
平成２５年１月２５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 ８件

（うち石油ストーブ（開放式）２件、石油給湯機付ふろがま４件、

屋外式（ＲＦ式）ガスふろがま（ＬＰガス用）１件、石油給湯機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 ４件

（うちエアコン（室外機）１件、サーキュレーター１件、布団乾燥機１件、

除湿機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 ８件

（うち介護ベッド用手すり１件、湯たんぽ２件、湯たんぽカバー１件、

昇降便座１件、椅子１件、ヒーター付き靴下１件、延長コード１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三

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「消費者安全調査委員会製品事故情報専門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。

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)株式会社オカキンが製造した屋外式（ＲＦ式）ガスふろがま（ＬＰガス用）につい

て（管理番号A201200803）

※ 株式会社世田谷製作所が製造したガスふろがま用バーナー（ＬＰガス用）を組

み込んだもの

①事故事象について

株式会社オカキンが製造した屋外式（ＲＦ式）ガスふろがま（ＬＰガス用）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まし

た。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（部品交換）について

製造事業者である株式会社オカキン及び株式会社世田谷製作所と、株式会社世田谷

製作所からふろがまのＯＥＭ供給を受け、販売している他２社では、当該製品を含む

対象機種 下記③ について 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、出火に至るおそれが

あることから、事故の再発防止を図るため、平成１９年４月１９日からホームページ

による告知により、また使用者へのダイレクトメールにより注意喚起を行い、ＯＥＭ

製品を含む対象製品について無償点検・部品交換を実施しています。

③対象製品等：会社名、機種・型式、製造期間

会社名 機種・型式 製造期間

㈱オカキン ＯＫ－ＡＲ型－ＬＥ 1997年11月～2006年８月

ＯＫ－ＢＲ型－ＬＥ 1997年11月～2006年７月

㈱世田谷製作所 Ｒ３８Ｂ 1998年５月～2006年５月

Ｒ１３７Ｂ 1997年６月～2006年５月

ＣＳ３１Ｂ 1998年６月～1998年８月

ＣＳ３２Ｂ 1998年10月～2006年４月

ＣＳ３３Ｂ 2001年５月～2001年６月

ＦＥ１５ 2000年４月～2006年５月

ＴＡ－０９７ＵＥＴ 1997年９月～2006年５月

ＴＡ－２７０ＵＥＴ 1997年８月～2006年５月

ＴＡ－ＯＫ２７０ＵＥＴ 1997年８月～2006年５月

ＧＳ－１ 2000年11月～2005年11月

東京ガス㈱ ＳＴ－９１３ＲＦＡ 1997年６月～2006年５月

ＳＴ－９１２ＲＦＢシリーズ 1998年５月～2006年５月

ＳＴ－９１５０ＣＦＳ 1999年10月～2006年５月

㈱ハーマン ＹＦ７０２ 1997年６月～2002年２月

改修対象台数 ３９，３３７台

改修率 ７２．１％（平成２４年９月３０日現在）



対象製品の確認方法：浴室内に下記リモコンのどちらかが設置されている場合は、上

記対象表の機種・型式、製造期間が該当していないか御確認く

ださい。

※ ＧＳ－１のストーブは除きます。

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償点検・部品交換を受けていない

方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

なお、対象製品には、ガスふろがま用バーナー及びバーナー付ふろがまを製造して

いる株式会社世田谷製作所と、同社からバーナー付ふろがまのＯＥＭ供給を受け、販

売している東京ガス株式会社及び株式会社ハーマンの製品もあります。

（株式会社オカキンの問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－５８１－１２６

受 付 時 間：９時～１９時（日・祝日を除く ）。

ホームページ：http://www.okakin.com/news/0.html

（株式会社世田谷製作所の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－６３４－１２６

受 付 時 間：９時～１７時（平日のみ ）。

http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20081211220036.pdfホームページ：

（東京ガス株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－１３３－２７８

受 付 時 間：９時～１９時（月～土）

９時～１７時（日・祝日）

ホームページ：http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20070418-03.html

（株式会社ハーマンの問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－２４８－７７２

受 付 時 間：９時～１７時３０分（平日のみ ）。

http://www.harman.co.jp/important/jisyutenken/2007/04/post-14.htmlホームページ：



(2)東陶ユプロ株式会社（現 ＴＯＴＯ株式会社）が製造した石油給湯機について（管

理番号A201200807）

①事故事象について

東陶ユプロ株式会社（現 ＴＯＴＯ株式会社）が製造した石油給湯機を使用中、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ました。当該事故の原

因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償改修）について

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、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火災に至る可能性があることから 事故の再発防止を図るため

平成１４年１０月２４日から無償改修を開始し、平成１８年１２月４日には、再度新

聞社告を掲載し、注意喚起を行っています。また、販売店・サービス店を通じて、リ

コール対象機種がないかの確認を継続実施しており、平成２１年１２月からの取組と

して、戸建住宅へチラシを直接配布し、対象製品の改修促進を図っています。

、 （ 、 ） 、更に 全石連 全国石油商業組合連合会 全国石油共済協同組合連合会 を通じて

４７都道府県の石油商業組合及び石油組合に加盟している石油販売事業者に協力を依

頼し、灯油の納入先にリコール対象製品がないのかの確認を行っています。

社団法人日本ガス石油機器工業会では、同構造の電磁ポンプを有する石油給湯機を

製造した事業者等６社と共同で、新聞社告を新聞各紙に掲載し、未改修の該当機種を

お持ちの消費者に対して速やかに連絡を頂くよう呼び掛けを行っています（詳細は、

⑤参照 。。）

③対象製品等：会社名、ブランド、機種・型式名、該当製造年月日

会社名 ブランド 機種・型式名 該当製造年月日

東陶ユプロ㈱ ＴＯＴＯ RPE32K＊ RPH32K＊

（現TOTO㈱） RPE40K＊ RPH40K＊

RPE41K＊ RPH41K＊ 1995年（平成7年）8月

長州産業㈱ ＣＩＣ PDF-321V DX-411D ～

PDF-401A PDX-321V 1999年（平成11年）6月

PDF-411D-A PDX-411D

ネポン㈱ ＮＥＰＯＮ URA320 UR320

URA320S UR320S

URB320 UR404S

URB320S

㈱日本ボイラー 日本ボイラ UFA-333A（湯ＦＯ）

メンテナンス社 ーメンテナ

ンス

高木産業㈱ パーパス TP-BS320＊D

（ ） 、 。）現 パーパス㈱ (但し TP-BS320は除く

TP-BS402＊D

TP-BSQ402＊

※製品名の末尾の＊には英数字が続きますが、すべて該当品です。

改修対象台数 １８９，９４４台

改修率 ８８．３％（平成２４年１２月３１日現在）



、 。対象製品の確認方法：製品名 製造年月は器具本体前面にシールで表示されています

排気及び設置方式により、図のような形状があります。

屋外据置型 屋外据置型 屋内据置型 屋内壁掛型

当該製品の見分け方

・製品名は、シール上部に記載されています。

・製造年月は、製造番号の部分に記載されています。

図の９７・０４のように、４桁の数字で表示されます。

該当製造年月以降の製品は、仕様が異なりますので対象外となります。

ＴＯＴＯ製品の場合は、製品名の先頭の６桁が上記表に掲載のものと合致し、製

造年月が９５・０８から９９・０６までの製品が対象となります。

※既に点検が完了している製品には「点検済」と記載のシールが添付されていま

す。



↑点検完了の場合はこのシールが貼付されています。

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償改修を受けていない方は、速や

かに下記問合せ先まで御連絡ください。

なお、改修対象製品には、東陶ユプロ株式会社（現 ＴＯＴＯ株式会社）の「ＴＯ

ＴＯ」ブランドのほか、長州産業株式会社の「ＣＩＣ」ブランド、ネポン株式会社の

「ＮＥＰＯＮ」ブランド、株式会社日本ボイラーメンテナンス社の「日本ボイラーメ

ンテナンス」ブランド、髙木産業株式会社（現 パーパス株式会社）の「パーパス」

ブランドの製品もあります。

（ＴＯＴＯ株式会社の問合せ先）

ＴＯＴＯ株式会社、長州産業株式会社ブランド、ネポン株式会社ブランド、株式

会社日本ボイラーメンテナンス社ブランドの製品

電 話 番 号：０１２０－４４４－３０９

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く ）。

ホームページ：http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm

（パーパス株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－５７５－３９９

受 付 時 間：９時～１８時（土・日・祝日・年末年始を除く ）。

http://www.purpose.co.jp/home/announce/product/wh200210.htmlホームページ：

⑤社団法人日本ガス石油機器工業会及び製造事業者の取組

社団法人日本ガス石油機器工業会では、石油給湯機等について上記リコール開始後

も未改修品での事故が発生しているため、同じ構造の電磁ポンプを有する石油給湯機

等を製造した株式会社ノーリツ、東陶ユプロ株式会社（現 ＴＯＴＯ株式会社 、長州）

、 、産業株式会社及びＯＥＭを含む６社と共同で 平成２０年１１月から１２月にかけて

順次、新聞社告を新聞各紙に掲載し、未改修の該当機種をお持ちの消費者に対して速

やかに連絡を頂くよう呼び掛けを行っています。

また、同工業会のホームページにおいて、東京ツチヤ販売株式会社及び株式会社ワ

カサの２社を加えた８社について注意喚起をしています。

対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償改修を受けていない方は、速や

かに下記問合せ先まで御連絡ください。



対象製品等：ブランド名<会社名>、機種・型式名・製造期間、問合せ先
ブランド名<会社名> 機種・型式名・製造期間 問合せ先

ＮＯＲＩＴＺ ホームページOTQ-302＊ OTQ-303＊
http://www.noritz.co.jp/info/05-<㈱ノーリツ> OTQ-305＊ OTQ-403＊
1.htmlOTQ-405＊ OQB-302＊
電話番号:0120-018-170OQB-305＊ OQB-403＊

OQB-405＊
製造期間：平成9年3月～平
成13年3月

ハウステック ホームページHO-350＊ HO-360＊
http://www.housetec.co.jp/company<日立化成工業㈱ HO-450＊ KZO-460＊

＜㈱ノーリツ製＞ /attention/2002/10/ho-350.html（現㈱ハウステック）>
電話番号:0120-551-654製造期間：平成9年3月～平

成13年3月
ＴＯＴＯ ホームページRPE32K＊ RPE40K＊

http://www.toto.co.jp/News/yupro/<東陶ユプロ㈱ RPE41K＊ RPH32K＊
（現ＴＯＴＯ㈱）> index.htmRPH40K＊ RPH41K＊

製造期間:平成7年8月～平 電話番号:0120-444-309
成11年6月

パーパス ホームページTP-BS320＊D
http://www.purpose.co.jp/home/ann<髙木産業㈱ （但し、TP-BS320は除く）

（現パーパス㈱）> ounce/product/wh200210.htmlTP-BS402＊D
電話番号:0120-575-399TP-BSQ402＊

＜ＴＯＴＯ㈱製＞
製造期間:平成7年8月～平
成11年6月
AX-400ZRD
＜㈱ノーリツ製＞

平成9年3月～平製造期間:
成13年3月

ＮＥＰＯＮ ホームページURA320 URA320S
< http://www.toto.co.jp/News/yupro/ネポン㈱> URB320 URB320S

index.htmUR320 UR320S
電話番号:0120-444-309UR404S

＜ＴＯＴＯ㈱製＞ ＴＯＴＯ㈱で受付
製造期間:平成7年8月～平
成11年6月

ＣＩＣ ホームページPDX-403D DX-403D
< > http://www.choshu.co.jp/modules/i長州産業㈱ PDF-403D DF-403D

nformation/index.php?page=articleDX-403DF
製造期間: &storyid=3平成8年5月～平

電話番号:0120-652-963成11年10月
ホームページPDF-321V PDF-401A
http://www.toto.co.jp/News/yupro/PDF-411D-A DX-411D
index.htmPDX-321V PDX-411D

＜ＴＯＴＯ㈱製＞ 電話番号:0120-444-309
製造期間:平成7年8月～平 ＴＯＴＯ㈱で受付
成11年6月

ツチヤ ホームページAX-402A EX-403A
< > http://www.choshu.co.jp/modules/i東京ツチヤ販売㈱ FK-405A FC-406A

＜長州産業㈱製＞ nformation/index.php?page=article
製造期間: &storyid=3平成8年5月～平

電話番号:0120-652-963成11年10月
ワカサ 長州産業㈱で受付WBF-400C
< ＜長州産業㈱製＞㈱ワカサ>

平成8年5月～平製造期間:
成11年10月

※機種・型式名の末尾の＊には英数字が続きますが、すべて該当品です。



（社団法人日本ガス石油機器工業会）

ホームページ：http://www.jgka.or.jp/

(3)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）が製造

・輸入した除湿機について（管理番号A201200814）

①事故事象について

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）が製造

・輸入した除湿機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該

事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償交換）について

同社及びパナソニック株式会社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、

当該製品内部のヒーターコイルの一部がヒーターコイル保持部品から外れ、当該部品

に近接する樹脂製除湿ローターカバーに接触して出火するおそれがあることから、事

故の再発防止を図るため、平成２４年５月２４日にプレスリリース及びホームページ

への情報掲載を行うとともに、同年５月２５日に新聞社告、判明購入者へのダイレク

トメールの送付などを順次行い、対象製品について無償交換を実施しています。



③対象製品：機種名・品番、製造・輸入期間、対象台数

機種名・品番 製造・輸入期間 対象台数

ハイブリッド方式除湿機 平成１６年１２月
Ｆ－ＹＨＡ１００ ～ ３３，４１１台

平成１７年８月

ハイブリッド方式除湿機 平成１８年２月
Ｆ－ＹＨＢ１００ ～ ４１，５２７台

平成１９年１月

合 計 ７４，９３８台

回収率 ５７．６％（平成２５年１月２４日現在）

対象製品の外観及び確認方法

1)対象製品の外観 2)品番の確認方法

④消費者への注意喚起

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、直ちに

使用を中止し、速やかに下記問合せ先までご連絡ください。

（パナソニックエコシステムズ株式会社及びパナソニック株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－２２８－２８５

受 付 時 間：９時～２１時（日・祝日を除く ）。

http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/12052401.htmlホームページ：



(4)介護ベッド用手すりについて（管理番号A201200801）

【消費者への注意喚起】

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、死亡が確認されました。当該事故の原因は、現在、

調査中です。

介護ベッド手すり（スイングアーム）の使用に際しては、グリップ部のすき間へ頭

部などが入り込んだ場合、死亡や重傷などの重大な事故が発生する恐れがあります。

現在 入り込みを防止する安全対策として グリップ部のすき間を埋める簡易部品 樹、 、 （

脂製）が、事業者により供給されております。同様の製品を使用している場合は、事

業者にご連絡いただき、簡易部品を取り寄せ、必ず装着するようにしてください。

①再発防止に向けて（介護を行っている方々へのお願い）

介護ベッド用手すりの使用に際しては、本件事故のほかに、サイドレールとサイド

レールのすき間に首等が入る事故やベッドサイドレールとヘッドボード（フットボー

ド）のすき間に首等が入る事故、ベッドサイドレール自体のすき間に頭、腕や足が入

る事故等が発生しています。

1)ご使用中の手すりが新ＪＩＳ製品かどうかご確認ください

平成２１年３月にＪＩＳ規格が改正され、手すりと手すりのすき間及び手すりと

ベッドボード（頭側の板など）とのすき間の基準が強化され、安全性が向上しまし

た。

死亡事故は、新ＪＩＳ規格ではない手すりを使用中に発生しています。よって、

ご使用中の手すりが新ＪＩＳ規格でなければ、新ＪＩＳ規格の製品に取り替えてい

ただくことを奨励します。

なお、新ＪＩＳ規格の製品かどうか不明な場合は、レンタル契約先事業者又は販

売事業者にお問合せください。

2)新ＪＩＳ規格の製品への取替えが困難な場合など

新ＪＩＳ規格ではない手すりを使用する場合には、すき間を埋める対策を確実に

とっていただけますようお願いいたします（別添１参照 。）

・すき間を埋める対応品を使用する（対応品の内容については、

各メーカーにご相談ください ）。

・クッション材や毛布などですき間を埋める。

・サイドレールなどの全体をカバーや毛布で覆う。

・危険な状態になっていないか、定期的にベッド利用者の目視確認を行う。

等

②再発防止への取り組み

日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会においては

介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起の呼び掛けを

行っておりますので御覧ください。

また、平成２４年６月６日付で、経済産業省及び厚生労働省は、全国の都道府県等

の関係部局に対して「介護ベッド用手すりによる製品事故未然防止のための点検」依

頼を行っています（別添２参照 。）

更に、平成２４年１１月２日付けで、消費者庁では、全国の在宅介護者向けに行っ

、 、たアンケート調査結果の公表及び注意喚起を行うとともに 地方自治体への協力依頼

新聞紙上での政府広報等により、事故の危険性や注意の周知を行っています。

（消費者庁のホームページ）

介護ベッドの手すり等による死亡事故が発生しています！

URL：http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_3.pdf



医療・介護ベッド使用にかかる注意喚起の周知度調査の結果及び対策について

URL：http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_2.pdf

（経済産業省のホームページ）

URL：http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120606003/20120606003.html

（厚生労働省のホームページ）

URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002cv6c.html

（日本福祉用具・生活支援用具協会のホームページ）

URL：http://www.jaspa.gr.jp/

（医療・介護ベッド安全普及協議会のホームページ）

URL：http://www.bed-anzen.org/



挟み込み防止対策の例
（すき間を埋めて挟まれないようにする）

※平成２１年３月にＪＩＳ規格が改正され、首や腕、足などを
挟み込む事故を防ぐため、すき間を狭くした新JIS製品が製

造・販売されています。早めに新ＪＩＳ製品への取替えをお
願いします。

ここが危険なすき間です！

【ベッド用グリップ（開閉式バー）と手すり】

【サイドレール】

介護ベッド用手すりの事故防止対策

▼スペーサーですき間をふさぐ

▼サイドレールをカバーで覆う ▼グリップと手すりをカバーで覆う

▼クッションなどですき間を埋める

（別添１）



（別添２）



※経済産業省及び厚生労働省の「介護ベッド用手すりによる製品事故未然防止のため

の点検」より抜粋



（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：大木、長井、川舩
か わ ふ ね

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

（株式会社オカキンが製造した屋外式（ＲＦ式）ガスふろがま（Ｌ

Ｐガス用）についての発表資料に関する問合せ先）

（東陶ユプロ株式会社（現 ＴＯＴＯ株式会社）が製造した石油給

湯機についての発表資料に関する問合せ先）

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、谷、山田 電 話：03-3501-1707（直通）

ＦＡＸ：03-3501-2805

（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）が製造・輸入した除湿機についての発表資料に関する問

合せ先）

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、古田、長沼 電 話：03-3501-1707（直通）

ＦＡＸ：03-3501-2805



■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

A201200797 平成24年12月18日 平成25年1月21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
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
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
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

A201200803 平成25年1月14日 平成25年1月21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



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 事故発生都道府県 備考

A201200807 平成25年1月15日 平成25年1月22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
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
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



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

A201200800 平成25年1月11日 平成25年1月21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 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 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

A201200814 平成25年1月12日 平成25年1月23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



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

A201200801 平成25年1月8日 平成25年1月21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 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

A201200805 平成24年12月8日 平成25年1月21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 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 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



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

A201200810 平成24年12月13日 平成25年1月22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 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 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

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門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



エアコン（室外機）（管理番号：A201200800) 

 

 

 

 

 

 

 

 

布団乾燥機（管理番号：A201200813） 

 

 

 

 

 

 

 



介護ベッド用手すり（管理番号：A201200801） 
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