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物的被害 人的被害

2022/06/20 温水洗浄便座 2022/06/07

　当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、
現在、調査中であるが、コントローラー基板上の温水ヒー
ター用コネクター接続部にメッキ不良があり、使用中の熱衝
撃及び振動によりメッキが剥がれてコネクター部分が接触
不良となり発熱し、その影響により、コントローラー基板上の
はんだ付け部にはんだクラックが生じ、絶縁不良となり、異
極間でスパークし、焼損したものと考えられる。

製品破損
（火災）

福島県 日本

東陶機器（株）（現　ＴＯ
ＴＯ（株）） 
ＴＣＦ９６５
07/04/17に社告。

2022/06/20 電気炊飯器 2022/05/22

　当該製品を使用中、火災警報器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。

拡大被害
（火災）

茨城県 日本

2022/06/20
バッテリー（リチウ
ムイオン、エレキ
モーター用）

2022/06/07
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、
現在、原因を調査中。

拡大被害
（火災）

東京都 中国

2022/06/20
光回線終端装置
（パソコン周辺機
器）

2022/05/26
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が軽傷
を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、
現在、原因を調査中。

拡大被害
（火災）

軽傷 東京都 日本

2022/06/20 ベビーカー 2022/04/28
　保護者が当該製品に乳児（６か月）を乗せて段差を乗り越
えようとしたところ、転倒し、負傷した。当該製品に起因する
のか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

製品破損 重傷 兵庫県 中国

2022/06/20 蒸気排出ユニット 2022/06/02
　当該製品を使用中、異臭が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。当該製品に起
因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

拡大被害
（火災）

山梨県 日本

2022/06/20 換気扇（床下用） 2022/06/02
　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。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、
現在、原因を調査中。

拡大被害
（火災）

神奈川県 日本

2022/06/20
ヘアドライヤー（ブ
ラシ付） 
【毛髪乾燥機】

確認中
　ヘアドライヤーを使用中、発煙して異臭がし、髪の毛が焦
げた。原因を調査中。

軽傷 東京都 タイ

2022/06/22
ガスこんろ（ＬＰガ
ス用）

2022/05/26
　当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因す
るのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

製品破損
（火災）

岩手県 日本
リンナイ（株） 
ＲＴＳ－３ＳＢＤ－Ｌ

2022/06/22
ガスこんろ（ＬＰガ
ス用）

2022/06/10
　建物を全焼する火災が発生し、１名が死亡し、１名が軽傷
を負った。現場に当該製品があった。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。

拡大被害
（火災）

死亡 滋賀県 日本
（株）パロマ 
不明

2022/06/22 石油ふろがま 2022/06/06

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原
因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だ
き防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用す
る点検用コネクター（空だき防止装置を働かせないようにす
るもの）を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際
に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えら
れる。

拡大被害
（火災）

大分県 日本
（株）長府製作所 
ＣＫ－１１Ｓ
07/07/27に社告。

2022/06/22
電動草刈機（充電
式）

2022/03/27
　物置で異臭が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。現在、原因を調査中。

拡大被害
（火災）

熊本県 中国
（株）丸山製作所 
ＫＤＣ３６５０Ｌｉ
19/12/02に社告。

2022/06/22 タブレット端末 2022/06/12
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品
に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

拡大被害
（火災）

宮城県 日本

2022/06/22 エアコン（室外機） 2022/05/19
　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。

拡大被害
（火災）

東京都 タイ

2022/06/22 ノートパソコン 2022/04/28
　当該製品を鞄に入れていたところ、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の
要因かも含め、現在、原因を調査中。

拡大被害
（火災）

神奈川県 日本

備考

最新の製品事故情報（NITE速報）

　ＮＩＴＥが収集した最新の製品事故情報（２０２２年６月１９日から６月２５日までの受け付け分）をお知らせし
ます。
　以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報､事故調査の進展等により､内容に変更があり得ます。
　また､製品事故でないことが判明した場合は､情報を削除することがあります。

事故受付日 品　　名 事故発生日 事故通知内容及びＮＩＴＥの調査状況
被害状況 事故発

生場所
原産地
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2022/06/22 電気洗濯機 2022/06/08

　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、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当
該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を
調査中。

拡大被害
（火災）

東京都 中国

2022/06/22 ヘアドライヤー 2022/05/01
　当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因す
るのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

製品破損
（火災）

熊本県 中国

2022/06/22
ライター（使い切り
型）

2022/06/08
　車両内で当該製品を使用後、当該製品を汚損し、周辺を
焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の
要因かも含め、現在、原因を調査中。

拡大被害
（火災）

広島県 スペイン

2022/06/22
太陽光発電器（パ
ワーコンディショ
ナー）

2020/08/17
　太陽光発電器の正面カバーが吹き飛んだ。原因を調査
中。

製品破損 岡山県 中国

2022/06/22
太陽光発電器（パ
ワーコンディショ
ナー）

2021/01/29
　太陽光発電器の正面カバーが吹き飛んだ。原因を調査
中。

製品破損 三重県 中国

2022/06/22
太陽光発電器（パ
ワーコンディショ
ナー）

2021/05/28
　太陽光発電器の正面カバーが吹き飛んだ。原因を調査
中。

製品破損 和歌山県 中国

2022/06/22
太陽光発電器（パ
ワーコンディショ
ナー）

2021/12/08
　太陽光発電器の正面カバーが吹き飛んだ。原因を調査
中。

製品破損 京都府 中国

2022/06/22
太陽光発電器（パ
ワーコンディショ
ナー）

2021/01/14
　太陽光発電器の正面カバーが吹き飛んだ。原因を調査
中。

製品破損 大阪府 中国

2022/06/22 踏み台（金属製） 2022/05/28 　踏み台を使用中、転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。 製品破損 軽傷 千葉県 日本

2022/06/22
電気洗濯機（全自
動） 
【電気洗濯機】

2022/06/02
　電気洗濯機付近から異臭がして出火し、周辺を焼損した。
原因を調査中。

拡大被害
（火災）

愛知県 タイ

2022/06/22
カーポート補助柱
（着脱式）

2022/02/18
　通信販売で購入した上下方向に伸縮するカーポート補助
柱を固定するボルトを取り外したところ、上部のカーポート
補助柱が落下し、右手を負傷した。原因を調査中。

軽傷 埼玉県 日本

2022/06/22
ＬＥＤランプ（コンパ
クト形）

2022/05/27
　ネット通販で購入したＬＥＤランプが焼損し、周辺を焼損し
た。原因を調査中。

拡大被害
（火災）

埼玉県 中国

2022/06/23

バッテリーパック
（リチウムイオン）
【リチウムイオン蓄
電池】

2022/06/18
　ネット通販で購入したバッテリーパックを充電中、バッテ
リーパック付近から出火して建物を全焼し、隣接する住宅を
類焼した。原因を調査中。

拡大被害
（火災）

香川県 中国

2022/06/23
自転車（電動アシ
スト自転車）

2021/05/20
　自転車で走行中、ブレーキがかかり、足に軽傷を負った。
原因を調査中。

製品破損 軽傷 大阪府 日本

2022/06/23
自転車（電動アシ
スト自転車）

2020/11/29
　自転車で走行中、リムが破損して転倒し、軽傷を負った。
原因を調査中。

製品破損 軽傷 神奈川県 日本

2022/06/23
自転車（電動アシ
スト自転車）

2021/09/20
　自転車で走行中、タイヤが破損し、足に軽傷を負った。原
因を調査中。

製品破損 軽傷 大阪府 日本

2022/06/23
自転車（電動アシ
スト自転車）

2022/01/09
　自転車で走行中、車輪がロックして転倒し、軽傷を負った。
原因を調査中。

製品破損 軽傷 東京都 日本

2022/06/23
自転車（電動アシ
スト自転車）

2021/12/10
　自転車で走行中、リムが破損して転倒し、軽傷を負った。
原因を調査中。

製品破損 軽傷 神奈川県 日本

2022/06/23
自転車（電動アシ
スト自転車）

2022/04/05
　自転車で走行中、リムが破損して転倒し、軽傷を負った。
原因を調査中。

製品破損 軽傷 東京都 日本
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2022/06/23
自転車（電動アシ
スト自転車）

2022/04/10
　自転車で走行中、リムが破損して転倒し、軽傷を負った。
原因を調査中。

製品破損 軽傷 神奈川県 日本

2022/06/23

バッテリーパック
（リチウムイオン、
掃除機用） 
【リチウムイオン蓄
電池】

2022/06/05
　ネット通販で購入した掃除機用バッテリーパックを充電中、
バッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査
中。

拡大被害
（火災）

大阪府 中国

2022/06/23
スチームアイロン 
【電気湯のし器】

2022/06/11 　使用中のスチームアイロンから出火した。原因を調査中。
製品破損
（火災）

愛知県 中国

2022/06/23

ガス給湯器（都市
ガス用） 
【開放燃焼式ガス
瞬間湯沸器】

2022/06/03
　ガス給湯器の点火操作を繰り返したところ、火が出て、周
辺を焼損した。原因を調査中。

拡大被害 広島県 確認中

2022/06/23
エアコン室外機 
【電気冷房機】

2022/06/08
　エアコン室外機の機器内部の一部が焼損した。原因を調
査中。

製品破損
（火災）

熊本県 中国

2022/06/24

バッテリーパック
（リチウムイオン、
電動アシスト自転
車用） 
【リチウムイオン蓄
電池】

2022/06/20
　電動アシスト自転車用のバッテリーパックから出火し、周
辺を焼損した。原因を調査中。

拡大被害
（火災）

愛知県 日本

※これ以外の直近の事故情報については、 　　をクリックしてください。
※また､調査の終了した案件については報告書として取りまとめております｡ 

　　年度報告書については、 　　をクリックしてください。
　　個別事故の検索については、 　　をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、 　　をクリックしてください。
※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課　（ＴＥＬ）０６－６６１２－２０６８

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html 

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html

https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/ 
https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html 

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/
https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html

