
 

平成２８年９月２７日 

消 防 庁 

平成２８年１月～３月の製品火災に関する調査結果 

 

 

 

 

 

◎ 製品の不具合により発生したと判断された火災        ４７件 
(前年同期値比＋11件） 

※１ 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。 

※２ 平成２８年１月～３月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが１３４件あります。 

※３ 「製品の不具合により発生したと判断された火災」４７件のほか、原因は特定されたものの製品の不具合が直接的 

な要因となって発生したか判断ができなかった火災及び原因の特定に至らなかった火災が７６件あります。 

 

◎ 平成２８年１月～３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。          （該当件数、製造事業者等名50音順） 

製造事業者等 製品名 型式 件数 備考 
平成27年 

1月～12月の
火災件数（※） 

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 ３ 
平成26年5月28日の社告により 

バッテリーパックの交換対応 
１３ 

長州産業株式会社 石油給湯機 DX-403D ２ 
平成17年1月24日の社告により 

点検対応 
０ 

株式会社フィリップス 
エレクトロニクス ジャパン 

オイルヒーター HD3477 ２ 
平成13年10月16日の社告により 

点検・修理対応 
０ 

本田技研工業株式会社 フィット DBA-GK3 ２ 
平成28年4月4日の社告により 

電気装置の交換対応 
１ 

株式会社萬品電機製作所（倒産） 電気こんろ MDS-113RE ２ 
平成20年12月25日の社告により 

使用中止を告知 
０ 

※ 平成２７年１月～１２月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。 

 平成２７年１月～１２月の製品火災に関する調査結果については、別添２及び以下を参照。 

【消防庁ホームページ】http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/07/280722_houdou_1.pdf 

 

◎ 上記の社告（リコール）情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。 
【リコール情報サイトホームページ】http://www.recall.go.jp/ 

 

◎ 平成２８年１月～３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。 

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２８年１月～３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、

６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。（詳細は別添１参照） 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/07/280722_houdou_1.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。 
 

 

 
連絡先 ：消防庁予防課 

担 当 ：恵﨑・齋藤・土肥 

電 話 ：０３－５２５３－７５２３ 

ＦＡＸ ：０３－５２５３－７５３３ 



平成２８年１月～３月の製品火災に関する調査結果 

 

 平成２８年１月～３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、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。 

 

【平成２８年１月～３月 製品火災調査結果】                  単位：〔件〕 

  自動車等 電気用品 燃焼機器 全 体 

平成２８年１月～３月に発生した製品火災（調査中のものを除く。） 42 64 17 123 

 製品の不具合により発生したと判断された火災 6 34 7 47 

※１ 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。 

※２ 平成２８年１月～３月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが１３４件ある。 

※３ 上記の１２３件には、「製品の不具合により発生したと判断された火災」４７件のほか、原因は特定されたものの製品の不具合 

が直接的な要因となって発生したか判断ができなかった火災及び原因の特定に至らなかった火災が７６件ある。 

 

参考【平成２７年１月～３月 製品火災調査結果】                単位：〔件〕 

  自動車等 電気用品 燃焼機器 全 体 

平成２７年１月～３月に発生した製品火災 48 61 14 123 

 製品の不具合により発生したと判断された火災 2 28 6 36 

 

 

 

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         ： ６件（資料１参照） 

② 製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災   ：３６件 

※ ①のうち５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」の製品情報 

 製品の不具合により発生したと判断された６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 

本田技研工業株式会社 フィット DBA-GK3 ２ 
平成28年4月4日の社告により 

電気装置の交換対応 

 

３．「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況 

 製品の不具合により発生したと判断された６件の火災で、死者が発生しているものは無かった。 

 

別添１ 



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         ：３４件（資料２参照） 

② 製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災   ：３０件 

※ ①のうち２７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」の製品情報 

 製品の不具合により発生したと判断された３４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。 

（該当件数、製造事業者等名50音順） 

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 ３ 
平成26年5月28日の社告により 

バッテリーパックの交換対応 

株式会社フィリップス 

エレクトロニクス ジャパン 
オイルヒーター HD3477 ２ 

平成13年10月16日の社告により 

点検・修理対応 

株式会社萬品電機製作所（倒産） 電気こんろ MDS-113RE ２ 
平成20年12月25日の社告により 

使用中止を告知 

 

３．「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況 

 製品の不具合により発生したと判断された３４件の火災で、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         ： ７件（資料３参照） 

② 製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災   ：１０件 

※ ①のうち６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」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 

長州産業株式会社 石油給湯機 DX-403D ２ 
平成28年4月4日の社告により 

電気装置の交換対応 

 

３．「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況 

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



 

（参考） 

平成２７年１月～１２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。     （該当件数、製造事業者等名50音順） 

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 １３ 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 ４ 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 ４ 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 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。 

スズキ株式会社 エブリイ EBD-DA64V 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。 

日立アプライアンス株式会社 電気こんろ HT-1250 ２ 社告により示された不具合に
よるものである。 

本田技研工業株式会社 VEZEL（ヴェゼル） DBA-RU1 ２ 社告により示された不具合に
よるものである。 

本田技研工業株式会社 フィット DBA-GD1 ２ 社告により示された不具合に
よるものである。 

 

別添２ 



平成２８年１月～３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

死者の発生状況

（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.honda.co.jp/recall/160404_3797.html

2
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.honda.co.jp/recall/160404_3797.html

3
1～3月中
調査分

日野自動車株式会社 デュトロ TKG-XZU600X 1 2
1～3月中
調査分

本田技研工業株式会社 VEZEL（ヴェゼル） DBA-RU1 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.honda.co.jp/recall/160404_3797.html

2
1～3月中
調査分

本田技研工業株式会社 N BOX DBA-JF1 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.honda.co.jp/recall/campaign/160624.html

2
1～3月中
調査分

三菱ふそうトラック・バス株式会社 スーパーグレ－ト KL-FS55JVY 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.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/070920/SC070920.html

2
1～3月中
調査分

6

発生月 公表製造事業者等名 製品名 型式 該当件数 備考

※製品の不具合により発生したと判断された火災6件を以下に示している（該当件数、製造事業者等名50音順）。

DBA-GK3本田技研工業株式会社 フィット 2

合計

資料１ 



1

平成２８年１月～３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

死者の発生状況

（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://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html

2
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://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.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.philips.co.jp/c-w/support-contact-page/recall-homepage/oil-heater-
safety-use.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://www.philips.co.jp/c-w/support-contact-page/recall-homepage/oil-heater-
safety-use.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。
【参考HP】http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.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。
【参考HP】http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html

3
1～3月中
調査分

アイコム株式会社
業務用リチウムイオン

電池パック
BP-220L 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.icom.co.jp/products/land_mobile/support/important_news/20141107/

1
1～3月中
調査分

アイホン株式会社 インターホン B-9M-208Yトク 1 2
1～3月中
調査分

株式会社カイホウジャパン
電動アシスト自転車用

リチウムポリマー充電池
KH-BA05 1 3

1～3月中
調査分

小泉成器株式会社 セラミックヒーター KCH-1233 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/support/important/-kch-1233.html

1
1～3月中
調査分

サン株式会社 天ぷら揚げ器 DF-505 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.sunkk.co.jp/news240529.html

2
1～3月中
調査分

三洋電機株式会社 冷蔵ショーケース SMR-48 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/saikinkoku.html

1
1～3月中
調査分

杉国工業株式会社 ローリフト LW5-100 1 3
1～3月中
調査分

椙山紡織株式会社 カーボンヒーター PCH-S6001 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.sugibou.com/support/post.html

1
1～3月中
調査分

スマートソーラー株式会社 蓄電池（リチウムポリマー） LP0926-7 1 3
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

3
1～3月中
調査分

ダイキン工業株式会社 ルームエアコン（室外機） AR2205 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/2004/041019_r/index.html

1
1～3月中
調査分

HD3477

ノートパソコン用
バッテリーパック

※製品の不具合により発生したと判断された火災34件を以下に示している（該当件数、製造事業者等名50音順）。

株式会社フィリップス
エレクトロニクス　ジャパン

備考

2

2

株式会社萬品電機製作所（倒産）

オイルヒーター

電気こんろ

発生月

MDS-113RE

公表製造事業者等名 製品名 型式 該当件数

CF-S10シリーズ用パナソニック株式会社 3

資料２ 



2

ダイキン工業株式会社 ルームエアコン（室内機） F25HTRXS-W 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/2014/141017/index.html

3
1～3月中
調査分

長信ジャパン株式会社
（輸入販売事業者）

モバイルバッテリ 不明 1 3
1～3月中
調査分

株式会社電響社 セラミックヒーター DTC-A1215-WH 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.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html

2
1～3月中
調査分

株式会社電響社 セラミックヒーター DKTC-A1215-WH 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.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html

3
1～3月中
調査分

ハイアールジャパンセールス
株式会社

全自動洗濯機 HSW-50S3 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/index.shtml

1
1～3月中
調査分

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-W4GW9HXR 1 3
1～3月中
調査分

パナソニック株式会社 カラーテレビ TH21-H55GR 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://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/info/kinkoku.html

3
1～3月中
調査分

フカダック株式会社（倒産）
電気ストーブ

（ハロゲンヒーター）
FH-911 1

下記の社告により示された不具合によるものである。
【参考HP】http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/090114-1.html

1
1～3月中
調査分

富士通株式会社
ノートパソコン用
バッテリパック

LIFEBOOK SHシリーズ用 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://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html

1
1～3月中
調査分

富士通株式会社
ノートパソコン用
バッテリパック

LIFEBOOK Pシリーズ用 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://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html

1
1～3月中
調査分

株式会社萬品電機製作所（倒産） 電気こんろ MDS-113REB 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【参考HP】http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html

2
1～3月中
調査分

三菱電機照明株式会社 蛍光灯器具 KL4701 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.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/20110425/

2
1～3月中
調査分

株式会社山善 カーボンヒーター CBHI-D900 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.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20040212

1
1～3月中
調査分

株式会社LIXILグループ 電気こんろ SBE-101 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://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html?_ga=1.148431927.126578203.1470651353

2
1～3月中
調査分

Young One Corporation ウォーターサーバー YCH-720W 1
下記の社告により示された不具合によるものである。
【参考HP】http://www.recall-plus.jp/info/16702?noref=1

1
1～3月中
調査分

不明 小型送風機 不明 1 2
1～3月中
調査分
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製品の不具合により発生したと判断された火災

死者の発生状況

長州産業株式会社 石油給湯機 DX-403D 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.choshu.co.jp/2009/0506200057.html

1
1～3月中
調査分

岩谷産業株式会社 トーチバーナー CB-TC-CPRO3 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/top_info/detail.php?idx=28

1
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/GWHP0831.pdf

3
1～3月中
調査分

株式会社コロナ 石油ストーブ UHB-TPM1000 1 3
1～3月中
調査分

株式会社ノーリツ 石油給湯機付きふろがま OTQ-302Y 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.noritz.co.jp/library/info/01_list.pdf

3
1～3月中
調査分

TOTO株式会社 石油給湯機 RPH32K 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.toto.co.jp/News/yupro/index.htm

3
1～3月中
調査分

7

※製品の不具合により発生したと判断された火災7件を以下に示している（該当件数、製造事業者等名50音順）。

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
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