
平 成 ２ ２ 年 １ 月 ６ 日

消 費 者 庁

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 １９件

（うち石油こんろ１件、石油給湯機３件、石油ストーブ（開放式）４件、

屋外式ガス給湯付ふろがま（ＬＰガス用）１件、

ガスストーブ（都市ガス用）１件、開放式ガス温風暖房機（都市ガス用）１件、

石油温風暖房機(開放式)２件、石油ストーブ（密閉式､床暖房機能付）１件、

半密閉式（ＣＦ式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）２件、

半密閉式ガス瞬間湯沸器（ＬＰガス用）１件、ガスこんろ（都市ガス用）１件、

石油給湯機付ふろがま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 ８件

（うち電子レンジ１件、テレビチューナー（衛星放送用）１件、

電気ストーブ(ハロゲンヒーター) １件、電気冷蔵庫１件、

テレビ（ブラウン管型）１件、タイムスイッチ１件、

ポータブルＤＶＤプレーヤー１件、温水洗浄便座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 ２０件

（うち車いす（入浴用）１件、電気洗濯機１件、電気ストーブ２件、

水槽用サーモスタット付ヒーター１件、自転車１件、凍結防止用ヒーター１件、

電気冷蔵庫１件、電気ストーブ(ハロゲンヒーター) １件、

電気式浴室換気乾燥暖房機１件、エアコン（室外機）１件、水槽用ポンプ１件、

椅子１件、非接触型ＩＣカード１件、電気こたつ１件、靴１件、

電気冷温風機１件、除雪機（歩行型）１件、携帯電話１件、電気こんろ１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、

審議を予定している案件 ０件

該当案件無し



※１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項

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)株式会社ノーリツが製造した屋外式ガス給湯付ふろがま（ＬＰガス用）

（管理番号A200900801）

①事故事象及び再発防止策について

株式会社ノーリツが製造した屋外式ガス給湯付ふろがまで、供給ガス圧を調整す

る部品（ガスガバナ）の設計不良から、長年の使用でガス圧調整のためのゴム膜（ダ

イヤフラム）が劣化し、亀裂、シール面の脱落が生じ、漏れたガスに引火し、器具

内配線を焼損する事故が発生しました。

当該製品は、同社が平成１９年６月に新聞社告、平成２０年３月１７日に再社告

を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施しております。

なお、これまでの事象は、器具内の配線を焼損し、安全装置が働きガスが遮断さ

れ、自己消火しているものです。

改修対象台数 ４４０，７３８台

改修率 ２６．９％（平成２１年１１月３０日現在）

②対象製品

機種名 販売期間 販売台数

ＧＲＱ－１６１シリーズ 89年８月～94年２月 137,626

ＧＲＱ－２０１シリーズ 89年８月～94年３月 129,342

ＧＲＱ－１６２シリーズ 89年12月～94年５月 135,170

ＧＲＱ－１６３シリーズ 93年８月～94年５月 9,259

ＧＲＱ－２０３シリーズ 93年８月～94年５月 26,210

ＧＲＱ－２０４シリーズ 93年12月～94年５月 3,131

合 計 440,738

注）上記販売台数には、日立化成工業㈱（現、㈱ハウステック）ブランド分（9,775台）、

東京ガス㈱ブランド分（17,515台）、大阪ガス㈱ブランド分（4,493台）、東邦ガス㈱

ブランド分（2,284台）、西部ガス㈱ブランド分（4,223台）、北海道ガス㈱ブランド分

（155台）が含まれます。

③消費者への注意喚起

当該製品（同様の機構を有する製品を含む）を使用している方で、まだ製造事業

者等の行う改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。な

お、㈱ノーリツブランドのほか、日立化成工業㈱（現、㈱ハウステック）ブランド、

東京ガス㈱ブランド、大阪ガス㈱ブランド、東邦ガス㈱ブランド、西部ガス㈱ブラ

ンド及び北海道ガス㈱ブランドの製品もあります。



（株式会社ノーリツ、東邦ガス株式会社、西部ガス株式会社、

北海道ガス株式会社の問い合わせ先）

０１２０－２５７－０２６

受付時間：９時～１９時（平日）

９時～１７時（土・日・祝日）

（株）ノーリツホームページ：http://www.noritz.co.jp/contact/important/

15/index.html

（株式会社ハウステックの問い合わせ先）

０１２０－８０－１７６１

受付時間：９時～１７時３０分（平日）

（ただし、１２時１０分から１３時の間は除く）

ホームページ：http://www.housetec.co.jp/topics/070611.html

（東京ガス株式会社の問い合わせ先）

０１２０－１５６－００４

受付時間：９時～１９時（平日）

９時～１７時（日・祝日）

ホームページ：http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20070608-01.html

（大阪ガス株式会社の問い合わせ先）

０１２０－０－９４８１７

受付時間：９時～１９時（平日）

９時～１７時（日・祝日）

ホームページ：http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2007/

070608.html

(2)株式会社ノーリツが製造した石油給湯機付ふろがま(管理番号A200900831)

①事故事象及び再発防止策について

株式会社ノーリツが製造した石油直圧式給湯機の制御弁セットに使用されている

Ｏリング（パッキン）が劣化し、硬化、収縮したことで、器具内に油漏れが発生し、

この漏れた灯油に引火し、器具内部が焼損する事故が発生しました。

当該製品は、製造事業者である(株)ノーリツが、平成１４年１０月から無償改修

を開始し、平成１８年１２月４日には、再度新聞社告を掲載し、注意喚起を行うと

ともに、ＯＥＭ製品を含む対象製品について無償改修を呼びかけているものです。

同社では、その後も新聞折り込みチラシの配布を継続して行っており、さらに平成

２１年１２月からは、戸建て住宅へのチラシの直接配布や、全石連（全国石油商業

組合連合会、全国石油業共済協同組合連合会）を通じて、４７都道府県の石油商業

組合及び石油協同組合に加盟している石油販売事業者に協力を依頼し、石油の納入

先にリコール対象製品がないかの確認を行うなど対象製品の改修促進を図っていま

す。

また、同構造の電磁ポンプを保有する石油給湯機を製造・販売した(株)ノーリツ

他５社（ＯＥＭ含む）及び社団法人日本ガス石油機器工業会は、平成２０年１１月

から１２月にかけて、順次、新聞広告を掲載し、未改修の該当製品をご使用の消費

者に対して速やかに連絡を頂くよう呼びかけを行っています。



②対象製品について

会社名 ブランド 製品名 該当製造年月日

OTQ-302＊

OTQ-303＊

OTQ-305＊

OTQ-403＊

㈱ノーリツ ＮＯＲＩＴＺ OTQ-405＊

OQB-302＊ 1997年（平成9年）3月～

OQB-305＊ 2001年（平成13年）3月

OQB-403＊

OQB-405＊

髙木産業㈱ パーパス AX-400ZRD

HO-350＊

＜日立化成工業㈱＞ － HO-360＊

現 ㈱ハウステック HO-450＊

KZO-460＊

※製品名の末尾の＊には英数字が続きますが、すべて該当品です。

※リコール対象製品の製品名及び製造年月は器具本体前面のシールに表示されてい

ます。

・改修対象台数 １８０，９００台

・改修率 ９７．５％（平成２１年１１月３０日現在）

③消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償改修を受けてお

られない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

（株式会社ノーリツの問い合わせ先）

電話番号：０１２０－０１８－１７０

受付時間：９時～１７時３０分（土・日・祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

ホームページ：http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html



（髙木産業株式会社の問い合わせ先）

電話番号：０１２０－５７５－３９９

受付時間：９時～１８時（土・日・祝日、年末年始を除く）

ホームページ：http://www.purpose.co.jp/special_kinkyu/xyz-news1.htm

（株式会社ハウステックの問い合わせ先）

電話番号：０１２０－５５１－６５４

受付時間：９時～１７時３０分（平日）

ホームページ：http://www.housetec.co.jp/topics/05furogama.html

(3)松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電子レンジ

（管理番号A200900793）

①事故事象及び再発防止策について

松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電子レンジを使

用中に製品より異音とともに発火する事故が発生しました。

当該製品は、内部部品（ダイオードブリッジ）の製造上のばらつきにより、一部

の製品において、当該製品の吸気口が埃等により塞がれたまま使用を続けると、部

品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じ、スパークが発生し、発煙

・発火に至る可能性があるものです。このため、同社は、平成１９年５月３１日に

新聞社告を掲載し、その後、平成２１年７月に量販店の顧客情報を活用したダイレ

クトメールの送付、平成２１年９月に新聞折り込みチラシの配布等を通じて、注意

喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施しています。

②対象製品等

機種・型式 製造期間 対象(販売)台数

ＮＥ－ＡＢ５０ 昭和６３年１２月～平成 ３年 ６月 ７３，９６０

ＮＥ－ＡＴ６６ 平成 元年 ４月～平成 ３年 ２月 ２１１，９９３

ＮＥ－Ａ５５５ 平成 元年 ４月～平成 ３年 ７月 ２９８，０９１

ＮＥ－ＡＴ７０ 平成 元年１２月～平成 ３年１２月 ３１２，０１１

ＮＥ－Ｐ３００ 平成 ２年 ２月～平成 ２年 ５月 １９，０４６

ＮＥ－Ｐ５００ 平成 ２年 １月～平成 ３年１０月 １３１，９４３

ＮＥ－Ａ５７５ 平成 ２年 ９月～平成 ３年 ７月 ９３，９７２

ＮＥ－ＯＴ１ 平成 ３年 １月～平成 ３年１２月 １３４，７７３

ＮＥ－ＡＣ５０ 平成 ３年 １月～平成 ４年 ９月 １１４，６０４

ＮＥ－ＡＣ６０ 平成 ３年 ７月～平成 ４年 ７月 １２８，２８６

ＮＥ－ＯＴ２ 平成 ３年１２月～平成 ４年１２月 １２６，５８２

ＮＥ－ＡＴ８０ 平成 ３年１２月～平成 ５年１２月 ２８６，４７９

合 計 １，９３１，７４０

・改修対象台数 １，９３１，７４０台（全１２機種合計）

・改修率 １９．７％（平成２１年１２月３１日現在）



③消費者への注意喚起

当該製品を含むリコール対象製品をお使いで、まだ製造事業者の行う改修を受け

ておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

（パナソニック株式会社の問い合わせ先）

電話番号：０１２０－８７１－６８２

受付時間：９：００～１７：００（土、日、祝日を除く）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm

（本発表資料の問い合わせ先）

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：中嶋、榎本

電話：03-3507-9204（直通）

（株式会社ノーリツが製造した屋外式ガス給湯付ふろがま（ＬＰ

ガス用）に関する問い合わせ先）

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：横田、中村、鈴木

電話：03-3501-1707（直通）

（株式会社ノーリツが製造した石油給湯機付ふろがまに関する問

い合わせ先）

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：横田、中村、鈴木

電話：03-3501-1707（直通）

（松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した

電子レンジに関する問い合わせ先）

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：横田、吉津、山﨑

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

A200900791 平成21年12月12日 平成21年12月24日 石油こんろ KT‐168 株式会社コロナ 火災

当該製品を消火するため、芯調節つまみを操
作するなどしたが、しばらくして消火されてい
ないことに気付き、再度、芯調節つまみ等を
触っていたところ、炎が大きくなり当該製品を
焼損した。使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

鳥取県

A200900796 平成21年12月12日 平成21年12月24日 石油給湯機 IB-31AS 株式会社長府製作所 火災
暖房目的に使用されていた当該製品から出
火したと思われる火災が発生し、当該製品及
び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

愛知県
製造から20年
以上経過した
製品

A200900797 平成21年12月9日 平成21年12月24日
石油ストーブ（開放
式）

NCH-S24LD 株式会社ニッセイ 火災
火災が発生し、現場に当該製品があった。出
火元も含め、現在、原因を調査中。

　栃木県 　

A200900801 平成21年12月17日 平成21年12月25日
屋外式ガス給湯付
ふろがま（ＬＰガス
用）

GRQ-201SA 株式会社ノーリツ 火災

当該製品で追い焚き操作をしたところ、異臭
がしたため確認すると、当該製品から発煙し
ており、当該製品内部を焼損した。
事故原因は、供給ガス圧を調整する部品（ガ
スガバナ）の設計不良から、長年の使用でガ
ス圧調整のためのゴム膜（ダイヤフラム）の劣
化が進み、漏れたガスに引火し、器具内配線
類を焼損したものと考えられる。

神奈川県
平成19年6月9
日からリコール
実施

A200900802 平成21年12月14日 平成21年12月25日
ガスストーブ（都市
ガス用）

不明 株式会社ノーリツ
　

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。使用状況も含め、現在、原因を調査中。

東京都

A200900805  平成21年12月16日 平成21年12月25日
開放式ガス温風暖
房機（都市ガス用）

RN-A120FH（東
京ガス株式会社
ブランド）

リンナイ株式会社（東
京ガス株式会社ブラ
ンド）

　
火災

軽傷1名
火災が発生し、１名が軽傷を負った。現場に
当該製品があった。現在、原因を調査中。

東京都

A200900813 平成21年12月14日 平成21年12月28日
石油温風暖房機
（開放式）

FH-iX345BY
　
株式会社コロナ 火災

当該製品のタイマー点火をセットしたところ、
セットした時間頃に当該製品及び周辺が焼損
する火災が発生した。現在、原因を調査中。

高知県

A200900814 平成21年12月9日 平成21年12月28日
石油ストーブ（密閉
式､床暖房機能付）

UH-F65AO3
　
株式会社コロナ

CO中毒
軽症2名

2名の気分が悪くなり、病院に搬送され、一酸
化炭素中毒と診断された。現場に当該製品が
あった。現在、原因を調査中。

北海道
製造から10年
以上経過した
製品



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）（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

A200900815 平成21年12月18日 平成21年12月28日 石油給湯機 UＩB-3100TX
　
株式会社コロナ 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。

北海道
製造から15年
以上経過した
製品

A200900816 平成21年11月19日 平成21年12月28日
石油温風暖房機
（開放式）

GH-B170F
　
株式会社コロナ 火災

当該製品を点火し、その場を離れていたとこ
ろ、火災が発生した。出火元も含め、現在、原
因を調査中。

兵庫県

A200900817 平成21年12月16日 平成21年12月28日 石油給湯機 UＩB-3300TXA
　
株式会社コロナ 火災

当該製品を使用中、異常を感じたので確認す
ると、屋外の排気口から炎が出ていた。現
在、原因を調査中。

静岡県
製造から10年
以上経過した
製品

A200900818 平成21年12月19日 平成21年12月28日
半密閉式（ＣＦ式）
ガス瞬間湯沸器
（都市ガス用）

PH-161M
　
パロマ工業株式会社 火災

当該製品を使用中、当該製品の上方にあっ
た換気ダクトが焼損する火災が発生した。使
用状況も含め、現在、原因を調査中。

埼玉県
製造から10年
以上経過した
製品

A200900819 平成21年12月21日 平成21年12月28日
半密閉式ガス瞬間
湯沸器（LPガス用）

PH-16CWQFS
　
パロマ工業株式会社

CO中毒
軽症1名

1名の気分が悪くなり、病院に搬送され、一酸
化炭素中毒と診断された。現場に当該製品が
あった。現在、原因を調査中。

北海道

平成21年12月
22日に経済産
業省原子力安
全・保安院にて
公表済事故

A200900821 平成21年12月18日 平成21年12月28日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

IC-700B-R パロマ工業株式会社 火災

当該製品で調理中、その場を離れていたとこ
ろ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発
生した。使用状況も含め、現在、原因を調査
中。

奈良県

A200900825 平成21年12月21日 平成21年12月28日
石油ストーブ(開放
式)

GKP-S241N（株
式会社グリーン
ウッドブランド）

株式会社千石（株式
会社グリーンウッドブ
ランド）
(輸入事業者)

火災
軽傷1名

火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当
該製品があった。出火元も含め、現在、原因
を調査中。

鳥取県 　



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）（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

A200900831 平成21年12月24日 平成21年12月28日
石油給湯機付ふろ
がま

OTQ-405AYS 株式会社ノーリツ 火災

当該製品で風呂を焚いていたところ、異常を
感じたので確認すると、当該製品の排気口か
ら発煙・発火しており、当該製品内部を焼損
し、周辺を汚損した。
事故原因は、制御弁セットに使用されている
部品のＯリング（パッキン）が劣化により硬
化、収縮し、器具内に灯油漏れが発生。その
灯油に引火して機器内部を焼損したと考えら
れる。

富山県
平成14年10月
24日からリコー
ル実施

A200900833 平成21年12月23日 平成21年12月28日
半密閉式ガス瞬間
湯沸器（都市ガス
用）

GQ-2420WZ-HP 株式会社ノーリツ 火災
当該製品上部から火の粉が落ちているのを
発見した。現在、原因を調査中。

北海道

A200900834 平成21年12月22日 平成21年12月28日
石油ストーブ（開放
式）

OS-225
松下住設機器株式会
社(現　パナソニック株
式会社)

CO中毒
死亡1名

一酸化炭素中毒の死亡事故が発生し、現場
に当該製品があった。現在、原因を調査中。

福井県

A200900835 平成21年12月24日 平成21年12月28日
石油ストーブ(開放
式)

SX-2220 株式会社コロナ
火災

軽傷2名

火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当
該製品があった。出火元も含め、現在、原因
を調査中。

富山県



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

A200900793 平成21年12月13日 平成21年12月24日 電子レンジ NE-P500
松下住設機器株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災

当該製品を使用中、異音とともに発煙・発火
し、当該製品及び周辺が焼損した。
事故原因は、当該製品の内部部品（ダイオー
ドブリッジ）の製造上のばらつきにより、当該
製品の吸気口が埃等でふさがったまま使用を
続けると、部品内部のはんだ部の劣化が進
み、はんだクラックが生じ、スパークが発生
し、発煙・発火に至ったものと考えられる。

群馬県
平成19年5月
31日からリコー
ル実施済み

A200900804 平成21年11月8日 平成21年12月25日
テレビチューナー
（衛星放送用）

BST‐250
株式会社富士通ゼネ
ラル

火災
異臭がしたため確認すると、当該製品から発
煙しており、当該製品内部が焼損していた。
現在、原因を調査中。

埼玉県

A200900811 平成21年12月16日 平成21年12月25日
電気ストーブ（ハロ
ゲンヒーター）

HT-33M(WG)
株式会社ドウシシャ
(輸入事業者)

火災
当該製品内部が焼損していた。現在、原因を
調査中。

東京都 　

A200900820 平成21年12月20日 平成21年12月28日 電気冷蔵庫 MR-T42S 三菱電機株式会社 火災
当該製品の内部配線の一部がショートし、断
線していた。現在、原因を調査中。

熊本県

A200900822 平成21年12月23日 平成21年12月28日
テレビ（ブラウン管
型）

25R1SV 株式会社東芝 火災
当該製品内部の基板の一部が焼損する火災
が発生した。現在、原因を調査中。

東京都
製造から20年
以上経過した
製品

A200900828 平成21年12月22日 平成21年12月28日 タイムスイッチ TB171

松下電工電路システ
ム株式会社(現　パナ
ソニック電工電路株
式会社)
(輸入事業者)

火災
当該製品から出火し、当該製品及び周辺が
焼損した。現在、原因を調査中。

神奈川県 　

A200900832 平成21年12月19日 平成21年12月28日
ポータブルDVDプ
レーヤー

KJ-DVD7300
株式会社シィー・ネッ
ト
(輸入事業者)

火災
当該製品を充電中に発火する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

静岡県 　

A200900837 平成21年12月26日 平成21年12月28日 温水洗浄便座 HC-100
日立化成工業株式会社
（現 株式会社ハウス
テック）

火災
当該製品から発煙・発火する火災が発生し
た。当該製品が焼損し、周辺を汚損した。現
在、原因を調査中。

埼玉県 　



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
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

A200900792 平成20年9月19日 平成21年12月24日 車いす（入浴用） 重傷1名
当該製品を使用してわずかな段差を降りる際に、装着して
いたシーベルトが外れ、前方に投げ出され、重傷を負っ
た。現在、原因を調査中。

東京都

A200900794 平成21年12月14日 平成21年12月24日 電気洗濯機 火災
火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、
現在、原因を調査中。

神奈川県

A200900795 平成21年12月12日 平成21年12月24日 電気ストーブ 火災
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況
も含め、現在、原因を調査中。

広島県

A200900798 平成21年12月16日 平成21年12月24日
水槽用サーモスタット付
ヒーター

火災
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も
含め、現在、原因を調査中。

大阪府
A200900810と
同一事故

A200900799 平成21年12月9日 平成21年12月24日 自転車 重傷1名
当該製品で走行中、転倒し、重傷を負った。現在、原因を
調査中。

東京都

A200900800 平成21年12月10日 平成21年12月25日 凍結防止用ヒーター 火災
当該製品から出火する火災が発生した。使用状況も含
め、現在、原因を調査中。

岐阜県

A200900803 平成21年12月8日 平成21年12月25日 電気冷蔵庫 火災
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も
含め、現在、原因を調査中。

大阪府

A200900806 平成21年12月15日 平成21年12月25日
電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）

火災
当該製品の電源を入れて点火し、その場を離れ戻ったと
ころ、当該製品及び周辺が焼損していた。出火元も含め、
現在、原因を調査中。

福岡県

A200900807 平成21年12月14日 平成21年12月28日 電気ストーブ
火災

軽傷1名
火災が発生し、１名が軽傷を負った。現場に当該製品が
あった。出火元も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県



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

A200900808 平成21年12月11日 平成21年12月28日
電気式浴室換気乾燥
暖房機

火災
当該製品で布団を乾燥していたところ、当該製品付近から
出火する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を
調査中。

大阪府

A200900809 平成21年12月21日 平成21年12月28日 エアコン（室外機） 火災
ベランダに設置していた当該製品及び周辺が焼損する火
災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。

栃木県

A200900810 平成21年12月16日 平成21年12月28日 水槽用ポンプ 火災
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も
含め、現在、原因を調査中。

大阪府
A200900798と
同一事故

A200900812 平成21年1月1日 平成21年12月28日 椅子 重傷1名
当該製品に座り、重心を後ろにかけたところ、転倒し、重
傷を負った。現在、原因を調査中。

愛媛県

A200900823 平成21年10月7日 平成21年12月28日 非接触型ＩＣカード 火災
当該製品を財布の中に入れていたところ、当該製品、他
の磁気カード及び財布の一部が焦げていた。現在、原因
を調査中。

沖縄県 　

A200900824 平成21年12月24日 平成21年12月28日 電気こたつ 火災
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も
含め、現在、原因を調査中。

千葉県 　

A200900826 平成21年10月22日 平成21年12月28日 靴 重傷1名
雨の日に当該製品を履いていたところ、石段の段差で滑
り、転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。

東京都 　

A200900827 平成21年12月21日 平成21年12月28日 電気冷温風機 火災
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。

神奈川県 　



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

A200900829 平成21年12月20日 平成21年12月28日 除雪機（歩行型） 死亡1名
除雪作業中に当該製品を後退させた際、使用者が転倒し
て、ひかれ、死亡した。現在、原因を調査中。

北海道 　

A200900830 平成21年12月22日 平成21年12月28日 携帯電話 火災
当該製品を充電したまま外出したところ、当該製品及び周
辺が焼損していた。使用状況も含め、現在、原因を調査
中。

千葉県 　

A200900836 平成21年12月22日 平成21年12月28日 電気こんろ 火災
当該製品上部にある木製の棚が焼損する火災が発生し
た。出火元も含め、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、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し
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