
平成２５年４月２６日

リコール製品による重大製品事故に御注意ください

－消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成２５年２月公表分）－

（ 、 ） 、製造・輸入事業者がリコール 回収 無償点検・改修等 を呼び掛けている製品で

火災、重傷といった重大製品事故が相次いで発生しています。

リコール製品は使い続けると、事故を引き起こすおそれがあり、大変危険です。も

し、まだ当該製品をお持ちの場合には、まずは使用を中止し、製造・輸入事業者によ

る改修等の内容を御確認ください。

今後、製造・輸入事業者によるリコール活動を更に求めつつ、消費者庁においても

積極的に広報活動等を展開してまいります。

なお、リコール製品に関する問合せ先等については、消費者庁ホームページのリコ

ール情報サイト（ホームページ：http://www.recall.go.jp/）からも検索できます。

消費者庁では、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、定期的に公表を行っているところですが、リコール対象製品での

事故が多発していることから、平成２５年３月５日に、平成２４年１月から平成２５年

１月までの間にリコールを呼び掛けていた製品で重大製品事故が発生した製品について

公表しました。

本年２月中に公表した重大製品事故１２１件のうち、リコール対象製品の使用に伴う

重大製品事故が発生した製品１４件（調査中のものを含む ）について、次のとおりあ。

らためてお知らせしますので御確認ください（これらの製品の機種・型式、問合せ先等

は、別紙を参照してください 。。）

１．加湿器

ＴＤＫ株式会社が製造した加湿器（スチーム式 （１件））

２．石油給湯器、石油給湯機付ふろがま、

(1)株式会社ノーリツが製造した石油給湯機（1件）

(2)株式会社ノーリツが製造した石油給湯機付ふろがま（1件）

３．石油ストーブ、石油温風暖房機

(1)株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式 （１件））

(2)株式会社千石が輸入し、日本エー・アイ・シー株式会社（アラジンブランド）が

販売した石油温風暖房機（開放式 （１件））

４．石油ふろがま

株式会社長府製作所が製造した石油ふろがま（３件）

５．デスクヒーター

クレオ工業株式会社が輸入したデスクヒーター（１件）

６．電気こんろ

松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）が製造した電気こんろ（１件）



７．電気洗濯機

(1)三洋ハイアール株式会社（現ハイアールジャパンセールス株式会社）が輸入した

電気洗濯機（１件）

(2)ハイアールジャパンセールス株式会社が輸入した電気洗濯機（１件）

８．電気ストーブ

松木技研株式会社が輸入した電気ストーブ（１件）

９．浴槽用温水循環器

コロナ工業株式会社が製造し、株式会社ブリヂストンが販売した浴槽用温水循環器

（２４時間風呂 （１件））

（本発表資料の問合せ先）

消費者庁消費者安全課

担 当：河岡、大木

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290
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（別紙）

１．加湿器

ＴＤＫ株式会社が製造した加湿器（スチーム式）

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200944 平成25年2月8日 KS-500H 火災 長崎県

５名死亡

１名重傷

６名負傷

【リコール実施状況】
平成11年1月25日から製品回収を実施
回収率：75.5％（平成25年3月31日現在）

【リコール対象製品】
事故事象：蒸発皿に固定されているヒーターの取り付けが不十分であったため、

製品周辺の樹脂に接触して発煙・発火に至るおそれがあります。

機種・型式 販売期間 回収対象台数 回収率

ＫＳ－５００Ｈ 平成10年 9月 ２０，８９１台 75.5%

～平成11年 1月

ＫＳ－３００Ｗ ３０，８７１台 69.5%

ＫＳ－３１Ｗ 平成 5年 8月

～平成 6年 3月 ３３，３８４台 41 1%.
ＫＳ－３２Ｇ

※ 回収率は、平成２５年３月３１日現在

※ 機種・型式は、本体裏側のラベルに表示しています（KS-500HおよびKS-300W

は、本体前部のＴＤＫマーク右側にも表示があります ）。

【問合せ先】

ＴＤＫ株式会社 加湿器お客様係

電 話 番 号：０１２０－６０４－７７７

受 付 時 間：９時～１９時（土・日・祝日も含む ）。

ホームページ：http://www.tdk.co.jp/information/humidifier/
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２．石油給湯機、石油給湯器付ふろがま

(1)株式会社ノーリツが製造した石油給湯機

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200927 平成25年2月8日 OQB-305Y 火災 静岡県

(2)株式会社ノーリツが製造した石油給湯機付ふろがま

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200928 平成25年2月10日 OTQ-405AYS 火災 石川県

【リコール実施状況】

平成14年10月24日から無償改修を実施

改修率：98.3％（平成25年3月31日現在）

【リコール対象製品】

事故事象： 電磁ポンプの制御弁に使用されているＯリング（パ一部部品の不具合（

劣化）により、微量の油漏れが発生する可能性があり、未改修のッキン）の

まま使用すると漏れた油により器具内で発火するおそれがあります。

※ リコール対象製品には、株式会社ノーリツの「ＮＯＲＩＴＺ」ブランド、髙木産

業株式会社（現パーパス株式会社）の「パーパス」ブランド、日立化成工業株式会

社（現株式会社ハウステック）の製品があります。その他にも同じ構造の電磁ポン

プを有する石油給湯機等があります。

ブランド名<会社名> 機種・型式、製造期間 問合せ先
ＮＯＲＩＴＺ ホームページOTQ-302＊ OTQ-303＊

http://www.noritz.co.jp/info/05-<㈱ノーリツ> OTQ-305＊ OTQ-403＊
1.htmlOTQ-405＊ OQB-302＊
電話番号:0120-018-170OQB-305＊ OQB-403＊

OQB-405＊
製造期間：平成9年3月

～平成13年3月
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ハウステック ホームページHO-350＊ HO-360＊
http://www.housetec.co.jp/topics/<日立化成工業㈱ HO-450＊ KZO-460＊

＜㈱ノーリツ製＞ 05furogama.html（現㈱ハウステック）>
電話番号:0120-551-654製造期間：平成9年3月

～平成13年3月
ＴＯＴＯ ホームページRPE32K＊ RPE40K＊

http://www.toto.co.jp/News/yupro/<東陶ユプロ㈱ RPE41K＊ RPH32K＊
（現ＴＯＴＯ㈱）> index.htmRPH40K＊ RPH41K＊

製造期間:平成7年8月 電話番号:0120-444-309
～平成11年6月

パーパス ホームページTP-BS320＊D
http://www.purpose.co.jp/home/ann<髙木産業㈱ （但し、TP-BS320は除く）

（現パーパス㈱）> ounce/product/wh200210.htmlTP-BS402＊D
電話番号:0120-575-399TP-BSQ402＊

＜ＴＯＴＯ㈱製＞
製造期間:平成7年8月

～平成11年6月
AX-400ZRD
＜㈱ノーリツ製＞

平成9年3月製造期間:
～平成13年3月

ＮＥＰＯＮ ホームページURA320 URA320S
< http://www.toto.co.jp/News/yupro/ネポン㈱> URB320 URB320S

index.htmUR320 UR320S
電話番号:0120-444-309UR404S

＜ＴＯＴＯ㈱製＞ ＴＯＴＯ㈱で受付
製造期間:平成7年8月

～平成11年6月
ＣＩＣ ホームページPDX-403D DX-403D
< > http://www.choshu.co.jp/modules/i長州産業㈱ PDF-403D DF-403D

nformation/index.php?page=articleDX-403DF
製造期間: &storyid=3平成8年5月

電話番号:0120-652-963～平成11年10月
ホームページPDF-321V PDF-401A
http://www.toto.co.jp/News/yupro/PDF-411D-A DX-411D
index.htmPDX-321V PDX-411D

＜ＴＯＴＯ㈱製＞ 電話番号:0120-444-309
製造期間:平成7年8月 ＴＯＴＯ㈱で受付

～平成11年6月
ツチヤ ホームページAX-402A EX-403A
< > http://www.choshu.co.jp/modules/i東京ツチヤ販売㈱ FK-405A FC-406A

＜長州産業㈱製＞ nformation/index.php?page=article
&storyid=3

製造期間: 電話番号:0120-652-963平成8年5月
長州産業㈱で受付～平成11年10月

WBF-400Cワカサ
< ＜長州産業㈱製＞㈱ワカサ>

平成8年5月製造期間:
～平成11年10月

※機種・型式名の末尾の＊には英数字が続きますが、全て該当品です。

（社団法人日本ガス石油機器工業会）

ホームページ：http://www.jgka.or.jp/



- 4 -



- 5 -

３．石油ストーブ、石油温風暖房機

(1) 株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200830 平成25年1月12日 SX-2240 火災 高知県

(当該製品の給油タンク）

【リコール実施状況】

平成20年9月17日から無償改修を実施

改修率：1.6％（平成25年3月31日現在）

【リコール対象製品】

事故事象：カートリッジタンク（よごれま栓タンク）の給油口がロックされたと使

用者が誤認し、給油作業中、製品の給油タンクから灯油がこぼれ、火災

に至るおそれがあります。

（ⅰ）対象製品名 ：コロナ石油ストーブ等に付属のカートリッジタンク（よごれま

栓タンク）

（ⅱ）機種・型式 ：平成１２年以前に製造されたコロナ石油ストーブ等で、下表に

示す型式に該当するもの

（ⅲ）製造期間 ：昭和６２年（１９８７年）～平成１２年（２０００年）



- 6 -

（ⅳ）製造台数 ：石油ストーブ ２，０９０，０００台

石油ファンヒーター ４，２７０，０００台

計 ６，３６０，０００台

【問合せ先】

株式会社コロナ

電 話 番 号：０１２０－６２３－２３８

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日・年末年始を除く ）。

ホームページ：http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html
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(2)株式会社千石が輸入し、日本エー・アイ・シー株式会社（アラジンブランド）が販

売した石油温風暖房機（開放式）

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200931 平成25年2月15日 AKF-P321N 火災 北海道(日本エ

軽傷２名ー・アイ・シー株式会

社「アラジン」ブラン

ド)

【リコール実施状況】

平成23年2月4日から無償製品交換を実施

改修率：23.7％（平成25年3月31日現在）

【リコール対象製品】

事故事象：運転ボタンの押し込み不足があると製品内部部品（ソレノイド）が過

熱し、焼損に至るおそれがあります。

※ 運転ボタンを強く押し込み、点火後、燃焼確認窓から正常に燃焼しているこ

とを確認してください。

ブランド 機種・型式 販売期間 改修対象台数
（販売台数）

アラジン AKF-P321N 平成２２年８月～ １５１，１８２台
平成２２年１２月

【問合せ先】

日本エー・アイ・シー株式会社 アラジン石油ファンヒーターお客様相談室

電 話 番 号：０１２０－１５－１０５９

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く ）。

ホームページ：日本エー・アイ・シー株式会社

http://www.aladdin-aic.com/importance/index.html
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４．石油ふろがま

株式会社長府製作所が製造した石油ふろがま

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200877 平成25年1月27日 CK-11 火災 山口県

A201200925 平成25年2月2日 JPK-N 火災 千葉県

A201200941 平成25年2月8日 CK-11 火災 群馬県

※図は一例ですが、本体正面または側面に型式名の表示があります。〈型式表示場所〉

【リコール実施状況】

平成19年7月27日から無償改修を実施

改修率：33.1％（平成25年3月31日現在）

【リコール対象製品】

、 、事故事象：誤って浴槽に水がない状態で運転した場合 空焚き防止装置が作動せず

火災に至るおそれがあります。

品 目 機 種 名 製造期間 改修対象台数
JK､JK2､JK-N ※ 昭和59年7月～
(ﾊﾞｰﾅｰ型式：BM-71K､BM-71KT) ２４３，４２０台

平成3年9月
(ｾｯﾄ型式：JPK､JPS-T､JPK-N)

JPS-T3､JPK-N3 ２５７，６０３台
平成3年8月～

平成13年9月

CK-8､CK-8E ２３，８１５台
昭和60年1月～

石油ふろがま 平成4年5月

CK-9､CK-9E ３，８４０台
昭和60年11月～

昭和62年7年

CK-10､CK-10S ５４，１８１台
昭和61年12月～

平成13年9月

CK-11､CK-11S １１１，０８５台
昭和62年4月～

平成11年10月
小 計 ６９３，９４４台
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JIB-T ３，１５０台
昭和59年11月～

昭和63年1月

JIB-2T ９，０９３台
昭和59年10月～

追焚付石油給 昭和63年7月

JIB-4 ４，３２３台
湯器 昭和58年4月～

昭和59年8月

JIB-5､JIB-5E､JIB-5S､JIB-5SE １２，９９０台
昭和58年11月～

昭和61年7月

昭和61年3月～
JIB-6N､JIB-6NE､JIB-6NEG､

JIB-6NS､JIB-6NSG､JIB-6EA､ ３０，３３３台
昭和63年4月

JIB-6EAG､JIB-6SA､JIB-6SAG

３９，１３４台
JIB-7EG､JIB-7S､JIB-7SAG､ 昭和62年12月～

JIB-7SG 平成3年12月

小 計 ９９，０２３台

合 計 ７９２，９６７台

※ 印の型式については、機器本体に表示がされており、別途、バーナー部には、

バーナー型式名、取扱説明書には、セット型式が表示されています。

【問合せ先】

株式会社長府製作所

電 話 番 号：０１２０－９１１－８７０

受 付 時 間：９時～１８時（土・日・祝日を除く ）。

ホームページ：http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html
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５．デスクヒーター

クレオ工業株式会社が輸入したデスクヒーター

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200888 平成25年1月28日 NN8920 火災 大分県

ピタッとヒーター（NN8920） （裏面）

暖ったかＳＵＮヒーター（NN8920B) （裏面）

【リコール実施状況】

平成25年1月15日から無償製品交換を実施

回収率：58.9％（平成25年4月15日現在）

【リコール対象製品】

事故事象：こたつとして使用した場合などで本体表面生地に部分的に長時間布団

などが接触した場合、製品が部分発熱を起こし、温度コントロール用

サーモスタットが作動せず、発火に至るおそれがあります。

製品名 機種・型式 販売期間 回収対象台数

ピタッとヒーター ＮＮ８９２０ 平成23年年9月29日

～ ６，８２５台

暖ったかＳＵＮヒーター ＮＮ８９２０Ｂ 平成24年1月24日

【問合せ先】

クレオ工業株式会社

電 話 番 号：０１２０－９９８－３３４

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く ）。

ホームページ：http://www.kreo.co.jp/nn8920_recall.html

※両製品のサイズ

縦３５cm×

横４５cm×

幅３cm
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６．電気こんろ

松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）が製造した電気こんろ

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200919 平成25年2月6日 NK-1102 ※ 火災 大阪府

※ 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）製ミニキッチン「ＮＥ－９０

ＥＣ」に組み込まれたもの

【リコール実施状況】

平成19年7月3日から無償改修を実施

・一口電気こんろ

改修対象台数 ５３０，４０１台（全社合計）

改修率 ９６．０％（平成２５年３月３１日現在）

（今般事故の型式ＮＫ－１１０２を含む ）。

・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 ７３．１％（平成２５年３月３１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 ６９．３％（平成２５年３月３１日現在）

【リコール対象製品】

別添参照

【問合せ先】

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

電 話 番 号：０１２０－３５５－９１５

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く ）。

ホームページ：http://www.denki-konro.jp/

パナソニック株式会社

電 話 番 号：０１２０－１１６－４８４
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（別添）



- 13 -

７．電気洗濯機

(1)三洋ハイアール株式会社（現 ハイアールジャパンセールス株式会社）が輸入した

電気洗濯機

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200900 平成25年2月2日 HSW-50S3 火災 熊本県

(2)ハイアールジャパンセールス株式会社が輸入した電気洗濯機

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200943 平成25年2月12日 JW-Z50B 火災 兵庫県

HSW-50S3 JW-Z50B

【リコール実施状況】

平成22年11月12日から無償点検・部品交換を実施

改修率：7.69％（平成25年3月31日現在）

【リコール対象製品】

事故事象：製品のモーター用コンデンサが徐々に絶縁劣化し、内部短絡が起きて出

火に至るおそれがあります。

対象製品の 改修対象機種・型式 販売期間
製造番号 台 数

ＪＷ－Ｚ２０Ａ 全て対象 平成14年4月～平成17年10月 12,600台

ＢＷ－Ｚ２０Ａ 全て対象 平成14年4月～平成15年3月 4,320台

ＢＷ－Ｚ２０Ｂ

ＪＷ－Ｚ２３Ａ 全て対象 平成14年10月～平成17年10月 19,080台

ＪＷ－Ｚ４５Ａ 全て対象 平成15年1月～平成16年7月 16,480台

ＪＷ－Ｚ５０Ａ 全て対象 平成15年11月～平成17年11月 42,628台

ＪＷ－Ｚ５０Ｂ

ＪＷ－Ｚ５０Ｃ

ＪＷ－Ｚ５０Ｄ
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ＪＷ－Ｋ３３Ａ E100001～E102484 平成17年3月～平成20年8月 6,072台

F100001～F103036

G100001～G100552

ＪＷ－Ｋ５０Ｂ E100001～E100800 平成17年3月～平成20年8月 10,080台

F100001～F109280

ＪＷ－Ｋ５０Ｃ E100001～E101440 平成17年11月～平成19年3月 17,280台

F100001～F115840

ＨＳＷ－２３Ｍ１ 全て対象 平成15年1月～平成15年3月 6,580台

ＨＳＷ－２３３Ｍ 全て対象 平成15年1月～平成16年5月 2,160台

ＨＳＷ－５０Ｓ１ 全て対象 平成14年5月～平成15年8月 40,719台

ＨＳＷ－５０Ｓ２ 全て対象 平成15年5月～平成17年12月 54,720台

ＨＳＷ－５０Ｓ３ 全て対象 平成16年10月～平成18年5月 82,887台

ＨＳＷ－５０Ｓ５ 2200001～2213800 平成18年5月～平成19年2月 13,800台

合 計 329,406台

【問合せ先】
ハイアールジャパンセールス株式会社

電 話 番 号：０１２０－８６５－１２３
受 付 時 間：９時～１７時３０分（土・日・祝日を除く ）。
ホームページ：http://www.haierjapan.com/support/index.html

８．電気ストーブ

松木技研株式会社が輸入した電気ストーブ

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200912 平成25年1月31日 ST-M85(A) 火災 埼玉県

【リコール実施状況】

平成17年12月8日から回収・返金を実施

回収率：1.4％（平成25年3月31日現在）
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【リコール対象製品】

事故事象：製品内部部品においてリード線の接触不良が生じ、内部短絡が起きて

出火に至るおそれがあります。

機種・型式名 対象製造番号 販売期間 回収対象台数

ST-M85(H)グレー 1H0H0001～2860
1H0I0001～2860 平成１０年９月
1H0J0001～5792 ～ １８，８１８台
1H0K0001～2860 平成１１年３月
1H0L0001～4509

ST-M85(A)ブルー 1H0H0001～2860
1H0I0001～2904 平成１０年９月
1H0J0001～2712 ～ １７，１４８台
1H0K0001～5792 平成１１年３月
1H0L0001～2880

合 計 ３５，９６６台

【問合せ先】

松木技研株式会社

電 話 番 号：０１２０－２２３－７１５

受 付 時 間：９時３０分～１７時３０分

（土・日・祝日及び夏季・年末年始の休業日を除く ）。

ホームページ：http://www.matsuki-giken.jp/osirase.html
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９．浴槽用温水循環器（２４時間風呂）

コロナ工業株式会社が製造し、株式会社ブリヂストンが販売した浴槽用温水循環器

（２４時間風呂）

事故発生都道府県管理番号 事故発生日 機種・型式 被害状況

A201200843 平成25年1月25日 BS-4126 火災 福岡県（株式会

社ブリヂストンブラ

ンド）

【リコール実施状況】

平成20年9月17日から無償点検、修理を実施

改修率：81.5％（平成25年3月31日現在）

【リコール対象製品】

事故事象：製品の内部部品が発熱し、出火に至るおそれがあります。

機種名 機種・型式 製造期間 改修対象台数

常湯手段 BS-4126 平成元9年7月～平成7年6月 34,383台

泡湯家族 BS-1126 平成2年1月～平成7年10月 17,352台

シエスタ DWEE1001 平成3年11月～平成8年6月 2,405台

常湯手段II BS-4128 平成5年4月～平成8年4月 16,628台

常湯家族 BS-1127 平成5年2月～平成7年8月 1,085台

新常湯手段 BS-4127 平成5年3月～平成6年7月 655台

合 計 72,508台
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※ 製品の上蓋を持ち上げ、中にあるバスケットの本数や設置位置を確認し、

操作パネル・ボタンの表記、特徴を確認することで判別できます。

【問合せ先】

株式会社ブリヂストン ブリヂストン２４時間風呂専用コールセンター

電 話 番 号：０１２０－７２１－２９０

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日、事業者指定休日を除く ）。

ホームページ：http://www.bridgestone.co.jp/customer/20080630.html


