重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
管理番号

事故発生日

公表日

2018/11/26
製品名

機種・型式

事業社名

事故発
生場所

事故の内容

被害概要
死亡

重傷病 軽傷病

CO中毒

A1G18- 067

2018/11/6

2018/11/26 ガス瞬間湯沸器（ＬＰガ TP-SQ160R-1
ス用、屋外式（ＲＦ式））

髙木産業(株)（現
パーパス(株)）

東京都

〇 当該製品を使用中、当該製品を焼損する
火災が発生した。現在、原因を調査中。

A1G18- 066

2018/11/5

2018/11/26 ガスこんろ（ＬＰガス用） IC-900V-L

(株)パロマ

奈良県

A1G18- 065

2018/10/31

2018/11/26 ガスこんろ（ＬＰガス用） IC-E600CP-1L

パロマ工業(株)（現
(株)パロマ）

神奈川
県

〇 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。

A1G18- 064

2018/11/3

2018/11/26 ガスこんろ（都市ガス
用）

不明（IC-3300Fと推 パロマ工業（株）（現 大阪府
定）
（株）パロマ）

〇 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。

A1G18- 063

2018/10/19

2018/11/26 カセットボンベ

CB-3P（株式会社グ 株式会社千石（（株） 神奈川県
リーンウッドブラン
グリーンウッドブラン
ド）
ド）（輸入事業者）

A1G18- 062

2018/10/8

〇 当該製品を他社製のカセットこんろに装
着して使用中、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。当該製品に起因す
るのか、他の要因かも含め、現在、原因
を調査中。
〇 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。

A1G18- 061

1

事故の原因

再発防止策

備考

火災

製造から25年以上経過した製品

〇 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、1名が軽傷を
負った。現在、原因を調査中。

2018/11/26 ガスこんろ（ＬＰガス用） IC-800B-R

(株)パロマ

2018/10/10

2018/11/26 ガスこんろ（都市ガス
用）

(株)パロマ工業恵那 東京都
工場（現(株)パロマ）

〇 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。

事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年11月2日

A1G18- 060

2018/10/24

髙木産業（株）（現
パーパス（株））

〇 当該製品を使用中、周辺を焼損する火災
が発生した。現在、原因を調査中。

製造から20年以上経過した製品

A1G18- 059

2018/10/13

2018/11/26 ガス給湯付ふろがま（Ｌ TP-SP200SZR1
Ｐガス用、屋外式（ＲＦ
式））
IP-250T（イワタニ・
2018/11/02 ガスカートリッジ
プリムス㈱ブランド）

エヌケイケイ(株)（イ 滋賀県
ワタニ・プリムス(株)
ブランド）

〇 当該製品をガストーチに装着して点火し
たところ、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。

A1G18- 058

2018/10/11

2018/11/02 ガスふろがま（都市ガス GS-130D
用）

(株)ノーリツ

愛知県

〇 当該製品を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

A1G18- 057

2018/10/8

2018/11/02 ガスこんろ（都市ガス
用）

(株)パロマ工業恵那 東京都
工場（現(株)パロマ）

〇 当該製品を使用中、当該製品を焼損する
火災が発生した。現在、原因を調査中。

A1G18- 056

2018/10/2

2018/11/02 ガス瞬間湯沸器（都市 GQ-3210WZFF-2
ガス用,密閉式（ＦＦ式））

(株)ノーリツ

〇 宿泊施設で当該製品の周辺を焼損する
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。

A1G18- 055

2018/8/1

A1G18- 054

A1G18- 053

IC-3100F

PA-N70B-R

茨城県

埼玉県

東京都

2018/11/02 カセットこんろ

CB-AS-1（岩谷産業 (株)旭製作所（岩谷 大阪府
（株）ブランド）
産業(株)ブランド）

1

使用者が当該製品の上に転倒し、火傷を
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。

2018/9/26

2018/11/02 ガスこんろ（都市ガス
用）

PD-22SG

1

〇 当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、1名が重傷を負った。事故発生時の
状況を含め、現在、原因を調査中。

2018/9/21

2018/10/11 ガスこんろ（ＬＰガス用） IC-80BE7-1R

(株)パロマ工業恵那 愛知県
工場（現(株)パロマ）
(株)パロマ

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
注意）人的被害概要 重症病：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
軽傷病：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病

岐阜県

事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年11月1日

製造から20年以上経過した製品

事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年10月1日
製造から20年以上経過した製品

〇 当該製品を使用中、爆発を伴う火災が発
生し、周辺を破損した。当該製品の使用
状況を含め、現在、原因を調査中。
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重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
事故発生日
管理番号
A1G18- 052
2018/9/8

公表日

2018/11/26
製品名

機種・型式

事業社名

2018/10/11 ガス瞬間湯沸器（ＬＰガ YR528（全国農業協 (株)ハーマン（全国
同組合連合会ブラン 農業協同組合連合
ス用、開放式）
ド：型式ZY528）
会ブランド）

事故発
生場所
佐賀県

事故の内容

被害概要
死亡

重傷病 軽傷病

CO中毒

事故の原因

再発防止策

備考

火災

〇 当該製品を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

製造から25年以上経過した製品。平成30
年9月21日に消費者安全法の重大事故
等として公表済

〇 当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。事故発生時の状況を含め、現
在、原因を調査中。

製造から25年以上経過した製品

2018/10/11 ガスこんろ（ＬＰガス用） PA-10H

パロマ工業(株)（現
(株)パロマ）

福岡県

2018/9/6

2018/10/11 ガス瞬間湯沸器（都市 GQC1622WZD-FH
ガス用、半密閉式（ＦＥ
式））

(株)ノーリツ

愛知県

A1G18- 049

2018/9/6

2018/10/11 ガス給湯付ふろがま
（都市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））

GT-1660SAWX

(株)ノーリツ

東京都

〇 当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。現在、原因を調査中。

A1G18- 048

2018/6/10

2018/10/11 ガス瞬間湯沸器（都市 GQ-2037WS-T
ガス用、屋外式（ＲＦ
式））

(株)ノーリツ

大阪府

〇 当該製品及び周辺を破損する火災が発
生した。現在、原因を調査中。

A1G18- 047

2018/8/18

2018/10/11 ガス瞬間湯沸器（ＬＰガ TP-SQ160C-1
ス用、屋外式（ＲＦ式））

髙木産業(株)（現
パーパス(株)）

埼玉県

〇 当該製品を使用中、周辺を汚損する火災
が発生した。現在、原因を調査中。

A1G18- 046

2018/7/25

2018/09/07 ガスこんろ（ＬＰガス用） RS38JH1RBR

リンナイ(株)

大阪府

事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年8月10日。平成30年8月9日に
消費者安全法の重大事故等として公表

A1G18- 045

2018/8/13

2018/09/07 ガスこんろ（都市ガス
用）

PA-340WFA-L

(株)パロマ

北海道

〇 当該製品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。
〇 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。

A1G18- 044

2018/8/13

2018/09/07 ガストーチ

CB-TC-CPRO3（岩 (株)旭製作所（岩谷 佐賀県
谷産業（株）ブラン 産業(株)ブランド）
ド）
（輸入事業者）

平成26年12月11日からリコールを実施収
率：51.6％

A1G18- 043

2018/8/2

A1G18- 042

2018/7/5

A1G18- 041

2018/6/17

2018/08/10 ガス瞬間湯沸器（都市 GQ-1604WS
ガス用、屋外式（ＲＦ
式））

〇 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。事故の原因
は、現在、調査中であるが、ボンベ接続
部の取付けビスの締付け不足により接続
部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火
災に至ったものと考えられる。
〇 飲食店で当該製品を使用中、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。
〇 車の荷台で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。
〇 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。

A1G18- 040

2018/7/15

2018/08/10 ガスこんろ（都市ガス
用）

LW2230ＴL（東京ガ (株)ハーマン（東京
ス（株）ブランド：型式 ガス(株)ブランド）
HRT028P-MCCHL）

東京都

A1G18- 039

2018/7/16

2018/08/10 カセットこんろ

KC-315

埼玉県

A1G18- 038

2018/7/16

2018/08/10 ガスカートリッジ直結型 2000017066
ガスこんろ

A1G18- 051

2018/8/23

A1G18- 050

2018/09/07 ガス瞬間湯沸器（都市 GQ-2421WZHP-2
ガス用、半密閉式（ＦＥ
式））
RZ-840
2018/09/07 ガストーチ

(株)ノーリツ

東京都

新富士バーナー㈱

愛知県

(株)ノーリツ

兵庫県

(株)ニチネン（輸入
事業者）

コールマンジャパン 神奈川
(株)（輸入事業者） 県

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
注意）人的被害概要 重症病：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
軽傷病：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病

7〇

2

当該製品を使用中、一酸化炭素中毒によ
り7名が軽症を負った。当該製品の使用
状況を含め、現在、原因を調査中。

事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年7月12日.報告書の提出期限
を超過していることから、事業者に対し厳
重注意
製造から25年以上経過した製品

製造から10年以上経過した製品
事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年8月7日

事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年7月25日

〇 当該製品を使用中、当該製品を焼損する
火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該
製品の使用状況を含め、現在、原因を調
査中。
〇 作業場で当該製品に装着したカセットボ
ンベが破裂する火災が発生し、当該製品
及び周辺が破損した。事故発生時の状況
を含め、現在、原因を調査中。
〇 当該製品を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。
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重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
事故発生日
管理番号
A1G18- 037
2018/7/14

公表日

2018/11/26
製品名

機種・型式

2018/08/10 ガストーチ

KEY-403

2018/08/10 ガスこんろ（都市ガス
用）
2018/08/10 ガスこんろ（都市ガス
用）

PKD-351

事業社名

事故発
生場所
新富士バーナー(株) 兵庫県
パロマ工業(株)（現
(株)パロマ）
(株)ハーマン

2018/7/11

A1G18- 035

2018/7/2

A1G18- 034

2018/7/7

2018/08/10 ガストーチ

CB-TC-CPRO3
(株)旭製作所（岩谷 神奈川県
（岩谷産業（株）ブラ 産業(株)ブランド）
ンド）
（輸入事業者）

A1G18- 033

2018/7/3

2018/08/10 迅速継手

JG1000

(株)ハーマン

A1G18- 032

2018/6/25
2018/6/16

GQ-5011WZ-F2（東
京ガス（株）ブランド：
型式NR-550FEBQL)
IP-500G（イワタニ・
プリムス（株）ブラン
ド）

(株)ノーリツ（東京ガ 東京都
ス(株)ブランド）

A1G18- 031

2018/07/20 ガス瞬間湯沸器（都市
ガス用、半密閉式（ＦＥ
式）)
2018/07/20 ガスカートリッジ

A1G18- 030

2018/6/2

PD-20SC-1

A1G18- 029

2018/5/20

2018/06/25 ガスこんろ（都市ガス
用）
2018/06/25 ガス栓（ＬＰガス用）

F292Ｂ-12（推定）

パロマ工業(株)（現 大阪府
(株)パロマ）
(株)藤井合金製作所 北海道

A1G18- 028

2018/5/25

2018/06/25 ガスこんろ（都市ガス
用）

IC-S37FA

(株)パロマ

A1G18- 027

2018/5/15

2018/06/25 ガスこんろ（都市ガス
用）

(株)ハーマン（パナソ 奈良県
ニック電工(株)ブラン
ド）

A1G18- 026

2018/4/10

2018/06/25 カセットボンベ

DW32C9JTSR
（パナソニック電工
(株)ブランド：型式
S47EG1Z）
CB-250-OR

A1G18- 025

2018/4/16

2018/06/01 ガス給湯付ふろがま
（都市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））

A1G18- 024

2018/4/22

2018/06/01 ガスふろがま（ＬＰガス
用、密閉式（ＢＦ式））

A1G18- 023

2018/4/23

2018/05/14 ガスこんろ（ＬＰガス用） 不明

(株)パロマ

宮崎県

A1G18- 022

2018/4/23

2018/05/14 ガスこんろ（ＬＰガス用） DG32N1SQ1SV

(株)ハーマン

千葉県

A1G18- 021

2018/4/16

(株)ノーリツ

東京都

A1G18- 020

2018/4/10

2018/05/14 ガス給湯暖房機（都市 GTH-162AW
ガス用、屋外式）
TN55WV60CB（タカ
2018/05/14 ガスこんろ（都市ガス
用）
ラスタンダード(株)ブ
ランド）

東京都

1

1

東京都

RUF-VS1601SAT80 (株)ガスター（リンナ 東京都
（リンナイ(株)ブラン イ(株)ブランド）
ド：型式RUFVS1611SAT80）
TH-BS708
(株)タイヘイ
埼玉県

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
注意）人的被害概要 重症病：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
軽傷病：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病

事故の原因

再発防止策

備考

火災

〇 爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び
周辺を破損し、1名が軽傷を負った。現
在、原因を調査中。
〇 商業施設で当該製品を使用中、当該製
品を焼損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。
〇 キャンプ場で当該製品を他社製のガス
トーチに装着して点火したところ、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生し、1
名が火傷を負った。当該製品に起因する
のか、他の要因かも含め、現在、原因を
○ 当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調
○ 当該製品に接続していたガスこんろを使
用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

平成26年12月11日からリコールを実施
（特記事項を参照）回収率：51.6％

平成30年7月3日に経済産業省産業保安
グループにて公表済。平成30年7月12日
に消費者安全法の重大事故等として公表

製造から30年以上経過した製品。平成30
年5月22日に経済産業省産業保安グルー
プにて公表済。平成30年5月31日に消費
者安全法の重大事故等として公表済

○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する
火災が発生した。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。
○ 当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼
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。

大阪府

(株)パロマ（タカラス 東京都
タンダード(株)ブラン
ド）

CO中毒

〇 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。現在、原因を
調査中。
〇 当該製品を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。
〇 当該製品の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。
〇 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。事故の原因
は、現在、調査中であるが、ボンベ接続
部の取付けビスの締付け不足により接続
部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火
災に至ったものと考えられる。

エヌケイケイ(株)（イ 京都府
ワタニ・プリムス(株)
ブランド）

岩谷産業(株)

重傷病 軽傷病

神奈川
県
愛知県

A1G18- 036

DG32K1SR

事故の内容

被害概要
死亡

1

1

○ 当該製品を装着していた他社製のバー
ナーを使用中、当該製品を焼損する火災
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。
○ 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
○ 当該製品を点火したところ、当該製品が
異常着火して破損した。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。
○ 建物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
○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する
火災が発生した。現在、原因を調査中。
○ 当該製品を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。
○ 当該製品を使用中、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。

事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年5月22日。平成30年4月27日
に公表した草焼きバーナー（カセットボン
ベ式）に関する事故（A201800034）と同一
事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年5月15日
製造から10年以上経過した製品。消費者
庁に焼損していない旨を報告済み。

製造から20年以上経過した製品
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重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
事故発生日
管理番号
A1G18- 019
2018/4/10

公表日

2018/11/26
製品名

機種・型式

事業社名

2018/05/14 草焼きバーナー（カセッ KYC-700
トボンベ式）

榮製機(株)

事故発
生場所
東京都

(株)ノーリツ

東京都

重傷病 軽傷病

2018/4/13

A1G18- 017

2018/3/23

A1G18- 016

2018/3/20

GT-1650SARX
2018/05/14 ガス給湯付ふろがま
（都市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））
2018/04/13 ガス瞬間湯沸器（都市 RUS-V51YT（東京ガ
ガス用、開放式）
ス(株)ブランド：型式
KG-405SG）
FV247A
2018/04/13 ガス栓（都市ガス用）

A1G18- 015

2018/1/19

2018/04/13 ガスこんろ（ＬＰガス用） RTS65AWG35R2N

リンナイ(株)

三重県

A1G18- 014

2018/3/14

2018/04/13 ガスふろがま用バー
ナー（ＬＰガス用）

TA-097UET

(株)世田谷製作所

大阪府

A1G18- 013

2018/2/22

2018/03/27 ガスこんろ（都市ガス
用）

(株)ハーマン（大阪
ガス(株)ブランド）

大阪府

A1G18- 012

2018/1/22

DG3103（大阪ガス
(株)ブランド：型式
10-768）
GT-1622SAWX

(株)ノーリツ

新潟県

A1G18- 011

2018/1/27

(株)ノーリツ

東京都

A1G18- 010

2018/2/14

(株)ノーリツ

香川県

A1G18- 009

2018/2/7

2018/03/27 ガス給湯付ふろがま
（都市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））
GT-1628SAWX
2018/03/08 ガス給湯付ふろがま
（都市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））
2018/03/08 ガス給湯付ふろがま（Ｌ GT-2050SAWX
Ｐガス用、屋外式（ＲＦ
式））
OJ-000
2018/03/08 迅速継手

(株)ターダ（現(株)
ハーマン）

東京都

A1G18- 008

2018/1/29

2018/02/22 ガスストーブ（開放式、 R-652PMS
ＬＰガス用）

リンナイ(株)

神奈川県

1

A1G18- 007

2018/2/3

2018/02/22 ガスこんろ（ＬＰガス用） PA-N39VA-R

(株)パロマ

岩手県

1

A1G18- 006

2018/1/24

A1G18- 005

2018/1/15

A1G18- 004

2018/1/13

2018/02/01 ガス瞬間湯沸器（都市 GQ-2421WZ-HP-2
ガス用、半密閉式（ＦＥ
式））

リンナイ(株)（東京ガ 東京都
ス(株)ブランド）
(株)藤井合金製作所 京都府

(株)ノーリツ

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
注意）人的被害概要 重症病：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
軽傷病：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病

東京都

CO中毒

事故の原因

再発防止策

備考

火災

○ 当該製品にガスボンベを接続して使用
中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。
○ 店舗で当該製品を使用したところ、当該
製品内部を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。
飲食店で当該製品を使用中、一酸化炭
3 〇
素中毒により3名が軽症を負った。当該製
品の使用状況を含め、現在、原因を調査
〇 当該製品に接続していたガスこんろを使
用中、当該製品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。
〇 建物を全焼する火災が発生し、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
〇 当該製品を使用中、当該製品を焼損する
火災が発生した。事故の原因は、現在、
調査中であるが、当該製品内の部品の設
計の不具合により、ガバナ部（整圧器）の
ダイヤフラム（ガスの供給圧力の変動に
応じて動く弁）に亀裂が生じて機器内部で
ガス漏れが発生し、漏れたガスにバー
ナーの炎が引火し、出火に至ったものと
〇 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。
〇 当該製品を使用中、当該製品を焼損する
火災が発生した。現在、原因を調査中。

A1G18- 018

2018/02/22 ガスふろがま（都市ガス TP-A3K-2（株)日立 髙木産業(株)
新潟県
用、半密閉式（ＣＦ式）） ハウステックブラン （現パーパス(株)）
ド：型式HB-202）
（(株)日立ハウステッ
クブランド）
PKD-35EG-L
パロマ工業(株)（現 静岡県
2018/02/22 ガスこんろ（都市ガス
用）
(株)パロマ）

事故の内容

被害概要
死亡

〇 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。
〇 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。
〇 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。
〇 爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び
周辺を破損し、1名が重傷、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。
2
〇 爆発を伴う火災が発生し、建物が全壊
し、1名が重傷、2名が軽傷を負った。現場
に当該製品があった。当該製品に起因す
るのか、他の要因かも含め、現在、原因
当該製品を使用中、一酸化炭素中毒によ
2 〇
り2名が軽症を負った。現在、原因を調査
中。

1

〇 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。
〇 飲食店で当該製品を使用中、当該製品を
焼損し、周辺を汚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。

平成30年3月22日に経済産業省産業保
安グループにて公表済。平成30年3月29
日に消費者安全法の重大事故等として公
表済
事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年3月20日
製造から20年以上経過した製品。平成19
年4月19日からリコールを実施。改修率：
76.4％

製造から20年以上経過した製品
事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年2月28日
事業者が重大製品事故として認識したの
は平成30年2月16日

製造から30年以上経過した製品。平成30
年2月9日に経済産業省産業保安グルー
プにて公表済。平成30年2月16日に消費
者安全法の重大事故等として公表済
製造から25年以上経過した製品。平成30
年1月31日に経済産業省産業保安グルー
プにて公表済。平成30年2月8日に消費者
安全法の重大事故等として公表済

製造から10年以上経過した製品。平成30
年2月2日に経済産業省産業保安グルー
プにて公表済。平成30年2月8日に消費者
安全法の重大事故等として公表済

製造から10年以上経過した製品
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重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
事故発生日
管理番号
A1G18- 003
2018/1/3

A1G18- 002

2018/1/12

A1G18- 001

2018/1/2

公表日

2018/11/26
製品名

機種・型式

事業社名

事故発
生場所
北海道

死亡

1

2018/02/01 ガスこんろ（ＬＰガス用） PA-N39P

(株)パロマ

2018/02/01 ガス瞬間湯沸器（ＬＰガ PH-5号F
ス用、開放式）

パロマ工業(株)（現
(株)パロマ）

千葉県

2018/02/01 ガスこんろ（都市ガス
用）

(株)パロマ

兵庫県

IC-80BE7-R

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
注意）人的被害概要 重症病：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
軽傷病：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病

事故の内容

被害概要
重傷病 軽傷病

CO中毒

〇

事故の原因

再発防止策

備考

火災

〇 当該製品を使用中、建物2棟を全焼し、1
棟を部分焼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。
当該製品を使用中、一酸化炭素中毒の
疑いにより1名が死亡した。当該製品の使
用状況を含め、現在、原因を調査中。
〇 当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。事故発生時の状況を含め、現
在、原因を調査中。

平成30年1月18日に消費者安全法の重
大事故等として公表済
製造から40年以上経過した製品。平成30
年1月19日に経済産業省産業保安グルー
プにて公表済
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