
平成２４年１１月２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

（うち密閉式（ＢＦ式）ガスふろがま（都市ガス用）１件、カセットこんろ１件、

ガス調整器（ＬＰガス用）１件、

屋外式（ＲＦ式）ガス給湯付ふろがま（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 １件

（うち空気清浄機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

（うち電気冷蔵庫１件、ルーター（パソコン周辺機器）１件、エアコン１件、

電気冷凍庫１件、床ずれ防止用マットレス１件、

電動車いす（ハンドル形）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 １件

（うち照明器具（投光器）１件）

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)ダイキン工業株式会社が輸入した空気清浄機について（管理番号A201200564）

①事故事象について

ダイキン工業株式会社が輸入した空気清浄機を使用中、当該製品及び周辺を焼損す

る火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコールについて

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、当該製品の電気集塵部の放

電線が集塵フィルタに接触し、集塵フィルタに付着した物質が湿気等により導電性を

帯びて集塵フィルタの電圧が高まり、集塵フィルタと脱臭フィルタの間で放電が発生

して発煙・出火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、平成２２

年４月９日にプレスリリースを行う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、平成２２年４月１０日から無償点検・修理（電気集塵部の放電線と集塵フ

ィルタが接触しない囲み形状の部品に交換）を実施しています。

③対象製品等：対象製品、対象機種、輸入期間、改修対象台数

対象製品 対象機種 輸入期間 改修対象台数

空気清浄機 商 ACM65TG-W、ACM75G-W、ACM75H-W、ACM（

品名：光クリエ 75J-W、MC708J3-W、MC708K-W、

ール） MC708-W、MC709B-W、MC709J5W、

MC709K-W、MC709Y-W、MC709-W、

MC75JBB-W、MC75JJ6-W、

MC75JKS-W、MC75JK-W、MC75JY-W、MC7

5J-W、MC808J3-W、MC808K-W、

MC808-W、MC809B-W、MC809J5PW、 2006年8月 616,199台

MC809K-W、MC809Y-W、MC809-W、 ～

MCA70E3-W、MCA70E4-W、 2009年7月

MCA75JE5-W、MCA80E3-W、

MCA80E4-W

(31機種)

加湿空気清浄機 ACK75J-W、MCK75JBB-W、

（商品名：う MCK75JE5-W、MCK75JJ6-W、

るおい光クリエ MCK75JKS-W、MCK75JK-W、 96,297台

ール） MCK75JY-W、MCK75J-W

(8機種)

合 計 712,496台

改修率 ５４．８％（平成２４年９月３０日現在）



、 。対象製品の確認方法：下記の図を参考に対象の機種名 製造番号を確認してください

※機種名、製造番号は製品側面または製品背面に表示があります。

機種によって、外観形状が異なっていますので、機種名を確認してください。

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点検･修理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。

（ダイキン工業株式会社の問い合わせ先）

電 話 番 号：０１２０－３３０－６９６

受 付 時 間：２４時間受付（平日・土・日・祝日ともに）

ホームページ：http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html

インターネットによる受付も行っています。

（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

（ダイキン工業株式会社が輸入した空気清浄機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保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、古田、長沼 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

A201200555 平成24年10月17日 平成24年10月29日
密閉式（BF式）ガス
ふろがま（都市ガス
用）

GF-70B2（松下
電器産業株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）
ブランド）

株式会社タイヘイ（松
下電器産業株式会社
（現　パナソニック株
式会社）ブランド）

火災

当該製品を使用中、異臭がしたため確認する
と、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災
が発生していた。当該製品に冠水痕が見られ
た状況を含め、現在、原因を調査中。

栃木県

10月25日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201200558 平成24年8月3日 平成24年10月29日 カセットこんろ
RBT-A（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）
（輸入事業者）

重傷1名

飲食店で当該製品を使用中、当該製品に接
続したカセットボンベが破損し、1名が負傷し
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因
を調査中。

愛知県

事業者が事故
を認識したの
は、10月24日
8月17日に公
表したカセット
ボンベに関す
る事故
(A201200355）
と同一

A201200560 平成24年9月9日 平成24年10月29日
ガス調整器（LPガ
ス用）

H-70B 伊藤工機株式会社 火災

燃焼器具を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。燃焼器具とガスボン
ベの距離が近かったため、ガスボンベが熱せ
られ、当該製品の安全弁からガスが噴出し、
燃焼器具の火に引火した可能性を含め、現
在、原因を調査中。

宮崎県

事業者が事故
を認識したの
は、10月24日
10月23日に経
済産業省商務
流通保安グ
ループにて公
表済事故
11月1日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201200561 平成24年10月21日 平成24年10月30日
屋外式（RF式）ガス
給湯付ふろがま
（都市ガス用）

GT-2410SAR 株式会社ノーリツ 火災

当該製品を使用中、異臭と異音がしたため確
認すると、当該製品から出火する火災が発生
しており、当該製品を焼損した。現在、原因を
調査中。

神奈川県

11月1日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

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

A201200564 平成24年10月21日 平成24年10月31日 空気清浄機 ACM75H-W
ダイキン工業株式会
社
（輸入事業者）

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。現在、原因を調査
中。

兵庫県

平成22年4月
10日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
改修率　54.8％
11月1日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済



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

A201200554 平成24年10月19日 平成24年10月29日 電気冷蔵庫 火災
当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該
製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含
め、現在、原因を調査中。

新潟県

A201200556 平成24年10月9日 平成24年10月29日
ルーター（パソコン
周辺機器）

火災
当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。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。

愛知県

A201200557 平成24年10月19日 平成24年10月29日 エアコン 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。

鹿児島県

A201200559 平成24年10月20日 平成24年10月29日 電気冷凍庫 火災
店舗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

A201200562 平成24年10月 平成24年10月30日
床ずれ防止用マット
レス

重傷1名
使用者（100歳代）が当該製品を敷いたベッドから滑り落ち、負傷
した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

広島県

A201200565 平成24年10月23日 平成24年10月31日
電動車いす（ハンド
ル形）

死亡1名
使用者（80歳代）が当該製品に乗車中、踏切内で列車にはねら
れ死亡した。当該製品の使用状況を含め、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、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
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

A201200563 平成24年9月23日 平成24年10月30日 照明器具（投光器） 火災

当該製品を使用中、エアゾール缶（殺虫剤）を噴射したところ、火
災が発生した。
屋外用の当該製品を床下に設置し、使用中にエアゾール缶を噴
射したことにより、当該製品が発火源となり、エアゾール缶から噴
出したガスに引火したものと考えられる。

新潟県

事業者が事故を認
識したのは、10月24
日
10月23日に公表した
エアゾール缶（殺虫
剤）に関する事故
（A201200524）と同
一
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