
平成２２年６月１８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 １件

（うちガスこんろ（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 ６件

（うち自転車１件、車いす１件、デスクトップパソコン１件、照明器具２件、

電気こんろ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 ７件

（うちノートパソコン１件、照明器具（センサー付き）１件、

除湿機１件、照明器具１件、エアコン（室外機）１件、延長コード１件、

湯たんぽ（樹脂製）１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び

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「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する

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

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)デル株式会社が輸入及び販売したデスクトップパソコン（管理番号A201000212）

①事故事象及び再発防止策について

デル株式会社が輸入・販売したデスクトップパソコンにおいて、当該製品より発

煙する火災が発生し、当該製品の一部が焼損しました。



調査の結果、電源供給ユニットに取り付けられたコネクターのはんだ付け工程で

ばらつきが生じ、はんだ付けが不十分である部分において、電気抵抗が大きくなっ

たため、発熱・発煙に至ったものと推定されました。

同社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成２０年９月３０日に

プレスリリースを行うとともに、使用者に周知し、当該電源供給ユニットによる上記不具

合が生じた場合、対象製品について、無償で部品交換を実施しています。

②対象製品：機種名、販売期間、対象製品の台数

注意喚起を実施して

機 種 名 販 売 時 期 いる機種の台数

（対象製品の台数）

Dimension 2400c 2003年5月～2004年 8月 60,000

Dimension 4600c 2003年5月～2004年11月 87,000

合 計 147,000

③消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、上記の注意喚起を実施している機種（対象製品）

を使用されている際に、電源供給ユニットに不具合が生じた場合には、下記問い合

わせ先に速やかに御連絡ください。

（お問い合わせ先）

デル株式会社

フリーコール：０１２０－１９８－２２６ ※携帯電話からの通話可

受付時間：９時～２１時（日・祝日、年末年始１２月３０日～１月３日を除く）

ホームページ：http://www.dell.co.jp/

(2)松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気こんろ（一

口）（管理番号A201000220）

※松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）製ミニキッチン｢ＫＥ－９０

ＥＣ」に組み込まれたもの）

①事故事象及び再発防止策について

松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気こんろのつま

みに身体又は荷物が触れスイッチが入り、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生

しました。

小型キッチン等に組み込まれた電気こんろ（つまみが飛び出しているもの）につ

いては、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事

故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修を

行っています。

さらに、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー１３社は、平成１９

年６月２０日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止

のため、１００％改修を目指した抜本的対策を、平成１９年７月３日及び同年７月

３１日に公表し、改修を進めています。



「一口電気こんろ」と同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及

び「複数口電気こんろ」については、平成１９年８月１日に改修対象に加え、新聞

社告を掲載し、また、新聞折り込みチラシの配布を全国で展開する等改修を進めて

います。

なお、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールを届けたり直接訪問を行っ

たものの、留守であったり、返信を頂けず改修が出来なかったケースからも火災事

故が発生しております。

※一口電気こんろ

改修対象台数 ５３０，４０１台（全社合計）

改修率 ９４．４％（平成２２年５月３１日現在）

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 ６０，９６９台（全社合計）

改修率 ６９．５％（平成２２年５月３１日現在）

※複数口電気こんろ

改修対象台数 １４７，７００台（全社合計）

改修率 ６７．１％（平成２２年５月３１日現在）

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品について、火災事故が多発

しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物

が触れてしまうと気がつかないうちに火災につながるおそれがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避

けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ

製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先等に速やかに

御連絡ください。

消費者の皆様並びに当該製品を設置するアパート等を所有又は管理されている皆

様におかれましては、製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますようお願

いします。

（パナソニック株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－３９１－３９１

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く）

ホームページ：http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking

/index.htm

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－３５５－９１５

電 話 番 号：０３－３５５６－５９１５

受 付 時 間：土・日・祝日及び８／１２～１５、

１２／２９～１／４を除く

ホームページ：http://www.denki-konro.jp/



（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、服部、榎本 電話：03-3507-9204（直通）

（デル株式会社が輸入及び販売したデスクトップパソコンの発表

資料に関する問い合わせ先）

（松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造し

た電気こんろ（一口）の発表資料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：宮下、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

A201000214 平成22年6月4日 平成22年6月14日
ガスこんろ（LPガス
用）

IC-E601CF-R パロマ工業株式会社 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。

静岡県

A201000211と
同一事故
平成22年6月7
日に経済産業
省原子力安
全・保安院にて
公表済事故

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

A200801000 平成20年10月29日 平成20年12月24日 自転車
レッジーナ
（ユニー株式会
社ブランド）

ヨコタサイクル株式会
社（倒産）
（ユニー株式会社ブラ
ンド）

重傷1名

当該製品で走行中に、急にペダルが空回りし
たため、転倒して重傷を負った。
事故原因は、後ろ車輪ハブのフリー小ギア内
部のつめが戻らずに、ペダルを踏み込んだ際
にラチェットと噛み合わなかったことによるも
のと考えられる。
また、つめが戻らなかった要因は、製造時に
おけるグリスの塗布工程や使用中に、埃や水
分が浸入しグリスが硬くなったことが推定され
る。

愛知県

平成20年12月
26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

A200801173 平成20年8月20日 平成21年1月29日 車いす
シリウス自走型
0101-LA2000

株式会社インターリン
クス
（輸入事業者）

重傷1名

介護ヘルパー２名に付き添われながら帰宅中
に、玄関先で当該製品に乗っていた被介護者
が、当該製品の前輪左側が外れたため、転
倒し骨折した。
事故の原因は、前車輪軸を車いす本体に差
し込む製造工程時に、緩み防止用の座金
（ワッシャー）を誤って余分に１個組み付けて
いたために、使用中に固定用ナットが緩み、
砂利道走行時に前輪を持ち上げた際に、左
前車輪が外れて事故に至ったものと考えられ
る。

福島県

平成21年2月3
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



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

A201000212 平成22年5月31日 平成22年6月11日
デスクトップパソコ
ン

Dimension4600c
デル株式会社
(輸入事業者）

火災

当該製品より発煙する火災が発生し、当該製
品の一部が焼損した。
事故原因は、電源供給ユニットに取り付けら
れたコネクターのはんだ付け工程でばらつき
が生じ、不十分なはんだ付け状態となり、当
該部分の電気抵抗が大きくなったため発熱・
発煙に至ったものと考えられる。

東京都

A201000213 平成22年5月27日 平成22年6月14日 照明器具 NF21756
松下電工株式会社
（現 パナソニック電工
株式会社）

火災
当該製品が点灯しなかったため、確認する
と、当該製品の一部が焼損していた。現在、
原因を調査中。

東京都

A201000218 平成22年6月6日 平成22年6月15日 照明器具

BS-0263(小泉
照明株式会社ヒ
カリ照明器具ブ
ランド（現　コイ
ズミ照明株式会
社ブランド））

中野電器株式会社
(小泉照明株式会社ヒ
カリ照明器具ブランド
（現　コイズミ照明株
式会社ブランド））

火災
当該製品から発煙する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

島根県  

A201000220 平成22年6月3日 平成22年6月15日 電気こんろ

NK-1102（松下
電器産業（株）
（現　パナソニッ
ク（株））製ミニ
キッチン｢KE-
90EC」に組み込
まれたもの)

松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災

当該製品の上に置いていたカセットボンベが
破裂し、周辺が破損した。
事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつ
まみに触れてスイッチが入り、当該製品の上
に置いていたカセットボンベが熱せられ破裂し
たものと考えられる。

千葉県
平成19年7月3
日から共同リ
コールを実施



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

A201000215 平成22年6月4日 平成22年6月14日 ノートパソコン
火災

軽傷1名
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が負傷
した。出火元も含め、現在、原因を調査中。

奈良県  

A201000217 平成22年5月14日 平成22年6月15日
照明器具（センサー付
き）

火災
当該製品に可燃物が接触していたところ、可燃物から出
火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。使
用状況も含め、現在、原因を調査中。

大阪府  

A201000219 平成22年6月2日 平成22年6月15日 除湿機 火災
当該製品及び周辺を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。

神奈川県  

A201000221 平成22年5月24日 平成22年6月15日 照明器具 火災
当該製品の電源を入れたところ、発煙する火災が発生し
た。設置状況も含め、現在、原因を調査中。

岡山県  

A201000222 平成22年6月9日 平成22年6月15日 エアコン（室外機） 火災

異臭が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、当該製品が焼損した。内部に小動物が侵入し
たことで短絡が発生した可能性もあるが、現在、原因を調
査中。

広島県

A201000223 平成22年4月8日 平成22年6月15日 延長コード 火災
建物が全焼する火災が発生し、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。

岐阜県  

A201000224 平成22年2月8日 平成22年6月16日 湯たんぽ（樹脂製） 重傷1名
当該製品を湯たんぽカバーに入れて使用中、低温火傷を
負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。

東京都
A201000202と
同一事故

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等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



 

デスクトップパソコン（管理番号：A201000212） 

 

 

 

照明器具（管理番号：A201000213） 

 

 

 



 

照明器具（管理番号：A201000218） 

 

 

 



http://cleanup.jp/

http://www.takara-standard.co.jp/

http://panasonic.co.jp/

http://www.fjic.co.jp/

http://www.sunwave.co.jp/

http://www.toshiba.co.jp/tha/

http://panasonic-denko.co.jp/

http://www.micado.co.jp/

http://www.sankyotateyama-al.co.jp/

http://www.housetec.co.jp/

http://www.hitachi-ap.co.jp/

http://www.mitsubishielectric.co.jp/

http://www.denki-konro.jp/


