常は認められないが、何らかの原因
で内側からクラックが生じ、継続的な使用によって破
断したものと考えられる。
なお、パッケージには、使用上の注意は記載されて
いるものの、内側の破損や破損時の危険性等の注
意喚起の表示が無く、現行の注意表示では不十分で
あると考えられる。

大阪府

4月24日にガス機器・石油機器以外の
製品に関する事故であって、製品起因
が疑われる事故として公表していたも
の

A201200583 平成24年11月3日 平成24年11月5日 平成24年11月9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）

火災
当該製品を使用中、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。現在、原因を調
査中。

茨城県
平成23年2月10日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　10.6％

A201200585 平成24年10月29日 平成24年11月6日 平成24年11月9日 空気清浄機 AC-4311
ツインバード工業
株式会社

火災
飲食店のトイレで当該製品を使用中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

東京都
(平成24年11月22日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200586 平成24年10月10日 平成24年11月6日 平成24年11月9日 折りたたみ椅子 KKG18-0771
コーナン商事株
式会社
(輸入事業者）

重傷1名
当該製品に座ったところ、当該製品の座面裏の金具
が外れて臀部を強打し、負傷した。現在、原因を調査
中。

愛知県

A201100384 平成23年5月29日 平成23年9月1日 平成24年11月13日 靴 06-HB
株式会社マルヒ
ロ

重傷1名

雨天時に、当該製品を履いて、店舗の入口を歩行
中、滑り転倒し、負傷した。
調査の結果、当該製品の靴底が滑りやすいもので
あったことと、雨天時に濡れた滑りやすい床面を歩行
したことから、当該製品が滑って転倒し、事故に至っ
たものと考えられる。

東京都

平成23年9月6日にガス機器・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
として公表していたもの

A201101163 平成24年3月20日 平成24年3月29日 平成24年11月13日 電気洗濯機 AW-GN70DC

東芝家電製造株
式会社（現　東芝
ホームアプライア
ンス株式会社）
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。
調査の結果、当該製品の製造時に、モーターリード
線等を束ねたワイヤーハーネスが、管理寸法を外
れ、緩みに余裕がない状態で機体内部に取り付けら
れていた。このため、水槽揺れの影響によりワイヤー
ハーネスに想定以上の繰り返し屈曲及び張力が加
わり、モーターリード線が断線してスパークが生じ、出
火に至ったものと考えられる。

岡山県

4月3日にガス機器・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として公
表していたもの



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200178 平成24年5月23日 平成24年6月1日 平成24年11月13日 電気冷蔵庫 GR-2008T

東京芝浦電気株
式会社（現　東芝
ホームアプライア
ンス株式会社）

火災

住人が不在の間に当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。
調査の結果、当該製品の長期使用（約34年）により、
始動リレー（起動用電気部品）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考えられ
る。

大阪府

6月5日にガス機器・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として公
表していたもの

A201200596 平成24年10月5日 平成24年11月9日 平成24年11月13日 電気冷蔵庫 SR-HS42GL
三洋電機株式会
社

重傷1名
当該製品を使用中、当該製品の扉が落下し、足を負
傷した。現在、原因を調査中。

福岡県
事業者が事故を認識したのは、10月31
日

A201200598 平成24年10月22日 平成24年11月9日 平成24年11月13日 電気スタンド SQ-LD520
パナソニック株式
会社
（輸入事業者）

火災
異音と異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損す
る火災が発生していた。現在、原因を調査中。

兵庫県

A201200599 平成24年10月21日 平成24年11月9日 平成24年11月13日 照明器具 HD9211
松下電工株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）

火災
当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火
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。

岡山県
製造から30年以上経過した製品
11月8日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201100430 平成23年9月9日 平成23年9月21日 平成24年11月16日
携帯型音楽プ
レーヤー

iPod nano
MA107J/A

有限会社アップ
ルジャパンホー
ルディングス（現
Apple Japan合同
会社）
（輸入事業者）

火災

当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。
調査の結果、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考えられる。

東京都

平成23年9月28日にガス機器・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
故として公表していたもの
特記事項を参照

A201100571 平成23年11月2日 平成23年11月14日 平成24年11月16日
携帯型音楽プ
レーヤー

iPod classic
MA444J／A

有限会社アップ
ルジャパンホー
ルディングス（現
Apple Japan合同
会社）
（輸入事業者）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品内蔵のリチウムポリマー電池
内で内部短絡が生じて発火に至ったものと考えられ
るが、電池の正極部分の焼損が著しいことから、内
部短絡が生じた原因の特定には至らなかった。

東京都　

平成23年11月18日にガス機器・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
故として公表していたもの

A201200594 平成24年11月2日 平成24年11月9日 平成24年11月16日
携帯型音楽プ
レーヤー

iPod nano
MA005J/A

有限会社アップ
ルジャパンホー
ルディングス（現
Apple Japan合同
会社）
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、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。現在、原因を調
査中。

東京都 特記事項を参照

A201200604 平成24年10月31日 平成24年11月13日 平成24年11月16日 電気冷蔵庫 R-56

株式会社日立製
作所（現　日立ア
プライアンス株式
会社）

火災
当該製品の電源を入れた後、しばらくして当該製品
から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が
発生した。現在、原因を調査中。

東京都

A201200606 平成24年10月27日 平成24年11月14日 平成24年11月16日 ヘアドライヤー HDH-301

東芝電気器具株
式会社（現　東芝
ホームテクノ株
式会社）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

兵庫県
製造から35年以上経過した製品
11月15日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201000920 平成23年1月24日 平成23年2月4日 平成24年11月20日
湯たんぽ（樹脂
製）

なし
協越化学株式会
社

重傷1名

当該製品に熱湯を入れ、蓋をして湯たんぽカバーに
入れようとしたところ、当該製品から熱湯がこぼれ、
火傷を負った。
調査の結果、当該製品の本体側面の溶着部に溶着
不良があったため、繰り返し使用により溶着部に生じ
た亀裂が伸展して当該製品本体が破損し、破損部か
ら熱湯が漏れて事故に至ったものと考えられる。

北海道

平成23年2月8日にガス機器・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
として公表していたもの



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200609 平成24年10月31日 平成24年11月15日 平成24年11月20日 IH調理器 HTW-4DA

株式会社日立
ホームテック（現
日立アプライアン
ス株式会社）

火災
当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損す
る火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都
(平成24年11月22日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200612 平成24年11月6日 平成24年11月16日 平成24年11月20日 電気カーペット DC-3G2

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）

火災
当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

和歌山県
(平成24年11月22日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200613 平成24年10月31日 平成24年11月19日 平成24年11月22日 椅子（乳児用）
バンボ ベビーソ
ファ

株式会社ティー
レックス
（輸入事業者）

重傷1名
テーブル上の当該製品に乳児を座らせていたところ、
家人が目を離した際に抜け出し、テーブル上から転
落、負傷した。現在、原因を調査中。

福岡県
8月23日からリコールを実施（特記事項
を参照）

A201200616 平成24年10月29日 平成24年11月19日 平成24年11月22日 電気カーペット SYC-PD200
三洋電機株式会
社

火災
当該製品を使用中、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した。現在、原因を
調査中。

東京都
11月22日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200114 平成24年4月15日 平成24年5月10日 平成24年11月27日 電気掃除機 VC-Y2C

東芝ホ－ムアプ
ライアンス株式
会社
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中、発煙し、当該製品を焼損、周辺
を汚損する火災が発生した。
調査の結果、モーターから出た高温物質片（高温の
カーボン片）が、本体内部の排気フィルター（誤って非
難燃性材料を使用）に付着したため、発煙に至り、製
品を焼損し、周辺を汚損したものと考えられる。

三重県

5月15日にガス機器・石油機器以外の
製品に関する事故であって、製品起因
が疑われる事故として公表していたも
の
11月28日からリコールを実施（特記事
項を参照）

A201200621 平成24年10月1日 平成24年11月21日 平成24年11月27日 腕時計 MR003
株式会社マルマ
ンプロダクツ
（輸入事業者）

重傷1名

子供（6歳）が当該製品を装着したまま就寝したとこ
ろ、負傷した。
事故原因は、現在、調査中であるが、製造時の内部
部品の取り付け不良により、部品間が通電していた
ため、当該製品のリュウズ（時計の側面に付けられた
突起）と裏蓋に長時間肌が同時に触れていたことで、
肌に持続的に電流が流れ負傷したものと考えられ
る。

広島県

事業者が事故を認識したのは、11月20
日
3月6日からリコールを実施（特記事項
を参照）
改修率 27.6％

A201101122 平成24年3月7日 平成24年3月16日 平成24年11月30日 照明器具
シーリングライト
8LV243SG

ＮＥＣライティング
株式会社

火災

当該製品を点灯後、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。
調査の結果、当該製品に組み込まれている蛍光灯の
寿命末期を検知する保護回路の動作が遅れ、蛍光
灯の寿命末期に異常電流が流れたため口金部が溶
融したものと考えられるが、当該保護回路に異常は
認められず、保護回路の動作が遅れた原因の特定
には至らなかった。

鹿児島県

3月21日にガス機器・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として
公表していたもの

A201200183 平成24年5月3日 平成24年6月5日 平成24年11月30日
折りたたみ自転
車

DOPPELGANGE
R　211
assaultpack

ビーズ株式会社
(輸入事業者)

重傷1名

当該製品で走行中、当該製品のハンドルポスト（ハン
ドルとフロントフォークをつなぐ支柱）の折りたたみ部
分が折りたたまれ、転倒し、負傷した。
調査の結果、当該製品は、取扱説明書にハンドルポ
ストの組み立て方法の記載がなかったため、使用者
が誤った方法でハンドルポストを組み立て、ハンドル
ポストの固定が不完全になっていたことから、走行中
に折りたたまれ事故に至ったものと考えられる。

愛知県

6月8日にガス機器・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として公
表していたもの

A201200625 平成24年9月17日 平成24年11月26日 平成24年11月30日
ライター（使い切
り型）

XHD-610CR
株式会社リーイ
ン
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用後、机の上に置いていたところ、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、
原因を調査中。

大阪府

事業者が事故を認識したのは、9月18
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



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200626 平成24年11月13日 平成24年11月26日 平成24年11月30日 電子レンジ
IM-574（岩谷産
業株式会社ブラ
ンド）

株式会社千石
（岩谷産業株式
会社ブランド）
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、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、当該製品を
焼損した。現在、原因を調査中。

大阪府

平成15年9月2日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　13.3％
11月29日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201001123 平成23年3月16日 平成23年3月28日 平成24年12月7日
スチームクリー
ナー

SC1202
ケルヒャージャパ
ン株式会社
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中、異音とともに発煙、出火する火
災が発生し、当該製品が焼損した。
調査の結果、電源コードの接続部のカシメが不十分
であったため、接触不良が生じてスイッチ部が入りづ
らくなり、異常が認められる状態でスイッチを固定して
使用し続けたため、電源コードのカシメ部が異常発熱
し、周辺樹脂が焼損して火災に至ったものと考えられ
る。
なお、取扱説明書には「本体の異常を感じたら直ちに
使用を中止し、点検・修理を依頼する。」旨、記載され
ている。

兵庫県

平成23年4月1日にガス機器・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
として公表していたもの

A201101030 平成24年2月13日 平成24年2月23日 平成24年12月7日 ノートパソコン AL7180A

ソーテック株式会
社（現　オンキ
ヨーデジタルソ
リューションズ株
式会社）
（輸入事業者）

火災

当該製品を焼損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品に使用しているバッテリーパッ
ク（リチウムイオン電池）のバッテリーセル内で内部短
絡したため、当該製品が焼損したものと考えられる
が、バッテリーセル内で内部短絡が生じた原因の特
定には至らなかった。

東京都

2月28日にガス機器・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として
公表していたもの

A201200644 平成24年11月21日 平成24年12月3日 平成24年12月7日
エアコン（室外
機）

RA225GX
ダイキン工業株
式会社

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のプ
リント基板のダイオードブリッジのはんだ接続部で、
はんだ量が少なく、プリント基板と電装品箱の熱伸縮
の差により、はんだ接続部に繰り返し応力がかかり、
はんだクラックが発生したため、発煙・出火したものと
考えられる。

東京都

製造から15年以上経過した製品
平成16年10月18日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　51.3％
(平成24年12月20日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200649 平成24年11月22日 平成24年12月4日 平成24年12月7日 電気カーペット DR5201
松下電工株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）

火災
異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生していた。現在、原因を調査中。

東京都
12月6日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200650 平成24年11月13日 平成24年12月5日 平成24年12月7日 踏み台 3段
コーナン商事株
式会社
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品を使用中、当該製品のヒンジ部（折りたたみ
式の脚部を開閉するちょうつがい部）が破損し、転
倒、負傷した。現在、原因を調査中。

和歌山県

A201200654 平成24年11月20日 平成24年12月6日 平成24年12月11日 空気清浄機 AC-4315
ツインバード工業
株式会社

火災
当該製品を使用中、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。現在、原因を調
査中。

東京都
12月6日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200655 平成24年11月23日 平成24年12月6日 平成24年12月11日 食器洗い乾燥機 NP-BM1

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）

火災
当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

千葉県
12月6日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200657 平成24年11月21日 平成24年12月6日 平成24年12月11日
電気ストーブ
（カーボンヒー
ター）

KKS-1270（小泉
成器株式会社ブ
ランド）

株式会社千石
（小泉成器株式
会社ブランド）
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、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。現在、原因を調
査中。

奈良県
12月6日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200659 平成24年11月25日 平成24年12月6日 平成24年12月11日 電気こんろ

HT-1290（サンウ
エーブ工業株式
会社（現　株式
会社ＬＩＸＩＬ）製ミ
ニキッチンに組
み込まれたもの）

日立熱器具株式
会社（現 日立ア
プライアンス株式
会社）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、何らかの形で
当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製
品の上に置かれていた可燃物に引火したものと考え
られる。

東京都

平成19年7月3日から事業者が共同して
リコールを実施（特記事項を参照）
改修率　72.9％
12月6日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201100786 平成23年12月20日 平成24年1月5日 平成24年12月14日 電子レンジ DMW-P76L
大宇電子ジャパ
ン株式会社
（輸入事業者）

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。
調査の結果、当該製品のドアスイッチ部品に不具合
があったため、ドア開閉時にドアスイッチの接点部で
スパークが発生し、焼損に至ったものと考えられる。

神奈川県

1月11日にガス機器・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として
公表していたもの

A201101024 平成23年11月14日 平成24年2月23日 平成24年12月14日 歩行補助車 OD-18
株式会社幸和製
作所
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品に着座する際、当該製品のフレームが折
れ、転倒し、負傷した。
調査の結果、当該製品は、座面に座ったときの衝撃
荷重により変形が生じ、折損に至ったものと考えら
れ、製品に起因する事故と考えられるが、詳細な使
用状況などが不明のため、事故原因の特定には至ら
なかった。
なお、当該製品はSGﾏｰｸを取得している。

静岡県

2月28日にガス機器・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として
公表していたもの

A201200667 平成24年10月24日 平成24年12月10日 平成24年12月14日
折りたたみ椅子
（脚立兼用）

OFD-2
アイリスオーヤマ
株式会社
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品を脚立として使用中、踏板の溶接が外れ、
転倒、負傷した。現在、原因を調査中。

岡山県
事業者が事故を認識したのは、11月28
日

A201200669 平成24年12月1日 平成24年12月11日 平成24年12月14日 エアコン AN28HRS-W
ダイキン工業株
式会社

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品
を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。

北海道

A201200671 平成24年12月3日 平成24年12月12日 平成24年12月14日 加湿器 VP-35K
日本電熱株式会
社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、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。現在、原因を調
査中。

大阪府
12月13日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201100814 平成23年6月4日 平成24年1月12日 平成24年12月18日 電気カーペット

EM-B200(三菱
電機ホーム機器
株式会社ブラン
ド)

日本電熱株式会
社（三菱電機
ホーム機器株式
会社ブランド）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品のコントローラー部基板内の
リレーの固定接点のカシメが緩んだため、接触抵抗
が増加して異常発熱し、固定接点端子の保持部の樹
脂が徐々に劣化したことで固定接点端子と可動接触
片端子間で絶縁劣化が生じて出火に至ったものと推
定されるが、固定接点の一部が未回収なことから、
固定接点のカシメが緩んだ原因の特定には至らな
かった。

東京都 

1月17日にガス機器・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として
公表していたもの

A201100894 平成23年12月上旬 平成24年1月26日 平成24年12月18日 電気毛布

SH-G45R(三菱
電機ホーム機器
株式会社ブラン
ド)

日本電熱株式会
社（三菱電機
ホーム機器株式
会社ブランド）

重傷1名

当該製品を使用中、足に低温火傷を負った。
調査の結果、当該製品の温度制御は、ヒーター線内
の感熱線と発熱線間のインピーダンス特性（表面温
度が高くなると低い温度へ制御、表面温度が低くなる
と高い温度へ制御する特性）を利用して行うものであ
るが、このインピーダンスの設定値が変質していたた
め、表面温度の設定が本来の設定温度よりも高く
なったことから、低温火傷を負ったものと考えられる
が、ヒーター線のインピーダンスの設定値が変質した
原因の特定には至らなかった。

愛知県 

1月31日にガス機器・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として
公表していたもの



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200674 平成24年12月5日 平成24年12月13日 平成24年12月18日 電子レンジ KRD-0105
小泉成器株式会
社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、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。

東京都

平成19年9月12日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　6.1％
(平成24年12月20日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200676 平成24年11月29日 平成24年12月13日 平成24年12月18日 テーブルタップ WH2723BP
松下電工株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）

火災
当該製品に暖房器具を接続して使用中、異臭がした
ため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生していた。現在、原因を調査中。

東京都

A201200679 平成24年11月20日 平成24年12月13日 平成24年12月18日 換気扇 VCN-75
タカラスタンダー
ド株式会社

火災
当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を
調査中。

埼玉県
製造から15年以上経過した製品

A201200680 平成24年11月3日 平成24年12月13日 平成24年12月18日
充電器（携帯電
話機用）

T5013IX
多摩電子工業株
式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品に付属の電池を装着した状態で保管してい
たところ、異音とともに電池が破裂し、当該製品及び
周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

長野県

事業者が事故を認識したのは、12月4
日
12月6日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200681 平成24年11月23日 平成24年12月13日 平成24年12月18日 ＩＨ調理器 HTW-A9S
日立アプライアン
ス株式会社

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品
を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

長野県
12月6日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200683 平成24年12月2日 平成24年12月14日 平成24年12月18日 エアコン SAP-404VS5
三洋電機株式会
社

火災
異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を
焼損する火災が発生していた。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

A201200687 平成24年11月3日 平成24年12月14日 平成24年12月18日
システムキッチン
（キャビネット）

DHW70TZ078DG
サンウエーブ工
業株式会社

重傷1名
当該製品の吊戸棚が落下し、1名が負傷した。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7
日

A201200688 平成24年4月18日 平成24年12月17日 平成24年12月21日 椅子 6928-3
株式会社店研創
意
（輸入事業者）

重傷1名
店舗内で当該製品に座っていたところ、座面と脚部
が外れて転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。

神奈川県

事業者が事故を認識したのは、11月2
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

A201200694 平成24年12月5日 平成24年12月17日 平成24年12月21日 加湿器 ML-550MF

森田電工株式会
社（現　株式会社
ユーイング）
（輸入事業者）

火災
病院で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

兵庫県

平成22年1月19日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　7.6％
(平成25年2月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200699 平成24年12月7日 平成24年12月18日 平成24年12月21日
LEDランプ（電球
型）

JSD1107CB-
B1108

株式会社エス・
ティー・イー
（輸入事業者）

火災
施設で当該製品を使用中、異音とともに当該製品が
破裂して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。

宮城県
12月20日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200700 平成24年12月15日 平成24年12月18日 平成24年12月21日 電気洗濯機 HSW-50S3

三洋ハイアール
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）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

東京都
平成22年11月12日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　6.6％



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200703 平成24年12月8日 平成24年12月19日 平成24年12月21日 照明器具
KTG4105AZ（コ
イズミ照明株式
会社ブランド）

株式会社豊田照
明（コイズミ照明
株式会社ブラン
ド）

火災
店舗で当該製品を複数台設置して使用中、当該製品
の1台から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

千葉県
(平成24年12月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200706 平成24年12月13日 平成24年12月20日 平成24年12月26日
電気ストーブ
（カーボンヒー
ター）

RCG-700
株式会社山善
（輸入事業者）

火災
玄関のポーチでペットの暖房用に当該製品を使用
中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。

茨城県

A201200711 平成24年11月25日 平成24年12月21日 平成24年12月26日 延長コード T2020
大和電器株式会
社
（輸入事業者）

火災
当該製品に電気製品を接続して使用中、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。現在、原因を調査中。

兵庫県
事業者が事故を認識したのは、12月18
日

A201200716 平成24年12月1日 平成24年12月25日 平成24年12月28日 電気ストーブ PH-280
株式会社千住
（輸入事業者）

火災
トイレで当該製品を使用中、異音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
製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

埼玉県
12月28日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200717 平成24年11月30日 平成24年12月25日 平成24年12月28日 電気湯沸器 WLP-30
ピーコック魔法瓶
工業株式会社
（輸入事業者）

火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品の電源コードか
ら出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を
汚損した。現在、原因を調査中。

千葉県
12月20日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200718 平成24年12月13日 平成24年12月25日 平成24年12月28日 テーブルタップ WH2723
松下電工株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）

火災
当該製品に電気製品を接続して使用中、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。現在、原因を調査中。

神奈川県

A201200719 平成24年12月9日 平成24年12月25日 平成24年12月28日 テーブルタップ WH2723TWP
松下電工株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）

火災
当該製品に電気製品を接続して使用中、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。

兵庫県

A201200723 平成24年12月12日 平成24年12月25日 平成24年12月28日
照明器具（電飾）
（配線用変換器
付き）

sdtt-69
テクノフロンティ
ア
（輸入事業者）

火災
当該製品を点灯中、火災報知機が鳴動したため確認
すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
ていた。現在、原因を調査中。

千葉県
12月28日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200724 平成24年11月19日 平成24年12月26日 平成24年12月28日
電気温風機（セ
ラミックファン
ヒーター）

HH585B
アキテーヌジャ
パン株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、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。現在、原因を調
査中。

栃木県

事業者が事故を認識したのは、12月25
日
(平成25年2月15日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200725 平成24年12月20日 平成24年12月26日 平成24年12月28日 電気洗濯乾燥機 ES-WD741
シャープ株式会
社

火災
当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、異臭
とともに当該製品を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

兵庫県
12月28日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200458 平成24年8月3日 平成24年9月21日 平成25年1月8日
折りたたみ自転
車

10F-18

株式会社ケイ・エ
イチ・エス・ジャ
パン
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品で走行中、破損し、バランスを崩したため、
転倒し、負傷した。
調査の結果、当該製品は折たたみ式ペダルの強度
が十分でなかったことから、折たたみ軸側の固定部
に亀裂が生じたところ、ペダリングの繰り返しで亀裂
が進行し、ペダル枠が外れて転倒に至ったものと考
えられる。

愛知県

平成24年9月25日にガス機器・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
故として公表していたもの
平成24年12月28日からリコールを実施
（特記事項を参照）



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200728 平成24年11月17日 平成24年12月27日 平成25年1月8日
投げ込み式湯沸
器

TSE-22-T(HI)
株式会社津田商
事
（輸入事業者）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のメ
インスイッチを切らずに浴槽から出して放置したこと
に加え、安全装置(フロートスイッチ等の過熱防止機
能）が適切に働かず、発煙、出火したものと考えられ
る。

福岡県

事業者が事故を認識したのは、平成24
年12月13日
平成19年5月8日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　71.9％
(平成25年4月4日に消費者安全法の重
大事故等として公表)

A201200734 平成24年12月18日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 照明器具 HMN4405AZ
株式会社ミツヨシ
（現　青垣コイズ
ミ照明株式会社）

火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当
該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調
査中。

埼玉県
(平成25年2月7日に消費者安全法の重
大事故等として公表)

A201200736 平成24年9月29日 平成24年12月28日 平成25年1月8日
パワーコンディ
ショナ（太陽光発
電システム用）

PVN-551（京セラ
株式会社ブラン
ド：型式YC-
551A10795）

三洋電機株式会
社（京セラ株式
会社ブランド）

火災
異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。現在、原因を調査中。

沖縄県
事業者が事故を認識したのは、平成24
年12月21日

A201200738 平成24年12月10日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 電気こたつ DW-571CS

松下寿電子工業
株式会社（現　パ
ナソニックヘルス
ケア株式会社）

火災
当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を
調査中。

島根県
製造から30年以上経過した製品
平成24年12月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表済

A201200742 平成24年12月23日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 エアコン AS-S22V-W
株式会社富士通
ゼネラル
（輸入事業者）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

神奈川県
(平成25年1月10日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200744 平成24年12月20日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 ラインヒーター UEH－４
エナーテック株式
会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該
製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を
調査中。

岩手県
(平成25年1月10日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200746 平成24年9月19日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 電気掃除機 DC12 plus entry
ダイソン株式会
社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損
する火災が発生した。現在、原因を調査中。

広島県

事業者が事故を認識したのは、平成24
年12月17日
平成24年10月12日に消費者安全法の
重大事故等として公表済

A201200753 平成24年12月20日 平成25年1月4日 平成25年1月8日 電気ストーブ DH-1108R 株式会社コロナ 火災
当該製品を使用中、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、当該製品を
焼損した。現在、原因を調査中。

大阪府
平成24年12月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表済

A201200759 平成24年11月13日 平成25年1月7日 平成25年1月11日 圧力鍋 H-5113
パール金属株式
会社
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品で調理中、おもりが飛び、当該製品がこん
ろから滑り落ち、蒸気が足にかかり、火傷を負った。
現在、原因を調査中。

福岡県
事業者が事故を認識したのは、平成24
年12月28日

A201200761 平成24年12月28日 平成25年1月8日 平成25年1月11日
エアコン（室外
機）

AR28ASS1
ダイキン工業株
式会社

火災
当該製品を運転したまま外出したところ、当該製品を
焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因
を調査中。

沖縄県
製造から10年以上経過した製品
(平成25年1月18日に消費者安全法の
重大事故等として公表)



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200764 平成24年12月13日 平成25年1月8日 平成25年1月11日
電気ストーブ（オ
イルヒーター）

091521TEC
デロンギ・ジャパ
ン株式会社
（輸入事業者）

火災

当該製品のスイッチを入れたところ、異音とともに当
該製品のスイッチ部から出火する火災が発生し、当
該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査
中。

福岡県
平成24年12月20日に消費者安全法の
重大事故等として公表済

A201200769 平成24年12月10日 平成25年1月10日 平成25年1月16日
電子レンジ加熱
式湯たんぽ

なし
旭電化工業株式
会社（現　株式会
社ＡＤＥＫＡ）

重傷1名
当該製品を電子レンジで加熱して取り出したところ、
当該製品が破裂し、両手と顔に火傷を負った。現在、
原因を調査中。

愛知県

事業者が事故を認識したのは、1月10
日
平成11年11月12日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　48.1％

A201200772 平成24年12月10日 平成25年1月11日 平成25年1月16日
リチウムイオン
バッテリー（ノート
パソコン用）

1043
株式会社エーア
ンドエー
（輸入事業者）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

東京都
事業者が事故を認識したのは、1月9日
平成24年12月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表済

A201200774 平成25年1月6日 平成25年1月11日 平成25年1月16日
電気ストーブ（ハ
ロゲンヒーター）

MH-1101
コーナン商事株
式会社
（輸入事業者）

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。現在、原因を調査中。

京都府
(平成25年1月24日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200776 平成25年1月1日 平成25年1月15日 平成25年1月18日 温水洗浄便座 TCF970
東陶機器株式会
社（現　ＴＯＴＯ株
式会社）

火災

異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙し、当
該製品を焼損する火災が発生していた。
事故原因は、現在、調査中であるが、コントローラー
基板上の温水ヒーター用コネクター接続部において、
部品メーカーにより特定期間内に製造したコネクター
がメッキ不良を起こしやすい製品であったため、使用
中の熱衝撃及び振動により、メッキが剥がれてコネク
ター部分が接触不良となり発熱した。その影響によ
り、コントローラー基板上のはんだ付け部にはんだク
ラックが生じ、絶縁不良となり、異極間でスパーク、発
煙したものと考えられる。

茨城県

平成19年4月16日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　76.8％
(平成25年2月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200779 平成25年1月7日 平成25年1月15日 平成25年1月18日 電気湯沸器 CD-PA50
象印マホービン
株式会社

火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

沖縄県

A201200780 平成24年12月28日 平成25年1月15日 平成25年1月18日 電気ストーブ RX-SF1
三洋電機株式会
社
（輸入事業者）

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。現在、原因を調査中。

神奈川県
1月18日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200482 平成24年9月16日 平成24年9月28日 平成25年1月22日 食器洗い乾燥機 DW-S2000
三洋電機株式会
社

火災

当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品
を焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、製品内部の
ヒーター端子とヒーターリード線とを接続するカシメ部
において、カシメ強度が不足していたため、使用して
いるうちに発熱、出火し、火災に至ったものと考えら
れる。

群馬県

平成24年10月2日にガス機器・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として公表し
ていたもの
1月22日からリコールを実施（特記事項
を参照）



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200549 平成24年10月13日 平成24年10月26日 平成25年1月22日 食器洗い乾燥機 DW-S2000
三洋電機株式会
社

火災

当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認
すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火
災が発生していた。
事故原因は、現在、調査中であるが、製品内部の
ヒーター端子とヒーターリード線とを接続するカシメ部
において、カシメ強度が不足していたため、使用して
いるうちに発熱、出火し、火災に至ったものと考えら
れる。

京都府

平成24年10月30日にガス機器・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として公表し
ていたもの
1月22日からリコールを実施（特記事項
を参照）

A201200782 平成25年1月6日 平成25年1月17日 平成25年1月22日
電気式浴室換気
乾燥暖房機

BS-58H（トステ
ム株式会社（現
株式会社LIXIL）
ブランド）

マックス株式会
社（トステム株式
会社（現　株式会
社LIXIL）ブラン
ド）

火災
当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損
する火災が発生した。現在、原因を調査中。

兵庫県
1月18日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200786 平成25年1月3日 平成25年1月17日 平成25年1月22日 電子レンジ EMO-CH4
三洋電機株式会
社

火災
当該製品を使用中、その場を離れたところ、異音と異
臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が
発生していた。現在、原因を調査中。

東京都

平成20年6月20日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　16.2％
(平成25年1月24日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200787 平成24年10月22日 平成25年1月18日 平成25年1月22日 自転車 1BF5

キャノンデール
ジャパン株式会
社
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品で走行中、サドルの取付部が破損し、転
倒、負傷した。現在、原因を調査中。

千葉県

事業者が事故を認識したのは、平成24
年12月17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

A201200789 平成25年1月15日 平成25年1月18日 平成25年1月22日 除雪機（歩行型） Y88-FS

株式会社ヤナセ
（現　ヤナセ産業
機器販売株式会
社（分社・独立））

火災
当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を
調査中。

山形県

A201200790 平成25年1月7日 平成25年1月18日 平成25年1月22日 電子レンジ JM-17C-50

ハイアールジャ
パンセールス株
式会社
（輸入事業者）

火災
店舗で当該製品から発煙する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

東京都

A201200796 平成25年1月10日 平成25年1月18日 平成25年1月22日 浴室暖房機 FE-13F3V

松下精工株式会
社（現　パナソ
ニックエコシステ
ムズ株式会社）

火災

当該製品の電源を入れた後、しばらくして入浴しよう
としたところ、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、周辺を汚損した。現在、原因
を調査中。

埼玉県
製造から10年以上経過した製品
(平成25年1月24日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200800 平成25年1月11日 平成25年1月21日 平成25年1月25日
エアコン（室外
機）

2M606XV
ダイキン工業株
式会社

火災
当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該
製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火
災が発生していた。現在、原因を調査中。

大阪府
製造から10年以上経過した製品
1月24日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200809 平成25年1月13日 平成25年1月22日 平成25年1月25日
サーキュレー
ター

KJ-D997
ツインバード工業
株式会社
（輸入事業者）

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。現在、原因を調査中。

兵庫県
1月24日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200813 平成25年1月9日 平成25年1月23日 平成25年1月25日 布団乾燥機 FD-F06A4

松下エコシステ
ムズ株式会社
（現　パナソニッ
クエコシステムズ
株式会社）

火災

当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、コンセ
ントと当該製品の電源プラグの接続部から発煙する
火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。
現在、原因を調査中。

東京都



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200814 平成25年1月12日 平成25年1月23日 平成25年1月25日 除湿機 F-YHB100

松下エコシステ
ムズ株式会社
（現　パナソニッ
クエコシステムズ
株式会社）
（輸入事業者）

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。現在、原因を調査中。

長崎県

平成24年５月24日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　57.6％
1月24日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200823 平成24年12月30日 平成25年1月24日 平成25年1月29日 蛍光ランプ

FLR40S・
W/M/36（東芝ラ
イテック株式会
社ブランド）

日立アプライアン
ス株式会社（東
芝ライテック株式
会社ブランド）

火災
地下配送場で天井灯が点灯していなかったため確認
すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
ていた。現在、原因を調査中。

東京都

A201200825 平成25年1月17日 平成25年1月24日 平成25年1月29日 布団乾燥機 MD-S2
東芝ホームテク
ノ株式会社

火災
当該製品を使用中、異常に気付き確認すると、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

大分県
(平成25年1月31日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200827 平成25年1月11日 平成25年1月25日 平成25年2月1日
直流電源装置
（携帯電話機用）

MB352J/B

有限会社アップ
ルジャパンホー
ルディングス（現
AppleJapan合同
会社）
（輸入事業者）

火災
携帯電話を当該製品に接続して充電中、当該製品か
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。

千葉県

A201200843 平成25年1月25日 平成25年1月29日 平成25年2月1日
浴槽用温水循環
器（24時間風呂）

BS-4128（株式
会社ブリヂストン
ブランド）

コロナ工業株式
会社（株式会社
ブリヂストンブラ
ンド）

火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生
した。現在、原因を調査中。

福岡県

平成20年6月30日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　81.5％

A201200171 平成24年3月17日 平成24年5月31日 平成25年2月5日 食器乾燥機 FD-S35D2

松下精工株式会
社（現　パナソ
ニックエコシステ
ムズ株式会社）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
調査の結果、本体内部と本体外部の電源コードに溶
融痕が認められることから、当該部分から出火したも
のと推定されるが、当該製品の焼損が著しいことか
ら、原因の特定には至らなかった。

沖縄県

平成24年6月5日にガス機器・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
として公表していたもの

A201200308 平成24年7月15日 平成24年7月25日 平成25年2月5日 空気清浄機 EH355
松下電工株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）

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。
調査の結果、 当該製品の電源回路基板に接続する
電源コード接続コネクター端子に溶融痕が認められ
たことから、当該接続部付近から出火したものと推定
されるが、当該基板の焼損が著しいことから、出火の
原因の特定には至らなかった。

兵庫県

平成24年7月27日にガス機器・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
故として公表していたもの

A201200325 平成24年7月23日 平成24年8月3日 平成25年2月5日
食器洗い乾燥機
（ビルトイン式）

NP-P45D1P1

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）

火災

火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生していた。
調査の結果、当該製品の乾燥ファンモーター巻線に
溶融痕が認められることから、巻線の絶縁に不具合
があり巻線がレイヤショートして巻線周辺が炭化し接
続端子との間で短絡した、又は巻線と接続端子との
間でトラッキング現象の発生のいずれかの事象よる
ものと考えられるが、当該部分から出火した原因の
特定には至らなかった。

愛知県

平成24年8月7日にガス機器・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
として公表していたもの



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200853 平成25年1月21日 平成25年2月1日 平成25年2月5日 電気洗濯機 NA-F42M8

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、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。

富山県
(平成25年2月7日に消費者安全法の重
大事故等として公表)

A201200875 平成25年1月23日 平成25年2月5日 平成25年2月8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）

火災
当該製品を使用中、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。

東京都

A201100833 平成24年1月5日 平成24年1月16日 平成25年2月13日 電子レンジ ER-FE44

東芝ホームアプ
ライアンス株式
会社（現　東芝
ホームテクノ株
式会社）
（輸入事業者）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品のメイン基板の電源入力部の
コンデンサー又は電源リード線を接続するタブ端子
部から出火したものと考えられるが、焼損が著しいた
め、事故原因の特定には至らなかった。

京都府

平成24年1月20日にガス機器・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
故として公表していたもの

A201200880 平成25年1月24日 平成25年2月7日 平成25年2月13日 換気扇 FY-08PTU7D

松下エコシステ
ムズ株式会社
（現　パナソニッ
クエコシステムズ
株式会社）

火災

当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認
すると、当該製品から出火する火災が発生しており、
当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査
中。

神奈川県

A201200888 平成25年1月28日 平成25年2月8日 平成25年2月13日 デスクヒーター NN8920
クレオ工業株式
会社
（輸入事業者）

火災
事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

大分県

1月15日からリコールを実施（特記事項
を参照）
回収率　48.0％

A201200893 平成25年1月19日 平成25年2月12日 平成25年2月15日 電気温風機 FE-13M1F
松下精工株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）

火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生
した。現在、原因を調査中。

鹿児島県

A201200895 平成25年2月2日 平成25年2月12日 平成25年2月15日 電気温風機 SF-1002VT

東芝機器株式会
社（現　東芝ホー
ムテクノ株式会
社に事業移管）

火災
当該製品を使用中、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。

広島県
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200900 平成25年2月2日 平成25年2月13日 平成25年2月15日 電気洗濯機 HSW-50S3

三洋ハイアール
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）

火災

当該製品のスイッチを入れ就寝中、火災報知機が鳴
動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製
品の内部部品を焼損する火災が発生していた。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の
モーター用コンデンサの製造工程において、異物が
混入していたため、使用中に徐々に絶縁劣化を起こ
し、出火に至ったものと考えられる。

熊本県

平成22年11月12日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　7.1％
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200903 平成25年2月3日 平成25年2月13日 平成25年2月19日
携帯型音楽プ
レーヤー

不明

有限会社アップ
ルジャパンホー
ルディングス(現
AppleJapan合同
会社)
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、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。現在、原因を調
査中。

東京都
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200909 平成25年2月3日 平成25年2月14日 平成25年2月19日
プラズマテレビ
（リモコン）

TH-P42R2
パナソニック株式
会社

火災

こたつの天板上に座布団をのせ、その上に当該製品
を置いて外出し戻ったところ、当該製品及び周辺（座
布団）を焼損する火災が発生していた。現在、原因を
調査中。

山梨県
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200912 平成25年1月31日 平成25年2月14日 平成25年2月19日 電気ストーブ ST-M85(A)
松木技研株式会
社
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用したまま就寝中、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。
事故原因は、現在、調査中であるが、ヒーター管端子
へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不
良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考え
られる。

埼玉県

平成17年12月8日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　1.4％
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200916 平成25年1月27日 平成25年2月15日 平成25年2月19日
電気ストーブ（ハ
ロゲンヒーター）

SEH-142GSJ
株式会社マサオ
コーポレーション
（輸入事業者）

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。現在、原因を調査中。

岡山県
2月7日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200919 平成25年2月6日 平成25年2月18日 平成25年2月22日 電気こんろ

NK-1102(松下電
器産業株式会社
(現　パナソニック
株式会社)製ミニ
キッチン「NE-
90EC」に組み込
まれたもの）

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、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
上に置かれていた可燃物に引火したものと考えられ
る。

大阪府

平成19年7月3日から事業者が共同して
リコールを実施（特記事項を参照）
改修率　95.9％（一口電気こんろ合計）
(平成25年3月7日に消費者安全法の重
大事故等として公表)

A201200920 平成25年1月29日 平成25年2月18日 平成25年2月22日 電気カーペット KC-122H
コーナン商事株
式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

京都府
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200922 平成25年2月5日 平成25年2月18日 平成25年2月22日 歩行器 HK02-SD
株式会社幸和製
作所
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品を使用中、当該製品のキャスター部が破損
し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。

愛媛県

A201200923 平成25年1月14日 平成25年2月18日 平成25年2月22日
電気ストーブ（オ
イルヒーター）

MD512/11AS
株式会社ダーハ
ム
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品の操作部付近から発
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。

兵庫県
事業者が事故を認識したのは、2月8日
2月15日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200926 平成25年1月28日 平成25年2月18日 平成25年2月22日 電子レンジ 不明
大宇電子ジャパ
ン株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品内部から発煙し、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。

神奈川県

A201200930 平成25年1月19日 平成25年2月19日 平成25年2月22日
ポータブルDVD
プレーヤー

CPDP-940
株式会社シー
マ・ラボラトリー
（輸入事業者）

火災
火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因
を調査中。

奈良県
事業者が事故を認識したのは、2月13
日



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200943 平成25年2月12日 平成25年2月22日 平成25年2月26日 電気洗濯機 JW-Z50B

ハイアールジャ
パンセールス株
式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

兵庫県
平成22年11月12日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　7.1％

A201200944 平成25年2月8日 平成25年2月22日 平成25年2月26日
加湿器（スチー
ム式）

KS-500H TDK株式会社

火災
死亡4名
重傷2名
負傷6名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、4名が
死亡、2名が重傷、6名が負傷した。現在、原因を調査
中。

長崎県
平成11年1月25日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　73.6％

A201200945 平成25年2月13日 平成25年2月25日 平成25年3月1日
電気温風機（セ
ラミックファン
ヒーター）

MS-F126TR

森田電工株式会
社（現　株式会社
ユーイング）
（輸入事業者）

火災
当該製品の電源を入れて就寝中、異音に気付き確認
すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
ていた。現在、原因を調査中。

埼玉県
(平成25年3月14日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200956 平成25年2月11日 平成25年2月26日 平成25年3月1日
電気ストーブ（ハ
ロゲンヒーター）

SZH-1000R
自然株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品
の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因
を調査中。

千葉県
2月21日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200960 平成25年2月20日 平成25年2月27日 平成25年3月1日
電気ストーブ
（カーボンヒー
ター）

UHC-9T
燦坤日本電器株
式会社
（輸入事業者）

火災
店舗で当該製品を使用中、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。

茨城県

平成23年2月10日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　10.7％
2月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200368 平成24年8月10日 平成24年8月20日 平成25年3月5日 IH調理器 HTW-4DA

株式会社日立
ホームテック（現
日立アプライアン
ス株式会社）

火災

異音に気付き確認すると、当該製品から発煙してお
り、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生して
いた。
事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のノイ
ズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合が
あったため、長期間使用することにより劣化して、発
熱し発煙に至ったものと考えられる。

京都府

平成24年8月24日にガス機器・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として公表し
ていたもの
3月5日からリコールを実施（特記事項
を参照）

A201200397 平成24年8月18日 平成24年8月31日 平成25年3月5日 IH調理器 HTW-4DA

株式会社日立
ホームテック（現
日立アプライアン
ス株式会社）

火災

当該製品を使用後、しばらくして当該製品から発煙
し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生し
た。
事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のノイ
ズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合が
あったため、長期間使用することにより劣化して、発
熱し発煙に至ったものと考えられる。

兵庫県

平成24年9月4日にガス機器・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として公表して
いたもの
3月5日からリコールを実施（特記事項
を参照）

A201200609 平成24年10月31日 平成24年11月15日 平成25年3月5日 IH調理器 HTW-4DA

株式会社日立
ホームテック（現
日立アプライアン
ス株式会社）

火災

当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損す
る火災が発生した。
事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のノイ
ズフィルタ基板のフィルムコンデンサーに不具合が
あったため、長期間使用することにより劣化して、発
熱し発煙に至ったものと考えられる。

東京都

平成24年11月20日にガス機器・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として公表し
ていたもの
3月5日からリコールを実施（特記事項
を参照）



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200965 平成25年2月18日 平成25年2月28日 平成25年3月5日 ファクシミリ FAX-2100CL
ブラザー工業株
式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

神奈川県
2月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200969 平成25年2月18日 平成25年2月28日 平成25年3月5日
テレビ（ブラウン
管型）

C14-413-1

株式会社日立製
作所（現　日立コ
ンシューマエレク
トロニクス株式会
社）

火災
異臭に気付き確認すると、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していた。現
在、原因を調査中。

京都府
製造から25年以上経過した製品

A201200970 平成25年2月21日 平成25年3月1日 平成25年3月5日
オーブントース
ター

EOT300

エレクトロラック
ス・ジャパン株式
会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品
を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

三重県

A201200971 平成25年1月15日 平成25年3月1日 平成25年3月5日
電気ストーブ（セ
ラミックヒーター）

OSH-220DG
株式会社オーム
電機
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用して就寝中、目を覚ましたところ、当
該製品から出火する火災が発生しており、当該製品
及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

大阪府
事業者が事故を認識したのは、2月26
日

A201200976 平成25年2月26日 平成25年3月1日 平成25年3月5日

リチウムポリマー
バッテリー（ラジ
オコントロール玩
具用）

HP-LG325-
4000-6S

有限会社エアク
ラフト
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生
した。当該製品が劣化していた状況を含め、現在、原
因を調査中。

東京都

A201200982 平成25年2月19日 平成25年3月4日 平成25年3月8日 電気衣類乾燥機 ED-D300

株式会社東芝
（現　東芝ホ－ム
アプライアンス株
式会社）

火災
当該製品を使用中、異音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、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。

静岡県

平成2年5月28日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　71.0％
(平成25年4月4日に消費者安全法の重
大事故等として公表)

A201200983 平成25年2月20日 平成25年3月4日 平成25年3月8日
エアコン（リモコ
ン）

MSZ-SV287
三菱電機株式会
社

火災
発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生していた。現在、原因を調査中。

広島県

A201200986 平成25年2月21日 平成25年3月5日 平成25年3月8日 空気清浄機 AP-510H
株式会社オーム
電機
（輸入事業者）

火災
重傷1名

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。現在、原因を調査中。

東京都

平成24年2月1日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　0.7％
(平成25年3月14日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200997 平成25年2月25日 平成25年3月7日 平成25年3月12日 電子レンジ EMO-CH6
三洋電機株式会
社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用後、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
び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

神奈川県

平成20年6月20日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　16.3％



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200998 平成25年2月25日 平成25年3月7日 平成25年3月12日 換気扇 VLT-3R-902SI
富士工業株式会
社

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

富山県

A201201002 平成25年2月15日 平成25年3月7日 平成25年3月12日 電気こんろ

HT-1250（組み
込み先のキッチ
ンメーカーは不
明）

日立熱器具株式
会社（現　日立ア
プライアンス株式
会社）

火災

当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、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
上に置かれていた可燃物（鍋に残った油）に引火した
ものと考えられる。

静岡県

平成19年7月3日から事業者が共同して
リコールを実施（特記事項を参照）
改修率　96.0％（一口電気こんろ合計）
3月7日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201004 平成25年2月21日 平成25年3月8日 平成25年3月12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

当該製品を使用中、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。
事故原因は、現在、調査中であるが、強弱切換の部
品（ダイオード）に不具合があったため、発熱し、発
煙・出火に至ったものと考えられる。

埼玉県

平成15年2月28日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　41.0％
(平成25年3月14日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201101129 平成24年3月7日 平成24年3月19日 平成25年3月15日 換気扇 SIROC-T3/7

ガデリウス株式
会社（現　ガデリ
ウス・インダスト
リー株式会社）
（輸入事業者）

火災

ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼
損する火災が発生していた。
調査の結果、長期使用（約13年）により、当該製品内
部のモーターコイル巻線の絶縁が劣化し、レイヤー
ショートが生じたためモーター部が過熱し、火災に
至ったものと考えられる。

北海道

平成24年3月23日にガス機器・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
故として公表していたもの
3月15日からリコールを実施（特記事項
を参照）

A201200871 平成25年1月13日 平成25年2月5日 平成25年3月15日 自転車 ZERO100S.C.
株式会社川島洋
行
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品で走行中、転倒し、負傷した。
事故原因は、現在、調査中であるが、繰り返しの使
用の加重によりクランプ部分が破断し事故に至ったも
のと考えられる。

神奈川県

2月8日にガス機器・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として公
表していたもの
3月15日からリコールを実施（特記事項
を参照）

A201201010 平成25年3月3日 平成25年3月12日 平成25年3月15日 ノートパソコン PCF-DN33J

株式会社日立製
作所（現　日立コ
ンシューマエレク
トロニクス株式会
社）
（輸入事業者）

火災
異音とともに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した。現在、原因を調査
中。

大阪府
(平成25年3月22日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201201011 平成25年3月3日 平成25年3月12日 平成25年3月15日 電気温水器
HPL-
2TFB463RAU

東芝機器株式会
社（現　東芝キヤ
リア株式会社に
事業移管）

火災
当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発
生した。現在、原因を調査中。

大阪府
3月14日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201016 平成25年3月5日 平成25年3月13日 平成25年3月15日 HIDライト ML-001BK
株式会社ムサシ
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、当該製品付属の充電器から出
火する火災が発生し、当該製品の充電器を焼損し
た。現在、原因を調査中。

奈良県
3月14日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201200539 平成24年8月23日 平成24年10月23日 平成25年3月19日
水槽用照明器具
（コンセント付き）

なし（デビュー
360　水槽セット
内の観賞魚用照
明器具）

寿工芸株式会社 火災

当該製品に他社製ヒーターを接続して使用中、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品のサービスコンセントに接続さ
れていたヒーターの栓刃が両刃とも溶断していたこと
から、専用のフィルターを使用していなかったため
サービスコンセント部分に水分が付着し、トラッキング
現象が発生し、周辺に延焼したものと推定される。
なお、当該製品は、水槽、フィルターなどとセットで販
売されているものであるが、その取扱説明書等では、
サービスコンセントの手入れに関する注意表示、専
用の部品以外の使用に関する注意表示はなかった。

大阪府

平成24年10月26日にガス機器・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
故として公表していたもの

A201201018 平成25年3月5日 平成25年3月14日 平成25年3月19日 除湿乾燥機 AHE-B600
タイガー魔法瓶
株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

神奈川県
3月14日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201019 平成25年3月2日 平成25年3月14日 平成25年3月19日 エアコン RAS-2854D

東芝キヤリア株
式会社（現　東芝
ホームアプライア
ンス株式会社）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

香川県

A201201020 平成25年3月2日 平成25年3月14日 平成25年3月19日 電子レンジ
IM-575（岩谷産
業株式会社ブラ
ンド）

株式会社千石
（岩谷産業株式
会社ブランド）
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中、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。
事故原因は、現在、調査中であるが、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、出火に至ったものと考えられる。

千葉県

平成15年9月2日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　13.4％
(平成25年4月4日に消費者安全法の重
大事故等として公表)

A201201021 平成25年2月24日 平成25年3月14日 平成25年3月19日
エアコン（室外
機）

SAP-CV22J
三洋電機株式会
社
（輸入事業者）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

千葉県

A201201024 平成25年2月28日 平成25年3月15日 平成25年3月19日 電子レンジ AX-M1
シャープ株式会
社
（輸入事業者）

火災
当該製品で食品を加熱中、当該製品から発煙し、当
該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

和歌山県
3月14日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201025 平成25年2月25日 平成25年3月15日 平成25年3月19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

当該製品を使用中、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。
事故原因は、現在、調査中であるが、強弱切換の部
品（ダイオード）に不具合があったため、発熱し、発
煙・出火に至ったものと考えられる。

山梨県

平成15年2月28日からリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率　41.0％
3月7日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201026 平成25年3月8日 平成25年3月15日 平成25年3月22日
携帯型音楽プ
レーヤー

iPod nano
MA099J/A

有限会社アップ
ルジャパンホー
ルディングス（現
Apple Japan合同
会社）
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、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。現在、原因を調
査中。

北海道
特記事項を参照
3月22日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201201031 平成25年3月10日 平成25年3月19日 平成25年3月22日 電子レンジ KRD-0105
小泉成器株式会
社
(輸入事業者）

火災

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。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品を使
用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返される
ことで、ドアの開閉を検知するスイッチが接触不良と
なり、スパークが発生し、トラッキング現象（絶縁破壊
による短絡）が起こり、出火に至ったものと考えられ
る。

鳥取県

平成19年9月12日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　6.1％
3月22日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201033 平成25年3月3日 平成25年3月21日 平成25年3月26日 電気こたつ DK-912-F

松下寿電子工業
株式会社（現　パ
ナソニックヘルス
ケア株式会社）

火災
当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

兵庫県
(平成25年3月28日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201201035 平成25年3月3日 平成25年3月21日 平成25年3月26日 電気毛布 AM-0133
日本電熱株式会
社

火災
当該製品を使用中、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。現在、原因を調
査中。

宮城県
3月14日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201040 平成25年3月11日 平成25年3月21日 平成25年3月26日 電気冷蔵庫 SJ-EX447
シャープ株式会
社

火災

異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙し、当
該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコ
ンプレッサー始動用に使用されている始動リレー（起
動用電気部品）内のＰＴＣ素子（電流を制御する部
品）の品質にばらつきがあること等により発熱故障
し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品
を焼損する火災に至ったものと考えられる。

岐阜県

平成24年4月16日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　20.1％
3月22日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201041 平成25年3月11日 平成25年3月22日 平成25年3月26日 電子レンジ
IM-574（岩谷産
業株式会社ブラ
ンド）

株式会社千石
（岩谷産業株式
会社ブランド）
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、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。

大阪府

平成15年9月2日からリコールを実施
（特記事項を参照）
改修率　13.4％

A201100849 平成23年12月26日 平成24年1月19日 平成25年3月29日
電気蓄熱式湯た
んぽ

無し（2011年製
造分のうち加熱
方式が電極式の
もの）

株式会社フロム
アイコーポレー
ション
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を充電状態で使用中、当該製品が破れ、火
傷を負った。
調査の結果、当該製品内部のサーモスタットの接点
が溶着したことにより、加熱が継続され、本体内部の
液体が気化して内圧が高くなったため、本体が破れ
内部の液体が漏れたものと考えられるが、使用者
が、当該製品を付属の保温袋に入れて、大腿部に置
いて給電したことも事故発生に影響を与えたものと考
えられる。
なお、取扱説明書には「蓄熱充電を行う時は、必ず保
温袋から本体を取り出して蓄熱充電を行う」、「本体を
体につけた状態で絶対に蓄熱充電をしない」、また、
梱包箱には「蓄熱状態でのご使用及び布団・毛布の
中での蓄熱充電は行わない」旨が記載されている。

千葉県

平成24年1月24日にガス機器・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
故として公表していたもの

A201201045 平成25年3月3日 平成25年3月25日 平成25年3月29日 電気カーペット

MC-2021A（森田
電工株式会社
（現　株式会社
ユーイング）ブラ
ンド）

三京株式会社
（森田電工株式
会社（現　株式会
社ユーイング）ブ
ランド）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

神奈川県
(平成25年4月4日に消費者安全法の重
大事故等として公表)



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 報告受理日 公表日 製品名 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

A201201047 平成25年2月5日 平成25年3月25日 平成25年3月29日 蛍光ランプ EFG25EL/20
パナソニック株式
会社
(輸入事業者）

火災
当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損す
る火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都
事業者が事故を認識したのは、3月15
日

A201201048 平成24年12月3日 平成25年3月25日 平成25年3月29日 折りたたみ椅子 3045
株式会社ニトリ
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品に着座中、転倒し、負傷した。当該製品の
脚部が破損しており、現在、原因を調査中。

山口県

事業者が事故を認識したのは、3月18
日
1月18日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201050 平成25年3月15日 平成25年3月25日 平成25年3月29日
食器洗い乾燥機
（ビルトイン式）

NP-3000BP

松下電器産業株
式会社（現　パナ
ソニック株式会
社）

火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生
した。現在、原因を調査中。

愛知県
製造から10年以上経過した製品
3月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201053 平成25年2月11日 平成25年3月25日 平成25年3月29日
電気ストーブ（ハ
ロゲンヒーター）

HH-A01
株式会社アルバ
ジャパン
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、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。現在、原因を調
査中。

神奈川県

事業者が事故を認識したのは、2月13
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月14日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201201056 平成25年3月18日 平成25年3月26日 平成25年3月29日 テーブルタップ 不明
星光商事株式会
社
(輸入事業者）

火災
当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因
を調査中。

愛知県

A201201058 平成25年3月8日 平成25年3月26日 平成25年3月29日
ポータブルＤＶＤ
プレーヤー

PD1008B

エグゼモード株
式会社（株式会
社ドリームトレイ
ンインターネット
が事業継承）
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。現在、原因を調査中。

鹿児島県
3月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200472 平成24年9月18日 平成24年9月27日 平成24年10月2日 空気清浄機
火災
軽傷1名

当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名
が火傷を負った。事故前から異臭がしていた状況、通電状
態及び当該製品を分解していた状況も含め、現在、原因を
調査中。

神奈川県
9月27日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200473 平成24年7月17日 平成24年9月27日 平成24年10月2日 携帯電話機
火災
軽傷1名

当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名
が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

栃木県

事業者が事故を認識したのは、9月24
日
7月26日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200474 平成24年9月15日 平成24年9月27日 平成24年10月2日
ＤＶＤプレーヤー（ビ
デオ一体型）

火災
死亡1名

住宅の一部を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。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。

静岡県

A201200475 平成24年9月1日 平成24年9月27日 平成24年10月2日 自転車 重傷1名
当該製品で未舗装路を通過中、フレームが破損し、転倒、負
傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

宮城県
事業者が事故を認識したのは、9月18
日

A201200477 平成24年9月17日 平成24年9月28日 平成24年10月2日 エアコン（室外機） 火災
異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生していた。現在、原因を調査中。

奈良県
9月27日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200478 平成24年8月31日 平成24年9月28日 平成24年10月2日 電気ケトル 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故前から
不具合があった状態で当該製品をコンセントに接続したまま
にしていた状況を含め、現在、原因を調査中。

茨城県
事業者が事故を認識したのは、9月18
日

A201200479 平成24年9月12日 平成24年9月28日 平成24年10月2日 介護ベッド用手すり 死亡1名

当該製品をベッドサイドに２本設置して使用していたところ、
使用者（80歳代）の首が、２本設置したすき間にのった状態
で発見され、死亡が確認された。当該すき間を埋める簡易
部品が適正に使用されていなかった状況を含め、現在、原
因を調査中。

長野県

事業者名：
パラマウントベッド株式会社
機種・型式：
KQ-16
（特記事項を参照）
当該事故は、製品起因か否かが特定
できていないものであるが、当該製品
の使用者・所有者・管理者に向けて
事故の危険性を周知し、簡易部品の
装着・使用を着実に促すため事業者
名及び機種・型式を公表するもの
平成13年10月から簡易部品を無償配
布

A201200481 平成24年9月17日 平成24年9月28日 平成24年10月2日 電気洗濯機 火災
住宅1棟を全焼する火災が発生し、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。

福井県

A201200483 平成24年9月14日 平成24年9月28日 平成24年10月2日
電動車いす（ハンド
ル形）

死亡1名
当該製品に乗車していた使用者（90歳代）が、当該製品とと
もに堤防下の海で発見され、死亡が確認された。現在、原因
を調査中。

長崎県

A201200484 平成24年9月13日 平成24年9月28日 平成24年10月2日 エアコン 火災
住宅1棟を全焼する火災が発生し、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
製造から10年以上経過した製品



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200486 平成24年9月19日 平成24年10月1日 平成24年10月5日 電気洗濯機 火災
屋外に設置していた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。

大阪府

A201200490 平成24年9月19日 平成24年10月2日 平成24年10月5日 空気清浄機 火災
事務所で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。

東京都

A201200493 平成24年8月15日 平成24年10月3日 平成24年10月5日 ガラス製容器 重傷1名
当該製品をシンク内に移動した際、当該製品がシンク台に
当たり破損し、左手を負傷した。現在、原因を調査中。

千葉県
事業者が事故を認識したのは、9月21
日

A201200494 平成24年7月13日 平成24年10月3日 平成24年10月5日
充電器（ラジオコント
ロール玩具用）

火災
当該製品に充電池を接続して充電中、当該製品を焼損する
火災が発生した。当該製品では充電できない充電池を充電
していた状況を含め、現在、原因を調査中。

千葉県

事業者が事故を認識したのは、7月17
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

A201200498 平成24年9月15日 平成24年10月5日 平成24年10月10日 液晶テレビ
火災
死亡1名

建物の一部を焼損する火災が発生し、幼児(3歳）1名が死亡
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。

静岡県
(平成24年10月25日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200500 平成24年7月27日 平成24年10月9日 平成24年10月12日 温水洗浄便座 重傷1名
当該製品に着座していたところ、臀部に火傷を負った。当該
製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

石川県
事業者が事故を認識したのは、10月2
日

A201200502 平成24年9月9日 平成24年10月9日 平成24年10月12日 ベッドフレーム 重傷1名
当該製品を持ち上げて移動中、当該製品が足に落下し、負
傷した。当該製品の運搬状況を含め、現在、原因を調査中。

埼玉県
事業者が事故を認識したのは、9月28
日

A201200504 平成24年9月15日 平成24年10月10日 平成24年10月12日
携帯型音楽プレー
ヤー

火災
当該製品をパソコンに接続して充電中、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。

滋賀県

A201200506 平成24年9月23日 平成24年10月11日 平成24年10月16日 靴 重傷1名
雨天時に当該製品を履いて駅のホームを歩行中、濡れた床
面で滑って転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。

栃木県

A201200507 平成24年10月1日 平成24年10月12日 平成24年10月16日 IH調理器 火災
当該製品を使用中、その場を離れたところ、当該製品の周
辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。

大分県

A201200508 平成24年9月30日 平成24年10月12日 平成24年10月16日
電気式浴室乾燥暖
房機

火災
浴室で当該製品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。

東京都
製造から30年以上経過した製品



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200512 平成24年10月2日 平成24年10月12日 平成24年10月16日
電動車いす（ハンド
ル形）

死亡1名
当該製品に乗車していた使用者（80歳代）が、当該製品とと
もに川で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査
中。

静岡県

A201200514 平成24年10月3日 平成24年10月15日 平成24年10月19日 ウォーターサーバー 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。当該製品の電源コードを屈曲した状態で使用してい
た可能性を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200515 平成24年9月29日 平成24年10月15日 平成24年10月19日 温水洗浄便座 火災
異臭に気付き確認すると、当該製品を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。

北海道
10月12日に消費者安全法の重大事
故等として公表済

A201200518 平成24年10月8日 平成24年10月16日 平成24年10月19日 テーブルタップ 火災
当該製品に複数の電気製品を接続して使用中、当該製品を
焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現
在、原因を調査中。

福岡県

A201200519 平成24年10月4日 平成24年10月16日 平成24年10月19日 エアコン 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。

東京都
製造から30年以上経過した製品

A201200524 平成24年9月23日 平成24年10月18日 平成24年10月23日
エアゾール缶（殺虫
剤）

火災
床下に当該製品を噴射したところ、周辺を焼損する火災が
発生した。何らかの着火源により引火した状況を含め、現
在、原因を調査中。

新潟県
事業者が事故を認識したのは、10月
10日

A201200525 平成24年10月12日 平成24年10月18日 平成24年10月23日 電気ケトル 火災
当該製品を使用中、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。

東京都
(平成24年11月15日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200526 平成24年10月11日 平成24年10月19日 平成24年10月23日
脚立（はしご兼用）
（アルミニウム合金
製）

重傷1名
当該製品を脚立状態で使用中、降りる際に転倒し、負傷し
た。当該製品の支柱が曲がった状況を含め、現在、原因を
調査中。

秋田県
(平成24年12月6日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200527 平成24年10月1日 平成24年10月19日 平成24年10月23日 肘掛（トイレ用） 重傷1名
使用者（80歳代）が当該製品の可動肘掛と便器側面の間に
右肘を挟まれた状態で発見され、負傷が確認された。当該
製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

北海道

A201200530 平成24年10月9日 平成24年10月19日 平成24年10月23日 エアコン(室外機）
火災
軽傷6名

建物を全焼する火災が発生し、6名が負傷した。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。

千葉県
(平成24年10月25日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200531 平成24年10月9日 平成24年10月19日 平成24年10月23日 エアコン
火災
軽傷1名

当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。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。

東京都
製造から10年以上経過した製品



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200532 平成24年10月11日 平成24年10月19日 平成24年10月23日
踏み台（アルミニウ
ム合金製）

重傷1名
当該製品を使用中、転倒し、負傷した。当該製品の支柱が
折れた状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200533 平成24年10月10日 平成24年10月19日 平成24年10月23日 電気洗濯機 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。

大阪府

A201200534 平成24年8月11日 平成24年10月19日 平成24年10月23日 エアコン 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。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。

東京都

事業者が事故を認識したのは、10月1
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
10月18日に消費者安全法の重大事
故等として公表済

A201200536 平成24年10月6日 平成24年10月22日 平成24年10月26日 スピーカー 火災
当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品
を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品の
使用状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200537 平成24年10月4日 平成24年10月22日 平成24年10月26日
電気ポンプ（井戸
用）

火災
建物を全焼する火災が発生し、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。

広島県

A201200538 平成24年10月15日 平成24年10月23日 平成24年10月26日 踏み台 重傷1名
当該製品を使用中、転倒し、負傷した。当該製品の支柱が
折れた状況を含め、現在、原因を調査中。

千葉県

A201200539 平成24年8月23日 平成24年10月23日 平成24年10月26日
水槽用照明器具（コ
ンセント付き）

火災
当該製品に他社製ヒーターを接続して使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を
含め、現在、原因を調査中。

大阪府
事業者が事故を認識したのは、10月
16日

A201200541 平成24年10月13日 平成24年10月24日 平成24年10月26日 エアコン 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
接続状況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

A201200542 平成24年10月14日 平成24年10月25日 平成24年10月30日 スピーカー 火災
他社製のアンプに接続された当該製品及び周辺を焼損する
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。

岡山県
10月25日に消費者安全法の重大事
故等として公表済

A201200543 平成24年10月15日 平成24年10月25日 平成24年10月30日 シュレッダー
火災
軽傷1名

当該製品を使用中、電源スイッチの操作を繰り返したとこ
ろ、爆発する火災が発生し、１名が負傷した。当該製品の使
用状況を含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

A201200544 平成24年8月13日 平成24年10月25日 平成24年10月30日 扇風機 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。

福島県

製造から10年以上経過した製品
事業者が事故を認識したのは、10月
16日



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200547 平成24年10月16日 平成24年10月26日 平成24年10月30日 温水洗浄便座 火災
飲食店で異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周
辺を汚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。

北海道

A201200548 平成24年9月15日 平成24年10月26日 平成24年10月30日 オーブントースター 重傷1名
当該製品で調理後、当該製品から食品を取り出したところ、
食品が破裂し、顔に火傷を負った。現在、原因を調査中。

広島県
事業者が事故を認識したのは、10月
16日

A201200551 平成24年5月27日 平成24年10月26日 平成24年10月30日 歩行補助車 重傷1名
使用者（80歳代）が当該製品を使用中、自動車に乗ろうとし
たところ、当該製品とともに転倒し、負傷した。現在、原因を
調査中。

神奈川県
事業者が事故を認識したのは、10月
22日

A201200552 平成24年8月14日 平成24年10月26日 平成24年10月30日 ウォーキングマシン 重傷1名
店舗で小学生が展示中の当該製品を使用中、左足を負傷し
た。当該製品が破損した状態で展示されていた状況を含
め、現在、原因を調査中。

千葉県
事業者が事故を認識したのは、10月
10日

A201200553 平成24年10月16日 平成24年10月26日 平成24年10月30日 接着剤 死亡1名
当該製品を使用して作業中、気分が悪くなり、病院に搬送
後、死亡した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を
調査中。

埼玉県

A201200554 平成24年10月19日 平成24年10月29日 平成24年11月2日 電気冷蔵庫 火災
当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、
当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置
状況を含め、現在、原因を調査中。

新潟県

A201200556 平成24年10月9日 平成24年10月29日 平成24年11月2日
ルーター（パソコン周
辺機器）

火災

当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認する
と、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

A201200557 平成24年10月19日 平成24年10月29日 平成24年11月2日 エアコン 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。

鹿児島県

A201200559 平成24年10月20日 平成24年10月29日 平成24年11月2日 電気冷凍庫 火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を
調査中。

福岡県

A201200562 平成24年10月 平成24年10月30日 平成24年11月2日
床ずれ防止用マット
レス

重傷1名
使用者（100歳代）が当該製品を敷いたベッドから滑り落ち、
負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

広島県

A201200565 平成24年10月23日 平成24年10月31日 平成24年11月2日
電動車いす（ハンド
ル形）

死亡1名
使用者（80歳代）が当該製品に乗車中、踏切内で列車には
ねられ死亡した。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24年11月22日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200568 平成24年7月18日 平成24年11月1日 平成24年11月6日 電気洗濯機 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。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県
事業者が事故を認識したのは、10月
26日



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200571 平成24年10月22日 平成24年11月2日 平成24年11月6日 電気冷蔵庫 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。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。

神奈川県
製造から35年以上経過した製品
11月1日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200573 平成24年10月23日 平成24年11月2日 平成24年11月6日 除湿機 火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
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。

東京都

A201200574 平成24年9月14日 平成24年11月2日 平成24年11月6日 扇風機 火災
建物を全焼する火災が発生し、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。

石川県

事業者が事故を認識したのは、10月
26日
(平成24年11月29日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200578 平成24年10月24日 平成24年11月2日 平成24年11月6日 エアコン 火災
当該製品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。

大阪府

A201200580 平成24年9月27日 平成24年11月5日 平成24年11月9日
電動車いす（ジョイス
ティック形）

重傷1名
当該製品に乗ってスロープを登坂中、後方に転倒し、負傷し
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

和歌山県
事業者が事故を認識したのは、10月
25日

A201200584 平成24年10月30日 平成24年11月6日 平成24年11月9日 電気こんろ 火災
当該製品で調理中、周辺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。

東京都

A201200588 平成24年10月27日 平成24年11月6日 平成24年11月9日 電気洗濯機 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。

北海道

A201200589 平成24年10月25日 平成24年11月6日 平成24年11月9日 電動丸ノコ 死亡1名
当該製品で作業中、足を負傷し、翌日死亡した。当該製品
の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

新潟県

A201200590 平成24年10月3日 平成24年11月7日 平成24年11月9日
電動座椅子（座面昇
降型）

重傷1名
当該製品に着座中、座面を下げたところ、座面と床の間に足
を挟み、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因
を調査中。

東京都

A201200591 平成24年10月5日 平成24年11月8日 平成24年11月13日 布団乾燥機 火災
当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品
を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

埼玉県
事業者が事故を認識したのは、10月
29日

A201200592 平成24年10月16日 平成24年11月8日 平成24年11月13日 電気冷蔵庫 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。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。

宮崎県

A201200593 平成24年10月2日 平成24年11月8日 平成24年11月13日 電動アシスト自転車 重傷1名
当該製品で走行中、突然ハンドルが回転、バランスを崩し、
胸を強打、負傷した。当該製品のハンドルの締付け状況を
含め、現在、原因を調査中。

和歌山県
事業者が事故を認識したのは、10月
30日



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200595 平成24年9月21日 平成24年11月9日 平成24年11月13日 靴 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階段を下降
中、転落し、負傷した。現在、原因を調査中。

群馬県

事業者が事故を認識したのは、11月8
日
(平成24年11月15日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200597 平成24年10月23日 平成24年11月9日 平成24年11月13日 電気冷蔵庫 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。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。

神奈川県

A201200600 平成23年8月6日 平成24年11月12日 平成24年11月16日
テーブル（折りたた
み）

重傷1名

当該製品の上に置いたこんろでお湯を沸かしていたところ、
当該製品に身体がぶつかった際、当該製品の天板隙間にこ
んろの脚がはまって傾き、こぼれたお湯がかかり1名が火傷
を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

岡山県

事業者が事故を認識したのは、5月15
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
(平成24年11月22日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200605 平成24年10月30日 平成24年11月14日 平成24年11月16日 食器洗い乾燥機 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。

大阪府
11月15日に消費者安全法の重大事
故等として公表済

A201200607 平成24年11月5日 平成24年11月14日 平成24年11月16日
電動車いす（ハンド
ル形）

死亡1名
使用者（70歳代）が当該製品に乗車中、踏切内で列車には
ねられ死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因
を調査中。

大阪府

A201200610 平成24年11月5日 平成24年11月16日 平成24年11月20日 ウォーターサーバー 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。

三重県

A201200611 平成24年11月8日 平成24年11月16日 平成24年11月20日
エアコン（室外機・床
暖房機能付）

火災
当該製品を焼損し、周辺を汚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。

神奈川県
(平成24年11月22日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200615 平成24年11月9日 平成24年11月19日 平成24年11月22日 電気がま 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。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

静岡県

A201200617 平成24年11月5日 平成24年11月20日 平成24年11月22日 椅子 重傷1名
当該製品を踏み台として使用した際、当該製品の脚部が曲
がり、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。

神奈川県

A201200618 平成24年11月12日 平成24年11月20日 平成24年11月22日 エアコン 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。

三重県

A201200620 平成24年11月15日 平成24年11月21日 平成24年11月27日 電気温風機 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
使用状況を含め、現在、原因を調査中。

京都府
(平成24年12月20日に消費者安全法
の重大事故等として公表)



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200623 平成24年11月 平成24年11月22日 平成24年11月27日 投げ込み式湯沸器 火災
当該製品を使用後、浴槽から取り出し、電源プラグを差した
まま放置していたところ、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。

埼玉県

A201200628 平成24年11月15日 平成24年11月26日 平成24年11月30日 エアコン（室外機） 火災
無人の事務所で当該製品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。

静岡県
製造から15年以上経過した製品
(平成24年12月13日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200635 平成24年11月10日 平成24年11月27日 平成24年11月30日
脚立（三脚）（アルミ
ニウム合金製）

重傷1名
当該製品を使用中、転落し、負傷した。当該製品の使用状
況を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

事業者名：アルインコ株式会社
（輸入事業者）
機種・型式：KTM360F
当該事故は、製品起因か否かが特定
できていないものであるが、対象製品
使用者等に向けてリコール内容を周
知し、製品回収を着実に促すため事
業者名及び機種・型式を公表するも
の
10月22日からリコールを実施（特記事
項を参照）
回収率　67.2％

A201200637 平成24年10月20日 平成24年11月28日 平成24年11月30日 食器乾燥機 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。

石川県
事業者が事故を認識したのは、11月
21日

A201200638 平成24年11月7日 平成24年11月28日 平成24年11月30日 焙煎機 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。当該製品の容量限界を超えて使用していた状況を
含め、現在、原因を調査中。

静岡県

事業者が事故を認識したのは、11月7
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
11月15日に消費者安全法の重大事
故等として公表済

A201200639 平成24年11月18日 平成24年11月28日 平成24年11月30日 電子レンジ 火災
店舗で、異臭に気付き確認すると、当該製品庫内を焼損す
る火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

福岡県

A201200640 平成24年11月8日 平成24年11月28日 平成24年11月30日 靴 重傷1名
当該製品を履いて歩行中、側溝の鉄格子で滑って転倒し、
負傷した。現在、原因を調査中。

千葉県

A201200632 平成24年11月13日 平成24年11月27日 平成24年12月4日
携帯型音楽プレー
ヤー

火災
当該製品を充電中、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。

大阪府
11月29日に消費者安全法の重大事
故等として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200641 平成24年11月10日 平成24年11月29日 平成24年12月4日 折りたたみ自転車 重傷1名
当該製品で走行中、前輪が段差に衝突したところ、フロント
フォークが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含
め、現在、原因を調査中。

岡山県
(平成24年12月20日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200642 平成24年11月20日 平成24年11月30日 平成24年12月4日 温水洗浄便座 火災
当該製品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。

福岡県
(平成24年12月6日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200643 平成24年11月20日 平成24年11月30日 平成24年12月4日 ＩＨ調理器 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
設置状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200646 平成24年11月22日 平成24年12月3日 平成24年12月7日
脚立（三脚）（アルミ
ニウム合金製）

重傷1名
当該製品に乗って作業中、転倒し、負傷した。当該製品の支
柱が曲がっており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。

鹿児島県

A201200648 平成24年10月20日 平成24年12月4日 平成24年12月7日
折りたたみ椅子（脚
立兼用）

重傷1名
当該製品を脚立として使用中、転倒し、負傷した。当該製品
の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県
事業者が事故を認識したのは、11月
26日

A201200652 平成24年11月22日 平成24年12月5日 平成24年12月7日 IH調理器 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
使用状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府
12月6日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200653 平成24年11月13日 平成24年12月5日 平成24年12月7日 投げ込み式湯沸器 火災
当該製品を使用中、外出したところ、建物を1棟全焼、2棟類
焼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。

愛知県

A201200656 平成24年11月25日 平成24年12月6日 平成24年12月11日 除湿乾燥機 火災
当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品と延長
コードの接続状況を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

A201200660 平成24年11月22日 平成24年12月6日 平成24年12月11日 自転車用幼児座席 重傷1名
幼児（5歳）を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の足
が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品左側の足乗せが
脱落していた状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都
(平成24年12月20日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200672 平成24年12月1日 平成24年12月13日 平成24年12月18日 電気がま
火災
軽症1名

当該製品を保温状態で使用中、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。

京都府



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200675 平成24年10月12日 平成24年12月13日 平成24年12月18日 照明器具（投光器） 火災
店舗内の竹林で当該製品を使用中、当該製品及び周辺の
可燃物（笹等）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。

愛知県

事業者が事故を認識したのは、12月3
日
11月29日に消費者安全法の重大事
故等として公表済

A201200684 平成24年12月5日 平成24年12月14日 平成24年12月18日 エアコン 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。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

A201200685 平成24年11月下旬 平成24年12月14日 平成24年12月18日 湯たんぽカバー 重傷1名
当該製品に湯たんぽを入れて使用中、足に低温火傷を負っ
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府

A201200686 平成24年11月下旬 平成24年12月14日 平成24年12月18日 湯たんぽ 重傷1名
湯たんぽカバーに当該製品を入れて使用中、足に低温火傷
を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

大阪府

A201200689 平成24年12月2日 平成24年12月17日 平成24年12月21日 調光器 火災
飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発
生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200695 平成24年12月11日 平成24年12月18日 平成24年12月21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。

東京都
製造から15年以上経過した製品

A201200705 平成24年12月9日 平成24年12月20日 平成24年12月26日
浴槽用温水循環器
（24時間風呂）

火災
建物を全焼する火災が発生し、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
(平成24年12月28日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200710 平成24年11月24日 平成24年12月20日 平成24年12月26日 電気湯沸器
火災
軽傷1名

建物を全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。当該製品の使用状況を含め、現在、原
因を調査中。

福岡県
事業者が事故を認識したのは、12月
11日

A201200712 平成24年12月10日 平成24年12月21日 平成24年12月26日 除雪機（歩行型） 死亡1名
当該製品を使用中、当該製品と車庫の壁の間に挟まれ、病
院へ搬送後、死亡が確認された。当該製品の使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

北海道

A201200715 平成24年8月27日 平成24年12月25日 平成24年12月28日
接続ケーブル（太陽
光発電システム用）

火災
当該製品に太陽電池モジュール及びパワーコンディショナを
接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

事業者が事故を認識したのは、12月
12日



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200720 平成24年11月23日 平成24年12月25日 平成24年12月28日 ベビーカー 重傷1名
幼児（1歳）が当該製品に乗車しようとしたところ、転倒し、負
傷した。現在、原因を調査中。

神奈川県
事業者が事故を認識したのは、12月
21日

A201200726 平成24年12月17日 平成24年12月26日 平成24年12月28日 除雪機（歩行型） 死亡1名
使用者が当該製品の下敷きになっている状態で発見され、
その後死亡が確認された。当該製品の使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

北海道

A201200727 平成24年12月17日 平成24年12月27日 平成25年1月8日 電気ストーブ
火災
軽傷1名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を
負った。着衣着火した状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200729 平成24年12月11日 平成24年12月27日 平成25年1月8日 エアコン（室外機） 火災
室内の照明が消えたため確認すると、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

徳島県

A201200732 平成24年1月23日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 電気式床暖房 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
施工状況を含め、現在、原因を調査中。

千葉県
事業者が事故を認識したのは、平成
24年12月23日

A201200733 平成24年12月22日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 脚立 重傷1名
当該製品に乗って車両を洗浄中、落下し、負傷した。現在、
原因を調査中。

埼玉県

A201200735 平成24年12月9日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 タイムスイッチ 火災
当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。当該製品の接続状況を含め、現在、原
因を調査中。

宮城県

A201200737 平成24年12月5日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 電気冷蔵庫 火災
屋外の異常に気付き確認すると、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

事業者が事故を認識したのは、平成
24年12月25日
(平成25年1月24日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200739 平成24年12月20日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 ライター 火災
店舗で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。

東京都

A201200740 平成24年12月19日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 エアーコンプレッサ 火災
建築現場（屋外）で当該製品を使用中、その場を離れ戻った
ところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品
の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200741 平成24年12月7日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 電気洗濯機 火災
発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因
かも含め、現在、原因を調査中。

新潟県
事業者が事故を認識したのは、平成
24年12月19日

A201200743 平成24年11月29日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 電気湯沸器 重傷1名
当該製品のお湯を捨てようとしたところ、蒸気が噴出し、顔と
左手に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

山梨県
事業者が事故を認識したのは、平成
24年12月26日

A201200745 平成24年12月23日 平成24年12月28日 平成25年1月8日 温水洗浄便座 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品と
コンセントの接続状況を含め、現在、原因を調査中。

福島県

A201200755 平成24年12月16日 平成25年1月4日 平成25年1月8日 電気こんろ 火災
当該製品で鍋に入れた天ぷら油を加熱中、当該製品及び周
辺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。

新潟県

A201200756 平成24年12月27日 平成25年1月4日 平成25年1月8日 凍結防止用ヒーター 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。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

茨城県

A201200758 平成24年9月20日 平成25年1月7日 平成25年1月11日 圧力鍋 重傷1名
当該製品で調理中、当該製品の安全窓から蒸気等が噴出
し、目に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

愛知県
事業者が事故を認識したのは、平成
24年12月27日

A201200760 平成24年11月3日 平成25年1月7日 平成25年1月11日 湯たんぽ 重傷1名
当該製品を膝の上に置いて使用中、当該製品に亀裂が入
り、お湯が漏れ、足に火傷を負った。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。

福岡県

事業者が事故を認識したのは、平成
24年12月5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
平成24年12月20日に消費者安全法
の重大事故等として公表済

A201200762 平成24年12月19日 平成25年1月8日 平成25年1月11日 ＩＨ調理器 火災

当該製品で鍋に入れた油を加熱し、その場を離れていたとこ
ろ、鍋の油から出火する火災が発生し、周辺を焼損した。取
扱説明書で禁止している付属の天ぷら鍋等以外の鍋を使用
した状況を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

A201200766 平成25年1月8日 平成25年1月9日 平成25年1月11日 電気あんか 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。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

福井県

A201200767 平成24年12月27日 平成25年1月10日 平成25年1月16日 ＩＨ調理器 火災

当該製品に天ぷら鍋をかけたままその場を離れ戻ったとこ
ろ、鍋の油から出火する火災が発生しており、周辺を焼損し
た。取扱説明書で禁止している付属の天ぷら鍋以外の鍋を
使用した状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200773 平成24年12月11日 平成25年1月11日 平成25年1月16日 ユニットバス 重傷1名
浴室で体を拭いていたところ、当該製品付属の鏡が落下し
て膝に当たり、負傷した。現在、原因を調査中。

京都府
事業者が事故を認識したのは、1月10
日

A201200778 平成24年11月21日 平成25年1月15日 平成25年1月18日 携帯電話機 重傷1名
着信があり、当該製品を耳に当てたところ、異音がして、耳
を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

栃木県
事業者が事故を認識したのは、1月7
日

A201200784 平成25年1月8日 平成25年1月17日 平成25年1月22日 エアコン 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。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。

神奈川県
製造から10年以上経過した製品
(平成25年1月24日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200785 平成25年1月9日 平成25年1月17日 平成25年1月22日 延長コード 火災
当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。電気製品の電源プラグと当該
製品との接続状況を含め、現在、原因を調査中。

富山県

A201200788 平成24年12月30日 平成25年1月18日 平成25年1月22日 コンセント 火災
当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。電気製品と当該製品との接続状況を含
め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200791 平成24年12月28日 平成25年1月18日 平成25年1月22日 エアコン 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。当該製品の電源コードが改造された可能性を含め、
現在、原因を調査中。

岡山県
製造から15年以上経過した製品

A201200792 平成25年1月5日 平成25年1月18日 平成25年1月22日 延長コード 火災

当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損
し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品とコンセントと
の接続状況及び当該製品の電源プラグの刃が曲がった状
態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。

鳥取県

A201200794 平成25年1月2日 平成25年1月18日 平成25年1月22日 液晶テレビ 火災
当該製品の電源を入れたまま就寝中、周辺の異常に気付き
確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生して
いた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

香川県

A201200801 平成25年1月8日 平成25年1月21日 平成25年1月25日 介護ベッド用手すり 死亡1名
病院で使用者（80歳代）が、頭部がベッドと当該製品との取
付部の隙間に仰向けで入り込んだ状態で発見され、死亡が
確認された。現在、原因を調査中。

石川県

事業者名：パラマウントベッド株式会
社
機種・型式：KA-088
当該事故は、製品起因か否かが特定
できていないものであるが、当該製品
の使用者・所有者・管理者に向けて
事故の危険性を周知し、事業者及び
協議会で呼び掛けている、すき間を
埋める安全対策(クッションなどで埋
める)を着実に促すため事業者名及
び機種・型式を公表するもの
（特記事項を参照）

A201200804 平成24年12月14日 平成25年1月21日 平成25年1月25日 湯たんぽ 重傷1名
当該製品を使用中、低温火傷を負った。当該製品の使用状
況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県
事業者が事故を認識したのは、1月15
日



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200805 平成24年12月8日 平成25年1月21日 平成25年1月25日 湯たんぽカバー 重傷1名
当該製品に湯たんぽを入れて使用中、足に低温火傷を負っ
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

事業者が事故を認識したのは、1月16
日
湯たんぽに関する事故
（A201200808）と同一
1月24日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200806 平成25年1月7日 平成25年1月21日 平成25年1月25日 昇降便座 重傷1名
施設で使用者が当該製品に着座したところ、バランスを崩し
て転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原
因を調査中。

石川県

A201200808 平成24年12月8日 平成25年1月22日 平成25年1月25日 湯たんぽ 重傷1名
当該製品を湯たんぽカバーに入れて使用中、足に低温火傷
を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

東京都

事業者が事故を認識したのは、1月16
日
湯たんぽカバーに関する事故
（A201200805）と同一

A201200810 平成24年12月13日 平成25年1月22日 平成25年1月25日 椅子 重傷1名
事務所で当該製品に着座中、転倒し、負傷した。当該製品
の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府
事業者が事故を認識したのは、1月12
日

A201200811 平成24年11月29日 平成25年1月22日 平成25年1月25日 ヒーター付き靴下 重傷1名
当該製品を履いていたところ、足の裏側に火傷を負った。当
該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

京都府
事業者が事故を認識したのは、1月11
日

A201200816 平成24年12月28日 平成25年1月23日 平成25年1月25日 延長コード 火災
当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺
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。

群馬県

A201200817 平成24年12月8日 平成25年1月24日 平成25年1月29日 こたつヒーター 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。

長崎県
事業者が事故を認識したのは、1月22
日

A201200819 平成25年1月18日 平成25年1月24日 平成25年1月29日 除雪機（歩行型） 死亡1名
当該製品を使用中、当該製品の下敷きになり、病院に搬送
後、死亡が確認された。当該製品の安全装置が外されてい
た状況を含め、現在、原因を調査中。

長野県

A201200820 平成24年12月23日 平成25年1月24日 平成25年1月29日 電気ミニマット 火災
当該製品を踏み台の上に置いて使用中、異臭に気付き確認
すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。
当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

事業者が事故を認識したのは、1月15
日
1月18日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200821 平成24年12月31日 平成25年1月24日 平成25年1月29日 電気ストーブ 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。

福岡県
1月24日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200824 平成25年1月11日 平成25年1月24日 平成25年1月29日 電気ストーブ
火災
死亡1名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡し
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。

愛知県
(平成25年2月7日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200826 平成25年1月15日 平成25年1月25日 平成25年1月29日 電気温風機 火災
店舗のトイレで当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

岩手県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200829 平成25年1月14日 平成25年1月28日 平成25年2月1日 携帯電話機
火災
軽症1名

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。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

東京都

A201200832 平成25年1月11日 平成25年1月28日 平成25年2月1日 エアコン 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
電源コードが改造されていた状況を含め、現在、原因を調査
中。

千葉県
製造から25年以上経過した製品

A201200833 平成25年1月12日 平成25年1月28日 平成25年2月1日 電気カーペット 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。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。

東京都

A201200835 平成25年1月7日 平成25年1月28日 平成25年2月1日 電気あんか 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。当該製品の電源コードが断線しており使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

神奈川県

A201200837 平成25年1月25日 平成25年1月28日 平成25年2月1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。

広島県
(平成25年2月7日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200838 平成24年12月21日 平成25年1月28日 平成25年2月1日 湯たんぽ 重傷1名
当該製品を湯たんぽカバーに入れて使用中、足に低温火傷
を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

東京都

事業者が事故を認識したのは、1月23
日
湯たんぽカバーに関する事故
（A201200839）と同一

A201200839 平成24年12月21日 平成25年1月28日 平成25年2月1日 湯たんぽカバー 重傷1名
当該製品に湯たんぽを入れて使用中、足に低温火傷を負っ
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

事業者が事故を認識したのは、1月21
日
湯たんぽに関する事故
（A201200838）と同一

A201200841 平成24年9月 平成25年1月29日 平成25年2月1日 凍結防止用ヒーター 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。

福島県
事業者が事故を認識したのは、1月21
日

A201200842 平成24年12月31日 平成25年1月29日 平成25年2月1日
運動器具（EMS機
器）

重傷1名
当該製品を1ヶ月程度毎日使用していたところ、背中と腹部
に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

東京都
事業者が事故を認識したのは、1月18
日

A201200844 平成25年1月10日 平成25年1月29日 平成25年2月1日
脚立（はしご兼用）
（アルミニウム合金
製）

重傷1名
店舗で当該製品を脚立状態で使用中、バランスを崩して転
倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を
調査中。

大阪府

A201200845 平成24年11月28日 平成25年1月30日 平成25年2月1日 靴 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室内階段を
下降中、左足を負傷した。現在、原因を調査中。

北海道
事業者が事故を認識したのは、1月25
日



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200849 平成25年1月10日 平成25年1月31日 平成25年2月5日 デスクトップパソコン 重傷1名
幼児(1歳）が当該製品のキーボードと机の隙間で指を負傷し
た。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

和歌山県

A201200850 平成24年9月26日 平成25年1月31日 平成25年2月5日 ライター（注入式） 重傷1名
当該製品を点火したところ、顔面等に火傷を負った。当該製
品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府

事業者が事故を認識したのは、1月25
日
1月10日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200852 平成25年1月23日 平成25年1月31日 平成25年2月5日 電気洗濯機 火災
異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原
因を調査中。

石川県

A201200854 平成25年1月2日 平成25年2月1日 平成25年2月5日 ヘアドライヤー 火災
異臭に気付き確認すると、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
事業者が事故を認識したのは、1月23
日

A201200855 平成25年1月14日 平成25年2月1日 平成25年2月5日 エアコン 火災
建物を全焼する火災が発生し、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。

埼玉県
(平成25年3月22日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200857 平成25年1月8日 平成25年2月1日 平成25年2月5日 電子レンジ 火災
店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品庫内
が空の状態で運転されていた状況を含め、現在、原因を調
査中。

千葉県
(平成25年2月7日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200858 平成25年1月12日 平成25年2月1日 平成25年2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。当該製品の
使用状況を含め、現在、原因を調査中。

北海道
製造から35年以上経過した製品
1月24日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200859 平成25年1月22日 平成25年2月1日 平成25年2月5日 電気カーペット 火災
当該製品を延長コードに接続して使用中、発煙に気付き確
認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製
品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県

A201200860 平成24年12月26日 平成25年2月1日 平成25年2月5日 電気温水器 重傷1名
当該製品で湯張り後、浴槽に左足を入れたところ、熱湯で火
傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

宮城県
事業者が事故を認識したのは、1月22
日

A201200861 平成25年1月19日 平成25年2月4日 平成25年2月8日
吹出し口ガード（石
油温風暖房機用）

重傷1名

当該製品を石油温風暖房機に取付けて使用中、異常に気
付き確認すると、当該製品が外れており、乳児が左手に火
傷を負っていた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を
調査中。

京都府

A201200862 平成25年1月11日 平成25年2月4日 平成25年2月8日 パネルヒーター 火災
浴室で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を
調査中。

京都府

事業者が事故を認識したのは、1月15
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



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200864 平成24年11月20日 平成25年2月4日 平成25年2月8日 電気毛布 重傷1名
当該製品を使用中、右足に低温火傷を負った。当該製品の
使用状況を含め、現在、原因を調査中。

千葉県

事業者が事故を認識したのは、1月25
日
1月31日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200865 平成25年1月24日 平成25年2月4日 平成25年2月8日 エアコン（室外機） 火災
異音に気付き確認すると、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
2月7日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200868 平成24年11月28日 平成25年2月4日 平成25年2月8日 電気ストーブ 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。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

奈良県

事業者が事故を認識したのは、1月24
日
(平成25年3月22日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200869 平成24年12月2日 平成25年2月4日 平成25年2月8日 照明器具 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
設置状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県
事業者が事故を認識したのは、1月24
日

A201200870 平成25年1月29日 平成25年2月5日 平成25年2月8日 電気温風機 火災
飲食店で当該製品を使用中、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。

滋賀県

A201200871 平成25年1月13日 平成25年2月5日 平成25年2月8日 自転車 重傷1名
当該製品で走行中、転倒し、負傷した。ハンドルの取付部が
破損しており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

神奈川県

A201200874 平成25年1月27日 平成25年2月5日 平成25年2月8日 複写機 火災
建物の電源安全点検により停電したところ、非常用電源（直
流）に接続されていた当該製品を焼損する火災が発生した。
当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200878 平成25年1月3日 平成25年2月7日 平成25年2月13日 こたつヒーター 火災

当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の電源
コードが断線しており、使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

奈良県
事業者が事故を認識したのは、1月28
日

A201200879 平成25年1月6日 平成25年2月7日 平成25年2月13日 はしご（ロフト用） 重傷1名
当該製品を昇っていたところ、当該製品を固定するフックが
壁の固定具から外れて落下し、負傷した。当該製品の使用
状況を含め、現在、原因を調査中。

新潟県
事業者が事故を認識したのは、1月28
日

A201200883 平成25年1月20日 平成25年2月7日 平成25年2月13日 脚立 重傷1名
階段で当該製品に乗って作業中、転倒し、負傷した。当該製
品の支柱が曲がっており、使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

東京都



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200884 平成25年1月26日 平成25年2月7日 平成25年2月13日 電気カーペット 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。

栃木県

A201200885 平成25年1月25日 平成25年2月7日 平成25年2月13日 折りたたみテーブル 重傷1名

事務所で折りたたまれた当該製品を移動させようとしたとこ
ろ、当該製品が転倒し、右足を負傷した。左右の脚の取付け
角度がずれており、当該製品の使用状況を含め、現在、原
因を調査中。

神奈川県

A201200886 平成25年2月1日 平成25年2月8日 平成25年2月13日
電気ストーブ（カーボ
ンヒーター）

火災
当該製品を使用したまま就寝したところ、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。

東京都

A201200887 平成24年10月13日 平成25年2月8日 平成25年2月13日 芝刈機（歩行型） 重傷1名
当該製品を使用中、回転刃付近に絡まった刈芝を取り除こ
うとしたところ、左手を負傷した。当該製品の使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

千葉県
事業者が事故を認識したのは、1月29
日

A201200889 平成25年1月28日 平成25年2月8日 平成25年2月13日 電気カーペット 火災
当該製品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。

神奈川県
2月7日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200890 平成24年12月5日 平成25年2月12日 平成25年2月15日
折りたたみ電動アシ
スト自転車

重傷1名

当該製品で走行中、段差を通過する際、シートポストが破損
し、転倒、負傷した。取扱説明書で警告しているシートポスト
の限界線を越えた位置でサドルを固定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、1月30
日
(平成25年2月21日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200891 平成25年1月29日 平成25年2月12日 平成25年2月15日 電気毛布 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。当該製品の電源コードの付け根が断線しており、使
用状況を含め、現在、原因を調査中。

奈良県

A201200892 平成25年1月20日 平成25年2月12日 平成25年2月15日 電気こんろ 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
使用状況を含め、現在、原因を調査中。

宮城県

A201200894 平成25年1月13日 平成25年2月12日 平成25年2月15日 電気温風機
火災
死亡1名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡し
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。

神奈川県

事業者が事故を認識したのは、2月3
日
製造から30年以上経過した製品
2月15日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200898 平成25年1月16日 平成25年2月13日 平成25年2月15日 折りたたみ椅子 重傷1名
使用者が子供を抱いたまま当該製品に着座したところ、転
倒し、負傷した。現在、原因を調査中。

埼玉県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200904 平成24年12月 平成25年2月14日 平成25年2月19日 電気冷蔵庫 重傷1名
当該製品のドアを閉める際、右手中指を負傷した。事故発
生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府
事業者が事故を認識したのは、2月4
日

A201200905 平成25年1月29日 平成25年2月14日 平成25年2月19日 電気洗濯機 火災
ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する
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。

岡山県

A201200907 平成25年1月29日 平成25年2月14日 平成25年2月19日 エアコン(室外機） 火災
当該製品の内外接続電線を焼損する火災が発生した。当該
製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200908 平成25年2月3日 平成25年2月14日 平成25年2月19日 電子レンジ 火災
当該製品を使用中、当該製品庫内から発煙・出火する火災
が発生し、当該製品を焼損した。当該製品の使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200913 平成25年2月5日 平成25年2月15日 平成25年2月19日
電動車いす（ハンド
ル形）

火災
軒下に保管していた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。

高知県

A201200914 平成25年2月5日 平成25年2月15日 平成25年2月19日 照明器具 火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を
調査中。

茨城県

A201200917 平成25年1月3日 平成25年2月18日 平成25年2月22日 IH調理器 重傷1名
当該製品を使用中、湯が噴出し、顔と右手に火傷を負った。
当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都
事業者が事故を認識したのは、2月6
日

A201200918 平成25年2月2日 平成25年2月18日 平成25年2月22日 電話機 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。

高知県
2月15日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200924 平成24年10月11日 平成25年2月18日 平成25年2月22日 電動工具（ハンマ） 死亡1名
工事現場で当該製品を使用中、ガス爆発が発生した。1名が
負傷し、後日死亡が確認された。漏れたガスに引火した可能
性も含め、現在、原因を調査中。

福岡県
事業者が事故を認識したのは、2月8
日

A201200932 平成25年1月29日 平成25年2月19日 平成25年2月22日 電気乾燥機（靴用） 火災
建物を全焼する火災が発生し、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
(平成25年3月14日に消費者安全法
の重大事故等として公表)



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200933 平成25年2月10日 平成25年2月20日 平成25年2月22日
脚立（はしご兼用）
（アルミニウム合金
製）

重傷1名
当該製品で作業中、転倒し、負傷した。当該製品の脚部が
曲がっており、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3月22日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200934 平成24年3～4月 平成25年2月20日 平成25年2月22日 自転車 重傷1名
当該製品で走行中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査
中。

岡山県
事業者が事故を認識したのは、1月31
日

A201200936 平成25年2月10日 平成25年2月21日 平成25年2月26日
充電器（デジタルカ
メラ用）

火災
当該製品に充電池を装着しない状態で接続機器を介してコ
ンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。現在、原因を調査中。

千葉県
2月21日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200937 平成25年1月11日 平成25年2月21日 平成25年2月26日 電気ストーブ 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の
使用状況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県
事業者が事故を認識したのは、2月13
日

A201200938 平成25年1月26日 平成25年2月21日 平成25年2月26日 電気こんろ 火災
異臭に気付き確認すると、当該製品の上に置かれた可燃物
（ペットボトル）を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。

東京都

事業者が事故を認識したのは、1月27
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
2月15日消費者安全法の重大事故等
として公表済

A201200939 平成25年2月3日 平成25年2月21日 平成25年2月26日
脚立（三脚）（アルミ
ニウム合金製）

重傷1名
当該製品に乗って剪定作業中、転倒し、負傷した。支柱が曲
がっており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

栃木県

A201200942 平成25年2月5日 平成25年2月22日 平成25年2月26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。当該製品の
使用状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府
製造から35年以上経過した製品

A201200946 平成25年2月7日 平成25年2月25日 平成25年3月1日 電気洗濯機 火災
当該製品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。

岡山県
(平成25年3月7日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200947 平成25年2月14日 平成25年2月25日 平成25年3月1日 電気ストーブ 火災
異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因
かも含め、現在、原因を調査中。

大阪府
2月28日に消費者安全法の重大事故
等として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200948 平成25年1月9日 平成25年2月25日 平成25年3月1日 ユニットバス 重傷1名
当該製品浴槽内で転倒し、負傷した。浴槽を壁に固定する
バックハンガー（止め具）が外れていた状況を含め、現在、
原因を調査中。

福岡県
事業者が事故を認識したのは、2月14
日

A201200954 平成25年1月1日 平成25年2月26日 平成25年3月1日 電気式床暖房 火災
異臭に気付き確認すると、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

事業者が事故を認識したのは、1月1
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

A201200955 平成25年2月5日 平成25年2月26日 平成25年3月1日 電気冷蔵庫 火災
建物を全焼する火災が発生し、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。

埼玉県

A201200958 平成24年12月31日 平成25年2月27日 平成25年3月1日 雪上自転車 重傷1名
当該製品で滑走中、転倒し、負傷した。フロントボードの芯材
が破損しており、事故発生時の状況を含め、現在、原因を調
査中。

新潟県

事業者が事故を認識したのは、2月2
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
(平成25年3月7日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200962 平成24年12月9日 平成25年2月27日 平成25年3月1日
折りたたみ椅子（脚
立兼用）

重傷1名
当該製品を使用中、バランスを崩して転倒し、負傷した。当
該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

京都府
事業者が事故を認識したのは、2月18
日

A201200964 平成25年2月15日 平成25年2月28日 平成25年3月5日 椅子（踏台兼用） 重傷1名
当該製品に乗って作業中、落下して転倒し、負傷した。当該
製品の脚が破損しており、使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

神奈川県
(平成25年3月7日に消費者安全法の
重大事故等として公表)

A201200968 平成25年2月19日 平成25年2月28日 平成25年3月5日 システムバス 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。

福井県

A201200972 平成25年2月12日 平成25年3月1日 平成25年3月5日 除雪機（歩行型） 火災
当該製品を使用中、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。

新潟県

A201200973 平成25年1月 平成25年3月1日 平成25年3月5日 電気ストーブ 重傷1名
当該製品を使用して就寝中、右足首に低温火傷を負った。
現在、原因を調査中。

大阪府
事業者が事故を認識したのは、2月21
日

A201200974 平成25年2月9日 平成25年3月1日 平成25年3月5日 電気温風機 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
(平成25年3月7日に消費者安全法の
重大事故等として公表)



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200975 平成25年2月16日 平成25年3月1日 平成25年3月5日
電気ストーブ(ハロゲ
ンヒーター)

火災
当該製品を使用して就寝中、異常に気付き確認すると、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
の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

三重県
2月28日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200977 平成25年2月19日 平成25年3月1日 平成25年3月5日 電気ストーブ 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。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。

千葉県

A201200978 平成25年1月13日 平成25年3月1日 平成25年3月5日 ロフトベッド 重傷1名
当該製品の梯子を降下中、転落し、負傷した。現在、原因を
調査中。

東京都
事業者が事故を認識したのは、2月20
日

A201200980 平成24年11月7日 平成25年3月4日 平成25年3月8日
こたつヒーター（堀こ
たつ用）

重傷1名
当該製品を使用中、足に火傷を負った。当該製品の上に格
子を置かず使用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、2月20
日
(平成25年3月14日に消費者安全法
の重大事故等として公表)

A201200981 平成25年1月24日 平成25年3月4日 平成25年3月8日 延長コード 火災
事務所で当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品
及び周辺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。

大阪府
事業者が事故を認識したのは、2月28
日

A201200984 平成25年2月20日 平成25年3月5日 平成25年3月8日 水槽用ヒーター 火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を
調査中。

宮城県

A201200985 平成25年2月13日 平成25年3月5日 平成25年3月8日 車いす 重傷1名
当該製品に使用者（80歳代）を乗せて押していたところ、使
用者が転倒し、負傷した。当該製品のフットサポートの設置
状況及び使用状況も含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200988 平成25年2月20日 平成25年3月5日 平成25年3月8日 電気ストーブ 火災

当該製品の電源を切り、当該製品にタオルをかけて就寝
中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺（タオル）
を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

神奈川県
3月7日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201200990 平成25年2月3日 平成25年3月6日 平成25年3月8日
脚立（はしご兼用）
(アルミニウム合金
製)

重傷1名
当該製品をはしご状態で使用中、転落し、負傷した。当該製
品が曲がっており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。

奈良県
事業者が事故を認識したのは、2月25
日

A201200991 平成25年2月24日 平成25年3月6日 平成25年3月8日 電気毛布 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。当該製品に他の電気製品用の電源コードを使用し
ていた状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200993 平成25年2月19日 平成25年3月6日 平成25年3月8日 手すり（可動式） 重傷1名
工場内のトイレで車いすから便座に移動するため、当該製
品に掴ったところ、バランスを崩して転倒し、負傷した。当該
製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

三重県

A201200994 平成25年2月21日 平成25年3月6日 平成25年3月8日 電気洗濯機 火災
就寝中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、
他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

大阪府

A201200995 平成25年2月25日 平成25年3月7日 平成25年3月12日 電気冷蔵庫 火災
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。

東京都

A201200999 平成25年2月21日 平成25年3月7日 平成25年3月12日 電気毛布
火災
軽傷1名

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

A201201001 平成25年2月24日 平成25年3月7日 平成25年3月12日 エアコン 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。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

京都府
製造から10年以上経過した製品

A201201006 平成25年2月27日 平成25年3月11日 平成25年3月15日 延長コード 火災
当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺
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。

愛媛県

A201201009 平成25年1月23日 平成25年3月11日 平成25年3月15日 鍋 重傷1名
当該製品を使用中、取っ手が回転して鍋の湯がこぼれ足に
かかり、火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

千葉県

事業者が事故を認識したのは、2月7
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

A201201012 平成25年3月6日 平成25年3月12日 平成25年3月15日 電気ミニマット
火災
軽傷1名

当該製品を布団の中で足元に敷いて使用中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生し、１名が火傷を負った。当該製
品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201201013 平成25年3月3日 平成25年3月12日 平成25年3月15日
運動器具（エクササ
イズ用）

重傷1名
店舗で展示中の当該製品を使用中、当該製品に左手を挟
み負傷した。当該製品の設置状況及び使用状況も含め、現
在、原因を調査中。

富山県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201201014 平成24年12月13日 平成25年3月12日 平成25年3月15日 プロテクター（脛用） 重傷1名
当該製品を着用してサッカーの試合中、左脛を蹴られ、当該
製品が破損、左脛を負傷した。現在、原因を調査中。

神奈川県

事業者が事故を認識したのは2月28
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

A201201015 平成25年1月28日 平成25年3月13日 平成25年3月15日 電気こたつ 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。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。

神奈川県

2月13日に公表した電気カーペットに
関する事故（A201200889)と同一
事業者が事故を認識したのは、1月31
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
2月7日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201201017 平成25年2月24日 平成25年3月14日 平成25年3月19日 電気脱水機 重傷1名
飲食店で食材（海老）を当該製品（衣類用）で脱水中、異音と
ともに当該製品が破損し、1名が負傷した。当該製品の使用
状況を含め、現在、原因を調査中。

富山県

A201201022 平成25年3月3日 平成25年3月14日 平成25年3月19日 電気冷蔵庫
火災
軽傷2名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷し
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。

栃木県
3月14日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201201023 平成25年3月5日 平成25年3月15日 平成25年3月19日
電動車いす（ハンド
ル形）

重傷1名
使用者（70歳代）が当該製品で下り坂を走行中、ブレーキが
効かず歩道に乗り上げ転倒し、負傷した。当該製品の整備・
点検状況を含め、現在、原因を調査中。

宮崎県

A201201027 平成25年3月6日 平成25年3月18日 平成25年3月22日 空気圧縮機 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。

神奈川県
3月14日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

A201201028 平成25年3月11日 平成25年3月19日 平成25年3月22日 扇風機
火災
死亡1名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡し
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。

大阪府

A201201032 平成25年3月5日 平成25年3月21日 平成25年3月26日 電気湯沸器 火災

当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品の
電源プラグ部から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生していた。電源コードの芯線がよじれており、当該
製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府

A201201038 平成25年3月4日 平成25年3月21日 平成25年3月26日 電気冷蔵庫 火災

当該製品の電源を入れたところ、当該製品から発煙し、当該
製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品の電
源コードが改造されていた状況を含め、現在、原因を調査
中。

福島県
製造から30年以上経過した製品
3月14日に消費者安全法の重大事故
等として公表済



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

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 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201201042 平成25年3月13日 平成25年3月22日 平成25年3月26日 自転車 重傷1名
当該製品で走行中、転倒し、負傷した。当該製品の前輪が
外れており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

A201201043 平成25年3月8日 平成25年3月22日 平成25年3月26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。

島根県
製造から10年以上経過した製品

A201201044 平成25年1月20日 平成25年3月22日 平成25年3月26日 靴 重傷1名
当該製品を履いて雪かきをしていたところ、滑って転倒し、負
傷した。現在、原因を調査中。

秋田県
事業者が事故を認識したのは、3月15
日

A201201049 平成25年2月22日 平成25年3月25日 平成25年3月29日 折りたたみ自転車 重傷1名
当該製品で走行中、バランスを崩して転倒し、負傷した。当
該製品右側のペダルが破損しており、使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

茨城県
事業者が事故を認識したのは、3月13
日

A201201051 平成25年2月14日 平成25年3月25日 平成25年3月29日 電気毛布
火災
重傷1名

当該製品を使用して就寝中、当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生し、1名が火傷を負った。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。

熊本県
事業者が事故を認識したのは、3月15
日

A201201052 平成25年3月9日 平成25年3月25日 平成25年3月29日 電気がま 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。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

A201201055 平成25年3月14日 平成25年3月25日 平成25年3月29日 電気ミニマット
火災
軽傷1名

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、1名が負傷した。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。

岐阜県



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報検討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

管理番号 事故発生日 報告受理日 公表日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200563 平成24年9月23日 平成24年10月30日 平成24年11月2日 照明器具（投光器） 火災

当該製品を使用中、エアゾール缶（殺虫剤）を噴射し
たところ、火災が発生した。
屋外用の当該製品を床下に設置し、使用中にエア
ゾール缶を噴射したことにより、当該製品が発火源と
なり、エアゾール缶から噴出したガスに引火したもの
と考えられる。

新潟県

事業者が事故を認識したのは、
10月24日
10月23日に公表したエアゾール
缶（殺虫剤）に関する事故
（A201200524）と同一
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