
平成２２年１月１９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 ６件

（うちカセットこんろ１件、石油ストーブ（開放式）２件、

石油ストーブ（密閉式）１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）１件、

ガス衣類乾燥機（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 ４件

（うち加湿器３件、電気衣類乾燥機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 １０件

（うち電気ストーブ（シーズヒーター）１件、水槽用ヒーター１件、

エアコン１件、電気こんろ１件、車いす１件、テレビ（ブラウン管型）１件、

自転車１件、電気温風機（セラミックファンヒーター）１件、

電動アシスト自転車１件、照明器具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)森田電工株式会社が輸入し販売した加湿器

（管理番号A200700753、A200701053、A200900725）（経済産業省と同時公表）



①事故事象及び再発防止策について

森田電工株式会社が輸入し、販売した加湿器において、当該製品の内部部品から

発火する重大製品事故（いずれも火災扱い、人的被害無し）が、平成１９年１１月

１１日、同年１２月３日及び平成２１年１１月１９日に発生しました。

他に同一の機種において、これまでに１件製品事故が発生しています。

調査の結果、いずれの事故においても制御基板の焼損が著しく、原因の特定には

至っておりませんが、制御基板上の電子部品に不具合があり、発火に至ったものと

推定されました。

このため同社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、本日、

プレスリリースを行い、ホームページへの掲載を行うとともに、１月２０日に新聞

で社告を行うことにより使用者に周知し、対象製品について無償で製品交換を行う

こととしました。

②対象製品：対象機種（品番）、輸入・販売期間及び対象台数

対象機種 輸入期間 販売期間 対象台数

ML-550MF 1999年10月～2001年11月 1999年10月～2003年3月 60,075台

③事業者の対応

無償で製品交換を行う。

④事業者の告知

・プレスリリース：１月１９日（火）

・事業者ホームページへの情報掲載：１月１９日（火）

・新聞での告知：１月２０日（水）

⑤消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止していただき、下記問

い合わせ先に速やかにご連絡ください。

（森田電工株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－９９６－００４

受付時間：９時～１７時（土・日・祝日を除く）

ホームページ：http://www.moritadenko.co.jp/anounce/doc/a10011801.html

(2)株式会社東芝（現 東芝ホームアプライアンス株式会社）が製造した電気衣類乾燥

機（管理番号A200900874 ）

①事故事象及び再発防止策について

株式会社東芝（現 東芝ホームアプライアンス株式会社）が製造した電気衣類乾

燥機で、制御基板とヒータを制御する部品の接触不良により発熱し、発煙、発火に至る

る事故が発生しました。



当該製品は、同社が平成５年１１月１５日に新聞社告、平成１９年４月１０日に

再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無料点検・修理を呼

びかけています。

②対象製品等

電気乾燥機対象機種一覧

会社名 型式名 製造期間 対象台数

ＥＤ－Ｄ３０２ S63年 2月～H元年 7月 38,402

（株）東芝（現 東芝ホーム ＥＤ－Ｄ６０２ S63年 2月～H元年 3月 39,310

アプライアンス（株）） ＥＤ－Ｄ３００ S61年10月～S63年 2月 36,221

ＥＤ－Ｄ６００ S61年10月～S63年 2月 34,359

ＥＤ－Ｄ６０４Ｎ S62年 4月～S62年 7月 592

ＮＥＣホームエレクトロニ ＨＤ－３３９ＮＡ S62年 3月～S63年 2月 2,000

クス（株）（現 ＮＥＣ（株））

合 計 150,884

改修対象台数 １５０，８８４台

改修率 ７１．９％（平成２１年１２月２８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の方で、まだ製造事業者等の行う改修を受けてお

られない方は、直ちに使用を中止していただき、下記問い合わせ先に速やかにご連

絡ください。なお、改修対象製品には、ＮＥＣホームエレクトロニクス（株）ブラ

ンド（現 ＮＥＣ（株））の製品もあります。

（東芝ホームアプライアンス株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－３１６－４９７

受付時間：９時～１７時（土・日・祝日を除く）

ホームページ：http://www.toshiba.co.jp/tcm/information/070410_j.htm

（ＮＥＣ株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－２０４－６８２

受付時間：９時～１７時（土・日・祝日を除く）

ホームページ：http://www.nec.co.jp/news/info/20070410.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）

（森田電工株式会社が輸入・販売した加湿器に関する問い合わせ先）

（株式会社東芝（現 東芝ホームアプライアンス株式会社）が製造し

た電気衣類乾燥機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、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

A200900868 平成21年12月23日 平成22年1月14日 カセットこんろ TC-20A 株式会社東海 火災

当該製品にカセットボンベを装着し、点火した
ところ、カセットボンベの先端部付近から炎が
立ち上がり、当該製品及び周辺が焼損した。
現在、原因を調査中。

北海道
A200900862と
同一事故

A200900869 平成21年12月25日 平成22年1月14日
石油ストーブ（開放
式）

SX-E270WY 株式会社コロナ
火災

死亡1名

火災が発生し、１名が死亡した。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。

福島県

A200900871 平成21年12月31日 平成22年1月14日
石油ストーブ（密閉
式）

FF-68PR7 株式会社コロナ 火災
当該製品を点火し、その場を離れ戻ったとこ
ろ、当該製品から出火しており、当該製品及
び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。

北海道

A200900872 平成22年1月5日 平成22年1月14日
石油ストーブ（開放
式）

SX-1850 株式会社コロナ
火災

死亡1名

当該製品から出火したと思われる火災が発生
し、１名が死亡した。使用状況も含め、現在、
原因を調査中。

山梨県 　

A200900877 平成21年12月20日 平成22年1月15日
ガスこんろ（LPガス
用）

PD-31EA-L パロマ工業株式会社 火災
当該製品のグリルの使用時に、その場を離れ
たところ、当該製品から出火し、当該製品を焼
損し、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。

長崎県

A200900878 平成22年1月5日 平成22年1月15日
ガス衣類乾燥機
（都市ガス用）

FSG748GFS1
（ホワイトウエス
ティングハウス
ブランド）

株式会社ツナシマ商
事（ホワイトウエスティ
ングハウスブランド）
(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
品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査
中。

群馬県 　



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

A200700753 平成19年12月3日 平成19年12月26日 加湿器 ML-550MF
森田電工株式会社
（輸入事業者）

火災

当該製品周辺が焼損する火災が発生した。
調査の結果、焼損が激しく、発火原因の特定
には至らなかったが、制御基板上の電子部品
に不具合があり、発火したものと考えられる。

北海道

平成19年12月
28日に経済産
業省にて製品
起因か否かが
特定できない
事故として公
表し、平成21
年4月24日に
製品起因が疑
わしい事故とし
て再公表して
いたもの。
平成22年1月
19日からリコー
ル実施。

A200701053 平成19年11月11日 平成20年2月28日 加湿器 ML-550MF
森田電工株式会社
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用していたところ、当該製品が
燃えていたため消火した。
調査の結果、焼損が激しく、発火原因の特定
には至らなかったが、制御基板上の電子部品
に不具合があり、発火したものと考えられる。

千葉県

平成20年3月4
日に経済産業
省にて製品起
因が疑わしい
事故として公
表していたも
の。
平成22年1月
19日からリコー
ル実施。

A200900725 平成21年11月19日 平成21年12月4日 加湿器 ML-550MF
森田電工株式会社
（輸入事業者）

火災

当該製品から発火し、当該製品を焼損した。
調査の結果、焼損が激しく、発火原因の特定
には至らなかったが、制御基板上の電子部品
に不具合があり、発火したものと考えられる。

宮城県

平成21年12月
8日に経済産
業省にて製品
起因が疑わし
い事故として消
費者庁が公表
していたもの。
平成22年1月
19日からリコー
ル実施。

A200900874 平成22年1月1日 平成22年1月14日 電気衣類乾燥機 ED-D302
株式会社東芝 (現
東芝ホームアプライア
ンス株式会社)

火災

当該製品を使用中、発煙する火災が発生し、
当該製品を焼損した。
事故の原因は、当該製品の制御基盤とヒータ
を制御する部品の接触不良により発熱し、発
煙・発火に至ったものと考えられる。

栃木県
平成5年11月
15日からリコー
ル実施。



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

A200900870 平成21年12月19日 平成22年1月14日
電気ストーブ（シーズ
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。使用状況
も含め、現在、原因を調査中。

大阪府 　

A200900873 平成21年12月25日 平成22年1月14日 水槽用ヒーター 火災
当該製品を入れていたアクリル樹脂製の水槽が、何らか
の原因により水が抜け、空焚き状態となり、周辺が焼損し
た。現在、原因を調査中。

山形県 　

A200900875 平成21年12月31日 平成22年1月14日 エアコン 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。

山口県 　

A200900876 平成22年1月5日 平成22年1月14日 電気こんろ 火災
外出中に、当該製品及び上に置いていた可燃物等が焼
損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査
中。

神奈川県 　

A200900879 平成21年11月27日 平成22年1月15日 車いす 重傷1名
ベッドから当該製品に移乗する際に、転倒し、重傷を負っ
た。現在、原因を調査中。

埼玉県 　

A200900880 平成21年12月8日 平成22年1月15日 テレビ（ブラウン管型） 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 　

A200900881 平成22年1月6日 平成22年1月15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。

愛知県 　

A200900882 平成22年1月5日 平成22年1月15日
電気温風機（セラミック
ファンヒーター）

火災
当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

東京都 　

A200900883 平成21年12月28日 平成22年1月15日 電動アシスト自転車
重傷1名
軽傷1名

当該製品で走行中、転倒し、１名が重傷、１名が軽傷を
負った。現在、原因を調査中。

千葉県 　

A200900884 平成21年12月17日 平成22年1月15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。現在、原
因を調査中。

石川県 　

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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