
平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ５ 日

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 ２件

（うちカセットボンベ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 ３件

（うち湯たんぽ（ゴム製）１件、椅子１件、扇風機（充電式）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 ９件

（うちパワーコンディショナ（太陽光発電システム用）１件、食器乾燥機１件、

電気トースター１件、電気がま１件、使用電力モニター１件、

電動車いす（ジョイスティック形）１件、電気冷蔵庫１件、

ＡＣアダプター（モデム用）１件、靴１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者

委員会合同会議（※）において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する

調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」と

いう。

５．留意事項

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号

A200901025、A201000298及びA201100821を除く。）。

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。



（本発表資料の問合せ先）

消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担 当：中嶋、長井、川舩
かわふね

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290



■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

A201200175 平成24年5月13日 平成24年6月1日 カセットボンベ マイボンベ・L 株式会社ニチネン 火災

天井に吊るしてあった殺菌灯が落下し、当該
製品を装着したカセットこんろを直撃し、当該
製品が破裂、周辺を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

埼玉県

5月31日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201200176 平成24年5月21日 平成24年6月1日 ガス栓（LPガス用） KCB-31L
株式会社桂精機製作
所

火災

当該製品に接続したガスこんろを使用中、当
該製品び周辺を焼損する火災が発生した。ガ
スこんろを使用する前に、当該製品の不使用
側（ガス機器に接続されていない側）を誤開放
したため、漏洩したガスにガスこんろの火が引
火した可能性を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

5月23日に経
済産業省原子
力安全・保安
院にて公表済
事故
5月31日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

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

A200901025 平成22年1月28日 平成22年2月15日 湯たんぽ（ゴム製） なし
コモン株式会社
(輸入事業者)

重傷1名

当該製品を内腿部分に挟んで使用していたと
ころ、当該製品が破損し、湯がかかり、１名が
重傷を負った。
調査の結果、事故品は、成形時に圧力をかけ
る端部に沿って破損していた。事故の原因
は、当該製品の本体の成形不良により強度
が不十分であったため、使用していた際に破
損して湯が漏れ、事故に至ったものと考えら
れる。

大阪府

平成22年2月
19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

A201000298 平成21年9月25日 平成22年7月9日 椅子
AE123AWC
PJG1 BBBK
3D01

ハーマンミラージャパ
ン株式会社
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品に座っていたところ、座面を支える
ねじが外れ、バランスを崩したため、体を支え
ようと踏ん張ったところ、負傷した。
調査の結果、座面を支える座脇にある左右の
ねじのうち、左側のねじが外れていたが、ほ
かに外観の異常は認められなかった。事故の
原因は、ねじを締め付ける際、規定の締付ト
ルク値よりも小さい値で締め付けられたため、
使用によりねじが緩んで外れ、事故に至った
ものと考えられる。
なお、事業者は、平成22年2月以降の後継品
について、社内規定値を変更し、ねじの締付ト
ルク値を高めている。

東京都

平成22年7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



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（続き）
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

A201100821 平成23年12月14日 平成24年1月13日 扇風機（充電式） XD-812L
株式会社ノバック
(輸入事業者)

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。
事故原因は、充電中の製品内部の異常発熱
等で出火に至ったものと考えられるが、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。

埼玉県

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



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

A201200170 平成24年5月21日 平成24年5月31日
パワーコンディショ
ナ（太陽光発電シス
テム用）

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。

群馬県

A201200171 平成24年3月17日 平成24年5月31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。

沖縄県
事業者が事故を認
識したのは、5月21
日

A201200172 平成24年4月20日 平成24年5月31日 電気トースター 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。

東京都

事業者が事故を認
識したのは、5月25
日
5月31日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201200173 平成24年5月21日 平成24年5月31日 電気がま 火災
当該製品をコンセントに接続したところ、異音とともに当該製品を
焼損する火災が発生した。当該製品のマグネット式電源プラグ部
に異物が介在した可能性を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200174 平成24年2月13日 平成24年5月31日 使用電力モニター 火災
当該製品に接続した電気洗濯乾燥機が停止していたため確認す
ると、当該製品を焼損する火災が発生していた。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
3月23日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済
事業者は、6月中旬
より、直接壁コンセン
トに接続して使用す
ることを決められて
いる製品は、当該製
品に接続しない旨の
表示を当該製品前
面に行うこととしてい
る。

A201200177 平成24年5月16日 平成24年6月1日
電動車いす（ジョイ
スティック形）

死亡1名
当該製品が水田の未舗装路に停車していたため確認すると、使
用者（70歳代）が水田に転落しており、病院に搬送後、死亡が確
認された。現在、原因を調査中。

静岡県



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（続き）
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

A201200178 平成24年5月23日 平成24年6月1日 電気冷蔵庫 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。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
製造から30年以上
経過した製品

A201200179 平成24年5月7日 平成24年6月1日
ACアダプター（モデ
ム用）

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。

静岡県

A201200180 平成24年5月13日 平成24年6月1日 靴 重傷1名
当該製品を履いて歩道を歩行中、転倒し、負傷した。取扱説明書
の記載を守っていたのか等の使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

埼玉県

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し



椅子（管理番号 A201000298) 

 

 


