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物的被害 人的被害

2022/08/22 ガストーチ 2022/05/23
　当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

製品破損
（火災）

大阪府 中国
ＴＴＳ（株）
ＢＪ－４３

2022/08/22 ガストーチ 2022/07/05
　飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が
発生し、１名が火傷を負った。現在、原因を調査中。

製品破損
（火災）

軽傷 東京都 中国
ＴＴＳ（株）
ＢＪ－４３

2022/08/22
運動器具（チュー
ブを使用した運動
器具）

2022/04/05
　当該製品を使用中、当該製品のチューブが破断し、目を
負傷した。現在、原因を調査中。

製品破損 重傷 東京都 台湾
（株）カワセ 
ＩＭＣ－３４

2022/08/22 自転車 2021/12/15
　当該製品で走行中、左ペダルが外れて、転倒し、負傷し
た。現在、原因を調査中。

製品破損 重傷 東京都 中国
コーナン商事（株） 
２０ＫＴ２６６ＥＤ

2022/08/22 除湿機 2022/08/06
　公共施設で当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したた
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。現在、原因を調査中。

拡大被害
（火災）

大阪府 中国
アイリスオーヤマ（株） 
ＥＪＤ－７０Ｎ
16/08/24に社告。

2022/08/22
ルーター（パソコン
周辺機器）

2022/08/02
　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）

山梨県 中国

2022/08/22
リチウム電池内蔵
充電器

2022/08/03
　電車内で当該製品をリュックサック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）

東京都 中国

2022/08/22 エアコン（室外機） 2022/08/02
　異音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）

大阪府 中国

2022/08/22 重石 2022/07/31
　店舗で当該製品の金具に指を掛けて移動中、金具が破
損し、当該製品が落下、右手指を負傷した。当該製品の使
用状況を含め、現在、原因を調査中。

重傷 神奈川県 中国

2022/08/22
ポータブル電源（リ
チウムイオン）

2022/08/07

　当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、爆発を
伴う火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損していた。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）

京都府 中国

2022/08/22 電子レンジ 2022/08/03
　当該製品を使用中、当該製品の庫内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）

東京都 中国

2022/08/22
冷凍庫
【電気冷凍庫】

2022/08/11 　冷凍庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。
拡大被害
（火災）

岐阜県 中国

2022/08/24
石油ストーブ（開放
式）

2022/03/04
　当該製品及び建物１棟を全焼する火災が発生し、１名が
死亡、１名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。

拡大被害
（火災）

死亡 広島県 中国

（株）千石 
ＧＫＰ－Ｓ２４１Ｎ（（株）
グリーンウッドブランド）
10/09/01に社告。

2022/08/24 エンジン溶接機 2022/07/19
　倉庫で当該製品を使用中、異音が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）

栃木県 日本

2022/08/24 マッチ 2022/08/01
　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）

大阪府 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８月２１日から８月２７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。
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被害状況 事故発

生場所
原産地
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被害状況 事故発
生場所

原産地

2022/08/24
電気ストーブ（カー
ボンヒーター）

2021/12/31
　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）

大阪府 中国

2022/08/24
ヘアアイロン（充電
式）

2022/07/02
　ネット通販で購入したヘアアイロンが爆発し、周辺を焼損
した。原因を調査中。

拡大被害
（火災）

兵庫県 不明

2022/08/24

バッテリーパック
（リチウムイオン、
高圧洗浄機用） 
【リチウムイオン蓄
電池】

2022/07/26
　ネット通販で購入した高圧洗浄機用のバッテリーパックを
自動車内に置いていたところ、バッテリーパック付近から出
火し、周辺を焼損した。原因を調査中。

拡大被害
（火災）

宮城県 中国

2022/08/24
工具（エアゲージ
付ノズル）

2022/07/15
　エアゲージ付きノズルを使用中、排気弁が飛び額に当た
り軽傷を負った。原因を調査中。

製品破損 軽傷 福島県 台湾

トラスコ中山（株） 
ＴＨＢＧ３０Ａ（タイヤゲー
ジ）
22/08/18に社告。

2022/08/24

ガス給湯器（ＬＰガ
ス用、ＲＦ式） 
【屋外式液化石油
ガス用瞬間湯沸
器】

2022/08/08 　ガス給湯器から出火し、焼損した。原因を調査中。
製品破損
（火災）

鳥取県 日本

2022/08/25

バッテリーパック
（リチウムポリ
マー、ラジオコント
ロール玩具用）

2022/08/06
　ネット通販で購入したラジオコントロール玩具用バッテリー
パックを使用中、バッテリーパックから発煙し、周辺を焼損し
た。原因を調査中。

拡大被害
（火災）

石川県 中国

2022/08/25
インターホン 
【インターホン】

2022/08/09 　インターホンから発煙した。原因を調査中。 製品破損 岡山県 ベトナム

パナソニックシステム
ネットワークス（株）（現
パナソニック　エンター
テインメント＆コミュニ
ケーション（株）） 
ＶＬ－ＭＶ２０Ｘ
21/12/01に社告。

2022/08/26
インターホン 
【インターホン】

不明 　インターホンから異臭がした。原因を調査中。 製品破損 茨城県 ベトナム

パナソニックシステム
ネットワークス（株）（現
パナソニック　エンター
テインメント＆コミュニ
ケーション（株）） 
ＶＬ－ＭＶ２５Ｘ
21/12/01に社告。

2022/08/26
迅速継手（都市ガ
ス用）

2022/06/13
　ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、迅速継手
の一部を焼損した。原因を調査中。

製品破損 東京都 日本

2022/08/26
迅速継手（都市ガ
ス用）

2022/05/19
　ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼
損した。原因を調査中。

拡大被害 東京都 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/report/annual/index.html 
https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/ 
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