重大製品事故（Ａ１） 石油機器
JGKA
管理番号

事故発生日

公表日

2021/4/21
製品名

機種・型式

事業社名

事故発
生場所

A1Ｋ21- 028

2021/3/28

2021/4/21 石油給湯機付ふろがま UKB-3300TXA(MS) (株)コロナ

静岡県

A1Ｋ21- 027

2021/3/24

2021/4/21 石油給湯機

UIB-3300TX(M)

(株)コロナ

栃木県

A1Ｋ21- 026

2021/3/11

2021/4/21 石油給湯機

UIB-LD30X(F)

(株)コロナ

秋田県

A1Ｋ21- 025

2021/3/17

2021/4/21 石油給湯機付ふろがま UKB-320TX3(F)

(株)コロナ

福島県

A1Ｋ21- 024

2021/1/12

2021/4/21 石油ストーブ（開放式）

OHC-43C

三洋電機(株)

岩手県

A1Ｋ21- 023

2021/2/18

2021/4/21 石油ストーブ（開放式）

SX-28

(株)コロナ

大分県

A1Ｋ21- 022

2021/3/9

2021/4/21 石油ストーブ（密閉式）

FFR-70SX

サンポット(株)

東京都

A1Ｋ21- 021

2021/3/9

2021/4/21 石油ストーブ（開放式）

NRS-S2317E5

(株)トヨトミ

三重県

A1Ｋ21- 020

2021/2/18

2021/3/25 石油ストーブ（開放式）

NX-26Y

(株)コロナ

兵庫県

A1Ｋ21- 019

2021/2/1

2021/3/25 石油ストーブ（開放式）

KSR28F

東芝熱器具(株)（現 北海道
東芝ホームテクノ
(株)）

A1Ｋ21- 018

2021/2/6

2021/3/25 石油ストーブ（開放式）

OS-229

松下住設機器(株)
（現パナソニック
(株)）

宮城県

A1Ｋ21- 017

2021/2/10

2021/3/25 石油ストーブ（密閉式）

FFR-38RFD

サンポット(株)

北海道

A1Ｋ21- 016

2021/1/9

2021/3/25 石油ストーブ（開放式）

IKS-24D（岩谷産業 (株)ニッセイ（岩谷産 埼玉県
(株)ブランド）
業(株)ブランド）

A1Ｋ21- 015

2021/2/1

2021/3/25 石油ストーブ（開放式）

NC-S24F

(株)ニッセイ

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

徳島県

被害概要
死亡

事故の内容

重傷病 軽傷病
CO中毒

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。
〇 当該製品を使用中、異臭がしたため確認
すると、当該製品を焼損する火災が発生
していた。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 当該製品のスイッチを入れたところ、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 当該製品及び建物を全焼する火災が発
生し、1名が重傷を負った。当該製品の使
用状況を含め、現在、原因を調査中。

1

1

〇 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、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。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。
〇 当該製品の給油タンクに給油後、当該製
品に戻す際に灯油がこぼれ、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。

2

1

1

1

事故の原因

再発防止策 備考

火災

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。
〇 建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷
を負った。当該製品が現場にあった。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。
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。
〇 建物を全焼する火災が発生し、1名が死
亡、1名が重傷、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
を調査中。
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。

製造から20年以上経過した製品
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。令和3
年4月1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
製造から25年以上経過した製品。令和3
年1月28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
して認識したのは令和3年3月10日
令和3年2月26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令和3年3月10日

製造から20年以上経過した製品。令和3
年3月4日に消費者安全法の重大事故等
として公表済。平成20年9月17日からリ
コールを実施（特記事項を参照）改修率：
2.2％
製造から35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令和3
年2月16日
製造から30年以上経過した製品

製造から15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令和3
年2月18日

製造から20年以上経過した製品

1／2

重大製品事故（Ａ１） 石油機器
JGKA
事故発生日
管理番号
A1Ｋ21- 014 2021/1/20

公表日

2021/4/21
製品名

機種・型式

2021/3/25 石油給湯機付ふろがま KIBF-3870D

（株）長府製作所

事故発
生場所
福井県

(株)ノーリツ

兵庫県

MBX-6000

事業社名

A1Ｋ21- 013

2021/1/00

2021/3/25 油だき温水ボイラ

A1Ｋ21- 012

2021/1/31

2021/3/25 石油ストーブ（密閉式、 UHB-TPM1020
床暖房機能付）

(株)コロナ

北海道

A1Ｋ21- 011

2021/1/24

2021/3/25 石油ストーブ（開放式）

RSK-272

(株)トヨトミ

埼玉県

A1Ｋ21- 010

2021/1/12

2021/2/18 石油給湯機

IBF-33DS

(株)長府製作所

兵庫県

A1Ｋ21- 009

2021/1/22

2021/2/18 石油給湯機付ふろがま UKB-3300TX(F)

(株)コロナ

岩手県

A1Ｋ21- 008

2021/1/8

2021/2/18 石油ストーブ（密閉式）

FF-65ER

(株)コロナ

北海道

A1Ｋ21- 007

2021/1/8

2021/2/18 石油給湯機

UIB-3300TXA(A)

(株)コロナ

静岡県

A1Ｋ21- 006

2021/1/00

2021/2/18 石油給湯機付ふろがま UKB-A4000HTX(F) (株)コロナ

愛知県

A1Ｋ21- 005

2021/1/4

A1Ｋ21- 004

2021/1/20

A1Ｋ21- 003

2021/2/18 石油ストーブ（開放式）

GKP-P248N（(株)グ (株)千石（(株)グリー 神奈川県
リーンウッドブラン ンウッドブランド）（輸
ド）
入事業者）

2021/2/18 油だき温水ボイラ

CBH-EN3800FF

長府工産(株)

青森県

2021/1/2

2021/2/18 石油ストーブ（開放式）

SX-24

(株)コロナ

愛知県

A1Ｋ21- 002

2021/1/10

2021/2/18 石油ストーブ（開放式）

SL-111

(株)コロナ

岩手県

A1Ｋ21- 001

2021/1/1

2021/2/18 石油ストーブ（開放式）

不明

(株)コロナ

新潟県

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

被害概要
死亡

1

事故の内容

重傷病 軽傷病
CO中毒

1

1

1

事故の原因

再発防止策 備考

火災

〇 当該製品を使用後、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。
宿泊施設で当該製品を使用して湯張り
後、入浴時の火傷により、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 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
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 異臭がしたため確認すると、当該製品を
焼損する火災が発生していた。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。
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。

令和3年2月4日に消費者安全法の重大事
故等として公表済

〇 異音がしたため確認すると、当該製品を
焼損する火災が発生していた。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 当該製品を使用中、建物を全焼し、2棟を
類焼する火災が発生し、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。
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。
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。
〇 当該製品を使用中、建物を全焼する火災
が発生し、1名が死亡した。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 当該製品の給油タンクに給油後、当該製
品に戻す際に灯油がこぼれ、建物を全
焼、1棟を類焼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。令和3
年1月28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
は令和3年2月2日

製造から25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令和3
年1月26日
製造から25年以上経過した製品

製造から20年以上経過した製品。令和3
年1月28日に消費者安全法の重大事故等
として公表済

令和3年1月21日に消費者安全法の重大
事故等として公表済

令和3年1月21日に消費者安全法の重大
事故等として公表済

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（特記事項
を参照）改修率：2.2％

2／2

