
平成２１年１２月１８日

消 費 者 庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事

故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故 ４件

（うちカセットボンベ１件、石油ストーブ（開放式）１件、

開放式ガス瞬間湯沸器（ＬＰガス用）１件、ガス栓（ＬＰガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因が疑われる事故 ７件

（うち電気こんろ１件、エアコン１件、電気ポンプ３件、

ターミナルアダプター１件、ベビーカー１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因か否かが特定できていない事故 ４件

（うち木製椅子１件、介護ベッド用手すり１件、折りたたみ椅子１件、

空気圧縮機１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、

審議を予定している案件 ０件

該当案件無し

※１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展

等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項

(1)ケーピーエス工業株式会社が製造し、三洋電機株式会社が販売した電気ポンプ

（管理番号A200900521、A200900629、A200900642）

①事故事象及び再発防止策について

ケーピーエス工業株式会社が製造し、三洋電機株式会社が販売した電気ポンプに

おいて、当該製品から発火する火災が平成２１年９月２１日、同年１０月３０日、



及び同年１１月３日に計３件発生しました（いずれも人的被害無し）。

調査の結果、当該製品のプリント基板の電子部品のはんだ強度が不足していたた

めに、使用による温度変化や振動の繰り返しによって、はんだ面にクラックが生じ、

発熱・発火に至ったものと判明しました。

このため両社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、本日、

使用者に対してダイレクトメールを発送すると共に、両社のホームページに情報を

掲載し、対象製品について、無償で点検・修理を行うこととしました。

②対象製品、型番、対象製造期間、対象製造番号、対象台数について

製品名：コンパクトポンプ（三洋）

対象機種 対象製造期間 対象製造番号 対象

台数（台）

P-EC400UF 2003年5月～2005年4月 500391～500539 149

P-EC400YF 2006年10月～2008年5月 500001～500140 140

P-EC400US 2003年7月～2005年4月 100141～100188 48

P-EC400YS 2006年10月～2007年6月 100001～100055 55

P-EC400U2F 2004年4月～2005年9月 500062～500106 45

P-EC400Y2F 2007年1月～2008年6月 500001～500025 25

P-EC400U2S 2004年4月～2005年7月 100041～100085 45

P-EC400Y2S 2007年1月～2008年6月 100001～100035 35

P-EC600U2F 2003年6月～2006年4月 500181～500380 200

P-EC600Y2F 2006年10月～2008年2月 500001～500115 115

P-EC600U2S 2003年6月～2006年4月 100086～100215 130

P-EC600Y2S 2006年10月～2007年10月 100001～100095 95

対象販売台数合計：１，０８２台



対象製品の確認方法：

・製品外観（カバーを外した状態）

・銘板での型番・製造番号の確認位置

③事業者の対応

電子部品のはんだ強度を十分確保した基板と部品交換を行います。

④事業者の告知

・事業者ホームページへの情報掲載：１２月１８日（金）

・顧客名簿に基づくダイレクトメールの発送及び電話連絡

⑤消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方、事業者から連絡があった方は、直ちに使用



を中止していただき、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

（問い合わせ先）

コンパクトポンプ相談室

電話番号：０１２０－３４－３７７６（ＦＡＸ ０１２０－３４－３３１８）

受付時間：９：００～１７：００（２００９年１２月３１日まで毎日）

９：００～１７：００（２０１０年１月４日以降、土・日・祝日除く）

ホームページ：http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html

(2)野村貿易株式会社が輸入したベビーカー（管理番号A200900759）

①事故事象及び再発防止策について

野村貿易株式会社が輸入したベビーカーにおいて、当該製品を開く際にヒンジ部

分で子供が指を挟み込み、負傷する事故が発生しております。

このため同社は、同社が輸入した製品について平成２１年１１月１６日にホーム

ページに掲載し、注意喚起を行うとともに、ヒンジ部分をカバーする部品の無償配

布を実施しています。

本件事故については、平成２１年７月に起こった事故ですが、今回の注意喚起を

受けて報告があったものです。

②対象製品について

・製品名：マクラーレン社製ストローラー(ベビーカー)

・対象機種：

テクノＸＴ

クエストスポーツ／モッド

ケイト・スペードライダー

テクノクラシック

マクラーレンスポート

ケイト・スペードクエスト

ヴォーグ

トライアンフ

クエストミナペルフォネン

ライダー

ヴォロー

ジューシークチュールライダー

クエストインテグラル

デイトリッパー

クエストブッチャーストライプ

ＣＦ６５０６

ツイントライアンフ

クエストキャス・キッドソン

グローバルバギー

ラリーツイン

ゴールデンバギー

ツイントラベラー（以上２２製品）



・販売時期：平成１４年１２月～平成２１年１１月

・対象台数：約１７万台

・進捗率： ２２．４％（平成２１年１２月１７日現在）

③消費者への注意喚起

折りたたみ式ベビーカーの使用に際しては、開閉時に可動部に乳幼児の指等が挟

まることがないよう十分に注意してください。

野村貿易株式会社及び野村プレミアムブランズ株式会社では、両社が輸入・販売

した上記リコール対象製品をお持ちの方に対し、ヒンジ部分をカバーする部品の無

償配布を行っております。まだ、両社に連絡をなされていない方は、下記問い合わ

せ先に速やかにご連絡ください。

消費生活用製品安全法に基づく事故報告や危害防止への対応は、輸入品の場合、

輸入事業者がその義務を負っております。当該輸入代理店を通じて輸入された製品

以外の製品に関する事故報告や問い合わせは、その製品を輸入した事業者又は販売

した事業者にご連絡ください。

（問い合わせ先）

野村プレミアムブランズ株式会社カスタマー対応窓口

フリーダイヤル：０１２０－７９４－７８７

受付時間：午前９時～午後５時（平成２１年１２月２８日まで年中無休）

ホームページ：http://www.maclaren.jp/news/index.html

（上記ホームページで、インターネット受付も行っております。）

（本発表資料の問い合わせ先）

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：中嶋、服部

電話：03-3507-9204（直通）

（ケーピーエス工業株式会社が製造し、三洋電機株式会社が販売

した電気ポンプに関する問い合わせ先）

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、吉津、山﨑

電話：03-3501-1707（直通）

（野村貿易株式会社が輸入したベビーカーに関する問い合わせ先）

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、中村、鈴木

電話：03-3501-1707（直通）



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

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

A200900752 平成21年11月28日 平成21年12月14日 カセットボンベ 型番なし
株式会社TTS
（輸入事業者）

火災

カセットこんろを上に載せた状態でオーブン
トースターで調理したところ、カセットこんろに
セットされた当該製品が破裂する火災が発生
した。現在、原因を調査中。

秋田県 　

A200900753 平成21年11月 平成21年12月14日
石油ストーブ（開放
式）

GPO-U271（アラ
ジンブランド）

株式会社千石（アラジ
ンブランド）
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中に異臭がしたため、確認す
るために当該製品のカートリッジタンクを引き
抜いたところ、火災が発生した。現在、原因を
調査中。

東京都 　

A200900757 平成21年12月4日 平成21年12月15日
開放式ガス瞬間湯
沸器（ＬＰガス用）

PH-5TF パロマ工業株式会社 火災
異臭がしたため確認すると、当該製品の上方
に炎が見えた。当該製品上方に設置された水
道配管が焼損した。現在、原因を調査中。

千葉県

A200900758 平成21年12月2日 平成21年12月15日 ガス栓（LPガス用） KONGP-21K15A 伊藤鉄工株式会社
火災

軽傷2名

当該製品を取り外して、フライヤー（揚げ物
機）の修理を行っていたところ、ガスが漏洩、
引火し、２名が軽傷を負った。現在、原因を調
査中。

長崎県

平成21年12月
2日に経済産
業省原子力安
全・保安院にて
公表済事故



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 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

A200700597 平成19年10月19日 平成19年11月12日 電気こんろ SPH-101 三化工業株式会社 火災

当該製品の上に置いてあった水切り容器が
溶解し、異臭が発生した。
事故の原因は、当該製品のスイッチは時計回
りにしか回らないため、つまみに体又は荷物
が触れる等、何らかの要因でスイッチが入っ
た場合も、いきなり「強」になることはないが、
「弱」の位置に入った可能性があり、当該製品
の上に置いていた物が溶解したものと考えら
れる。

大阪府

平成19年11月
16日に経済産
業省にてガス
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

A200701070 平成20年2月6日 平成20年3月3日 エアコン FAYP112P
ダイキン工業株式会
社

火災

無人の事務所で火災が発生した。
事故の原因は、当該製品の基板から出火し
たものと考えられるが、基板の一部が回収さ
れていないことから出火原因の特定には至ら
なかった。

愛知県

平成20年3月7
日に経済産業
省にてガス機
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

A200900521 平成21年9月21日 平成21年9月30日 電気ポンプ
P-EC600U2F
（三洋電機株式
会社ブランド）

ケーピーエス工業株
式会社
（三洋電機株式会社
ブランド）

火災

当該製品から出火する火災が発生し、周辺が
汚損した。
事故の原因は、当該製品内部の基板に取り
付けた電子部品のはんだ強度が不十分で
あったために、使用中の温度変化や振動等に
よってクラックが入り、発熱・発火したものと考
えられた。

埼玉県

平成21年10月
2日に、三洋電
機株式会社を
製造事業者と
して製品起因
が疑わしい事
故として消費
者庁が公表し
ていたもの。
平成21年12月
18日からリコー
ル実施。



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 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

A200900629 平成21年10月30日 平成21年11月9日 電気ポンプ
P-EC600U2S
（三洋電機株式
会社ブランド）

ケーピーエス工業株
式会社
（三洋電機株式会社
ブランド）

火災

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。
事故の原因は、当該製品内部の基板に取り
付けた電子部品のはんだ強度が不十分で
あったために、使用中の温度変化や振動等に
よってクラックが入り、発熱・発火したものと考
えられた。

佐賀県

平成21年11月
13日に、三洋
電機株式会社
を製造事業者
として製品起
因が疑わしい
事故として消
費者庁が公表
していたもの。
平成21年12月
18日からリコー
ル実施。

A200900642 平成21年11月3日 平成21年11月13日 電気ポンプ
P-EC600U2F
（三洋電機株式
会社ブランド）

ケーピーエス工業株
式会社
（三洋電機株式会社
ブランド）

火災

当該製品から出火する火災が発火し、当該製
品を焼損した。
事故の原因は、当該製品内部の基板に取り
付けた電子部品のはんだ強度が不十分で
あったために、使用中の温度変化や振動等に
よってクラックが入り、発熱・発火したものと考
えられた。

北海道

平成21年11月
17日に、三洋
電機株式会社
を製造事業者
として製品起
因が疑わしい
事故として消
費者庁が公表
していたもの。
平成21年12月
18日からリコー
ル実施。

A200900754 平成21年12月2日 平成21年12月14日
ターミナルアダプ
ター

MN128mini-SV1
株式会社エヌ・ティ・
ティ　エムイー

火災
当該製品から発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。

愛知県 　

A200900759 平成21年7月3日 平成21年12月15日 ベビーカー
ヴォロー（マク
ラーレンブラン
ド）

野村貿易株式会社
（マクラーレンブラン
ド）
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を開く際に、当該製品のヒンジ部に
幼児の指が挟まり重傷を負った。
事故原因は、折りたたみ式の当該製品のヒン
ジ部が当該製品を開閉する際に指が挟み込
まれる可能性がある構造であったこと及び当
該製品を開く際に幼児が当該ヒンジ部に手を
掛けていることに気付かず開いたためと考え
られる。

愛知県
平成21年11月
17日からリコー
ル実施



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A200900751 平成21年11月15日 平成21年12月14日 木製椅子 重傷1名
当該製品に座ったところ、転倒し、重傷を負った。使用状
況を含め、現在、原因を調査中。

和歌山県 　

A200900755 平成21年10月27日 平成21年12月14日 介護ベッド用手すり 重傷1名
当該製品のすき間に、右腕の肘が深く入り込んだ状態で
発見された。使用状況も含め、現在、原因を調査中。

東京都 　

A200900756 平成21年9月17日 平成21年12月15日 折りたたみ椅子 重傷1名
高い所にある物を取ろうとして当該製品の上に乗ったとこ
ろ、転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。

東京都 　

A200900760 平成21年11月26日 平成21年12月16日 空気圧縮機 火災
建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があっ
た。出火元も含め、現在、原因を調査中。

愛媛県 　

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し
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