平成２２年２月１６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
１１件
（うち石油ストーブ（開放式）３件、迅速継ぎ手（ＬＰガス用）１件、
ガスこんろ（ＬＰガス用）２件、ガスこんろ（都市ガス用）２件、
石油給湯機１件、石油給湯機付ふろがま１件、
屋外式ガスふろがま（都市ガス用）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
６件
（うち折りたたみ自転車１件、充電池（充電式懐中電灯用）１件、
電気ストーブ（ハロゲンヒーター）１件、電気洗濯機１件、電気洗濯乾燥機１件、
ドア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
１４件
（うち電動丸ノコ２件、充電式電動工具２件、発電機１件、電気ストーブ２件、
折りたたみベッド１件、布団乾燥機１件、歩行車１件、電気あんか１件、
デスクヒーター１件、除湿機１件、電気こんろ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)株式会社ユニ・ロットが輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）
（管理番号A200900997）
①事故事象及び再発防止策について
株式会社ユニ・ロットが輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）で、電源線
と強弱切換用ダイオードを接続する接続端子（ファストン端子）の接触不良により
発熱・出火に至る事故が６件（いずれも人的被害なし。今回の事故を含む。）発生
しています。
このため、輸入事業者である株式会社ユニ・ロット及び当該製品の輸入代行を行
った住友商事マシネックス関西株式会社（現 住友商事マシネックス株式会社）は、
今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成１９年１２月２１日に新
聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、製品回収（代金の
返金）を実施しています。
②対象機種等
機種・型式
YH-6000(B)
YH-6001(W)

輸入期間
平成１４年７月～平成１４年１２月
平成１４年７月～平成１４年１２月
合
計

改修対象台数
改修率

対象(販売)台数
２４，２７０
５，５１０
２９，７８０

２９，７８０台
７．４％（平成２２年１月３１日現在）

③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で、まだ輸入事業者の行う製品回収（代金の
返金）を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。
（株式会社ユニ・ロットの問い合わせ先）
電話番号：０１２０－５９８－００３
受付時間：９時～１７時（平日のみ）
ホームページ：http://www.uniroot.co.jp/wp/archives/28

（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、榎本
電話：03-3507-9204（直通）
（株式会社ユニ・ロットが輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒ
ーター）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、吉津、山﨑
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

A200900993

平成22年1月2日

平成22年2月10日

石油ストーブ（開放
SX-C26
式）

株式会社コロナ

火災
軽傷2名

当該製品から出火する火災が発生し、2名が
負傷し、当該製品及び周辺が焼損した。当該
製品への給油時の状況も含め、現在、原因を
調査中。

山形県

A200900994

平成22年1月29日

平成22年2月10日

石油ストーブ（開放
SX-E350Y
式）

株式会社コロナ

火災

当該製品から出火する火災が発生し、当該製
品及び周辺が焼損した。当該製品への給油
時の状況も含め、現在、原因を調査中。

富山県

A200900995

平成22年2月4日

平成22年2月10日

迅速継ぎ手（LPガ
G3SH-B
ス用）

日東工器株式会社

火災

ガスこんろを使用中、当該製品とガス栓の間
から出火し、当該製品及び周辺が焼損した。
現在、原因を調査中。

神奈川県

A200900996

平成22年2月1日

平成22年2月10日

ガスこんろ（LPガス RTS-N605VGTリンナイ株式会社
用）
R

火災
軽傷2名

当該製品を使用中、火災が発生した。2名が
負傷した。現在、原因を調査中。

青森県

A200901010

平成22年2月3日

平成22年2月10日

ガスこんろ（都市ガ RSKス用）
N78W3GA4X

リンナイ株式会社

火災

当該製品を使用中、火災が発生した。現在、
原因を調査中。

秋田県

A200901013

平成21年12月20日

株式会社長府製作所

火災

当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し
た。使用状況も含め、現在、原因を調査中。

新潟県

平成22年2月12日 石油給湯機

IB-3820E

備考

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）（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

火災

当該製品から出火し、当該製品が焼損した。
現在、原因を調査中。

茨城県

事故発生都道府県

A200901014

平成22年1月29日

平成22年2月12日

石油給湯機付ふろ
KIBF-422DSA
がま

株式会社長府製作所

A200901018

平成22年2月3日

平成22年2月12日

ガスこんろ（都市ガ
RTS-551G
ス用）

リンナイ株式会社

火災
軽傷1名

当該製品のグリルを使用中、グリルの排気口
から炎が上がり、１名が軽傷を負い、当該製
品が焼損した。現在、原因を調査中。

佐賀県

A200901019

平成22年2月3日

平成22年2月12日

ガスこんろ（LPガス
KGS-4000GF
用）

リンナイ株式会社

火災
重傷1名

当該製品及び周辺が焼損する火災が発生
し、１名が重傷を負った。現在、原因を調査
中。

北海道

A200901020

平成22年1月26日

平成22年2月12日

石油ストーブ(開放
RX-221
式)

株式会社コロナ

火災
死亡1名
軽傷2名

火災が発生し、現場に当該製品があった。1
名が死亡、2名が火傷を負った。現在、原因を
調査中。

富山県

火災

当該製品を点火し、しばらくすると異臭がした
ため確認すると、当該製品の排気部付近に
あった可燃物が燃えていた。現在、原因を調
査中。

東京都

A200901021

平成22年2月8日

屋外式ガスふろが
平成22年2月12日
GSY-133E
ま（都市ガス用）

株式会社ノーリツ

備考

製造から10年
以上経過した
製品。

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

A200900530

A200900984

事故発生日

平成21年9月2日

平成22年1月14日

A200900997

平成22年1月21日

A200901006

平成22年2月4日

A200901012

平成22年2月2日

A200901015

平成21年12月4日

報告受理日

製品名

機種・型式

事故発生都道府県

備考

重傷1名

当該製品で走行中、ハンドルが外れ、転倒
し、負傷した。
当該製品のホークステム下方で内径が徐々
に狭くなっており、ハンドルステムを最も下げ
て固定した場合に、両者の接触面積が少ない
状態になるものであった。
事故原因は、ハンドルステムを最も下げた場
合においては、ハンドル固定用レバーで手締
めするだけではハンドルステムを十分に固定
するだけのトルクが得られなかったことから、
走行中に段差を越えようとハンドルを持ち上
げた際に、ハンドルステムの固定力が一気に
緩み、ハンドルが抜けたものと考えられる。

千葉県

平成21年9月8
日に消費者安
全法の重大事
故等として、平
成21年10月9
日に消費生活
用製品安全法
のガス機器・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
ない事故として
公表していたも
の。

火災

当該製品を充電していたところ、発煙し、当該
製品が焼損した。現在、原因を調査中。

大阪府

株式会社ユニ・ロット
(輸入事業者)

火災

当該製品のスイッチを入れた後、しばらくして
異音が生じ、当該製品から出火し、当該製品
及び周辺が焼損した。
事故原因は、電源線と強弱切替用ダイオード
を接続する接続端子（ファストン端子）の接触
不良により発熱・発火に至ったものと考えられ
る。

奈良県

平成19年12月
21日からリコー
ル実施。

ATW-085P

三洋電機株式会社

火災

当該製品を使用中、当該製品後部から発煙・
出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現
在、原因を調査中。

新潟県

製造から10年
以上経過した
製品。

EWD-D80A
（Electrolux by
Toshibaブランド）

東芝ホームアプライアン
ス株式会社（Electrolux
by Toshibaブランド）

火災

当該製品が発煙・焼損する火災が発生した。
現在、原因を調査中。

大阪府

重傷1名

当該製品のポストに投函する際、ポストの奥
まで手を入れて引き抜く際に、手を負傷した。
当該製品のポスト口にあるフタの端部には、
加工時に生じたバリが残っていた。現在、原
因を調査中。

宮城県

平成21年10月5日 折りたたみ自転車 avisports A-101

事業者名

株式会社タイセー
（輸入事業者）

株式会社ユニバーサ
充電池（充電式懐 B14H（マックステ ル・イメージ（マックス
平成22年2月8日
中電灯用）
ルブランド）
テルブランド）
（輸入事業者）

平成22年2月10日

電気ストーブ（ハロ
YH-6000(B)
ゲンヒーター）

平成22年2月10日 電気洗濯機

平成22年2月12日 電気洗濯乾燥機

平成22年2月12日 ドア

2SD-Ⅱ

ＹＫＫ ＡＰ株式会社

被害状況

事故内容

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

A200900998

事故発生日

平成21年11月30日

報告受理日

製品名

平成22年2月10日 電動丸ノコ

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

火災

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。

大阪府

A200900999、
A200901000及
びA200901001
と同一事故。

大阪府

A200900998、
A200901000及
びA200901001
と同一事故。

大阪府

A200900998、
A200900999及
びA200901001
と同一事故。
A200900998、
A200900999及
びA200901000
と同一事故。

A200900999

平成21年11月30日

平成22年2月10日 電動丸ノコ

火災

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。

A200901000

平成21年11月30日

平成22年2月10日 充電式電動工具

火災

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。

平成22年2月10日 充電式電動工具

火災

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。

大阪府

火災

当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

長野県

A200901001

平成21年11月30日

A200901002

平成22年1月30日

平成22年2月10日 発電機

A200901003

平成22年1月28日

平成22年2月10日 電気ストーブ

火災
死亡1名

火災が発生し、１名が死亡した。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。

福島県

A200901004

平成22年1月17日

平成22年2月10日 折りたたみベッド

重傷1名

ベッドがフラットな状態で、ベッドパットのゴムを外そうとし
ていたところ、手を負傷した。現在、原因を調査中。

東京都

A200901005

平成22年1月31日

平成22年2月10日 布団乾燥機

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。

福井県

火災

備考

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

A200901007

平成22年1月10日

A200901008

平成21年12月21日

A200901009

平成22年2月2日

A200901011

平成22年1月30日

A200901016

平成21年12月28日

A200901017

平成22年2月3日

製品名

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

平成22年2月10日 歩行車

重傷1名

当該製品を使用中、前輪フォーク根元のベアリングが壊
れ転倒し、負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査
中。

愛知県

平成22年2月10日 電気あんか

火災
軽傷1名

当該製品を使用中、当該製品から出火し、1名が火傷を
負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。

長崎県

平成22年2月10日 デスクヒーター

火災

当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も
含め、現在、原因を調査中。

東京都

平成22年2月10日 除湿機

火災

当該製品の電源コードから出火する火災が発生した。使
用状況も含め、現在、原因を調査中。

東京都

平成22年2月12日 電気ストーブ

火災

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。

福島県

平成22年2月12日 電気こんろ

火災

当該製品の上に置いていたカセットボンベが加熱され、破
裂し、周辺が破損した。使用状況も含め、現在、原因を調
査中。

東京都

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

備考

折りたたみ自転車（管理理号：A200900530）

電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（管理理号：A200900997）

電気洗濯乾燥機（管理理号：A200901012）

電気洗濯機（管理理号：A200901006）

ドア（管理理号：A200901015）

