
平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ 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。

○特記事項あり

石油給湯機付ふろがまに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照）

１．ガス機器・石油機器に関する事故 ５件

（うち石油給湯機付ふろがま１件、ガスこんろ（都市ガス用）２件、

ガスこんろ（ＬＰガス用）２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 １件

（うち延長コード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 ８件

（うち電子レンジ３件、フェンス（住宅用）１件、延長コード１件、

窓１件、電気洗濯機１件、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

株式会社長府製作所が製造した石油給湯機付ふろがまについて（管理番号A201500070）

①事故事象について

株式会社長府製作所が製造した石油給湯機付ふろがまを使用中、当該製品を焼損す

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。

②当該製品のリコール（無償点検・改修）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、電磁ポンプの制御弁に使用

されているＯリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生す

るおそれがあることから、２００５年（平成１７年）３月２４日からウェブサイトへ

情報掲載を行い、無償点検・改修を呼び掛けています

③対象製品：製品名、機種・型式、対象製造期間、対象台数

製品名 機種・型式 対象製造期間 対象台数

IB-422D*､IB-423D*､ 1996年2月 80,324

IB-425DKF､IB-426D*、 ～

IBF-422DS､IBF-423DS､ 2001年5月

石油給湯器 IBF-425DK､IBF-426DS､

IBF-427DS

小 計 80,324

KIB-422D*､KIB-423D*､ 1996年2月 114,512

KIB-425D*､KIB-426D*、 ～

強制追焚付石 KIBF-422D*､KIBF-423D*､ 2001年5月

油給湯器 KIBF-425DKA､KIBF-426D*､

KIBF-427DSA､KTBF-423DA､

SRK-423DXJ

小 計 114,512

FSK-422DS､FSK-423D* 1996年2月 1,647

ファミリース ～

パ 2001年5月

小 計 1,647

合 計 196,483

※ 機種名の「＊」部分については、アルファベットが続きますが、全て対象品です。

２００５年（平成１７年）３月２４日からリコール（無償点検・改修）を実施

改修率：９６．７％（２０１５年３月３１日時点）



＜対象製品の確認方法＞

機種名・製造年は図の位置に

表示しています。

④消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちで、事業者の行う無償点検・改修を受けていない方

は、使用を中止していただくとともに、下記問合せ先に速やかに御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社長府製作所

電 話 番 号：０１２０－９１１－８７０

受 付 時 間：９時～１８時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：http://www.chofu.co.jp/support/important/20050324.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：木原、清重

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

（株式会社長府製作所が製造した石油給湯機付ふろがまについての

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：水野、鈴木、植杉 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

A201500070 平成27年4月19日 平成27年4月28日
石油給湯機付ふろ
がま

KIB-422DAE 株式会社長府製作所 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。現在、原因を調査中。

秋田県

製造から15年
以上経過した
製品
平成17年3月
24日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
改修率：96.7%

A201500073 平成27年4月20日 平成27年4月28日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

RTS-S337N-R リンナイ株式会社 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。当該製品の使用状況を含め、
現在、原因を調査中。

北海道 　

A201500074 平成27年4月15日 平成27年4月28日
ガスこんろ（LPガス
用）

IC-332S-2
パロマ工業株式会社
（現　株式会社パロ
マ）

火災
軽傷1名

当該製品を使用中、建物を全焼する火災が
発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使
用状況を含め、現在、原因を調査中。

広島県
製造から10年
以上経過した
製品

A201500075 平成27年4月23日 平成27年4月28日
ガスこんろ（LPガス
用）

KM-601F-R
パロマ工業株式会社
（現　株式会社パロ
マ）

火災
軽傷1名

当該製品を使用中、建物を全焼する火災が
発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使
用状況を含め、現在、原因を調査中。

広島県 　

A201500076 平成27年4月23日 平成27年4月28日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

T21E-1（タカラス
タンダード株式
会社ブランド）

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
当該製品を使用中、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

平成27年4月
23日に経済産
業省商務流通
保安グループ
にて公表済
5月1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

A201500078 平成27年3月12日 平成27年4月28日 延長コード JCL-5M 新東電器株式会社 火災
遊戯施設で当該製品を焼損する火災が発生
した。現在、原因を調査中。

岐阜県

事業者が重大
製品事故とし
て認識したの
は4月16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

A201500066 平成27年4月16日 平成27年4月27日 電子レンジ 火災
濡らしたタオルを当該製品で加熱後、当該タオルを布団の中に
入れていたところ、布団を焼損する火災が発生した。事故発生時
の状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都 　

A201500067 平成27年3月5日 平成27年4月27日 フェンス（住宅用） 重傷1名
当該製品に寄り掛かったところ、当該製品が倒れ、右足を負傷し
た。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

山口県
事業者が重大製品
事故として認識した
のは4月16日

A201500068 平成27年2月9日 平成27年4月27日 延長コード 火災
遊技施設で当該製品に複数のディスプレイモニターを接続して使
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
の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県
事業者が重大製品
事故として認識した
のは4月22日

A201500069 平成27年3月24日 平成27年4月28日 窓 重傷1名
当該製品の付近で幼児（1歳）が遊んでいたところ、右手指を負傷
した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

鳥取県
事業者が重大製品
事故として認識した
のは4月17日

A201500071 平成27年4月22日 平成27年4月28日 電子レンジ 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
製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府 　

A201500072 平成27年4月5日 平成27年4月28日 電気洗濯機 火災
事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製
品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

京都府 　

A201500077 平成27年4月6日 平成27年4月28日 自転車 重傷1名
当該製品で走行中、当該製品のチェーンが外れ、転倒し、顔を負
傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

宮城県 　

A201500079 平成27年4月19日 平成27年4月28日 電子レンジ 火災
当該製品を使用中、当該製品の庫内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。

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



延長コード（管理番号：A201500078) 
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