
平成２２年２月２３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 １３件

（うちカセットボンベ１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）２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）１件、

石油ストーブ（開放式）５件、石油こんろ１件、石油給湯機付ふろがま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 １件

（うちテレビ（ブラウン管型）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 ６件

（うち靴（スキーブーツ）１件、ＡＣアダプター（便器洗浄リモコン用）１件、

電気こんろ１件、電気カーペット１件、介護ベッド１件、除湿機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)三洋電機株式会社が輸入したテレビ（ブラウン管型）（管理番号A200901030）

①事故事象及び再発防止策について

三洋電機株式会社が輸入したブラウン管型テレビにおいて、当該製品を持ち上げ



た際に樹脂製キャビネット（外郭）の持ち手が破損し、当該製品が足に落下し、重

傷を負う重大製品事故が平成２１年１１月１５日に発生しました。

これまでに同様に当該箇所が破損し、軽傷又は床等を損傷させた事故が５７件発

生しています。（本件を除く。）

調査の結果、当該製品のキャビネット（持ち手部分を含む。）に使用された樹脂

材料（ポリスチレン）の難燃剤に鉄分が混入したため、酸化が進み弾力性が低下し

たこと､局部的に応力が加わりやすい構造であること及び当該製品の重量が重かっ

たことが原因であると判明しました。

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、平成２

２年１月２９日、プレスリリースを行うとともにホームページへの掲載により使用

者に周知し、対象製品について無償で対策部品への交換を行うこととしています。

②対象製品等

製品名：テレビ（ブラウン管型）

下記機種のうち、２００４年１０月から２００５年９月の間に製造された製品が

対象となります。

機種名 製造期間 対象台数

C-29A90 2003年6月～2006年4月 7,761

C-29AX100 2003年6月～2005年1月 1,400

C-29DT1 2003年9月～2005年12月 1,807

C-29SF50 2003年7月～2006年4月 3,090

C-28W60 2004年8月～2006年8月 18,521

C-28DT2 2004年5月～2005年6月 6,578

C-28SF60 2004年8月～2006年8月 5,489

C-28DT3 2005年7月～2005年12月 2,864

C-25A100 2004年8月～2006年6月 19,310

C-25AX100 2003年6月～2004年12月 1,100

C-25DT2 2004年6月～2006年2月 3,732

C-25SF60 2004年8月～2006年7月 4,491

C-21B80 2002年12月～2006年8月 25,252

合 計 101,395

対象台数 １０１，３９５台

進捗率 １．３％（平成２２年２月２１日現在）



対象製品の確認方法：

キャビネット正面に表示されている機種名をご確認ください。

※本体形状及び表示位置は、機種名によって異なります。

③事業者の対応

サービス技術員が訪問の上、対象機種に対して点検を行い、不具合が見つかれば

対策部品（キャビネット）と無償交換を行います。

④消費者への注意喚起



上記リコール対象製品をお持ちの方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡くだ

さい。

（三洋ブラウン管テレビ相談室の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－３４－０１３６

受付時間：９時～１９時（平成２２年２月２８日まで毎日）

９時～１７時（平成２２年３月１日以降、土曜・日曜・祝日は除く）

ホームページ：http://jp.sanyo.com/info/quality_trouble/100129.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）

（三洋電機株式会社が輸入したテレビ（ブラウン管型）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

A200901031 平成22年1月30日 平成22年2月18日 カセットボンベ マイクッカー 小池化学株式会社
火災

軽傷1名

当該製品を装填したカセットこんろを着火した
ところ、当該製品とカセットこんろの接続部か
ら出火し、１名が火傷を負い、当該製品及び
周辺が焼損した。現在、原因を調査中。

広島県 　

A200901032 平成22年2月4日 平成22年2月18日
ガスこんろ（LPガス
用）

PA-28F パロマ工業株式会社 火災
当該製品を使用中、ガス栓付近から出火する
火災が発生し、周辺が焼損した。現在、原因
を調査中。

神奈川県

平成22年2月8
日に経済産業
省原子力安
全・保安院にて
公表済事故。
A200900995と
同一事故。

A200901033 平成22年1月30日 平成22年2月18日
ガスこんろ（LPガス
用）

PA-3100CF-R パロマ工業株式会社 火災

当該製品のグリルで、グリル水入皿に水を入
れずに調理中、その場を離れたところ、グリル
より出火し、当該製品及び周辺が焼損した。
現在、原因を調査中。

宮城県

A200901034 平成22年2月8日 平成22年2月18日
開放式ガス温風暖
房機（都市ガス用）

RC-30BST リンナイ株式会社
火災

軽傷1名

当該製品周辺より出火する火災が発生し、１
名が火傷を負った。出火元も含め、現在、原
因を調査中。

愛知県

A200901040 平成22年2月6日 平成22年2月19日
石油温風暖房機
（開放式）

GT-D30Y 株式会社コロナ
火災

死亡1名

建物が全焼し、１名が死亡する火災が発生し
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。

宮城県 　

A200901041 平成22年2月9日 平成22年2月19日
石油ストーブ（開放
式）

SX-3080Y 株式会社コロナ
火災

軽傷1名

建物が全焼し、1名が火傷を負う火災が発生
した。当該製品への給油時の状況も含め、現
在、原因を調査中。

福井県 　



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

A200901042 平成22年2月6日 平成22年2月19日
石油ストーブ（開放
式）

SX-C260Y 株式会社コロナ 火災
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し
た。当該製品への給油時の状況も含め、現
在、原因を調査中。

千葉県 　

A200901043 平成22年1月28日 平成22年2月19日
石油ストーブ（開放
式）

ML-25A 株式会社トヨトミ 火災
建物が全焼する火災が発生した。当該製品
への給油時の状況も含め、現在、原因を調査
中。

長崎県

A200901044 平成22年1月25日 平成22年2月19日
石油ストーブ（開放
式）

RCA-880 株式会社トヨトミ 火災
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し
た。当該製品への給油時の状況も含め、現
在、原因を調査中。

岩手県 　

A200901045 平成22年1月19日 平成22年2月19日 石油こんろ KT－10 株式会社コロナ 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。

新潟県 　

A200901046 平成22年2月8日 平成22年2月19日
石油ストーブ（開放
式）

GKP-M2401N
（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
死亡1名

建物が焼損し、１名が死亡する火災が発生
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。

滋賀県 　

A200901047 平成22年2月13日 平成22年2月19日
石油給湯機付ふろ
がま

OTQ-
G4071SAWFF

株式会社ノーリツ
火災

軽傷1名

異音がしたため確認すると、火災が発生して
おり、1名が火傷を負った。現場に当該製品が
あった。現在、原因を調査中。

北海道

A200901048 平成22年2月17日 平成22年2月19日 石油給湯機 OQB-407Y 株式会社ノーリツ 火災
異音がしたため確認すると、当該製品下部か
ら発煙・出火する火災が発生しており、当該
製品が焼損した。現在、原因を調査中。

長野県



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

A200901030 平成21年11月15日 平成22年2月18日
テレビ（ブラウン管
型）

C-28W60
三洋電機株式会社
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品の天面部にある持ち手部分をつか
み持ち上げたところ、破損し、当該製品が足
に落下し、１名が負傷した。
事故原因は、当該製品のキャビネット（持ち手
部分を含む。）に使用された樹脂材料（ポリス
チレン）の難燃剤に鉄分が混入したため、酸
化が進み弾力性が低下したこと､局部的に応
力が加わりやすい構造であること及び当該製
品の重量が重かったことが考えられる。

広島県
平成22年1月
29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

A200901029 平成22年1月17日 平成22年2月18日 靴（スキーブーツ） 重傷1名
当該製品を着用してスキー滑走中、転倒し、1名が負傷し
た。転倒時、当該製品を取り付けていた金具（ビンディン
グ）が開放しなかった。現在、原因を調査中。

福井県 　

A200901035 平成22年1月28日 平成22年2月18日
ＡＣアダプター（便器洗
浄リモコン用）

火災
トイレ内の電源コンセントに接続していた当該製品が焼損
し、周辺が汚損した。使用状況も含め、現在、原因を調査
中。

大阪府

A200901036 平成21年12月 平成22年2月18日 電気こんろ 火災
当該製品が焼損し、周辺が汚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

A200901037 平成22年2月10日 平成22年2月18日 電気カーペット 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

A200901038 平成22年2月7日 平成22年2月18日 介護ベッド 重傷1名
当該製品のサイドパネルとフレームの間に、足が入り込ん
だ状態で発見された。使用状況も含め、現在、原因を調査
中。

兵庫県

A200901039 平成22年2月1日 平成22年2月18日 除湿機 火災
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。使用状況も含め、現在、原因を調査中。

福岡県

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



 

テレビ（ブラウン管型）（管理番号：A200901030） 

 

 

 


