
平 成 ２ ５ 年 ７ 月 ５ 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 ２件

（うち石油ふろがま１件、ガス栓（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 ４件

（うち電気冷蔵庫１件、ウォーターサーバー１件、介護ベッド１件、

ＩＨ調理器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 ４件

（うち電気がま１件、エアコン（窓用）１件、

太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）１件、ベッド１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）

において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査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)パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッドについて 管理番号A201300226

①事故事象について

パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッドに設置された手すりに掴まって

上半身を起こそうとしたところ、当該ベッドの頭側が下方向に傾き、バランスを崩し

て手すりに胸部を打ち、負傷しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、使用中に当該製品に加わった荷重等の影

響によって頭側ベッド枠を止める樹脂製部品が破損したことによりベッドの頭側が下

方向に傾き、事故に至ったものと考えられます。

当該製品は、平成１８年３月から当該枠止め樹脂製部品の破損を防止するための補

強金具を全国の販売事業者及び貸与事業者に無償提供し、取り付けの要請を行ってい

ます。本件事故では、当該製品を貸与事業者に販売した事業者に対して、ダイレクト

メールの送付や訪問説明を行っていましたが、当該製品には取り付けられていません

でした。

②再発防止策について

、 （ ） 、 、同社は 当該製品を含む対象機種 下記③ について 事故の再発防止を図るため

更なる注意喚起として、平成２１年１０月２３日にホームページに情報を掲載すると

ともに、全国の販売事業者及び貸与事業者に対してダイレクトメールの送付並びに直

接訪問をして説明を行い、対象製品について無償改修（頭側ベッド枠を止める樹脂製

部品の破損を防ぐための補強金具を取り付ける ）を実施しています。。

③対象製品：商品名、機種・型式、製造期間、改修対象台数

商品名 機種・型式 製造期間 改修対象台数

在宅用電動介護 ＫＱ－８６□□□ 平成15年11月 211,721台

用ベッド らくらくモーションシリーズ ～

「楽匠」 （３モーター） 平成18年5月

ＫＱ－８３□□□

３モーターシリーズ

ＫＱ－８２□□□

２モーターシリーズ

※ □□□には英数字が入っています。

平成１８年３月からリコールを実施

改修率（着装率） ８６．０％（平成２５年５月３１日現在）



対象製品の外観（写真はＫＱ－８２１４０）

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ無償改修を受けていない方は、速やかに販売事業者・

貸与事業者に御連絡ください。

また、同社より直接購入された方で、まだ無償改修を受けていない場合は、速や

かに下記問合せ先まで御連絡ください。

（パラマウントベッド株式会社の問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－５４－８６３９

受 付 時 間：９時～１７時２０分（夏季休暇・年末年始を除く ）。

http://www.paramount.co.jp/files/cms/notice/pdf/20091023_0.pdfホームページ：

（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

（パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッドについての発

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：水野、長沼、山田 電 話：03-3501-1707（直通）

ＦＡＸ：03-3501-2805



■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

A201300229 平成25年6月19日 平成25年7月2日 石油ふろがま JPK-N 株式会社長府製作所 火災

当該製品のスイッチを入れた後、しばらくして
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。現在、原
因を調査中。

埼玉県
製造から25年
以上経過した
製品

A201300231 平成25年5月27日 平成25年7月2日
ガス栓（都市ガス
用）

GV-FUL 1/2×
10

日立金属株式会社
(輸入事業者）

火災

ガスこんろから出火する火災が発生し、当該
製品及び周辺を焼損した。何らかの要因によ
り当該製品が破損し、当該製品から漏洩した
ガスに引火した可能性を含め、現在、原因を
調査中。

神奈川県

事業者が事故
を認識したの
は、6月25日
5月31日に経
済産業省商務
流通保安グ
ループにて公
表済事故

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

A201300223 平成25年6月19日 平成25年7月1日 電気冷蔵庫 LR-A21SK

LG電子ジャパン株式
会社(現　LG
Electronics Japan株
式会社)
（輸入事業者）

火災
異音に気付き確認すると、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。

兵庫県

A201300224 平成25年6月18日 平成25年7月1日
ウォーターサー
バー

WBF-1000
株式会社コスモライフ
(輸入事業者）

火災
当該製品から出火する火災が発生し、当該製
品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調
査中。

大阪府

7月4日に消費
者安全法の重
大事故等とし
て公表済

A201300226 平成25年6月1日 平成25年7月1日 介護ベッド KQ-82140
パラマウントベッド株
式会社

重傷1名

当該製品に設置された手すりに掴まって上半
身を起こそうとしたところ、当該製品の頭側が
下方向に傾き、バランスを崩して手すりに胸
部を打ち、負傷した。
事故原因は、現在、調査中であるが、使用中
に当該製品に加わった荷重等の影響によって
頭側ベッド枠を止める樹脂製部品が破損した
ことによりベッドの頭側が傾き、事故に至った
ものと考えられる。

埼玉県

事業者が事故
を認識したの
は、6月21日
平成18年3月
からリコールを
実施（特記事
項を参照）
改修率（着装
率）　86.0％

A201300228 平成25年6月20日 平成25年7月2日 ＩＨ調理器 E34EB1E
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災
当該製品を使用中、異臭に気付き確認する
と、当該製品の内部部品を焼損する火災が発
生していた。現在、原因を調査中。

山口県

7月4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

A201300225 平成25年6月8日 平成25年7月1日 電気がま 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。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

岩手県
6月27日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201300227 平成25年6月22日 平成25年7月1日 エアコン(窓用) 火災
ゲーム機（業務用）に当該製品を組付けて使用中、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。

愛知県

A201300230 平成25年6月23日 平成25年7月2日
太陽電池モジュー
ル（太陽光発電シス
テム用）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置
状況を含め、現在、原因を調査中。

新潟県

A201300232 平成25年6月17日 平成25年7月3日 ベッド 重傷1名
店舗に展示中の当該製品に座ったところ、当該製品の座面フ
レームと脚の間に右手小指を挟み、負傷した。当該製品の使用
状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し



ウォーターサーバー（管理番号：A201300224) 

 

 

 

 

ＩＨ調理器（管理番号：A201300228） 
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