
平成２７年２月１７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。

○特記事項あり

石油ストーブ（開放式）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照）

１．ガス機器・石油機器に関する事故 ４件

（うち石油給湯機２件、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 ３件

（うち照明器具１件、折りたたみ自転車２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

（うち電気ストーブ１件、プリンター（複合機）１件、延長コード１件、

電気ポンプ１件、コンセント１件、

バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）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。

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

株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）について（管理番号A201400749）

①事故事象について

店舗で株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）の給油タンクを引き抜い

たところ、灯油が漏れ、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（無償点検・修理）について

同社は、当該製品を含む２０００年（平成１２年）以前に製造された石油ストーブ

及び石油温風暖房機（石油ファンヒーター）（下記③）に付属するカートリッジタン

ク（よごれま栓タンク）については、長期間の使用による給油口の変形などの要因に

より、給油口がロックされたと使用者が誤認する「半ロック状態」になる事象が発生

する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、２００８年（平成２０年）

９月１７日にプレスリリース、翌１８日に社告を実施し、石油ストーブに付属するカ

ートリッジタンク（よごれま栓タンク）使用時の注意喚起をするとともに、販売店の

店頭及び消費者へのアフターサービス訪問時におけるチラシ配布、テレビＣＭ等によ

り、２０００年（平成１２年）以前に製造された石油ストーブ等の給油タンクについ

て、無償点検・修理（給油口蓋の半ロック状態を防止するため、蓋の開閉ちょうつが

い部にスプリング機能を追加）を呼び掛けています。さらに、平成２３年２月から、

これまでの対策に加え、灯油販売所への店頭チラシの配布、同社の石油暖房機器全般

の販売時におけるチラシの同梱を行い、引き続き、注意喚起及び啓発ＰＲ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A201400749）が上記のリコール事象に

よるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：対象製品名、機種・型式、製造期間、製造台数

・対象製品名：コロナ石油ストーブ等に付属のカートリッジタンク（よごれま栓タ

ンク）

・機種・型式：２０００年（平成１２年）以前に製造されたコロナ石油ストーブ等

で、下表に示す型式に該当するもの

・製造期間：１９８７年～２０００年



・製造台数：石油ストーブ ２，０９０，０００台

石油ファンヒーター ４，２７０，０００台

計 ６，３６０，０００台

２００８年（平成２０年）９月１７日からリコール（無償点検・修理）を実施

改修率：１．７％（２０１５年１月３１日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

当該事故（管理番号A201400749）発生以前の、同社が製造した当該製品における

リコール対象の内容による２０１０年度以降の事故の件数は、次のとおりです。こ

れらは、消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告を受けたもので

す。

年度 事故件数 被害状況 年度 事故件数 被害状況

2014年度 2 火災 2011年度 0 －

2013年度 1 火災 2010年度 1 火災･軽傷1名

1 火災

2012年度 1 火災



＜対象製品の外観＞

（写真はＳＸ－３０４０） （当該製品の給油タンク）

＜対象製品の確認方法＞

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ製造事業者の行う無償点検・修理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。

また、事業者による点検・修理を受けられるまでの間は、次図に従って、給油口蓋

が確実にロックしていることを御確認ください。

当該製品に限らず、石油ストーブ等に給油する際には、石油ストーブ等を必ず消火

した上で、給油タンクの蓋を確実に閉め、蓋が閉まっていることを確認して、石油ス

トーブ等に戻すよう、正しい給油方法に従って安全に給油を行ってください。

【問合せ先】

株式会社コロナ お客様相談窓口

電 話 番 号：０１２０－６２３－２３８

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日・年末年始及び同社休業日を除く。）

ウェブサイト：http://www.corona.co.jp/report/oshirase.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：木原、後藤、清重

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

（株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）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、鈴木、植杉 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

A201400745 平成27年2月2日 平成27年2月12日 石油給湯機 IB-425DKF 株式会社長府製作所 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。

北海道
製造から10年
以上経過した
製品

A201400749 平成27年2月3日 平成27年2月12日
石油ストーブ（開放
式）

SX-3040 株式会社コロナ 火災
店舗で当該製品の給油タンクを引き抜いたと
ころ、灯油が漏れ、当該製品を焼損する火災
が発生した。現在、原因を調査中。

大阪府

平成20年9月
17日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
改修率：1.7％

A201400750 平成27年1月27日 平成27年2月12日
石油ストーブ（開放
式）

SX-E3512WY 株式会社コロナ 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。

高知県

2月5日に消費
者安全法の重
大事故等とし
て公表済

A201400755 平成27年2月4日 平成27年2月13日 石油給湯機
UIB-3300TXA
（F）

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。現在、原因を調査中。

石川県  

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

A201400746 平成27年1月30日 平成27年2月12日 照明器具 光源氏129型
オーヤマ照明株式会
社（現　オーデリック
株式会社）

火災
当該製品の電源を入れたところ、当該製品を
焼損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

愛知県
製造から30年
以上経過した
製品

A201400747 平成26年12月16日 平成27年2月12日 折りたたみ自転車
CHEVY-
FDB206N

ジック株式会社
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品で走行中、サドルが脱落し、転倒、
負傷した。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6日

A201400752 平成27年1月31日 平成27年2月13日 折りたたみ自転車 F-20S-GN
株式会社ケイ・エイ
チ・エス・ジャパン
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品で走行中、当該製品のフレームが
破断し、転倒、負傷した。現在、原因を調査
中。

愛知県 　



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

A201400744 平成27年1月3日 平成27年2月12日 電気ストーブ 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状
況を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県
事業者が事故を認
識したのは2月5日

A201400748 平成27年2月1日 平成27年2月12日 プリンター（複合機） 火災
大学で火災報知機が鳴動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。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。

愛知県 　

A201400751 平成27年2月2日 平成27年2月12日 延長コード 火災
当該製品に複数の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。

神奈川県 　

A201400753 平成27年2月5日 平成27年2月13日 電気ポンプ 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
製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。

北海道

A201400754 平成26年12月 平成27年2月13日 コンセント 火災
当該製品に複数の電気製品を接続していたところ、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、他の要因かを含め、現在、原因を調査中。

静岡県

製造から25年以上
経過した製品
平成26年12月24日
に公表した照明器具
（センサー付）に関す
る事故
（A201400589）と同
一
事業者が事故を認
識したのは2月2日
2月13日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201400756 平成27年1月29日 平成27年2月13日
バッテリー（リチウム
イオン、電動工具
用）

火災
車両内に当該製品を電動工具に装着して置いていたところ、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。

静岡県

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



照明器具（管理番号：A201400746) 

 

 

 

 

 

 

 

折りたたみ自転車（管理番号：A201400747) 

 

 

 



折りたたみ自転車（管理番号：A201400752) 
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