
平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ４ 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 ３件

（うちガスこんろ（都市ガス用）２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 ７件

（うち電気冷蔵庫１件、食器洗い乾燥機１件、

電気ストーブ（カーボンヒーター）１件、

（ ）（ ） 、 、テレビチューナー バッテリー内臓型 携帯電話機用 １件 コンセント２件

自転車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 １件

（うち自転車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

(1)株式会社寺田電機製作所が製造したコンセントについて（管理番号A201300161及び

A201300162）

①事故事象について

株式会社寺田電機製作所が製造したコンセントを焼損する火災が２件発生しまし

た。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、コンセントを挿入する際に斜め方向へ過

度な力が加わったか、繰り返し使用により取付枠のカシメ部が変形し強度が落ちて取

付が緩くなり、コンセントを挿入した際にコンセントが脱落し事故に至ったものと考

えられます。

②再発防止策について

同社は、対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、５月２２日か

ら販売代理店に対し訪問及び文書通知により説明を行い、コンセントが脱落しないよ

う対策を施した製品への交換の協力依頼を行うとともに、販売代理店を通じてエンド

ユーザーへの周知を行い、対象製品について無償交換（対策済み製品との交換）を実

施しています。

③対象製品：商品名、機種・型式、販売期間、回収対象数

商品名 機種・型式 販売期間 回収対象数

１２２個
フリーアクセスフ SBB70011 ２００４年１月
ロア用コンセント (ｺﾝｾﾝﾄ+TELﾀｲﾌﾟ) ～
「スマートコンセ ２０１３年４月

４７０個ント」 SBB70011N
(ｺﾝｾﾝﾄ+TELﾀｲﾌﾟ)

１個SBB70011M20
(ｺﾝｾﾝﾄ+TELﾀｲﾌﾟ)

９７６個SBB70012
(ｺﾝｾﾝﾄ+LANﾀｲﾌﾟ)

１，４５３個SBB70012N
(ｺﾝｾﾝﾄ+LANﾀｲﾌﾟ)

１個SBB70012M20
(ｺﾝｾﾝﾄ+LANﾀｲﾌﾟ)

合 計 ３，０２３個

対象製品の外観



対象製品の確認方法：ボックス内の右面に製品ラベルが貼られており、製品ラベル

に「ＳＢＢ」の表示があり、上記の機種が対象となります。

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、事業者又は販売代理店から連絡のあった方は速やかに

製品交換を受けてください。

（株式会社寺田電機製作所の問合せ先）

電 話 番 号：０４２－７９５－７６４８

受 付 時 間：９時～１７時

（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

（株式会社寺田電機製作所が製造したコンセントについての発表資

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）

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

A201300160 平成25年5月27日 平成25年5月30日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

PD-K32V-L
パロマ工業株式会社
（現　株式会社パロ
マ）

火災

火災報知機が鳴動したため確認すると、当該
製品から出火する火災が発生しており、当該
製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査
中。

神奈川県

A201300165 平成25年5月23日 平成25年5月31日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

BGA60-3PBHK
タカラスタンダード株
式会社

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。当該製品を使用中にその場を
離れた状況及び当該製品のグリル庫内の清
掃状況を含め、現在、原因を調査中。

茨城県

A201300166 平成25年5月23日 平成25年5月31日
ガスこんろ（LPガス
用）

GC60-2HAL
タカラスタンダード株
式会社

火災
軽傷1名

当該製品を使用後、爆発する火災が発生し、
当該製品を焼損、1名が火傷を負った。当該
製品の修理状況を含め、現在、原因を調査
中。

島根県

5月30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

A201300156 平成25年5月10日 平成25年5月30日 電気冷蔵庫 MR-JF42D 三菱電機株式会社 火災
当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を
焼損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

埼玉県

A201300157 平成25年5月18日 平成25年5月30日 食器洗い乾燥機 NP-9200BP
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災
当該製品を始動させ就寝したところ、当該製
品から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。

神奈川県

5月30日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201300158 平成25年5月24日 平成25年5月30日
電気ストーブ（カー
ボンヒーター）

DC-S093
株式会社山善
（輸入事業者）

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。

東京都

A201300159 平成25年5月19日 平成25年5月30日

テレビチューナー
（バッテリー内臓
型）（携帯電話機
用）

iGB-001（ソフト
バンクＢＢ株式
会社ブランド）

株式会社IMJ（ソフト
バンクＢＢ株式会社ブ
ランド）
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、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。

埼玉県



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（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

A201300161 平成24年11月9日 平成25年5月30日 コンセント SBB70012N
株式会社寺田電機製
作所

火災

当該製品に電気製品の電源プラグを差し込
んだところ、当該製品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、コンセン
トを挿入する際に斜め方向へ過度な力が加
わったか、繰り返し使用により取付枠のカシメ
部が変形し強度が落ちて取付が緩くなり、コン
セントを挿入した際にコンセントが脱落し事故
に至ったものと考えられる。

東京都

事業者が事故
を認識したの
は、4月30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
5月22日からリ
コールを実施
（特記事項を参
照）

A201300162 平成25年3月27日 平成25年5月30日 コンセント SBB70012N
株式会社寺田電機製
作所

火災

当該製品の点検を行ったところ、当該製品を
焼損する火災が発生していた。
事故原因は、現在、調査中であるが、コンセン
トを挿入する際に斜め方向へ過度な力が加
わったか、繰り返し使用により取付枠のカシメ
部が変形し強度が落ちて取付が緩くなり、コン
セントを挿入した際にコンセントが脱落し事故
に至ったものと考えられる。

東京都

事業者が事故
を認識したの
は、4月30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
5月22日からリ
コールを実施
（特記事項を参
照）

A201300163 平成25年4月29日 平成25年5月31日 自転車 F-OBT66
株式会社エンドウ商
事
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品で走行中、後輪のチューブが破裂し
て転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。

東京都
事業者が事故
を認識したの
は、5月23日



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

A201300164 平成25年5月5日 平成25年5月31日 自転車 重傷1名
当該製品で走行中、転倒し、負傷した。チェーンが外れており事
故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県

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



電気冷蔵庫（管理番号：A201300156) 

 

 

 
 

 

 

食器洗い乾燥機（管理番号：A201300157） 

 

 

 

 

 

 

 



電気ストーブ（カーボンヒーター）（管理番号：A201300158） 

 

 

 

 

テレビチューナー（バッテリー内臓型）（携帯電話機用）（管理番号：A201300159） 

 

 

 

 

 

 



自転車（管理番号：A201300163） 
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