
平成２５年１２月２７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 １件

（うちガスこんろ（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 ５件

（うちスコップ１件、ポータブルＤＶＤプレーヤー１件、

電気ストーブ（カーボンヒーター）１件、テーブルタップ１件、

電気ストーブ（ハロゲンヒーター）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

（うち自転車１件、電気洗濯乾燥機１件、電気トースター１件、

脚立（アルミニウム合金製）１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報検討会及び第三者委

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「消費者庁製品事故情報検討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)燦坤日本電器株式会社が輸入した電気ストーブ（カーボンヒーター）について
サンクン

（管理番号A201300647）

①事故事象について

燦坤日本電器株式会社が輸入した電気ストーブ（カーボンヒーター）を使用中、当

該製品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（製品回収・返金）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、当該製品の強弱切替えスイ

ッチに使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発

熱し、火災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、２００７年（平

成１９年）８月７日、２００８年（平成２０年）４月２１日及び２０１１年（平成２

３年）２月１０日にウェブサイトへ情報掲載し、また、２０１２年（平成２４年）２

月に新聞社告を掲載するとともに、販売店においてポスター掲示、ダイレクトメール

の送付により呼び掛けを行い、対象製品について回収・返金を実施しています。

また、２００８年（平成２０年）４月２１日にリコールし、既に代替品として交換

した「機種：UHT-3T」についても返金対応を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号A201300647）が上記の事象によるもの

かどうかは現時点では不明です。

③対象製品等：製品名、機種・型式、表示製造年、回収対象台数

製品名 機種・型式 表示製造年 回収対象台数

電気ストーブ UHC-3T 2009年製 16,269台

（カーボンヒーター） （色：ベージュ） 2008年製

ブランド名：EUPA（ユーパ）

UHC-9T 2007年製 10,303台

（色：ブルー）

ブランド名：EUPA（ユーパ）

TSK-5328CT 2007年製 29,131台

ブランド名：EUPA（ユーパ） 2006年製

2005年製

TSK-5328CRI 2006年製 882台

2005年製

TSK-5328CRI(BW) 2005年製 486台

※販売元：㈱バルス

電気ストーブ FS-900T 2007年製 15,593台

（ハロゲンヒーター） ※販売元：㈱フィフティ 2006年製

合 計 72,664台

２００７年（平成１９年）８月７日からリコールを実施

回収率 １１．０％（平成２５年１１月３０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)対象製品の確認方法：当該製品の裏面の型番を

確認してください。

（写真はTSK-5328CT）

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う製品回収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。

（燦坤日本電器株式会社 電気ストーブ（カーボンヒーター）回収ダイヤル）

電 話 番 号：０１２０－６００－５２７

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日、年末年始を除く。）

ウェブサイト：http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/TKJMain.jsp?id=2

⑤消費者庁及び独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）の対応

電気ストーブや石油ストーブ・石油温風暖房機等の暖房機器のリコール未対策品に

ついても火災事故が発生しているため、消費者庁では、２０１３年（平成２５年）

１２月２５日に「リコール製品による火災等の事故再発防止について－お持ちではあ

りませんか？回収・無償改修等が未対応の暖房機器等－」をウェブサイトに掲載し、

リコール製品をお持ちの場合、まずは使用を中止し、事業者によるリコール情報（回

収・無償改修等の内容）を御確認いただき、事業者に連絡いただくよう呼び掛けを行

っています。

また、独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）においては、２０１１年（平

成２３年）２月２５日より事故防止のための注意喚起チラシ「電気ストーブのリコー

ル製品をお持ちではありませんか？」をウェブサイトに掲載し、注意喚起を行ってい

ます。

（消費者庁による注意喚起）

ウェブサイト：http://www.caa.go.jp/safety/pdf/131225kouhyou_2.pdf

（独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）による注意喚起）

ウェブサイト：http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/data/recall_denki_110225.pdf



（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、清重

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

（燦坤日本電器株式会社が輸入した電気ストーブ（カーボンヒータ
サンクン

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：水野、角田、中谷 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

A201300650 平成25年12月18日 平成25年12月25日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

DG3043 株式会社ハーマン 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。

大阪府

12月19日に経
済産業省商務
流通保安グ
ループにて公
表済
12月27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

A201300644 平成25年11月24日 平成25年12月24日 スコップ LFX09-5144
コーナン商事株式会
社
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品で地面を掘っていたところ、当該製
品の木柄が折れ、転倒し、負傷した。現在、原
因を調査中。

愛知県

事業者が事故
を認識したの
は12月2日
報告書の提出
期限を超過し
ていることか
ら、事業者に対
し厳重注意

A201300646 平成25年12月13日 平成25年12月24日
ポータブルDVDプ
レーヤー

PDV101
ビエスタイル株式会
社
（輸入事業者）

火災
店舗控室で当該製品を充電中、当該製品の
電池が破裂し、周辺を焼損した。現在、原因
を調査中。

和歌山県

12月27日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201300647 平成25年12月15日 平成25年12月24日
電気ストーブ（カー
ボンヒーター）

TSK-5328CT
燦坤日本電器株式会
社
（輸入事業者）

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。現在、原因を調査中。

京都府

平成19年8月7
日からリコール
を実施（特記事
項を参照）
回収率　11.0％
12月27日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201300649 平成25年12月7日 平成25年12月25日 テーブルタップ WHA2553WKP
パナソニック株式会社
（輸入事業者）

火災
施設で当該製品に電気炊飯器を接続してい
たところ、当該製品を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

東京都



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

A201300653 平成25年12月14日 平成25年12月25日
電気ストーブ（ハロ
ゲンヒーター）

FH-880
フカダック株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品のヒーター管が
割れ、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

岐阜県



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

A201300645 平成25年11月15日 平成25年12月24日 自転車 重傷1名
当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含
め、現在、原因を調査中。

群馬県

事業者が事故を認
識したのは11月29日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
厳重注意

A201300648 平成25年12月6日 平成25年12月24日 電気洗濯乾燥機 火災
当該製品の電源プラグ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。

香川県

A201300651 平成25年11月22日 平成25年12月25日 電気トースター 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。

山口県

事業者が事故を認
識したのは12月20日
12月19日に消費者
安全法の重大事故
等として公表済

A201300652 平成25年12月5日 平成25年12月25日
脚立（アルミニウム
合金製）

重傷1名
工事現場で当該製品から降りていたところ、落下し、負傷した。事
故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

鳥取県

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



スコップ（管理番号：A201300644) 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーブルタップ（管理番号：A201300649) 

 

 

 

 


