
平成２０年４月２２日

経 済 産 業 省

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

（うちガス炊飯器（ＬＰガス用）１件、継手付き屋内ゴム管（ＬＰガス用）１件、

石油給湯機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 ２件

（うち車いす１件、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 ５件

（うち歩行補助車３件、電気洗濯機１件、介護ベッド用手すり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 １件

（うちエアコン（室外機）１件）

※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

( )光陽産業株式会社製継手付き屋内ゴム管（ＬＰガス用 （管理番号 ）1 A200800067）

①事故再発防止策について

ガス機器側継手付き屋内ゴム管について、ガス機器に継手を接続した状態で軸に

直角の方向に力が加わった場合、ガス漏れに至ることが判明し、ガス漏れから着火

に至ることが考えられることから、製造事業者である光陽産業株式会社では、平成

１６年４月２１日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品につい

て回収を実施しております。



※都市ガス用

回収対象本数 ９０，５４０本

改修率 ６８．８％（平成２０年２月２０日現在）

※ＬＰガス用

回収対象本数 ７０，８９５本

改修率 ７０．９％（平成２０年２月２０日現在）

②消費者への注意喚起

当該製品をお使いの消費者の方々は、使用を中止していただき、同社の下記フリ

ーダイヤルにご連絡下さい。

（光陽産業株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－３３５－１７３

( )株式会社東芝製テレビ（ブラウン管型 （管理番号 ）2 A200800071）

①事故再発防止策について

電解コンデンサーに性能劣化を起こしやすい部品が混入しており、劣化が起きる

と、電解コンデンサーの安全弁が作動して内部の電解液が気化し、蒸気となり、電

解コンデンサー内部が化学発熱現象により炭化する場合があります。製造事業者で

ある株式会社東芝では、平成１６年１月２０日に新聞社告を掲載し、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。

改修対象台数 ８，８１９台

改修率 ２５．８％（平成２０年３月３１日現在）

②消費者への注意喚起

消費者の皆様には、当該機器を含むリコール対象機器をお使いで、まだ製造事業

者の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡くだ

さい。

（株式会社東芝の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－７０９－７００

( )株式会社ノーリツ製石油給湯機付ふろがま（管理番号 ）3 A200800073
①事故再発防止策について

制御弁セットに使用されているＯリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮

し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火し、器具焼損に至る可能性があ

ります。製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成１４年１０月２４日及び平

成１８年１２月４日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、ＯＥＭ製品を

含む対象商品について無償改修を実施しています。



改修対象台数 １８０，９００台

改修率 ９４．９％（平成２０年３月３１日現在）

②消費者への注意喚起

消費者の皆様には、当該機器を含むリコール対象機器をお使いで、まだ製造事業

者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡く

ださい なお 改修対象製品には ㈱ノーリツブランドのほか ㈱日立化成工業 現。 、 、 、 （

㈱日立ハウステック）ブランド、高木産業㈱の「パーパス」ブランドの製品もあり

ます。

（株式会社ノーリツの問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－０１８－１７０

（株式会社日立ハウステックの問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－５５１－６５４

（高木産業株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－５７５－３９９

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：鶴岡、服部、豊島

電話： (直通)03-3501-1707



■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

A200800064 平成20年4月7日 平成20年4月16日
ガス炊飯器（ＬＰガ
ス用）

PR-200J パロマ工業株式会社 火災
当該機器を使用中に機器周辺から出火し、当
該機器と接続されていた低圧ホース等が焼損
した。現在、原因を調査中。

埼玉県
A200800067と同
一事故

A200800067 平成20年4月7日 平成20年4月16日
継手付き屋内ゴム
管（ＬＰガス用）

ガスコードＳＬ自
在型

光陽産業株式会社 火災
ガス炊飯器が焼損する火災が発生した。ガス
炊飯器に使用されていた当該製品が焼損して
いるため、現在、原因を調査中。

埼玉県

A200800064と同
一事故
平成16年4月21
日からリコール
実施

A200800070 平成20年4月9日 平成20年4月18日 石油給湯機 IB-36SR 株式会社長府製作所 火災

家人が留守中に黒煙が出ているのを発見し、
消火した。現場周辺にあった当該機器や網戸
が焼損し、窓ガラスが割れた。現在、原因を調
査中。

長野県

A200800073 平成20年4月13日 平成20年4月18日
石油給湯機付ふろ
がま

OTQ-405Y 株式会社ノーリツ 火災

当該機器のスイッチを入れて、しばらくすると
当該機器より発煙した。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。

茨城県
平成14年10月24
日からリコール
実施

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

A200800066 平成20年3月31日 平成20年4月16日 車いす NAH-209 日進医療器株式会社 重傷１名

当該製品を折りたたみ状態から開く際に、介
助者が誤ってフレームの間に手を入れたため
挟まれ骨折した。事故原因は、フレームの形
状が設計寸法通りに製造されていなかったた
め、折りたたみ状態から開く際に、急激に開く
動作を引き起こしたものと思われ、現在、原因
を調査中。

奈良県

A200800071 平成20年4月10日 平成20年4月18日
テレビ（ブラウン管
型）

28W1 株式会社東芝 火災

当該製品で視聴中に発煙した。事故原因は、
電解コンデンサーの安全弁が作動し、内部の
電解液が気化して蒸気が漏れたものと思われ
る。

東京都
平成16年1月20
日よりリコール実
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

A200800063 平成20年4月 平成20年4月16日 歩行補助車 重傷１名
当該製品を使用中に転倒し、重傷を負った。現在、原因を
調査中。

大阪府

A200800065 平成19年10月21日 平成20年4月16日 歩行補助車 重傷１名
当該製品を使用中に腰からしりもちをつくように転倒し、重
傷を負った。現在、原因を調査中。

静岡県

A200800068 平成20年4月2日 平成20年4月17日 歩行補助車 重傷１名
当該製品を使用中に段差部分で折りたたまれ、転倒して重
傷を負った。現在、原因を調査中。

不明

A200800069 平成20年4月8日 平成20年4月17日 電気洗濯機 火災
当該製品の運転終了後に当該製品付近より発火した。現
在、原因を調査中。

茨城県

A200800074 平成20年4月11日 平成20年4月18日 介護ベッド用手すり 死亡１名
ベッドの頭側ボードと当該製品の間に頭部が入った状態で
被害者が発見された。現在、原因を調査中。

兵庫県

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
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

A200800072 平成20年4月6日 平成20年4月18日 エアコン（室外機） 火災

未使用の当該機器が焼損する火災が発生した。事故原因
は、室外機上部に置かれていたタオルが風等により隣接し
ているガスふろがまの排気筒にかかり、輻射熱等により発
火し、その後当該エアコン室外機に類焼したと思われる。

山口県


