
平成２４年１１月３０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 ７件

（うち石油給湯機付ふろがま１件、石油ストーブ（開放式）１件、

石油給湯機１件、屋外式（ＲＦ式）ガス給湯付ふろがま（都市ガス用）１件、

カセットボンベ１件、石油ストーブ（密閉式）１件、

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 ４件

（うち照明器具１件、折りたたみ自転車１件、ライター（使い切り型）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

（うちエアコン（室外機）１件、脚立（三脚 （アルミニウム合金製）１件、）

食器乾燥機１件、焙煎機１件、電子レンジ１件、靴１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三

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。

（管理番号A201101122及びA201200183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)株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジについて

（管理番号A201200626）

①事故事象

株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジを使用中、異臭に

気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損しま

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について

販売事業者である岩谷産業株式会社は、当該製品を含む対象機種（下記③）につい

て、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、

出火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、平成１５年９月２日

にホームページへ情報を掲載するとともに、複数回の新聞社告、テレビＣＭ放送によ

り使用者に対して注意喚起を行い、対象製品について無償改修（スイッチ部の交換）

を実施しています。

③対象製品等：機種・型式、製造番号、対象製造年、改修対象台数

機種・型式 製造番号 対象製造年 改修対象台数

ＩＭ－５７４ ７０３０１ １９９７年

～ ～ ３０，５９０台

９０２２０ １９９９年

ＩＭ－５７４Ｓ ８０１１０ １９９８年

～ ～ ６，０１７台

９０１１７ １９９９年

ＩＭ－５７５ ８０９０３ １９９８年

～ ～ ４８，２２４台

０１０１５ ２０００年

ＩＭ－５７５Ｓ ９０２０７ １９９９年

～ ～ ２，８２０台

００３２５ ２０００年

合 計 ８７，６５１台

改修率 １３．３％（平成２４年１０月３１日現在）



対象製品の外観及び確認方法

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償改修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。

（岩谷産業株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－００－９９３０

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く ）。

ホームページ：http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8



⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）の対応

株式会社千石及び岩谷産業株式会社以外の事業者が製造・輸入・販売した電子レン

ジのリコール未対策品についても火災事故が再発しているため、独立行政法人製品評

価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）においては、平成２３年１月１１日より「火災事故が発

生した電子レンジの社告・リコール」として事故防止のための注意喚起チラシをホー

ムページに掲載し、未対策の該当機種をお持ちの消費者に対して、速やかに事業者に

連絡を頂くよう呼び掛けを行っています。

（独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）による注意喚起）

ホームページ：http://www.nite.go.jp/jiko/chirashi/chirashi.html

(2)アルインコ株式会社が輸入した脚立（三脚 （アルミニウム合金製）について）

（管理番号A201200635）

①事故事象

アルインコ株式会社が輸入した脚立（三脚 （アルミニウム合金製）を使用中、転）

落し、負傷しました。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、当該製品を支える後支柱取

付金具に亀裂が生じ、破損するおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、

平成２４年１０月２２日にホームページへ情報を掲載するとともに、ダイレクトメー

ルの送付、販売店店頭でのポスター掲示により注意喚起を行い、対象製品について回

収及び返金を実施しています。

③対象製品等：商品名、機種・型式、販売期間、回収対象台数

商品名 機種・型式 ロット番号 販売期間 回収対象台数

三脚脚立 KTM-240FF 4510094 平成22年11月8日 717台

KTM-300FF 4510102 ～

KTM-360FF 4510104 平成24年9月23日

4510122

4511032

回収率 ６７．２％（平成２４年１１月２９日現在）



対象製品の外観及び確認方法：

下図のロット番号刻印位置の数字が「4510094 「4510102 「4510104 「4510122」」 」 」

「4511032」のものが対象となります。

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金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。

（アルインコ株式会社の問合せ先）

お客様お問合せ窓口

電 話 番 号：０１２０－６０７－０１０

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日、年末年始を除く ）。

ホームページ：http://www.alinco.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

（株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジ

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：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

A201200627 平成24年11月17日 平成24年11月26日
石油給湯機付ふろ
がま

FDW-470AS
タカラスタンダード株
式会社

火災

当該製品を使用中、湯温が高くなったため確
認すると、当該製品から出火する火災が発生
しており、当該製品を焼損した。現在、原因を
調査中。

三重県
製造から10年
以上経過した
製品

A201200629 平成24年11月18日 平成24年11月26日
石油ストーブ（開放
式）

SX-E331WY 株式会社コロナ
火災

死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡し
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因
を調査中。

兵庫県

11月29日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201200630 平成24年11月14日 平成24年11月26日 石油給湯機
UIB-
3300TXA(MS)

株式会社コロナ 火災

当該製品を使用中、発煙に気付き確認する
と、当該製品から出火する火災が発生してお
り、当該製品を焼損した。現在、原因を調査
中。

京都府
製造から10年
以上経過した
製品

A201200631 平成24年11月16日 平成24年11月27日
屋外式（RF式）ガス
給湯付ふろがま
（都市ガス用）

FH-
E242AWDL(20)

パロマ工業株式会社
（現　株式会社パロ
マ）

重傷1名
当該製品を使用して追い焚き後、入浴したと
ころ、火傷を負った。当該製品の設置状況を
含め、現在、原因を調査中。

大阪府

A201200633 平成24年11月4日 平成24年11月27日 カセットボンベ
CB-250-OR（岩
谷産業株式会社
ブランド）

日本瓦斯株式会社
（岩谷産業株式会社
ブランド）

火災
軽傷3名

当該製品をカセットこんろに接続して使用中、
当該製品が爆発する火災が発生し、3名が火
傷を負った。現在、原因を調査中。

福井県

A201200634 平成24年11月19日 平成24年11月27日
石油ストーブ（密閉
式）

UFH-111TBFM サンポット株式会社 火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙、出火
する火災が発生し、当該製品を焼損した。現
在、原因を調査中。

北海道

A201200636 平成24年11月5日 平成24年11月27日
ガスこんろ（LPガス
用）

DG3025（関東産
業株式会社製シ
ステムキッチン
に組み込まれた
もの）

株式会社ハーマン 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。現在、原因
を調査中。

群馬県



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

A201101122 平成24年3月7日 平成24年3月16日 照明器具
シーリングライト
8LV243SG

ＮＥＣライティング株式
会社

火災

当該製品を点灯後、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、当該製品に組み込まれている
蛍光灯の寿命末期を検知する保護回路の動
作が遅れ、蛍光灯の寿命末期に異常電流が
流れたため口金部が溶融したものと考えられ
るが、当該保護回路に異常は認められず、保
護回路の動作が遅れた原因の特定には至ら
なかった。

鹿児島県

3月21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

A201200183 平成24年5月3日 平成24年6月5日 折りたたみ自転車
DOPPELGANGE
R　211
assaultpack

ビーズ株式会社
(輸入事業者)

重傷1名

当該製品で走行中、当該製品のハンドルポス
ト（ハンドルとフロントフォークをつなぐ支柱）の
折りたたみ部分が折りたたまれ、転倒し、負傷
した。
調査の結果、当該製品は、取扱説明書にハン
ドルポストの組み立て方法の記載がなかった
ため、使用者が誤った方法でハンドルポストを
組み立て、ハンドルポストの固定が不完全に
なっていたことから、走行中に折りたたまれ事
故に至ったものと考えられる。

愛知県

6月8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

A201200625 平成24年9月17日 平成24年11月26日
ライター（使い切り
型）

XHD-610CR
株式会社リーイン
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用後、机の上に置いていたとこ
ろ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
した。現在、原因を調査中。

大阪府

事業者が事故
を認識したの
は、9月18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

A201200626 平成24年11月13日 平成24年11月26日 電子レンジ
IM-574（岩谷産
業株式会社ブラ
ンド）

株式会社千石（岩谷
産業株式会社ブラン
ド）
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中、異臭に気付き確認する
と、当該製品から出火する火災が発生してお
り、当該製品を焼損した。現在、原因を調査
中。

大阪府

平成15年9月2
日からリコール
を実施（特記事
項を参照）
改修率　13.3％
11月29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

A201200628 平成24年11月15日 平成24年11月26日 エアコン（室外機） 火災
無人の事務所で当該製品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。

静岡県
製造から15年以上経
過した製品

A201200635 平成24年11月10日 平成24年11月27日
脚立（三脚）（アルミ
ニウム合金製）

重傷1名
当該製品を使用中、転落し、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

事業者名：アルイン
コ株式会社
（輸入事業者）
機種・型式：
KTM360F
当該事故は、製品起
因か否かが特定でき
ていないものである
が、対象製品使用者
等に向けてリコール
内容を周知し、製品
回収を着実に促すた
め事業者名及び機
種・型式を公表する
もの
10月22日からリコー
ルを実施（特記事項
を参照）
回収率　67.2％

A201200637 平成24年10月20日 平成24年11月28日 食器乾燥機 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。

石川県
事業者が事故を認
識したのは、11月21
日

A201200638 平成24年11月7日 平成24年11月28日 焙煎機 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。当該製品の容量限界を超えて使用していた状況を含め、現
在、原因を調査中。

静岡県

事業者が事故を認
識したのは、11月7
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
11月15日に消費者
安全法の重大事故
等として公表済

A201200639 平成24年11月18日 平成24年11月28日 電子レンジ 火災
店舗で、異臭に気付き確認すると、当該製品庫内を焼損する火
災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を
調査中。

福岡県



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（続き）
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

A201200640 平成24年11月8日 平成24年11月28日 靴 重傷1名
当該製品を履いて歩行中、側溝の鉄格子で滑って転倒し、負傷
した。現在、原因を調査中。

千葉県

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査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



照明器具（管理番号：A201101122) 

 

 

 

折りたたみ自転車（管理番号：A201200183） 

 

 



ライター（使い切り型）（管理番号：A201200625） 

 

 

 

電子レンジ（管理番号：A201200626） 
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