
平成２３年３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 １件

（うち半密閉式（ＣＦ式）ガス瞬間湯沸器（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 ２件

（うち一輪車１件、携帯型電気冷温庫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 ６件

（うち介護ベッド用手すり１件、踏み台（アルミニウム合金製）１件、

介護ベッド１件、電気冷蔵庫１件、電気あんか１件、自転車用幼児座席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

該当なし

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

A200800258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。

６．特記事項

(1)ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児座席について

（管理番号A201001093）



①事故事象及び再発防止策について

ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児座席において、幼

児を当該製品に乗せて自転車で走行中、当該製品のネジの緩みから右側足乗せ部分が

外れ、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷する事故が平成２０年１２月に発生してい

たとの報告がありました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品を含む型式（下記）については、

使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の支柱が破損し、幼児の足が車輪に巻き込

まれ、負傷する事故が発生しています。

同社は、事故の再発防止のため、１２製品について、平成２２年９月２１日にホー

ムページへ掲載するとともに、平成２２年９月２２日に新聞社告を掲載し、その後も

継続して、事業者のオンライン登録者へのメール発出、子育て中の女性向けウェブサ

イトへの広告の掲載、育児雑誌に広告を掲載し、樹脂製の製品と無償交換を呼び掛け

ています。また、平成２３年１月２７日には主要紙への新聞社告を再度掲載すると共

に平成２３年１月末に全国の自転車販売店へポスター及びチラシの再配布を実施、更

に全国の幼稚園及び保育園へのポスター掲示とチラシの配布等を実施しており、継続

して無償交換を呼び掛けています。

②対象製品等：製品名、商品名、モデル名及び交換対象台数

（詳細は別添参照）

製品名：自転車用後席幼児用座席（リヤチャイルドシート）

商品名：①ＮＥＷロイヤルチャイルドシート RCSNRX.A 88,765台

②ロイヤルチャイルドシートＳＴＤ RCS-SRT 1,845台

③ＮＥＷデラックスチャイルドシート RCS-MH.A 13,582台

④ロイヤルチャイルドシート RCS-NAS 55,324台

⑤ロイヤルチャイルドシート RCS-SDX 171,150台

⑥ＮＥＷロイヤルチャイルドシート RCS-NRX 61,163台

⑦デラックスチャイルドシート RCS-MHBC 132,596台

⑧デラックスチャイルドシート RCS-MHB 6,031台

⑨リヤ子供乗せ RCS-MSG 13,480台

⑩リヤ子供乗せ KNR-69SG 23,172台

⑪子ざぶとん専用チャイルドシート RCS-K 687台

⑫リヤチャイルドシート(ﾔﾏﾊ発動機ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ）Q5K-YSK-051 1,728台

合 計 569,523台

回収対象台数 ５６９，５２３台

回収率 ２８．２％（平成２３年３月１７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、まだ事業者の行う無償交換を受けていない

方は、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

（ブリヂストンサイクル株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－２２－０３５５

受 付 時 間：９時～１８時

（３月３１日まで、月～土：日、祝日と事業者指定休日を除く。）

（４月１日以降、平日：土、日、祝日と事業者指定休日を除く。）

ホームページ：http://www.bscycle.co.jp







（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：小林、中嶋、榎本

電話：03-3507-9204（直通）

（事故情報対応チーム）担当：金児、滝

電話：03-3507-9146（直通）

（ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児

座席についての発表資料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：宮下、中村、野中 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

A201001087 平成23年3月4日 平成23年3月15日
半密閉式（CF式）
ガス瞬間湯沸器
（都市ガス用）

PH-24A(40)
パロマ工業株式会社
（現　株式会社パロ
マ）

火災

店舗において、当該製品を使用中、ダクトと天
井の隙間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

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

A200800258 平成20年5月26日 平成20年6月11日 一輪車 T-1161
トーエイライト株式会
社

重傷 1名

当該製品乗車中にペダルが脱落し、バランス
を崩したため、転倒し左肘を複雑骨折した。
調査の結果、当該製品のサドルが本体に対し
て、前後逆向きに取り付けられて使用してい
たため、前方向にペダルを漕いでも、通常と
は逆方向にペダルを回転させることとなり、継
続的にペダルが逆回転されたことにより、ペダ
ル固定ネジが緩む方向に力が加えられ、ネジ
が外れ、ペダルが脱落したことにより負傷した
ものと考えられる。

山形県

平成20年6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
い事故として経
済産業省が公
表していたもの

A201001094 平成23年3月8日 平成23年3月16日 携帯型電気冷温庫 ACW-600
株式会社アピックスイ
ンターナショナル
（輸入事業者）

火災
当該製品の背面部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。現在、原
因を調査中。

富山県 　



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
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

A201001088 平成23年2月23日 平成23年3月15日 介護ベッド用手すり 死亡1名

当該製品の上横桟に首が乗り、体をねじるような
体勢の使用者が発見され、死亡が確認された。発
見時の体勢になった状況も含め、現在、原因を調
査中。

熊本県 　

A201001089 平成23年3月2日 平成23年3月15日
踏み台（アルミニウム合
金製）

重傷1名
当該製品の天板に跨って作業中、転落し、負傷し
た。作業状況も含め、現在、原因を調査中。

山口県

A201001090 平成23年2月14日 平成23年3月15日 介護ベッド 死亡1名

家人が当該製品の脚部の下に酸素吸入チューブ
が挟まっているのを発見し、使用者が病院に搬送
されたが、３日後に死亡した。
当該製品の脚部の下に酸素吸入チューブが挟
まった状況も含め、現在、原因を調査中。

愛知県
事業者が事故を認識したの
は、3月7日

A201001091 平成23年3月7日 平成23年3月15日 電気冷蔵庫 火災

異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙す
る火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損
した。当該製品の内部に小動物が侵入した状況も
含め、現在、原因を調査中。

東京都  

A201001092 平成23年3月7日 平成23年3月16日 電気あんか 火災

当該製品の電源を入れたまま布団の中に入れ、
外出し戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損す
る火災が発生していた。当該製品の電源コードが
断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。

北海道 　



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

A201001093 平成20年12月23日 平成23年3月16日 自転車用幼児座席 重傷1名

幼児（３歳男児）を当該製品に乗せて自転車で走
行中、当該製品のネジの緩みから右側足乗せ部
分が外れ、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷し
た。当該製品の足乗せがぐらついた状態で使用し
ていた状況も含め、現在、原因を調査中。

静岡県

事業者が事故を認識したの
は、3月8日
事業者名：
ブリヂストンサイクル株式会
社（輸入事業者）
機種・型式：
RCS-MSG
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、同種事故の再発
防止の観点から、金属製の
当該製品使用者等に向け
て事故の危険性を周知し、
樹脂製の製品への無償交
換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22年9月21日からリ
コール実施
回収率   28.2％

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

該当案件なし



 

一輪車（管理番号：A200800258） 

 

 

 

 


