
平 成 ２ ２ 年 １ 月 ８ 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 ４件

（うちガスこんろ（都市ガス用）１件、石油ふろがま１件、

石油ふろがま（薪兼用）１件、石油給湯機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 ４件

（うちベビーカー１件、ＩＨ調理器１件、電子レンジ１件、電気洗濯機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

（うち電気ストーブ（カーボンヒーター）１件、

電気掃除機（サイクロン式）１件、照明器具１件、靴１件、

除雪機（歩行型）１件、電動車いす（ハンドル形）１件、

エアコン（室外機）１件、エアコン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)野村貿易株式会社が輸入したベビーカー（管理番号A200900838）

①事故事象及び再発防止策について

野村貿易株式会社が輸入したベビーカーにおいて、当該製品を開閉時にヒンジ部



分で子供が指を挟み込み、負傷する事故が発生しております。

このため同社は、同社が輸入した製品について平成２１年１１月１６日にホーム

ページに掲載し、注意喚起を行うとともに、ヒンジ部分をカバーする部品の無償配

布を実施しています。

本件事故については、平成２０年１１月に起こった事故ですが、今回の注意喚起

を受けて報告があったものです。

②対象製品について

・製品名：マクラーレン社製ストローラー(ベビーカー)

・対象機種：

テクノＸＴ

クエストスポーツ／モッド

ケイト・スペードライダー

テクノクラシック

マクラーレンスポート

ケイト・スペードクエスト

ヴォーグ

トライアンフ

クエストミナペルフォネン

ライダー

ヴォロー

ジューシークチュールライダー

クエストインテグラル

デイトリッパー

クエストブッチャーストライプ

ＣＦ６５０６

ツイントライアンフ

クエストキャス・キッドソン

グローバルバギー

ラリーツイン

ゴールデンバギー

ツイントラベラー（以上２２製品）

・販売時期：平成１４年１２月～平成２１年１１月

・対象台数：約１７万台

・進捗率： ２６．８％（平成２２年１月７日現在）

③消費者への注意喚起

折りたたみ式ベビーカーの使用に際しては、開閉時に可動部に乳幼児の指等が挟

まることがないよう十分に注意してください。

野村貿易株式会社及び野村プレミアムブランズ株式会社では、両社が輸入・販売

した上記リコール対象製品をお持ちの方に対し、ヒンジ部分をカバーする部品の無

償配布を行っております。まだ、両社に連絡をなされていない方は、下記問い合わ

せ先に速やかにご連絡ください。

消費生活用製品安全法に基づく事故報告や危害防止への対応は、輸入品の場合、

輸入事業者がその義務を負っております。当該輸入代理店を通じて輸入された製品



以外の製品に関する事故報告や問い合わせは、その製品を輸入した事業者又は販売

した事業者にご連絡ください。

（問い合わせ先）

野村プレミアムブランズ株式会社カスタマー対応窓口

フリーダイヤル：０１２０－７９４－７８７

受付時間：午前９時～午前１２時／午後１時～午後５時（土・日・祝日は除く）

ホームページ：http://www.maclaren.jp/news/index.html

（上記ホームページで、インターネット受付も行っております。）

(2)小泉成器株式会社が輸入した電子レンジ（管理番号A200900850）

①事故事象及び再発防止策について

小泉成器株式会社が輸入・販売した電子レンジにおいて、当該製品を使用中に、

扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接

触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊によ

る短絡）が起こり発煙、発火に至る事故が発生しました。当該製品は、同社が平成

１９年９月１２日に新聞社告を掲載するとともに、平成２１年１月以降複数回にわ

たり、テレビＣＭ放送で注意喚起を行い、対象製品について無償改修を呼びかけて

います。

②対象製品について

機種・型式名 輸入期間 対象台数

ＫＲＤ－０１０５ 平成９年３月～平成１１年９月 １８，９７８

ＫＲＤ－０１０６ 平成９年３月～平成１２年７月 ６１，０９４

合 計 ８０，０７２

・改修対象台数 ８０，０７２台（２機種合計）

・改修率 ５．３％（平成２１年１２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、まだ販売事業者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。

なお、当該製品は、ご家庭で使用中に起きた事故のほか、会社や工場、店舗など

の食堂・給湯室で使用中に起きた事故も報告されています。職場で電子レンジをご

使用の方はご確認いただき、当該製品をご使用の場合には、下記問い合わせ先にご

連絡いただくか、電子レンジの管理者にご連絡ください。

（小泉成器株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－５５１－４９４

受付時間：９時～１７時（土・日・祝日・休業日を除く）

（ただし、１月９日～１１日は受け付けます）

ホームページ：http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html



（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）

（野村貿易株式会社が輸入したベビーカー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）

（小泉成器株式会社が輸入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

A200900840 平成21年12月25日 平成22年1月4日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

RBG-30B2 リンナイ株式会社 重傷1名
当該製品で調理中に、火傷を負った。現在、
原因を調査中。

神奈川県

A200900845 平成21年12月23日 平成22年1月4日 石油ふろがま 不明 株式会社長府製作所 火災
異臭がしたので確認すると、当該製品付近か
ら出火し、当該製品が焼損し、周辺が汚損し
た。現在、原因を調査中。

千葉県

A200900846 平成21年11月9日 平成22年1月4日
石油ふろがま（薪
兼用）

不明 株式会社長府製作所 火災

火災が発生し、現場に当該製品があった。当
該製品には他社製のバーナーが取り付けら
れていた。使用状況も含め、現在、原因を調
査中。

長崎県
A200900703と
同一事故

A200900847 平成21年11月6日 平成22年1月4日 石油給湯機 IB-35R 株式会社長府製作所 火災

当該製品を運転中、ブレーカーが落ちたため
確認すると、当該製品を焼損する火災が発生
していた。炉内に入り込んだ小動物により、炎
が逆流したことが原因と考えられるが、現在、
原因を調査中。

愛媛県
製造から20年
以上経過した
製品



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

A200900838 平成20年11月 平成22年1月4日 ベビーカー
ヴォロー（マク
ラーレンブラン
ド）

野村貿易株式会社
（マクラーレンブラン
ド）
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を開く際に、当該製品のヒンジ部に
幼児の指が挟まり重傷を負った。
事故原因は、折りたたみ式の当該製品のヒン
ジ部が当該製品を開閉する際に指が挟み込
まれる可能性がある構造であったこと及び当
該製品を開く際に幼児が当該ヒンジ部分に手
を掛けていることに気付かず開いたためと考
えられる。

兵庫県
平成21年11月
17日からリコー
ル実施

A200900843 平成21年12月22日 平成22年1月4日 ＩＨ調理器
TIH101（株式会
社テスコムブラ
ンド）

株式会社永泰産業
（株式会社テスコムブ
ランド）
（輸入事業者）

火災
当該製品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。現在、原因を調査
中。

京都府 　

A200900850 平成21年12月24日 平成22年1月5日 電子レンジ KRD-0106
小泉成器株式会社
(輸入事業者)

火災

当該製品を使用していたところ、スイッチ操作
部の下から出火し、当該製品を焼損した。
事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を
開閉し、電源の入切が繰り返されることでドア
の開閉を検知するスイッチが接触不良とな
り、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキン
グ現象（絶縁破壊による短絡）が起こり、発
煙・発火に至ったと考えられる。

愛知県
平成19年9月
12日からリコー
ル実施

A200900851 平成21年12月19日 平成22年1月5日 電気洗濯機 JW-Z20A
ハイアールジャパン
セールス株式会社
(輸入事業者)

火災
当該製品から出火する火災が発生した。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

A200900839 平成21年12月5日 平成22年1月4日
電気ストーブ(カーボン
ヒーター)

火災
当該製品付近から出火する火災が発生し、当該製品及
び周辺を焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査
中。

宮城県 　

A200900841 平成21年12月23日 平成22年1月4日
電気掃除機（サイクロン
式）

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。

大阪府 　

A200900842 平成21年11月24日 平成22年1月4日 照明器具 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。

鹿児島県

A200900844 平成21年6月26日 平成22年1月4日 靴 重傷1名
当該製品を履いたところ、足の甲がかぶれた。現在、原
因を調査中。

神奈川県 　

A200900848 平成21年12月21日 平成22年1月5日 除雪機（歩行型） 火災
当該製品を稼動し、停止させた後、しばらくして異臭及び
発煙が生じ、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現
在、原因を調査中。

岡山県 　

A200900849 平成20年10月 平成22年1月5日
電動車いす（ハンドル
形）

重傷1名
当該製品から降りようとした際に、転倒し、重傷を負った。
現在、原因を調査中。

大阪府 　

A200900852 平成21年12月25日 平成22年1月5日 エアコン（室外機） 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。

東京都 　

A200900853 平成21年12月26日 平成22年1月6日 エアコン 火災
当該製品付近から出火し、当該製品が焼損する火災が
発生した。据付状況も含め、現在、原因を調査中。

東京都 　

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



 

ベビーカー（管理番号：A200900838） 

 

      

 

ＩＨ調理器（管理番号：A200900843） 

 

 



 

電子レンジ（管理番号：A200900850） 

 

 

電気洗濯機（管理番号：A200900851） 

 

 


