
平成２５年５月３１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 ４件

（うちガスこんろ（都市ガス用）１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）１件、

ガス栓（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 ５件

（うち電子レンジ１件、折りたたみ椅子（レジャー用）１件、

水筒（ステンレス製）１件、デスクトップパソコン１件、

電気温風機（セラミックファンヒーター）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 ４件

（うち電気冷蔵庫１件、ルーター（パソコン周辺機器）１件、

踏台（アルミニウム合金製）１件、照明器具（センサー付き）１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）

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。

（管理番号A201000968及びA201200421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)東亜金属株式会社が輸入した水筒（ステンレス製）の新規リコール（無償交換）に

ついて（管理番号A201300148 （経済産業省と同時公表））

①事故事象について

東亜金属株式会社が輸入した水筒（ステンレス製）を斜めに持ち蓋を開けようとし

たところ蓋が外れ、中のお湯が手にかかり火傷を負いました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、ステンレスボトル本体と樹脂製の蓋のか

、 。み合わせに不良が生じ 蓋が外れる不具合が発生し事故に至ったものと考えられます

これまで同社が輸入した水筒（ステンレス製）について、消費生活用製品安全法第

３５条第１項に基づき報告された重大製品事故は１件（本件事故）です(管理番号

A201300148)。

②再発防止策について

同社は、対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、本日、ホーム

ページへの情報掲載を行うとともに、販売店での店頭告知を順次実施し、対象製品に

ついて無償交換（改良済み代替品との交換）を実施します。

③対象製品：商品名、品番、ＪＡＮコード、販売期間、回収対象数

商品名 品番 ＪＡＮコード 販売期間 回収対象数

アウトドア・ 314-014 4515424014077 2012年2月 24,796個

ステンレスマグボトル 314-015 4515424014084 ～

314-016 4515424014091 2013年2月

314-019 4515424014121

314-020 4515424014138

314-021 4515424014145

314-023 4515424014169

対象製品の外観



対象製品の確認方法：品番はパッケージ裏側のバーコードシールに記載

されています。

④事業者の対応

改良品との無償交換を実施します。

⑤事業者の告知

・ホームページへの情報掲載 平成２５年５月３１日（金）

・販売店での店頭告知 平成２５年５月３１日（金）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。

（東亜金属株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－７７７－９８１

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く ）。

ホームページ：http://www.toa-corp.com/kigyou/fuguai.html



(2)森田電工株式会社（現 株式会社ユーイング）が製造した電気温風機（セラミック

ファンヒーター）について（管理番号A201300153）

①事故事象

異臭に気付き確認すると、森田電工株式会社（現 株式会社ユーイング）が製造し

た電気温風機（セラミックファンヒーター）から出火する火災が発生しており、当該

製品を焼損しました。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（無償点検・改修）について

同社は、対象製品（下記③）について、セラミックヒーターユニットの中央端子と

電源配線のファストン（平型）端子部において、接触不良による接触抵抗により過熱

が生じ、出火に至るおそれがあることから、平成７年１２月１８日及び平成１０年２

月９日に新聞社告の掲載、平成１０年９月１７日からホームページへ情報を掲載し、

注意喚起を行うとともに対象製品について無償点検・改修を実施しています。

なお、今回の事故原因は現時点では不明ですが、対象製品について更なる無償点検

・改修を呼び掛けるため取組を検討中です。

③対象製品等：機種名、製造番号、製造期間、改修対象台数

機種名 製造番号 製造期間 改修対象台数

Ｍ１００００１ 平成元年６月
ＭＤＳ－１２００ＣＴ ～ ～ ２６，０００台

Ｍ１３１０００ 平成元年１１月

合 計 ２６，０００台

平成７年１２月１８日からリコールを実施

改修率 ３．３％（平成２５年５月３０日現在）

対象製品の外観



対象製品の確認方法：機種名、対象製造番号は商品裏側のラベルに表示しています。

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検・改修等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御連絡ください。

（株式会社ユーイングの問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－９１１－５９７

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日及び事業者指定休日を除く ）。

ホームページ：http://www.uing.u-tc.co.jp/anounce/doc/a06000001.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

（東亜金属株式会社が輸入した水筒（ステンレス製）の新規リコー

ル（無償交換）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

（森田電工株式会社（現 株式会社ユーイング）が製造した電気温

風機（セラミックファンヒーター）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

A201300145 平成25年5月3日 平成25年5月27日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

KGT-56D2 リンナイ株式会社
火災

重傷1名

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、
1名が火傷を負った。当該製品の火を消し忘
れた可能性を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

5月16日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201300146 平成25年5月8日 平成25年5月27日
ガスこんろ（LPガス
用）

RT-
660GFTS(BK)-L

リンナイ株式会社
火災

重傷1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が負傷し
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。

静岡県

A201300151 平成25年5月16日 平成25年5月27日 ガス栓（LPガス用）

YOF-
200FGH(矢崎総
業株式会社（現
矢崎エナジーシ
ステム株式会
社)ブランド)

大洋技研工業株式会
社(矢崎総業株式会
社（現　矢崎エナジー
システム株式会社）ブ
ランド)

火災

当該製品に接続したガスこんろを使用中、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
当該製品のガス機器が接続されていない側
の口の開閉状況を含め、現在、原因を調査
中。

群馬県

A201300155 平成25年5月20日 平成25年5月28日 石油給湯機 OQB-G405WFF 株式会社ノーリツ 火災
当該製品及び周辺を汚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

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

A201000968 平成23年1月7日 平成23年2月17日 電子レンジ MJ-50HL5

ＬＧ電子ジャパン株式
会社(現 LG
Electronics Japan株
式会社)
（輸入事業者）

火災

容器を煮沸消毒するため、当該製品のタイ
マーをセットして外出し、戻ったところ、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生していた。
調査の結果、タイマーの不具合により連続加
熱し、調理庫内のほ乳ビン（プラスチック製）
が過熱したことにより、出火に至ったものと考
えられるが、タイマーが焼失しているため、原
因の特定には至らなかった。

神奈川県

平成23年2月
22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

A201200421 平成24年8月21日 平成24年9月10日
折りたたみ椅子（レ
ジャー用）

No．-M3903
パール金属株式会社
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品に座ったところ、当該製品の座面布
地が破れ、転倒し、負傷した。
調査の結果、座面生地が日光等の要因で脆
化していた状況で使用を続けていたため、使
用による荷重及び落下衝撃が加わったことに
より座面生地が破断し事故に至ったものと考
えられる。
なお、本体表示には保管・劣化に関する注意
記載がされていたが、劣化による破断の危険
性については記載がなかった。

兵庫県

平成24年9月
14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

A201300148 平成25年2月28日 平成25年5月27日
水筒（ステンレス
製）

314-020
東亜金属株式会社
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を斜めに持ち蓋を開けようとしたとこ
ろ蓋が外れ、中のお湯が手にかかり火傷を
負った。
事故原因は、現在、調査中であるが、ステン
レスボトル本体と樹脂製の蓋のかみ合わせに
不良が生じ、蓋が外れる不具合が発生し事故
に至ったものと考えられる。

岩手県

事業者が事故
を認識したの
は、5月14日
5月31日からリ
コールを実施
（特記事項を参
照）

A201300150 平成25年4月30日 平成25年5月27日
デスクトップパソコ
ン

OptiPlex GX280
デル株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品の電源を入れた後、しばらくして当
該製品の内部部品を焼損する火災が発生し
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、5月22日

A201300153 平成25年5月20日 平成25年5月28日
電気温風機（セラ
ミックファンヒー
ター）

MDS-1200CT
森田電工株式会社
（現　株式会社ユーイ
ング）

火災
異臭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。

新潟県

平成7年12月
18日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
改修率 3.3％
5月30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

A201300147 平成25年5月14日 平成25年5月27日 電気冷蔵庫 火災
事務所で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

A201300149 平成25年5月12日 平成25年5月27日
ルーター（パソコン
周辺機器）

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。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

山形県

A201300152 平成25年5月13日 平成25年5月27日
踏台（アルミニウム
合金製）

重傷1名
当該製品に跨って使用中、降りる際に転倒し、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。

香川県

A201300154 平成25年5月19日 平成25年5月28日
照明器具（センサー
付き）

火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定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



折りたたみ椅子（レジャー用）（管理番号：A201200421） 

 

 

 

 

 

 

デスクトップパソコン（管理番号：A201300150） 
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