
 

平成２７年１１月６日 

消 防 庁 

 

平成２７年１月～６月の製品火災に関する調査結果 

 

  

 

 

 

 

 

◎ 平成２７年１月～６月に発生した製品火災（調査中のものを除く。）   ２５１件 

・上記のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」      ７１件 

・上記のうち「原因の特定に至らなかった火災」             １８０件 

 
※  使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含ま

れません。 

また、上記の２５１件のほか、平成２７年１月～６月に発生した製品火災で、消防機関が調査

中のものが２９７件あります。 

 

◎  平成２７年１月～６月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件

数が２以上あった製品は以下のとおりです。 

 

製造事業者等 製品名 型式 件数 備考 

パナソニック株式会社 
ノートパソコン用 

バッテリーパック 
CF-S10シリーズ用 １２ 社告により示された不具合によるものである。 

岩谷産業株式会社 トーチバーナー CB-TC-CPRO3 ２ 社告により示された不具合によるものである。 

燦坤日本電器株式会社 
電気ストーブ 

（カーボンヒーター） 
TSK-5328CT ２ 社告により示された不具合によるものである。 

株式会社トップランド    
リチウムイオン電池内蔵充電器

（スマートフォン用） 
LA-2600 ２ 社告により示された不具合によるものである。 

日立アプライアンス株式会社 洗濯乾燥機 NW-D8AX ２ 社告により示された不具合によるものである。 

 

◎ 平成２７年１月～６月に製品の不具合により発生したと判断された火災について、

死者が発生しているものはありませんでした。 

  

 

（参考）最近１年間（平成 26年 7月～平成 27年 6月）に製品の不具合により発生した

と判断された火災のうち、件数が２以上あった製品は以下のとおりです。 

                                            

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通

防止を目的として、平成２７年１月～６月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機

器に係る火災※のうち、９月３０日までに消防機関から調査結果の報告があったものに

ついて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等

を取りまとめました。 

（該当件数、製造事業者等名 50音順） 



 

※件数欄の（ ）内の数値は平成２７年１月～６月の件数を計上 

※平成２６年１月～１２月の製品火災に関する調査結果については、以下を参照 

【消防庁ホームページ】http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/06/270630_houdou_2.pdf 
 

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、

関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしており

ます。 

 

 

   

製造事業者等 製品名 型式 件数 備考 

パナソニック株式会社 
ノートパソコン用 

バッテリーパック 
CF-S10シリーズ用 １７（１２） 社告により示された不具合によるものである。 

岩谷産業株式会社 トーチバーナー CB-TC-CPR03 ４（２） 社告により示された不具合によるものである。 

株式会社トップランド 
リチウムイオン電池 

内蔵充電器 
LA-2600 ４（２） 社告により示された不具合によるものである。 

東芝キャリア株式会社 エアコン RAS-406LDR ３（０） 社告により示された不具合によるものである。 

岩谷産業株式会社 電子レンジ IM-575 ２（１） 社告により示された不具合によるものである。 

LGエレクトロニクス・ 

ジャパン株式会社 
冷蔵庫 LR-B17NW ２（０） 社告により示された不具合によるものである。 

小泉成器株式会社 電子レンジ KRD-0106 ２（１） 社告により示された不具合によるものである。 

燦坤日本電器株式会社 
電気ストーブ 

（カーボンヒーター） 
TSK-5328CT ２（２） 社告により示された不具合によるものである。 

ジェックス株式会社 観賞魚用ヒーター 
コンパクトスリム 

オートヒーター 
２（１） 社告により示された不具合によるものである。 

日立アプライアンス株式会社 洗濯乾燥機 NW-D8AX ２（２） 社告により示された不具合によるものである。 

連絡先 ：消防庁予防課 

担 当 ：小冨士・齋藤・竹葉 

電 話 ：０３－５２５３－７５２３ 

ＦＡＸ ：０３－５２５３－７５３３ 

（該当件数、製造事業者等名 50音順） 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/06/270630_houdou_2.pdf
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平成２７年１月～６月の製品火災に関する調査結果 

 

 平成２７年１月～６月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災 ※のうち、９月３０日までに消防機

関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品

情報等について集計したものである。 

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。 

  また、下記の２５１件のほか、平成２７年１月～６月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが２９７

件ある。 

 

【平成２７年１月～６月 製品火災調査結果】 

  自動車等 電気用品 燃焼機器 全 体 

合 計（調査中のものを除く。） 117 110 24 251 

①  製品の不具合により発生したと判断された火災 12 47 12 71 

②  原因の特定に至らなかった火災 105 63 12 180 

※ ①のうち４８件は、社告等により示された不具合によるものであった。 

 

参考【平成２６年１月～６月 製品火災調査結果】（同期値） 

  自動車等 電気用品 燃焼機器 全 体 

合 計（調査中のものを除く。） 107 129 28 264 

①  製品の不具合により発生したと判断された火災 10 63 14 87 

②  原因の特定に至らなかった火災 97 66 14 177 

 

自動車等火災の集計結果 

１．集計結果の概要 

① 製品の不具合により発生したと判断された火災  ：  １２件（資料１参照） 

② 原因の特定に至らなかった火災    ： １０５件 

※ ①のうち９件は、社告により示された不具合によるものであった。 

 

２．「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の製品情報 

 製品の不具合により発生したと判断された１２件の火災について、件数が２以上の製品は無かった。 

 

３．「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の被害状況 

 製品の不具合により発生したと判断された１２件の火災について、死者が発生しているものは無かった。 

 

電気用品火災の集計結果 
１．集計結果の概要 

① 製品の不具合により発生したと判断された火災  ： ４７件（資料２参照） 

別 添 
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② 原因の特定に至らなかった火災    ： ６３件 

※ ①のうち３２件は、社告等により示された不具合によるものであった。 

 

２．「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の製品情報 

 製品の不具合により発生したと判断された４７件の火災について、件数が２以上の製品は以下のとおりであった。 

 

製造事業者等 製品名 型式 件数 備考 

パナソニック株式会社 
ノートパソコン用 

バッテリーパック 
CF-S10シリーズ用 １２ 社告により示された不具合によるものである。 

日立アプライアンス株式会社 洗濯乾燥機 NW-D8AX ２ 社告により示された不具合によるものである。 

燦坤日本電器株式会社 
電気ストーブ 

（カーボンヒーター） 
TSK-5328CT ２ 社告により示された不具合によるものである。 

株式会社トップランド    
リチウムイオン電池内蔵充電器

（スマートフォン用） 
LA-2600 ２ 社告により示された不具合によるものである。 

  

３．「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の被害状況 

 製品の不具合により発生したと判断された４７件の火災について、死者が発生しているものは無かった。 

 

燃焼機器火災の集計結果 

１．集計結果の概要 

① 製品の不具合により発生したと判断された火災  ： １２件（資料３参照） 

② 原因の特定に至らなかった火災    ： １２件 

※ ①のうち７件は、社告により示された不具合によるものであった。 

 

２．「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の製品情報 

 製品の不具合により発生したと判断された７件の火災について、件数が２以上の製品は以下のとおりであった。 

 

製造事業者等 製品名 型式 件数 備考 

岩谷産業株式会社 トーチバーナー CB-TC-CPRO3 ２ 社告により示された不具合によるものである。 

 

３．「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の被害状況 

  製品の不具合により発生したと判断される７件の火災について、死者が発生しているものは無かった。 

 

（該当件数、製造事業者等名50音順） 



平成２７年１月～６月の自動車等火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災12件を以下に示している。（製造事業者等名50音順）

死者の発生状況

スズキ株式会社 エブリイ EBD-DA64V 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3139.html

4
1～6月中
調査分

（米）ゼネラルモータース社 キャデラック E-AK34K 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】https://www.gmjapan.co.jp/recalls/detail/2/9

4
1～6月中
調査分

トヨタ自動車株式会社 bB TA-NCP30 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://toyota.jp/recall/2006/0926.html

6
1～6月中
調査分

日産自動車株式会社 マーチ DBA-NK13 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3426.html

4
1～6月中
調査分

日産自動車株式会社 エクストレイル TA-NT30 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3139.html

6
1～6月中
調査分

日本トレクス株式会社 トレクス PFB336BK 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.trex.co.jp/support/recall/upimg/mv14300902041.pdf

4
1～6月中
調査分

プロフィア BDG-FW1EXYG 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=284

1
1～6月中
調査分

キャンター FD1JLE 1 3
1～6月中
調査分

富士重工業株式会社 エクシーガ YA5A58V 1 5
1～6月中
調査分

フィット DBA-GD1 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1128060.html

1
1～3月中
調査分

VEZEL（ヴェゼル） DBA-RU1 1 5
1～6月中
調査分

UDトラックス株式会社
4t中型車
コンドル

TKG-MK38L 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.udtrucks.com/ja-jp/service-and-parts/recall-
info/recalls/recalls/2013/20130806

1
1～3月中
調査分

12
1～6月中
調査分

合計

発生月 公表製造事業者等名 製品名 型式 該当件数 備考

日野自動車株式会社

本田技研工業株式会社

資料１ 



平成２７年１月～６月の電気用品火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災47件を以下に示している。（該当件数、製造事業者等名50音順）

死者の発生状況

（該当件数は4件である。）下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。
【事業者HP】http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html

1
1～3月中
調査分

（該当件数は3件である。）下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。
【事業者HP】http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html

2
1～3月中
調査分

（該当件数は2件である。）下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。
【事業者HP】http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html

4
1～6月中
調査分

（該当件数は2件である。）下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。
【事業者HP】http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html

5
1～6月中
調査分

（該当件数は1件である。）下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。
【事業者HP】http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html

6
1～6月中
調査分

燦坤日本電器株式会社
電気ストーブ

（カーボンヒーター）
TSK-5328CT 2

（該当件数は2件である。）下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.tsannkuen.jp/kinkoku.html

3
1～6月中
調査分

（該当件数は1件である。）下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.topland.co.jp/index3.html

3
1～3月中
調査分

（該当件数は1件である。）下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.topland.co.jp/index3.html

5
1～6月中
調査分

（該当件数は1件である。）下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://kadenfan.hitachi.co.jp/recall/recall_list.html

1
1～3月中
調査分

（該当件数は1件である。）下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://kadenfan.hitachi.co.jp/recall/recall_list.html

2
1～3月中
調査分

岩谷産業株式会社 電子レンジ IM-575 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html

2
1～3月中
調査分

株式会社インターセントラル 電気暖房器 EHC-3500 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.i-central.co.jp/common/pdf/150420-1.pdf

2
1～3月中
調査分

株式会社近販
（販売事業者）

電動スクーター Denba　G-1α 1 3
1～6月中
調査分

ケルヒャージャパン株式会社
業務用カーペット
リンスクリーナー

Puzzi8/1C 1 2
1～3月中
調査分

小泉成器株式会社 セラミックファンヒーター KCH-1233 1 3
1～3月中
調査分

小泉成器株式会社 電子レンジ KRD-0106 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.koizumiseiki.co.jp/important/

1
1～3月中
調査分

三洋電機株式会社 オーブンレンジ EMO-CH8 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html

3
1～6月中
調査分

株式会社トップランド

12CFｰS10シリーズ用
ノートパソコン用
バッテリーパック

公表該当件数

2日立アプライアンス株式会社 洗濯乾燥機

発生月

パナソニック株式会社

NW-D8AX

備考

リチウムイオン電池内蔵
充電器（スマートフォン用）

LA-2600 2

製造事業者等名 製品名 型式

資料２ 



シーバイエス株式会社
（輸入販売事業者）

コードレス掃除機用
バッテリー

101CP869　138 1 4
1～6月中
調査分

シャープ株式会社 電気冷蔵庫 SJ-WE38A-G 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.sharp.co.jp/corporate/news/120416-a.html

1
1～3月中
調査分

ジェックス株式会社 観賞魚用ヒーター
コンパクトスリム
オートヒーター

1
下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。
【事業者HP】http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html

1
1～3月中
調査分

SELLATECH（セラテック）
電気ストーブ

（ハロゲンヒーター）
YH-8000（B）
パラエナジー

1
輸入事業者である株式会社優は既に倒産しており、代わりに販売事業者が自主的に回収を行っ
ている。
【消費者庁HP】http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120227kouhyou_1.pdf

1
1～3月中
調査分

ソニー株式会社
ブルーレイディスク

レコーダー
BDZ-T55 1

下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100916/index.html

4
1～6月中
調査分

空気清浄ユニット BAEP55H160 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/140430/index.html

1
1～3月中
調査分

業務用空調機（室外機）
RSXYP400P又は

RSXYP450P
1 2

1～3月中
調査分

業務用空調機（室外機） RJ280L 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html

6
1～6月中
調査分

株式会社東京技術研究所 消臭脱煙装置付電気炉 TFF80-C 1 5
1～6月中
調査分

日本ヒューレット・
パッカード株式会社

携帯用
パーソナルコンピューター

14-Z000na 1 2
1～3月中
調査分

電気ストーブ
（ハロゲンヒーター）

V-800DX 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.vinex.jp/

2
1～3月中
調査分

電気ストーブ
（ハロゲンヒーター）

V6-810-G 1 2
1～3月中
調査分

JW-Z50A 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/

3
1～3月中
調査分

HSW-50S5 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/

3
1～3月中
調査分

パナソニック株式会社 電磁調理器 CH-MS6C 1 5
1～6月中
調査分

パナソニックサイクルテック
株式会社

電動アシスト自転車用
リチウムバッテリー

BE-END635G
（バッテリー品番：

NKY450B02）
1

下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201507.html

5
1～6月中
調査分

株式会社日立製作所 電気こんろ HT-1250 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info2/

4
1～6月中
調査分

株式会社萬品電機製作所
（倒産）

ハイラジエント
クッキングヒーター

MDS-218RE 1 6
1～6月中
調査分

ミナモト電機株式会社
耐酸石英ヒーター

（ストレート型）
Q-233 1 3

1～3月中
調査分

株式会社LIXIL 温水洗浄便座 CW-J111 1 3
1～6月中
調査分

不　明 電気掛敷毛布 不　明 1 1
1～3月中
調査分

ダイキン工業株式会社

株式会社日本ビネガーボトラーズ

全自動洗濯機
ハイアールジャパン
セールス 株式会社



不　明 電気ストーブ 不　明 1 1
1～3月中
調査分

47合計



平成２７年１月～６月の燃焼機器火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災12件を以下に示している。（該当件数、製造事業者等名50音順）

死者の発生状況

岩谷産業株式会社 トーチバーナー CB-TC-CPRO3 2
（該当件数は2件である。）下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.shimachu.co.jp/news/entryfile/20141211.pdf

5
1～6月中
調査分

株式会社アサヒ製作所 全自動乾燥機 JET-35P 1 3
1～6月中
調査分

株式会社オカキン
屋外式（RF式）

ガスふろがま（LPガス用）
OK-AR型-LE 1

下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.okakin.com/news/0.html

2
1～3月中
調査分

株式会社グリーンウッド 石油ストーブ GKP-S241N 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.gwgw.co.jp/pdf/notice/20010326.pdf

2
1～6月中
調査分

自然通気形開放式
石油ストーブ

SX-C210Y 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html

1
1～3月中
調査分

石油ストーブ SX-3040 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html

2
1～3月中
調査分

石油ストーブ SX-D27WY 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【事業者HP】http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html

2
1～6月中
調査分

株式会社長府製作所 風呂釜付瞬間ボイラ J-IB 1 1
1～3月中
調査分

株式会社巴商会 業務用乾燥機 STT48 1 1
1～3月中
調査分

株式会社ハーマン ビルトインコンロ C3G68RNL 1 1
1～3月中
調査分

不明 トーチバーナー 不明 1 3
1～6月中
調査分

12

発生月 公表

合計

製造事業者等名 製品名 型式 該当件数 備考

株式会社コロナ
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