
重大製品事故（Ａ１）　石油機器 2023/3/27

事故発生日 公表日 製品名 機種・型式 事業社名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO
中毒

火災 事故の内容 事故の原因 再発防止策 備考

2022/12/21 2023/01/25 石油ストーブ（密閉式） FF-35A (株)トヨトミ 北海道 2 〇 当該製品を焼損する火災が発生し、2名
が軽傷を負った。当該製品に起因するの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調
査中。

2022/12/20 2023/01/25 石油ストーブ（開放式） RCA-260 (株)トヨトミ 岡山県 2 〇 当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、 2名が死亡した。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。

製造から35年以上経過した製品

2022/12/05 2023/01/25 石油ストーブ（密閉式） FF-VT42P (株)コロナ 青森県 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。

製造から20年以上経過した製品

2022/12/03 2023/01/25 石油ふろがま JPK-N5 (株)長府製作所 岩手県 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。

製造から10年以上経過した製品

2022/11/30 2023/01/25 石油給湯機 OQB-407F (株)ノーリツ 秋田県 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。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。

2022/11/30 2022/12/26 石油ストーブ（密閉式） FR-70H （株）トヨトミ 北海道 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
調査中。

2022/11/30 2022/12/26 石油ストーブ（開放式） RCA-104 （株）トヨトミ 愛知県 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。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。

製造から30年以上経過した製品

2022/11/29 2022/12/26 石油ストーブ（開放式 RCA-91 （株）トヨトミ 山口県 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。当該製品に起
因するのか、他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

2022/11/28 2022/12/26 石油ストーブ（開放式） RL-25F （株）トヨトミ 千葉県 1 2 〇 当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、 1名が死亡、2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。

2022/11/23 2022/12/26 石油ストーブ（開放式） 不明 （株）トヨトミ 北海道 1 〇 建物を全焼する火災が発生し、1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、原因を調査中。

2022/11/22 2022/12/26 石油ストーブ（開放式） RS-L21 （株）トヨトミ 高知県 1 〇 当該製品を使用中、建物を全焼する火災
が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品
から出火したのか、他の要因かも含め、
現在、原因を調査中。

同日発生の石油ストーブ（開放式）の事
故と同じ案件

2022/11/22 2022/12/26 石油ストーブ（開放式） RS-L27 （株）トヨトミ 高知県 1 〇 当該製品を使用中、建物を全焼する火災
が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品
から出火したのか、他の要因かも含め、
現在、原因を調査中。

同日発生の石油ストーブ（開放式）の事
故と同じ案件

2022/11/14 2022/12/26 石油ストーブ（開放式） SX-2413YJ （株）コロナ 滋賀県 1 〇 建物1棟を全焼、5棟を類焼する火災が発
生し、1名が死亡した。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、原因を調査中。

2022/11/03 2022/11/25 石油ストーブ（密閉式） FR-70J （株）トヨトミ 秋田県 〇 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。

2022/10/31 2022/12/26 石油給湯機付ふろがま UKB-3300TXＡ
(MS)

（株）コロナ 新潟県 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。

製造から20年以上経過した製品

2022/10/30 2022/11/25 石油給湯機 UIB-310TX3(F) （株）コロナ 新潟県 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。

製造から25年以上経過した製品

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
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2022/10/05 2022/10/25 石油ストーブ（開放式） KCP-E2415Y （株）コロナ 秋田県 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。当該製品に起
因するのか、他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

2022/09/10 2022/10/25 石油ふろがま FB-GCA サンポット(株)（現
(株)長府製作所）

北海道 〇 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
品に起因するのか、他の要因かも含め、
現在、原因を調査中。

2022/06/30 2022/08/25 石油ストーブ（開放式） SX-3000 （株）コロナ 北海道 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。当該製品に起
因するのか、他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

製造から30年以上経過した製品

2022/06/06 2022/07/25 石油ふろがま CK-11S （株）長府製作所 大分県 〇 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、機器の修理、点検及び空だき防止
装置の作動状況を判定するために一時
的に使用する点検用コネクター（空だき防
止装置を働かせないようにするもの）を修
理・点検後に戻し忘れたため、空だきと
なった際に空だき防止装置が作動せず、
火災に至ったものと考えられる。

製造から25年以上経過した製品。平成
19年7月27日からリコールを実施

2022/05/14 2022/06/22 油だき温水ボイラ CUG-376URF-1 サンポット（株）（現
（株）長府製作所）

北海道 〇 病院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。

2022/05/01 2022/06/22 石油給湯機 UIB-4000HTX(F) （株）コロナ 新潟県 〇 集会所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。

製造から15年以上経過した製品

2022/04/30 2022/06/22 石油ストーブ（開放式） RX-2220Y （株）コロナ 広島県 2 〇 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、1棟
を類焼する火災が発生し、2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。

2022/04/24 2022/06/22 石油ストーブ（開放式） RX-221 （株）コロナ 京都府 〇 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、2棟
を類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。

2022/04/18 2022/05/23 石油ファンヒーター（開
放式）

KDF-25SC ダイニチ工業（株） 茨城県 〇 当該製品を使用中、建物を全焼する火災
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。
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2022/04/12 2022/06/22 石油ふろがま JPK-N3 （株）長府製作所 茨城県 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。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。

製造から25年以上経過した製品

2022/04/11 2022/05/23 石油給湯機付ふろがま UKB-320TX(A) （株）コロナ 兵庫県 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。当該製品に起
因するのか、他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

製造から30年以上経過した製品

2022/04/05 2022/06/22 石油ストーブ（開放式） RX-2213Y （株）コロナ 群馬県 〇 当該製品を使用中、建物を全焼する火災
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。

2022/04/05 2022/05/23 石油ストーブ（開放式） RX-2217Y （株）コロナ 岩手県 1 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名が死亡した。
当該製品の使用状況を含め、現在、原因
を調査中。

2022/04/04 2022/05/23 石油ストーブ（半密閉
式）

HR-650F （株）トヨトミ 北海道 2 〇 当該製品及び建物1棟を全焼、3棟を類焼
する火災が発生し、2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。

2022/04/02 2022/06/22 石油ファンヒーター（開
放式）

FW-5714LE ダイニチ工業（株） 東京都 〇 当該製品を点火したところ、建物1棟を全
焼、2棟を類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。

2022/03/31 2022/05/23 石油ストーブ（開放式） RX-2213Y （株）コロナ 石川県 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。

2022/03/29 2022/05/23 石油ストーブ（開放式） RX-2218Y （株）コロナ 北海道 1 1 〇 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、4棟
を類焼する火災が発生し、1名が死亡、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。

2022/03/09 2022/05/23 石油ファンヒーター（開
放式）

FW-5580LD ダイニチ工業（株） 千葉県 〇 当該製品を点火したところ、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。

2022/03/04 2022/09/26 石油ストーブ（開放式） GKP-S241N （株）千石（（株）グ
リーンウッドブラン
ド）（輸入事業者）

広島県 1 〇 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。

平成22年9月1日からリコールを実施
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2022/02/26 2022/07/25 石油ファンヒーター（開
放式）

FW-324S ダイニチ工業（株） 岡山県 〇 当該製品を使用中、建物3棟を全焼し、2
棟を類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。

2022/02/23 2022/05/23 石油給湯機 IB-4701DKF （株）長府製作所 北海道 〇 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。

製造から15年以上経過した製品

2022/02/18 2022/03/29 石油ストーブ（開放式） RS-S23F （株）トヨトミ 千葉県 〇 当該製品を使用中、建物2棟を全焼する
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。

2022/02/15 2022/03/29 石油ファンヒーター（開
放式）

FH-G3217Y （株）コロナ 神奈川県 〇 当該製品を点火したところ、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。

2022/02/05 2022/03/29 石油ストーブ（開放式） RX-2915WY （株）コロナ 滋賀県 1 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。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。

2022/02/04 2022/02/28 石油ストーブ（開放式） 不明 （株）トヨトミ 島根県 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。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。

2022/02/03 2022/09/26 石油ストーブ（開放式） RC-296S (株)トヨトミ 滋賀県 〇 当該製品及び建物を全焼する火災が発
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。

製造から20年以上経過した製品

2022/02/03 2022/03/29 石油給湯機 IBF-4765DSN （株）長府製作所 宮城県 〇 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、
周辺を溶融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。

2022/02/01 2022/03/29 石油ファンヒーター（開
放式）

FW-4616L ダイニチ工業（株） 兵庫県 1 〇 建物を全焼する火災が発生し、1名が死
亡した。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、原因を調査中。

2022/01/26 2022/02/28 石油ファンヒーター（開
放式）

FW-3221S ダイニチ工業（株） 岡山県 〇 当該製品を使用中、建物を全焼する火災
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。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
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2022/01/19 2022/02/28 石油ストーブ（開放式） SX-D27WY （株）コロナ 千葉県 1 〇 建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発
生し、1名が死亡した。現場に当該製品が
あった。現在、原因を調査中。

製造から20年以上経過した製品。平成
20年9月17日からリコールを実施

2022/01/18 2022/02/28 石油給湯機付ふろがま UKB-3300TXA(MS) （株）コロナ 長崎県 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。

製造から20年以上経過した製品

2022/01/12 2022/02/28 石油ファンヒーター（開
放式）

FWY-32CW19 ダイニチ工業（株） 滋賀県 〇 当該製品を使用中、建物を全焼する火災
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。

2022/01/07 2022/02/28 石油ストーブ（開放式） KSK-2400（（株）ノー
リツブランド）

（株）千石（（株）ノー
リツブランド）

青森県 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。当該製品に起
因するのか、他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

製造から35年以上経過した製品

2022/01/04 2022/02/28 油だき温水ボイラ MBX-4500 （株）ノーリツ 北海道 〇 畜舎で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。

製造から25年以上経過した製品

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.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
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 5／5


