
平成２４年８月１４日

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

（うち屋外式（ＲＦ式）ガス給湯付ふろがま（都市ガス用）１件、

ガスカートリッジ直結型ガスこんろ１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）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 ３件

（うちＩＨ調理器１件、折りたたみ椅子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 ６件

（うち自転車１件、扇風機１件、電動車いす（ジョイスティック形）１件、

エアコン（室外機）２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、製品事故情報検討会及び第三者委

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「消費者庁製品事故情報検討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

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

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)山田工業株式会社が製造しプラス株式会社が販売した折りたたみ椅子について（管

理番号A201200350）

①事故事象について

山田工業株式会社が製造しプラス株式会社が販売した折りたたみ椅子に座ったとこ

ろ、当該製品が破損し転倒、負傷しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品の座面と脚部の可動部分に使用

、 、している金具の溶接工程に不具合があったことから 座った際に金具が外れて転倒し

負傷したものと考えられます。

②再発防止策について

、 （ ） 、 、同社は 当該製品を含む対象機種 下記③ について 事故の再発防止を図るため

平成１５年１月８日に新聞社告を掲載するとともにホームページに情報を掲載し、対

象製品について、無償交換を実施しています。

③対象製品等：製品名、型式、製造日、販売台数

製品名 型式 製造日 販売台数

プラス折りた FC-532E（張地色：ﾌﾞﾗｳﾝ､ 2000年(平成12年)2月9日 1,740台

（ ））たみチェア ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ又はﾌﾞﾙｰ 追加

（ ）FC-532N 張地色：ブルー

対象製品の確認方法：座面裏側の中央に貼付されているラベルをご確認ください。

製造日が2000年（平成12年）2月9日のものが対象です。



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償交換を受けていない方は、直ちに使用

を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

（プラス株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－４３２－２９８

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く ）。

（本発表資料の問合せ先）

消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担 当：大木、長井、川舩
かわふね

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

（山田工業株式会社が製造しプラス株式会社が販売した折りたたみ

椅子についての発表資料に関する問合せ先）

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、谷、山田 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

A201200342 平成24年8月7日 平成24年8月9日
屋外式（RF式）ガス
給湯付ふろがま
（都市ガス用）

GT-1600RM 株式会社ノーリツ 火災
当該製品を使用中、当該製品から出火し、当
該製品を焼損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。

茨城県

8月8日に経済
産業省原子力
安全・保安院
にて公表済事
故

A201200345 平成24年7月28日 平成24年8月9日
ガスカートリッジ直
結型ガスこんろ

M-8249 パール金属株式会社 火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火
災が発生した。当該製品の使用状況を含め、
現在、原因を調査中。

岐阜県

A201200348 平成24年7月6日 平成24年8月10日
ガスこんろ（LPガス
用）

PKD-351
パロマ工業株式会社
（現　株式会社パロ
マ）

火災

当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。当該製品の火を消し
忘れた可能性を含め、現在、原因を調査
中。

山形県
事業者が事故
を認識したの
は、8月4日

A201200351 平成24年7月31日 平成24年8月10日 石油給湯機

JX-362TMDG
（東京ツチヤ販
売株式会社ブラ
ンド：型式SX-
362MV）

長州産業株式会社
（東京ツチヤ販売株
式会社ブランド）

火災
当該製品を使用中、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。

福島県
製造から15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

A201200344 平成24年8月3日 平成24年8月9日 ＩＨ調理器 KZ-MSW32A
松下電器産業株式会
社(現　パナソニック株
式会社）

火災
当該製品で調理中、当該製品の内部部品の
一部を焼損する火災が発生した。現在、原因
を調査中。

東京都

A201200350 平成24年8月1日 平成24年8月10日 折りたたみ椅子
FC-532E（プラス
株式会社ブラン
ド）

山田工業株式会社
（プラス株式会社ブラ
ンド）

重傷1名

当該製品に座ったところ、当該製品が破損し
転倒、負傷した。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製
品の座面と脚部の可動部分に使用している
金具の溶接工程に不具合があったことから、
座った際に金具が外れて転倒し、負傷したも
のと考えられる。

東京都

平成15年1月8
日からリコール
を実施（特記事
項を参照）

A201200353 平成24年7月18日 平成24年8月10日 電気洗濯機 JW-Z50C
ハイアールジャパン
セールス株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当
該製品を焼損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。

東京都



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

A201200341 平成24年6月24日 平成24年8月9日 自転車 重傷1名
当該製品で走行中、ガードレールに接触し、負傷した。チェーンが
はずれた状況を含め、現在、原因を調査中。

広島県

事業者が事故を認
識したのは、7月23
日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
厳重注意

A201200343 平成24年8月2日 平成24年8月9日 扇風機 火災
施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品
から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

山形県
製造から10年以上経
過した製品

A201200346 平成24年8月3日 平成24年8月10日
電動車いす（ジョイ
スティック形）

重傷1名
当該製品に乗ってスロープを走行中、後方へ転倒し、負傷した。
事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

A201200347 平成24年7月29日 平成24年8月10日 エアコン（室外機） 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出
火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

岡山県
8月9日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201200349 平成24年8月3日 平成24年8月10日 エアコン 火災
事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県

A201200352 平成24年8月3日 平成24年8月10日 エアコン（室外機） 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出
火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

新潟県

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報検討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



ＩＨ調理器（管理番号：A201200344) 

 

 

 

 

 

 

折りたたみ椅子（管理番号：A201200350） 
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