
平成２４年９月１４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（ＬＰ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 ７件

（うち電撃殺虫器１件、加湿器１件、デスクトップパソコン１件、

携帯型音楽プレーヤー１件、電気洗濯乾燥機１件、折りたたみ椅子１件、

電子レンジ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

（うち温水洗浄便座１件、介護ベッド用手すり１件、電気冷蔵庫１件、

折りたたみ椅子（レジャー用）１件、ベビーカー１件、電気給湯機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A201100379、A201100682及びA201100917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)ＬＧ電子ジャパン株式会社（現 LG Electronics Japan株式会社）が輸入した電気

洗濯乾燥機について（管理番号A201200423）

①事故事象について

ＬＧ電子ジャパン株式会社（現 LG Electronics Japan株式会社）が輸入した電気

洗濯乾燥機を運転したまま外出したところ、当該製品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、電源と基板をつなぐ配線の接続端子部分

、 、に接続不良を生じる部品が混入していたために 当該製品を使用する際の振動により

端子部に過大な電気抵抗が生じて発熱し、発煙・発火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

平成２１年７月２１日にホームページでの告知を行うとともに、同年７月２２日に新

聞社告を掲載し、対象製品について無償での部品交換を実施しています。

③対象製品等：機種名、販売期間、改修対象台数

機種名 販売期間 改修対象台数

ＷＤ－Ｅ５２ＳＰ 1,457台
平成20年2月～平成21年4月

ＷＤ－Ｅ５２ＷＰ 3,144台

合 計 4,601台

改修率 ７９．４％（平成２４年８月３１日現在）

製品の外観



対象製品の確認方法：対象機種名は、該当製品の本体正面左上にある「洗剤投入ケー

ス」の表面に表示してあります。

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う部品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。

（LG Electronics Japan株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－８３０－０９４

受 付 時 間：９時～１８時（土・日・祝日を除く ）。

ホームページ：

http://www.lg.com/jp/support/data/notice/jpntc120806004003/jpntc120806004003.jsp

（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

（ （ ）ＬＧ電子ジャパン株式会社 現 LG Electronics Japan株式会社

が輸入した電気洗濯乾燥機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）
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

A201200427 平成24年9月5日 平成24年9月12日
ガスこんろ（LPガス
用）

PKD-20E（タカラ
スタンダード株
式会社ブランド：
型式
GQN40H2ANH）

パロマ工業株式会社
（現　株式会社パロ
マ）（タカラスタンダー
ド株式会社ブランド）

火災
軽傷1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、1名が負傷した。現在、
原因を調査中。

長野県

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

A201100379 平成23年8月20日 平成23年8月31日 電撃殺虫器 FC-600A
フカダック株式会社
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中、当該製品から出火する火
災が発生し、当該製品が焼損した。
事故原因は、調査の結果、当該製品の虫受
け皿に虫の死骸が堆積していたため、電撃格
子間の放電によって虫の死骸が発火し、当該
製品側面樹脂にも燃え広がり、出火に至った
ものと考えられる。
なお、取扱説明書には「火災予防のため、虫
のしがいは、早めに捨てて下さい」、「シーズ
ン終了後は、本体を清掃して下さい。」旨、記
載されている。

静岡県

平成23年9月2
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

A201100682 平成23年10月22日 平成23年12月9日 加湿器 SHE35DD-A
三菱重工空調システ
ム株式会社

火災

当該製品の電源プラグをコンセントに接続し
たところ、当該製品と電源コードの接続部（マ
グネットプラグ）から出火する火災が発生し、
当該製品を焼損した。
事故原因は、調査の結果、プラグ受け部の防
水対策が十分でなかったことから、加熱筒底
面から水漏れが生じた際に、配線を伝ってプ
ラグ受け付近に水分が溜まる等により、吸着
板が錆びてプラグ端子部に接触不良による異
常発熱が生じ、最終的にプラグ端子間が短絡
し、短絡スパークにより当該製品のマグネット
プラグ受けの一部を焼損する出火に至ったも
のと考えられる。

東京都

平成23年12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

A201100917 平成24年1月16日 平成24年1月31日
デスクトップパソコ
ン

FMV-W5240 富士通株式会社 火災

事業所で当該製品を焼損する火災が発生し
た。
事故原因は、調査の結果、当該製品のHDD
内部の基板に搭載しているLSI内部で異常が
発生したため、内部短絡が生じ、発煙したもの
と考えられる。

鹿児島県

2月3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

A201200416 平成24年8月10日 平成24年9月7日
携帯型音楽プレー
ヤー

iPod nano
MA477J/A

有限会社アップルジャ
パンホールディングス
（現　Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ
合同会社）
（輸入事業者）

火災

当該製品を他社製の充電器で充電し、充電
器から外した後、当該製品から発煙し、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

事業者が事故
を認識したの
は、8月29日
8月23日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201200423 平成24年9月2日 平成24年9月11日 電気洗濯乾燥機 WD-E52WP

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

当該製品を運転したまま外出したところ、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、調査中であるが、電源と基板を
つなぐ配線の接続端子部分に接続不良を生
じる部品が混入していたために、当該製品を
使用する際の振動により、端子部に過大な電
気抵抗が生じて発熱し、発煙・発火に至ったも
のと考えられる。

東京都

平成21年7月
22日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
改修率　79.4％

A201200424 平成24年7月20日 平成24年9月11日 折りたたみ椅子 XY-3059-BK
SIS株式会社
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品を使用中、当該製品の座面の溶接
が外れ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査
中。

東京都

9月13日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201200425 平成24年9月2日 平成24年9月12日 電子レンジ
ES-D105型（象
印マホービン株
式会社ブランド）

三星電子ジャパン株
式会社（現　サムスン
電子ジャパン株式会
社)(象印マホービン株
式会社ブランド)
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用後、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

9月13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

A201200418 平成24年8月29日 平成24年9月10日 温水洗浄便座 火災
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、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

大阪府

A201200419 平成24年8月28日 平成24年9月10日 介護ベッド用手すり 重傷1名
使用者（60歳代）がベッドに腰掛けた状態で使用中、バランスを
崩してベットから滑り落ち、負傷した。当該製品の隙間に右肘を
入れていた状況を含め、現在、原因を調査中。

京都府

A201200420 平成24年8月14日 平成24年9月10日 電気冷蔵庫 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。

埼玉県
9月13日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

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）

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。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

A201200422 平成24年9月3日 平成24年9月11日 ベビーカー 重傷1名
当該製品に子供を乗せて走行中、当該製品の前輪が排水路の
溝にはまり、転倒、母親が負傷した。現在、原因を調査中。

東京都

A201200426 平成24年9月3日 平成24年9月12日 電気給湯機 火災
異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査
中。

福島県
9月13日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

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



加湿器（管理番号：A201100682） 

 

 

 

デスクトップパソコン（管理番号：A201100917） 

 

 

 



電子レンジ（管理番号：A201200425） 
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