
平成２４年８月２４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

該当案件無し

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

（うちガスコンビネーションレンジ（都市ガス・ＬＰガス両用）１件、

エアコン（室外機）１件、食器洗い乾燥機（ビルトイン式）２件、浴槽組蓋１件、

ＩＨ調理器１件、電子レンジ１件、電気こんろ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 ６件

（うち電気温水器１件、デジタル複合機１件、タップ１件、敷パッド１件、

脚立（はしご兼用）１件、エアコン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。

（管理番号A201000887、A201100612、A201100759、A201101035及びA201200031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)リンナイ株式会社が製造した食器洗い乾燥機（ビルトイン式）について（管理番号

A201100759及びA201101035）（経済産業省と同時公表）

①事故事象について

リンナイ株式会社が製造した食器洗い乾燥機（ビルトイン式）を焼損し、周辺を汚

損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、特定には至りませんでしたが、当該製品内部に水漏れが発生し

たため、当該製品の基板またはコネクター部でトラッキング現象等が生じて出火した

ものと考えられます。

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された重大製品事故は２

件です（管理番号A201100759及びA201101035）。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、ホームページへの情報掲載を行うとともに、所有者に対してダイレクトメール

の送付等を行い、対象製品について無償点検・修理を実施します。

③対象製品：製品名、型式、品番、改修対象台数、対象製造番号、製造期間

製品名 型式 品番 改修対象台数 対象製造番号 製造期間

食器洗い乾
燥機

ﾘﾝﾅｲ RKW-V45A RKW-V45A 203,089台 04.12-000001～ 平成16年12月
07.10-061322 ～

平成19年10月
RKW-V45A-SV 04.12-000007～

07.10-061317

RKW-V45A-GY 06.01-000001～
07.10-061167

PRKW-V45A 05.06-013532～
07.10-057458

PRKW-V45A-SV 05.06-013634～
07.08-050702

TKW-402A 07.07-003342～
07.10-010680

TKW-402A-SV 07.07-003337～
07.10-010592

ｸﾘﾅｯﾌﾟ CWPR-45B 04.12.000018～
07.10-061321

CWPR-45BS 04.12-000019～
07.10-061299

ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞ TKW-V45A 05.03-001027～
ｰﾄﾞ 07.08-045889

TKW-V45A-SV 05.03-001024～
07.08-046423



ﾘﾝﾅｲ RKW-458C RKW-458C 127,960台 04.12-000001～ 平成16年12月
07.10-042521 ～

平成19年10月
RKW-458C-SV 04.12-000007～

07.10-042535

RKW-458C-G 05.06-003134～
07.10-042533

RKW-458C(A) 07.06-000001～
07.09-000061

RKW-458C(A)-SV 07.06-000005～
07.09-000053

RKW-C401C RKW-C401C 1,606台 07.01-000005～ 平成19年1月
07.10-001601 ～

平成19年10月
RKW-C401C-SV 07.01-000001～

07.10-001608

RKW-C401CSA 07.07-001031～
07.10-001567

RKW-C401CSA-SV 07.07-001029～
07.10-001603

RKW-402A RKW-402A 10,721台 07.03-000001～ 平成19年3月
07.10-010731 ～

平成19年10月
RKW-402A-SV 07.03-000008～

07.10-010729

合 計 343,376台

対象製品の外観及び確認方法

1)対象ブランド・機種の見方の図

前面から見た状態

：ブランド，品番

の表示位置

RKW-V45Aタイプ RKW-458C，C401Cタイプ RKW-402Aタイプ

前面から見た状態

：ブランド，品番

の表示位置

RKW-V45Aタイプ RKW-458C，C401Cタイプ RKW-402Aタイプ

：ブランド，品番

の表示位置

RKW-V45Aタイプ RKW-458C，C401Cタイプ RKW-402Aタイプ

前面から見た状態



2)対象製造期間の見方の図

銘板の例

3)対象製品の外観

04･12‐000001

製造番号



④事業者の対応

無償点検・修理を実施します。

⑤事業者の告知

・プレスリリース 平成２４年８月２４日（金）

・ホームページへの情報掲載 平成２４年８月２４日（金）

・所有者に対するダイレクトメールの送付 平成２４年８月２４日（金）以降順次

・受付開始日 平成２４年８月２４日（金）

・新聞社告 平成２４年８月２５日（土）

・点検修理開始日 平成２４年８月２５日（土）

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連絡して、無償点検・修理を

受けてください。

（リンナイ株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－２０２－３８８

受 付 時 間：９時～１９時（平成２４年９月２日まで）

９時～１７時（平成２４年９月３日以降、土・日・祝日を除く。）

ホームページ：http://www.rinnai.co.jp/

(2)松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気こんろについ

て（管理番号A201200371）

※（松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）製ミニキッチン「ＭＫ－ＧＧ

７８３３」に組み込まれたもの）

①事故事象について

家人が外出中、松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電

気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、何らかの要因により当該製品のスイッチ

が入り、上に置かれていた可燃物（カセットこんろ）に引火したものと考えられます。

②再発防止策について

小型キッチン等に組み込まれた電気こんろ（つまみが飛び出しているもの）につい

ては、身体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故

が多発していることから、各事業者において、つまみ（スイッチ部）の無償改修を行

っています。

さらに、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー１３社は、平成１９年

６月２０日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のた

め、１００％改修を目指した「一口電気こんろ」の抜本的対策を、平成１９年７月３

日及び同年７月３１日に公表し、改修を進めています。

また、同様のスイッチ構造を持つ、当該製品を含む「上面操作一口電気こんろ」及

び「複数口電気こんろ」については、平成１９年８月１日に改修対象に加え、新聞社

告を掲載し、また、新聞折り込みチラシの配布を全国で展開する等改修を進めていま

す。

なお、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールを届けたり直接訪問を行った

ものの、留守であったり、返信がなかったために改修が出来なかったものから火災事



故が発生したケースもあります。

対象製品の外観

松下電器産業株式会社 ＮＫ－１１０２

※一口電気こんろ

改修対象台数 ５３０，４０１台（全社合計）

改修率 ９５．８％（平成２４年７月３１日現在）

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 ６０，９６９台（全社合計）

改修率 ７２．７％（平成２４年７月３１日現在）

※複数口電気こんろ

改修対象台数 １４７，７００台（全社合計）

改修率 ６９．２％（平成２４年７月３１日現在）

③消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品について、火災事故が多発し

ています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、身体や荷物が

触れてしまうと気がつかないうちに火災につながるおそれがあります。

消費者の皆様においては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていた

だくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者

等の行う改修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。

消費者の皆様及び当該製品を設置するアパート等を所有又は管理されている皆様に

おいては、製造事業者等が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－３５５－９１５

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く。）

ホームページ：http://www.denki-konro.jp/

（パナソニック株式会社の問合せ先）※今回の製品に関する上記以外の問合せ先

電 話 番 号：０１２０－１１６－４８４



http://www.denki-konro.jp/

http://www.sunwave.co.jp/

http://cleanup.jp/ http://www.sankyotateyama-al.co.jp/ http://www.takara-standard.co.jp/

http://www.toshiba.co.jp/tha/ http://www.housetec.co.jp/ http://panasonic.co.jp/

http://panasonic-denko.co.jp/ http://www.hitachi-ap.co.jp/ http://www.fjic.co.jp/

http://www.mitsubishielectric.co.jp/



（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

（リンナイ株式会社が製造した食器洗い乾燥機（ビルトイン式）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グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、谷、古田 電 話：03-3501-1707（直通）

（松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した

電気こんろ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）



■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）

該当案件無し

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

A201000887 平成23年1月18日 平成23年1月27日
ガスコンビネーショ
ンレンジ（都市ガ
ス・LPガス両用）

DR404E
テガ三洋工業株式会
社（株式会社ハーマン
ブランド）

火災

当該製品のオーブン庫内の臭いを消すため、
小皿に少量の酢を入れ、電子レンジのスイッ
チを入れたところ、庫内から発煙･出火する火
災が発生し、当該製品が焼損した。
調査の結果、当該製品のマグネトロン冷却用
ファンモーターの回転が阻害されたため、モー
ター巻線が過熱して出火したものと推定され、
製品に起因する事故と考えられるが、モー
ターの回転を阻害するような痕跡が認められ
ず、事故原因の特定には至らなかった。

東京都

平成23年2月1
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

A201100612 平成23年11月12日 平成23年11月24日 エアコン（室外機） RA287XVE1
ダイキン工業株式会
社

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。
調査の結果、当該製品内部から出火したもの
と推定され、製品に起因する事故と考えられ
るが、焼損が著しく発火元を含め、事故原因
の特定には至らなかった。

千葉県

平成23年11月
29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

A201100759 平成23年12月20日 平成23年12月28日
食器洗い乾燥機
（ビルトイン式）

RKW-V45A リンナイ株式会社 火災

火災報知器が鳴動したため確認すると、当該
製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生し
ていた。
調査の結果、当該製品は、前面右側及び当
該部位に位置している基板の焼損が最も著し
く、底面内側の最前部に水漏れによる腐食が
認められたことから、当該製品の基板または
コネクター部でトラッキング現象等が生じて出
火に至ったものと考えられるが、当該箇所の
焼損が著しく、事故原因の特定には至らな
かった。

北海道

1月6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
8月24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

A201101035 平成24年2月12日 平成24年2月24日
食器洗い乾燥機
（ビルトイン式）

RKW-V45A リンナイ株式会社 火災

当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発
生した。
調査の結果、当該製品は、制御基板のコネク
ター端子に腐食が認められることから、水槽
上部からの水漏れにより、出火に至った可能
性が考えられるが、制御基板は焼損が著し
く、確認できないコネクター端子もあることか
ら、事故原因の特定には至らなかった。

茨城県

2月28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
8月24日からリ
コールを実施
（特記事項を参
照）

A201200031 平成24年3月17日 平成24年4月10日 浴槽組蓋
YFK-
1676B(2)R-D

株式会社ＩＮＡＸ（現
株式会社ＬＩＸＩＬ）

重傷1名

入浴後、浴室の折り戸を開けたところ、立て掛
けてあった当該製品が倒れ、背中に当たり負
傷した。
事故原因は、調査の結果、当該製品には、転
倒防止用の置き台が付属されていたが、使用
者が置き台を使用せず、当該製品を立て掛け
ていたため、当該製品が倒れて背中に当た
り、負傷したものと考えられるが、当該製品に
は置き台を使用する旨の表示がなかったこと
も事故に至った原因と考えられる。
なお、同社では、平成24年7月31日より、自社
ホームページに当該製品の使用に当たって
の注意喚起を掲載している。

愛知県

4月13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

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。現在、原因を調査中。

京都府

A201200370 平成24年8月10日 平成24年8月21日 電子レンジ NE-SS23
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災
当該製品で調理中、異音とともに当該製品か
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。

東京都

A201200371 平成24年8月9日 平成24年8月21日 電気こんろ

NK-1102（松下
電工株式会社
（現　パナソニッ
ク株式会社）製ミ
ニキッチン「MK-
GG7833」に組み
込まれたもの）

松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災

家人が外出中、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、何らか
の要因により当該製品のスイッチが入り、上
に置かれていた可燃物（カセットこんろ）に引
火したものと考えられる。

東京都

平成19年7月3
日から事業者
が共同してリ
コールを実施
（特記事項を参
照）
改修率　95.8％
（一口電気こん
ろ合計）
8月23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

A201200366 平成24年8月9日 平成24年8月20日 電気温水器 火災

火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品付近から大量
の蒸気が発生していた。止水栓を閉じたところ、しばらくして当該
製品から発煙する火災が発生した。当該製品が空焚き状態と
なった可能性を含め、現在、原因を調査中。

大阪府

A201200367 平成24年8月7日 平成24年8月20日 デジタル複合機 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。

神奈川県

A201200369 平成24年8月8日 平成24年8月21日 タップ 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。当該製品の定格容量を超える
機器を接続して使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200372 平成23年10月 平成24年8月21日 敷パッド 重傷1名
使用者（80歳代）が当該製品を使用していたところ、膝下に痛み
を感じ、低温やけどと診断された。当該製品の使用状況を含め、
現在、原因を調査中。

大阪府

事業者が事故を認
識したのは、8月16
日
8月23日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201200373 平成24年8月3日 平成24年8月22日 脚立（はしご兼用） 重傷1名
当該製品を脚立状態で使用中、降りる際に転倒し、負傷した。現
在、原因を調査中。

東京都

A201200374 平成24年8月13日 平成24年8月22日 エアコン 火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が
発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

山梨県
製造から20年以上
経過した製品

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



ガスコンビネーションレンジ（都市ガス・ＬＰガス両用）（管理番号：A201000887) 

 

 
 

 

 

エアコン（室外機）（管理番号：A201100612） 

 

 

 

 

 



浴槽組蓋（管理番号：A201200031） 

 

 

 

 

ＩＨ調理器（管理番号：A201200368） 

 

 

 

 

 

 

 

 



電子レンジ（管理番号：A201200370） 

 

 

 


