
平 成 ２ ５ 年 ３ 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

（うち石油ストーブ（開放式）２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 ８件

（うちＩＨ調理器３件、ファクシミリ１件、テレビ（ブラウン管型）１件、

オーブントースター１件、電気ストーブ（セラミックヒーター）１件、

リチウムポリマーバッテリー（ラジオコントロール玩具用）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

（うち椅子（踏台兼用）１件、システムバス１件、除雪機（歩行型）１件、

電気ストーブ２件、電気温風機１件、電気ストーブ(ハロゲンヒーター)１件、

ロフトベッド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)株式会社日立ホームテック（現 日立アプライアンス株式会社）が製造したＩＨ調

理器の新規リコール（無償部品交換）について（管理番号A201200368、A201200397及

びA201200609 （経済産業省と同時公表））

①事故事象について

当該製品を使用中、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

生しました。

当該事故は、消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき、重大製品事故

報告を受け、平成２４年８月２４日、同年９月４日及び同年１１月２０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、製品起因が疑われる事故」として公

表していたものです（管理番号A201200368、A201200397及びA201200609 。）

当該事故の原因は、現在調査中ですが、当該製品のノイズフィルタ基板のフィルム

コンデンサーに不具合があったため、長期間使用することにより劣化して、発熱し発

煙に至ったものと考えられます。

これまで同社で製造したＩＨ調理器で発生した重大製品事故は４件報告を受けてい

ます（管理番号A201100350、A201200368、A201200397及びA201200609 。このうち平）

成２３年８月６日に発生した重大製品事故（管理番号A201100350）については、調査

を終了し、フィルムコンデンサーの部品不良が事故原因として公表済みです。

また、同種事故として、独立行政法人製品評価技術基盤機構（ ＮＩＴＥ ）に報告「 」

された事故は２件（非火災）です。これら６件の事故については、いずれも人的被害

は生じておりません。

②再発防止策について

、 （ ） 、 、同社は 当該製品を含む対象機種 下記③ について 事故の再発防止を図るため

本日、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、購入者へのダ

イレクトメートメールの送付などを順次実施し、対象製品について無償部品交換を実

施します。

③対象製品：製品名（ブランド名 、対象型式、製造期間、改修対象台数）

製品名（ブランド） 対象型式 製造期間 改修対象台数

ＩＨ調理器 株式会社日立ホ HTC-MA4 1993年～1997年 2,799台
ームテック
（現 日立アプ HTC-MB4 1995年～2001年 6,340台
ライアンス株式
会社） HTC-MC4 1999年 562台

HTW-4DA 1999年～2001年 6,221台

HTW-4DAS 2000年 155台

HTW-4SA 1999年～2001年 8,278台

九州変圧器株式 HTW4DA-Y 2000年 265台
会社（現 株式
会社キューヘン HTW4SA-Y 2000年 79台）

積水化学工業株 CHCB3H1 1999年～2001年 1,280台
式会社

CHCB3S1 1999年～2001年 560台

合 計 26,539台



対象製品の外観及び確認方法

代表機種：ＨＴＣ－ＭＡ４ 代表機種：ＨＴＣ－ＭＢ４

代表機種：ＨＴＷ－４ＤＡ

の部分に型式が表示されています。

④事業者の対応

無償部品交換を実施します。

⑤事業者の告知

・プレスリリース 平成２５年３月５日（火）

・ホームページへの情報掲載 平成２５年３月５日（火）

・ダイレクトメールの送付 平成２５年３月５日（火）以降順次

・販売店等への協力要請 平成２５年３月５日（火）以降順次

⑥消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

（日立アプライアンス株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－５７２－８８２

受 付 時 間：９時～１９時（平成２５年３月３１日（日）まで毎日）

９時～１７時（平成２５年４月１日以降、土・日・祝日、

年末年始・夏季休暇等の会社休日を除く ）。

ホームページ：http://kadenfan.hitachi.co.jp/ht/index.html

  

 



（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

（株式会社日立ホームテック（現 日立アプライアンス株式会社が

製造したＩＨ調理器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、角田、中谷 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

A201200966 平成25年2月10日 平成25年2月28日
石油ストーブ（開放
式）

RX-2212Y 株式会社コロナ 火災

異音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。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。

宮崎県

2月21日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201200967 平成25年2月14日 平成25年2月28日
石油ストーブ（開放
式）

SX-E2911WY 株式会社コロナ
火災

死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡し
た。現場に当該製品があった。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。

岩手県

2月28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

A201200368 平成24年8月10日 平成24年8月20日 IH調理器 HTW-4DA
株式会社日立ホーム
テック（現　日立アプラ
イアンス株式会社）

火災

異音に気付き確認すると、当該製品から発煙
しており、当該製品の内部部品を焼損する火
災が発生していた。
事故原因は、現在調査中であるが、当該製品
のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサー
に不具合があったため、長期間使用すること
により劣化して、発熱し発煙に至ったものと考
えられる。

京都府

平成24年8月
24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
因が疑われる
事故として公
表していたもの
3月5日からリ
コールを実施
（特記事項を参
照）

A201200397 平成24年8月18日 平成24年8月31日 IH調理器 HTW-4DA
株式会社日立ホーム
テック（現　日立アプラ
イアンス株式会社）

火災

当該製品を使用後、しばらくして当該製品から
発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災
が発生した。
事故原因は、現在調査中であるが、当該製品
のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサー
に不具合があったため、長期間使用すること
により劣化して、発熱し発煙に至ったものと考
えられる。

兵庫県

平成24年9月4
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
が疑われる事
故として公表し
ていたもの
3月5日からリ
コールを実施
（特記事項を参
照）



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

A201200609 平成24年10月31日 平成24年11月15日 IH調理器 HTW-4DA
株式会社日立ホーム
テック（現　日立アプラ
イアンス株式会社）

火災

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た。
事故原因は、現在調査中であるが、当該製品
のノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサー
に不具合があったため、長期間使用すること
により劣化して、発熱し発煙に至ったものと考
えられる。

東京都

平成24年11月
20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
因が疑われる
事故として公
表していたもの
3月5日からリ
コールを実施
（特記事項を参
照）

A201200965 平成25年2月18日 平成25年2月28日 ファクシミリ FAX-2100CL
ブラザー工業株式会
社
（輸入事業者）

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。

神奈川県

2月28日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201200969 平成25年2月18日 平成25年2月28日
テレビ（ブラウン管
型）

C14-413-1

株式会社日立製作所
（現　日立コンシュー
マエレクトロニクス株
式会社）

火災
異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙
し、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。

京都府
製造から25年
以上経過した
製品

A201200970 平成25年2月21日 平成25年3月1日 オーブントースター EOT300
エレクトロラックス・
ジャパン株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当
該製品を焼損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。

三重県

A201200971 平成25年1月15日 平成25年3月1日
電気ストーブ（セラ
ミックヒーター）

OSH-220DG
株式会社オーム電機
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用して就寝中、目を覚ましたと
ころ、当該製品から出火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。

大阪府
事業者が事故
を認識したの
は、2月26日

A201200976 平成25年2月26日 平成25年3月1日

リチウムポリマー
バッテリー（ラジオ
コントロール玩具
用）

HP-LG325-
4000-6S

有限会社エアクラフト
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、当該製品を焼損する火
災が発生した。当該製品が劣化していた状況
を含め、現在、原因を調査中。

東京都



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

A201200964 平成25年2月15日 平成25年2月28日 椅子（踏台兼用） 重傷1名
当該製品に乗って作業中、落下して転倒し、負傷した。当該製品
の脚が破損しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

A201200968 平成25年2月19日 平成25年2月28日 システムバス 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。

福井県

A201200972 平成25年2月12日 平成25年3月1日 除雪機（歩行型） 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。当該
製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

新潟県

A201200973 平成25年1月 平成25年3月1日 電気ストーブ 重傷1名
当該製品を使用して就寝中、右足首に低温火傷を負った。現在、
原因を調査中。

大阪府
事業者が事故を認
識したのは、2月21
日

A201200974 平成25年2月9日 平成25年3月1日 電気温風機 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。

兵庫県

A201200975 平成25年2月16日 平成25年3月1日
電気ストーブ(ハロゲ
ンヒーター)

火災
当該製品を使用して就寝中、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。当該製品の使用状
況を含め、現在、原因を調査中。

三重県
2月28日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201200977 平成25年2月19日 平成25年3月1日 電気ストーブ 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。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。

千葉県

A201200978 平成25年1月13日 平成25年3月1日 ロフトベッド 重傷1名
当該製品の梯子を降下中、転落し、負傷した。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20
日

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



ファクシミリ（管理番号：A201200965） 

 

 

 

 

 

 

電気ストーブ（セラミックヒーター）（管理番号：A201200971) 

 

 

 

 

 

 



リチウムポリマーバッテリー（ラジオコントロール玩具用）（管理番号：A201200976） 
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