
平成２１年１０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 ３件

（うちガスこんろ（ＬＰガス用）１件、カセットこんろ１件、

密閉式ガス給湯付ふろがま（ＬＰ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

（うち介護ベッド用手すり１件、スキー用ビンディング１件、電気冷蔵庫１件、

電気こんろ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 ０件

該当案件無し

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)パラマウントベッド株式会社製介護ベッド用手すり（管理番号A200801270）

①事故事象及び再発防止策について

パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッド用手すりのスイングアームの

ロック機構が摩耗して、使用者がスイングアームに掴まって立ち上がろうとした際

に固定していたロックが解除されて転倒する事故が発生しました。当該製品は、同



社が同様な事象が発生するおそれがあるとして平成２０年２月１５日にプレス発表

により注意喚起を行うとともに、不意なロック解除を予防するストッパーを無償で

提供し、取り付けるよう呼びかけています。

②対象機種

「スイングアーム介助バー」 型式：ＫＡ－０９５

・改修対象台数 ３７３，５７０台

・改修率 ９１．５％（平成２１年９月３０日現在）

③消費者への注意喚起

対象製品を使用されていて、同社が無償提供しているロック解除防止用の「スト

ッパー」を取り付けていない方は、製造事業者が設ける下記問い合わせ先に速やか

に連絡して、ストッパーを入手し、取り付けてください。

また、同社若しくはレンタル事業者等がストッパー取り付けのために直接訪問を

行ったものの、不在等の理由でストッパーの取り付けが出来なかったケースもあり

ます。消費者の皆様においては、同社若しくはレンタル事業者等が行う訪問改修に

ご協力くださいますようお願いします。

（パラマウントベッド株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－５４－８６３９

受付時間：９：００～１７：２０（土・日・祝日を除く）

ホームページ：http://www.paramount.co.jp/notice/sakbst2.html

(2)アメアスポーツジャパン株式会社（ＡＴＯＭＩＣブランド）が輸入したスキー用

ビンディング（管理番号A200900573）

①事故事象及び再発防止策について

アメアスポーツジャパン株式会社が輸入・販売したスキー用ビンディングのヒ

ール部分の締め付け器具に不具合があったことから、スキー滑走中に当該製品が

誤解放し、転倒して重傷を負う事故が発生しました。

当該製品は、同社が平成２０年１２月２２日にプレス発表及びホームページに

注意喚起を行うとともに、販売店・サービス店を通じ、チラシやポスターよる告知により

無償改修を実施しています。による改修の呼びかけを行う等、対象製品について

②対象製品について

ブランド名 型番 輸入期間

Race310 Race412

RaceRace310 RaceRace412

XentriX310 XentriX311

XentriX412

ＡＴＯＭＩＣ C310 C311 平成１０年～平成１４年

C412 CR310

CR412



R310 R412

ＡＴＯＭＩＣ SX310 SX412 平成１０年～平成１４年

Device311 Device412

Centro310 Centro412

ADX310

RD10

ＤＹＮＡＭＩＣ X412 平成１０年～平成１４年

Centro412

・改修対象台数 ３８，４９１組

・改修率 ２．２％（平成２１年９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。

（ ）アメアスポーツジャパン株式会社アトミックコールセンターの問い合わせ先

フリーダイヤル：０１２０－８７１－７３７

受付時間：１０時～１８時（土・日・祝日・休業日を除く）

メール：atomic_cs_jp@amersports.com

ホームページ：http://www.atomicsnow.jp/ski/#/info/News/808.html

(3)日立熱器具株式会社 現 日立アプライアンス株式会社 が製造した電気こんろ 一（ ） （

口こんろ）

※タカラスタンダード株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの

（管理番号A200900575）

①事故再発防止策について

昭和６３年１０月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろに

ついては、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう

事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修

を行っています。

電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー１３社は、平成１９年６月に

「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、１００

％改修を目指した抜本的対策を、同年７月に公表し、改修に努めています。

、 、 「 」また 平成１９年８月に 同様のスイッチ構造を持つ 上面操作一口電気こんろ

及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、現在も、新聞折込チラシ

の配布を全国に展開する等改修を呼びかけています。

なお、改修対象となる電気こんろは、ミニキッチンに、組み込まれたもの及び据

え置き型が対象となり、移動が出来る卓上型については対象となりません。

※一口電気こんろ

改修対象台数 ５３０，４０１台（全社合計）

改修率 ９１．９％（平成２１年９月３０日現在）



※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 ６０，９６９台（全社合計）

改修率 ６５．４％（平成２１年９月３０日現在）

※複数口電気こんろ

改修対象台数 １４７，７００台（全社合計）

改修率 ６４．６％（平成２１年９月３０日現在）

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように

火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出して

、 。おり 体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながるおそれがあります

電気こんろに限らず、こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくと

ともに、特に電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、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等に速やかにご連絡く

ださい。

、 、また 製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの

不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故

が複数件発生しております。消費者、管理会社等の関連事業者においては、製造事

業者等が行う訪問改修にご協力くださいますようお願いします。

（日立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：０１２０－２５６－５５７

（タカラスタンダード株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－２００－８０５

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）

電話番号：０３－３５５６－５９１５

フリーダイヤル：０１２０－３５５－９１５

ホームページ：http://www.denki-konro.jp/

（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）



■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

A200900571 平成21年10月4日 平成21年10月19日
ガスこんろ（ＬＰガス
用）

IC-3300BF-2L パロマ工業株式会社
火災

重傷2名
軽傷3名

火災が発生し、2名が重傷、3名が軽傷を負っ
た。現場に当該製品があった。現在、原因を
調査中。

福岡県

平成21年10月9
日に経済産業
省原子力安全・
保安院にて公
表済事故
A200900576と
同一事故

A200900572 平成21年10月9日 平成21年10月19日 カセットこんろ
AP-3（岩谷産業
株式会社ブラン
ド）

株式会社旭製作所
（岩谷産業株式会社
ブランド）

火災
軽傷1名

当該製品にガスボンベを装着した際、異音が
したが、そのまま点火したところ、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生し、火傷を負っ
た。現在、原因を調査中。

福岡県

A200900576 平成21年10月4日 平成21年10月21日
密閉式ガス給湯付
ふろがま（ＬＰガス
用）

GBSQ-612 株式会社ノーリツ
火災

重傷2名
軽傷3名

火災が発生し、2名が重傷、3名が軽傷を負っ
た。現場に当該製品があった。現在、原因を
調査中。

福岡県

平成21年10月9
日に経済産業
省原子力安全・
保安院にて公
表済事故
A200900571と
同一事故



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

A200801270 平成20年12月8日 平成21年2月20日 介護ベッド用手すり KA-095
パラマウントベッド株
式会社

重傷1名

当該製品を使用して立ち上がろうとしたとこ
ろ、ロックされていたスイングアームのロックが
解除され、アームが動き、転倒し重傷を負っ
た。
事故原因は、スイングアームのロック機構が
摩耗したことにより、スイングアームに掴まって
立ち上がろうとした際に固定していたロックが
解除されてしまったものと考えられる。

兵庫県

平成21年2月24
日製品起因が
疑われる事故
として公表して
いたもの
平成20年2月15
日からリコール
実施済み

A200900573 平成21年3月2日 平成21年10月19日
スキー用ビンディン
グ

Race412
（ATOMICブラン
ド）

アメアスポーツジャパ
ン株式会社（ATOMIC
ブランド）
（輸入事業者）

重傷1名

スキー滑走中に、当該製品が誤解放し、前方
へ転倒し重傷を負った。
事故原因は、当該製品のヒール部分の締め
付け器具に不具合が生じ、滑走中に誤解放し
たものと考えられる。

岐阜県
平成20年12月
22日からリコー
ル実施済み

A200900574 平成21年10月11日 平成21年10月21日 電気冷蔵庫 R-463SFR
株式会社日立製作所
（現　日立アプライアン
ス株式会社）

火災
当該製品から発煙し、製品下部部品を焼損し
た。現在、原因を調査中。

広島県
製造から30年
以上経過した
製品

A200900575 平成21年10月3日 平成21年10月21日 電気こんろ

HT-1250（タカラ
スタンダード(株)
製ﾐﾆｷｯﾁﾝに組
み込まれたもの）

日立熱器具株式会社
（現　日立アプライアン
ス株式会社）

火災

当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し
た。
事故原因は、使用者が外出時に換気扇のス
イッチを切った際、身体が当該製品のつまみ
に触れてスイッチが入り、当該製品の上に置
いていた可燃物及び周辺を焼損したものと考
えられる。

広島県

平成19年7月3
日から事業者
が共同してリ
コールを実施

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

該当案件無し

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



 

介護ベッド用手すり（管理番号：A200801270） 

 

 

（当該製品） 

 

 

（当該製品を設置した状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

スキー用ビンディング（管理番号：A200900573） 

 

 

        



http://cleanup.jp/

http://www.takara-standard.co.jp/

http://panasonic.co.jp/

http://www.fjic.co.jp/

http://www.sunwave.co.jp/

http://www.toshiba.co.jp/tha/

http://panasonic-denko.co.jp/

http://www.micado.co.jp/

http://www.sankyotateyama-al.co.jp/

http://www.housetec.co.jp/

http://www.hitachi-ap.co.jp/

http://www.mitsubishielectric.co.jp/

http://www.denki-konro.jp/
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