
平成２５年６月１１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 ２件

（うち石油ふろがま（薪兼用）１件、

密閉式（ＢＦ式）ガス給湯付ふろがま（都市ガス用）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 ５件

（うち自転車用幼児座席１件、電気冷蔵庫１件、照明器具１件、携帯電話機１件、

換気扇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 ３件

（うちＩＨ調理器１件、電子レンジ１件、電気がま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。

（管理番号A201200660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)ガデリウス株式会社（現 ガデリウス・インダストリー株式会社）が輸入し、フク

ビ化学工業株式会社が販売した換気扇について（管理番号A201300182）

①事故事象について

異常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（無償改修）について

同社は、対象製品（下記③）について、長期間の使用により、当該製品内部のモー

ターコイル巻線の絶縁が劣化し、レイヤーショートが生じてモーター部が過熱し、火

災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２５年３月１５日

にホームページへ情報を掲載し、同年４月５日に新聞社告を掲載するとともに、所有

者へのダイレクトメートメールの送付を順次実施し、対象製品について無償改修（換

気システムと供給電源との間にヒューズを設置する改修）を実施しています。

③対象製品：製品名、機種・型式、製造期間、改修対象台数

製品名 機種・型式 製造期間 改修対象台数

住宅用集中換気システム SIROC-T3/7 平成9年4月 8,709台
「エアロスーパーＥ」 ～
（ガデリウス株式会社ブランド） 平成15年12月

住宅用集中換気システム
「フレッシュビーム24」
「エコビム」
(フクビ化学工業株式会社ブランド)

平成２５年３月１５日からリコールを実施

改修率 ４.５％（平成２５年６月７日現在）

対象製品の外観

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、速やかに

下記問合せ先まで御連絡ください。

（ガデリウス・インダストリー株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－３４６－１１１

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日、年末年始・夏季休暇を除く ）。

ホームページ：http://www.gadelius.com/news/2013/news20130315.html



（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

（ （ ）ガデリウス株式会社 現 ガデリウス・インダストリー株式会社
が輸入し、フクビ化学工業株式会社が販売した換気扇についての発
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、角田、古田 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

A201300184 平成25年5月17日 平成25年6月7日
石油ふろがま（薪
兼用）

CHK缶 株式会社長府製作所 火災

当該製品を薪焚きで使用中、その場を離れた
ところ、当該製品の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。

山形県

6月6日に消費
者安全法の重
大事故等とし
て公表済

A201300185 平成25年5月26日 平成25年6月7日
密閉式（BF式）ガス
給湯付ふろがま
（都市ガス用）

GUQ-5A 株式会社ノーリツ 火災

当該製品を点火して数時間後、確認するとガ
スメーターが作動して当該製品が停止してい
た。ガスメーター復帰後、再度点火し追い焚き
したところ、当該製品を焼損する火災が発生
した。当該製品の使用状況を含め、現在、原
因を調査中。

東京都

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

A201200660 平成24年11月22日 平成24年12月6日 自転車用幼児座席 RB-201PV
株式会社昭和インダ
ストリーズ
（輸入事業者）

重傷1名

幼児（5歳）を当該製品に乗せて自転車で走行
中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷し
た。
調査の結果、当該製品の足乗せの支柱に亀
裂が入っていたため、足乗せの変形を戻した
際に亀裂が拡大し、使用中に繰り返される負
荷により、亀裂が進行して破断し、足乗せが
外れて足が後車輪に巻き込まれたものと考え
られるが、亀裂が入った原因の特定には至ら
なかった。

東京都

平成24年12月
11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

A201300177 平成25年5月9日 平成25年6月6日 電気冷蔵庫 DRF-227TK
大宇電子ジャパン株
式会社
（輸入事業者）

火災

火災報知機が鳴動したため確認すると、当該
製品から発煙し、当該製品内部及び周辺を焼
損する火災が発生していた。現在、原因を調
査中。

神奈川県

事業者が事故
を認識したの
は、5月31日
5月30日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201300180 平成25年5月25日 平成25年6月6日 照明器具
DCL-30506（大
光電機株式会社
ブランド）

株式会社大明（大光
電機株式会社ブラン
ド）

火災

当該製品を使用中、異音に気付き確認する
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。

熊本県

6月6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（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

A201300181 平成25年5月29日 平成25年6月6日 携帯電話機

SGH-N034（株
式会社NTTドコ
モブランド型式：
SC-03D）

サムスン電子ジャパ
ン株式会社（株式会
社NTTドコモブランド)
（輸入事業者）

火災
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。

千葉県

A201300182 平成25年5月27日 平成25年6月6日 換気扇

SIROC-T3/7-
850705（フクビ化
学工業株式会社
ブランド）

ガデリウス株式会社
（現　ガデリウス・イン
ダストリー株式会社）
（フクビ化学工業株式
会社ブランド）
（輸入事業者）

火災
異常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。

山口県

3月15日からリ
コールを実施
（特記事項を参
照）
改修率 4.5％
6月6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

A201300178 平成25年5月24日 平成25年6月6日 ＩＨ調理器
火災

軽傷1名

当該製品の上でカセットこんろを使用中、爆発する火災が発生
し、当該製品の周辺を焼損、1名が負傷した。当該製品の使用状
況を含め、現在、原因を調査中。

千葉県
6月6日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201300179 平成25年5月27日 平成25年6月6日 電子レンジ 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。

福島県

A201300183 平成25年5月27日 平成25年6月7日 電気がま 火災
当該製品を保温状態で使用中、当該製品を焼損する火災が発生
した。当該製品近傍のガスこんろを使用していた状況を含め、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



自転車用幼児座席（管理番号：A201200660) 

 

 
 

 

 

電気冷蔵庫（管理番号：A201300177） 

 

 

 



照明器具（管理番号：A201300180） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

携帯電話機（管理番号：A201300181） 
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