
平成２７年３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 ８件

（うちガスこんろ（都市ガス用）２件、石油ストーブ（開放式）４件、

石油ふろがま１件、ガスストーブ（ガスボンベ式）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 ３件

（うち電気式浴室換気乾燥暖房機１件、温水洗浄便座１件、

凍結防止用ヒーター（水道用）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 ５件

（うち電子レンジ加熱式湯たんぽ１件、はしご（ロフト用）１件、

液晶テレビ１件、ドアガード１件、スキー用ビンディング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

株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッドが販売した石油ストーブ（開放式）

について（管理番号A201400837）

①事故事象について

株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッドが販売した石油ストーブ（開放式）

の給油タンクを引き抜いたところ、当該製品を焼損する火災が発生し、１名が軽傷を

負いました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品の給油タンクの蓋（口金キャッ

プ）が閉まったと誤認し、給油タンクを出し入れする際に蓋が外れ、漏れた灯油に引

火し、火災に至ったものと考えられます。

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、

２０１０年（平成２２年）９月１日に新聞社告の掲載及びウェブサイトへ情報を掲載

し、その後、販売店を通じダイレクトメールの送付、店内告知等を行うことにより注

意喚起及び蓋の部品を変更（ネジ式に変更）したカートリッジタンクとの無償交換を

実施しています。

なお、今回の事故を受け、対象製品について更なる無償交換を呼び掛けるため取組

を強化することにしています。

③対象製品：ブランド、機種・型式、対象販売時期、対象台数

ブランド 機種・型式 対象販売時期 対象台数

GKP-S241N 35,449

グリーンウッド GKP-M2401N 2009年7月～11月 2,433

GKP-W301N 3,373

AKP-U28A 2009年9月～11月 754

アラジン

AKP-S280 2009年8月～11月 7,553

AKP-S300 2009年9月～11月 314

合 計 49,876

２０１０年（平成２２年）９月１日からリコール（無償交換）を実施

改修率 ２９．７％（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A201400837）発生以前の、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 0 － 2011年度 2 火災

2013年度 1 火災 2010年度 3 火災

2012年度 1 火災

＜対象製品の外観＞

GKP-S241N GKP-M2401N GKP-W301N

AKP-U28A AKP-S280 AKP-S300



＜当該対象製品のカートリッジタンク＞

交換が必要である当該対象製品（石油ストーブ）に付属するカートリッジタンクは、

蓋（口金キャップ）がオレンジ色です。

（交換前）

ネジ式のカートリッジタンクは、蓋（口金キャップ）が緑色です。

なお、カートリッジタンクの交換時に、本体内に設置されているカートリッジタン

クをセットするために必要な部品である給油タンク受け（樹脂製）も白色のものから

灰色のものに同時に交換します。

（交換後）

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。

【問合せ先】

株式会社千石、株式会社グリーンウッド（グリーンウッドブランド製品）

及び日本エー・アイ・シー株式会社（アラジンブランド製品）

電 話 番 号：０１２０－１５－１０５９

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：株式会社千石 http://www.sengokujp.co.jp/

株式会社グリーンウッド http://www.gwgw.co.jp/

日本エー・アイ・シー株式会社 http://www.aladdin-aic.com/



（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

（株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッドが販売した石油

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

A201400827 平成27年2月5日 平成27年3月12日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

GT-LS5R
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災
建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製
品があった。事故発生時の状況を含め、現
在、原因を調査中。

奈良県
事業者が事故
を認識したの
は3月2日

A201400828 平成27年2月27日 平成27年3月12日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

SEE19EG
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災
当該製品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。

京都府

製造から20年
以上経過した
製品
3月12日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201400830 平成27年2月11日 平成27年3月12日
石油ストーブ（開放
式）

KSR18W
東芝ホームテクノ株
式会社

火災
死亡1名
重傷1名

当該製品に給油後、当該製品を点火したとこ
ろ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が
死亡、1名が重傷を負った。事故発生時の状
況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県
事業者が事故
を認識したの
は3月3日

A201400833 平成27年2月24日 平成27年3月12日
石油ストーブ（開放
式）

NC-S242AD 株式会社ニッセイ 火災
建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製
品があった。当該製品から出火したのか、他
の要因を含め、現在、原因を調査中。

奈良県

A201400834 平成27年3月8日 平成27年3月12日
石油ストーブ（開放
式）

NC-S24AD 株式会社ニッセイ
火災

死亡1名

建物3棟を全焼、2棟を部分焼する火災が発
生し、1名が死亡した。現場に当該製品があっ
た。事故発生時の状況を含め、現在、原因を
調査中。

高知県

A201400835 平成27年3月1日 平成27年3月12日 石油ふろがま BS-2000GS 株式会社コロナ
火災

軽傷1名

当該製品を使用中、建物を全焼する火災が
発生し、1名が軽傷を負った。事故発生時の
状況を含め、現在、原因を調査中。

岩手県

製造から20年
以上経過した
製品
3月12日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201400836 平成27年2月25日 平成27年3月13日
ガスストーブ（ガス
ボンベ式）

CH811
有限会社イージース
タイル
（輸入事業者）

火災
軽傷1名

当該製品を点火したところ、爆発を伴う火災
が発生し、当該製品及び周辺を焼損し、1名
が軽傷を負った。現在、原因を調査中。

愛知県

3月12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

A201400837 平成27年2月18日 平成27年3月13日
石油ストーブ(開放
式)

GKP-S241N（株
式会社グリーン
ウッドブランド）

株式会社千石（株式
会社グリーンウッドブ
ランド）

火災
軽傷1名

当該製品の給油タンクを引き抜いたところ、当
該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷
を負った。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製
品の給油タンクの蓋（口金キャップ）が閉まっ
たと誤認し、給油タンクを出し入れする際に蓋
が外れ、漏れた灯油に引火し、火災に至った
ものと考えられる。

愛知県

平成22年9月1
日からリコール
を実施（特記事
項を参照）
改修率：29.7％
3月12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

A201400829 平成27年2月24日 平成27年3月12日
電気式浴室換気乾
燥暖房機

BS-58H（トステ
ム株式会社（現
株式会社LIXIL）
ブランド）

マックス株式会社（ト
ステム株式会社（現
株式会社LIXIL）ブラン
ド）

火災
軽傷2名

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、2名が軽傷を負った。現
在、原因を調査中。

東京都

A201400831 平成27年3月5日 平成27年3月12日 温水洗浄便座

CW-J100（株式
会社ＩＮＡＸ（現
株式会社ＬＩＸＩＬ）
ブランド）

アイシン精機株式会
社（株式会社ＩＮＡＸ
（現　株式会社ＬＩＸＩＬ）
ブランド）

火災
当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発
生した。現在、原因を調査中。

愛知県

A201400839 平成27年2月22日 平成27年3月13日
凍結防止用ヒー
ター（水道用）

SH-20 日本電熱株式会社 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

3月5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

A201400826 平成27年1月1日 平成27年3月12日
電子レンジ加熱式
湯たんぽ

重傷1名
当該製品を使用して就寝したところ、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3月4日

A201400832 平成27年1月31日 平成27年3月12日 はしご（ロフト用） 重傷1名
当該製品から降りていたところ、当該製品が破断し、負傷した。
事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都
事業者が事故を認
識したのは3月5日

A201400838 平成27年2月28日 平成27年3月13日 液晶テレビ
火災

軽傷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。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

滋賀県

A201400840 平成27年2月26日 平成27年3月13日 ドアガード 重傷1名
子供（6歳）が玄関でドアガードの操作時に外部からドアを開けら
れたため、当該製品のアームと受けに指が挟まり、負傷した。事
故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県

A201400841 平成27年1月4日 平成27年3月13日
スキー用ビンディン
グ

重傷1名
当該製品を用いて滑走中、転倒し、負傷した。当該製品との因果
関係を含め、現在、原因を調査中。

福島県

事業者が事故を認
識したのは1月6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

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



電気式浴室換気乾燥暖房機（管理番号：A201400829) 

 

 

 

 

 

 

 

 

温水洗浄便座（管理番号：A201400831) 

 

 

 



凍結防止用ヒーター（水道用）（管理番号：A201400839) 
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