
重大製品事故（Ａ１）　ガス機器 2023/1/13

事故発生日 公表日 製品名 機種・型式 事業社名 事故発生場死亡 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

2021/01/09 2021/02/18 カセットボンベ PC-25 ピーコック魔法瓶工
業(株)

京都府 1 〇 当該製品を他社製のガスストーブ（ガスボ
ンベ式）に接続して使用中、周辺を焼損す
る火災が発生し、1名が火傷を負った。現
在、原因を調査中。

製造から25年以上経過
した製品

2021/01/12 2021/02/18 ガス給湯器（ＬＰガス
用、屋外式（ＲＦ式））

GK-1600K (株)長府製作所 神奈川県 〇 当該製品を使用中、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。

製造から20年以上経過
した製品

2021/01/30 2021/03/25 ガス給湯付ふろがま
（都市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））

RUF-HV160A-E リンナイ(株) 神奈川県 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15年以上経過
した製品

2021/02/09 2021/04/21 ガスこんろ（都市ガス
用）

RSK-30JVF1S-H リンナイ(株) 愛知県 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。当該製品の使用状況を含め、
現在、原因を調査中。

製造から20年以上経過
した製品

2021/02/20 2021/03/25 ガスこんろ（都市ガス
用）

110-R500（大阪ガス
(株)ブランド）

リンナイ(株)（大阪ガ
ス(株)ブランド）

大阪府 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。

2021/02/22 2021/03/25 ガスこんろ（都市ガス
用）

DG3044 (株)ハーマン 千葉県 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20年以上経過
した製品

2021/03/03 2021/05/24 ガスこんろ（ＬＰガス用） KG-S600W-L リンナイ(株) 岐阜県 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。当該製品から
出火したのか、他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

2021/03/07 2021/05/24 ガスこんろ（ＬＰガス用） KGM64BE2L リンナイ(株) 長崎県 2 〇 当該製品を使用中、建物を全焼する火災
が発生し、2名が火傷を負った。当該製品
の使用状況を含め、現在、原因を調査

2021/04/13 2021/05/24 ガス給湯暖房機（都市
ガス用、密閉式（ＦＦ
式））

GTHC2448(S)AW-
FF

(株)ノーリツ 北海道 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。

2021/04/15 2021/05/24 ガスふろがま用バー
ナー（都市ガス用）

TA-097UET (株)世田谷製作所 大阪府 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
考えられる。

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

2021/04/18 2021/05/24 ガスこんろ（ＬＰガス用） IC-N30B-R (株)パロマ 福岡県 〇 当該製品及び建物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。

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 1／3



重大製品事故（Ａ１）　ガス機器 2023/1/13
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2021/04/18 2021/06/24 ガスこんろ（都市ガス
用）

LW2232TRG（大阪ガ
ス㈱ブランド：型式
110-4101）

(株)ハーマン（大阪
ガス㈱ブランド）

兵庫県 〇 当該製品を使用中、火災報知器が鳴動し
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
に起因するのか、他の要因かも含め、現
在、原因を調査中。

2021/04/25 2021/06/24 ガス栓（都市ガス用） 不明 (株)藤井合金製作所 徳島県 〇 当該製品に接続していたガスこんろを点
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。当該製品の使用状
況を含め、現在、原因を調査中。

2021/05/28 2021/06/24 ガスこんろ（都市ガス
用）

DC1001A (株)ハーマン 神奈川県 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。

2021/06/07 2021/07/26 ガス給湯付ふろがま（Ｌ
Ｐガス用、屋外式（ＲＦ
式））

RUFA2000SAW-EG リンナイ(株) 和歌山県 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。当該製品の設置状況を
含め、現在、原因を調査中。

2021/06/26 2021/08/23 ガス給湯付ふろがま（Ｌ
Ｐガス用、屋外式（ＲＦ
式））

RUFA2000SAW(A) リンナイ（株） 和歌山県 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。当該製品の設置状況を
含め、現在、原因を調査中。

2021/06/28 2021/08/23 ガスカートリッジ分離型
ガスこんろ

2000017066 コールマンジャパン
(株)（輸入事業者）

群馬県 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。

2021/07/20 2021/08/23 ガスこんろ（ＬＰガス用） C3WM4PWA（(株)
ノーリツブランド：型
式
N3WM4PWASKSTE）

(株)ハーマン（(株)
ノーリツブランド）

岐阜県 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。

2021/08/16 2021/10/22 ガスふろがま（ＬＰガス
用、屋外式（RＦ式））

RF-121BTⅡ リンナイ（株） 千葉県 〇 当該製品を焼損する火災が発生した。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。

2021/08/24 2021/09/24 ガス給湯付ふろがま
（都市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））

GT-162AR （株）ノーリツ 大阪府 〇 当該製品を使用中、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。現在、原因を調査中。

製造から25年以上経過
した製品

2021/09/13 2021/10/22 ガス給湯付ふろがま（Ｌ
Ｐガス用）

GJ-C16T2 松下電器産業（株）
（現パナソニック
（株））

埼玉県 〇 当該製品から出火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。

2021/09/26 2021/11/25 ガスこんろ（ＬＰガス用） IC-350CBF （株）パロマ 三重県 〇 倉庫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。

2021/10/01 2021/11/25 ガス瞬間湯沸器（ＬＰガ
ス用、屋外式（ＲＦ式））

GQ-2037WS （株）ノーリツ 兵庫県 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。

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 2／3
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2021/10/18 2021/11/25 ガスランプ SOD-251 新富士バーナー
（株）

東京都 1 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、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、原因を調
査中。

2021/10/24 2022/03/29 カセットボンベ CB-250-OR 岩谷産業（株） 熊本県 2 〇 宿泊施設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、爆発を伴う
火災が発生し、当該製品を破損、2名が火
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。

2021/10/24 2021/12/22 カセットボンベ  GT-700 新富士バーナー
（株）

東京都 〇 他社製バーナーに当該製品をセットして
使用中、バーナー及びバーナーと当該製
品の接続部分から出火する火災が発生し
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。

2021/10/25 2021/11/25 ガスこんろ（ＬＰガス用） PA-69B-R （株）パロマ 香川県 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。

2021/10/31 2022/02/01 ガス給湯付ふろがま
（都市ガス用、強制給排
気式（ＦＦ式））

GT-2438SAWXFF 株式会社ノーリツ 新潟県 1 事業所で当該製品で追い炊き後、浴槽に
入ったところ、右足に火傷を負った。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。

製造から10年以上経過
した製品

2021/11/11 2022/02/01 ガス給湯器（都市ガス
用、屋外式（ＲＦ式））

GK-2001K （株）長府製作所 千葉県 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20年以上経過
した製品

2021/11/19 2021/12/22 ガスこんろ（都市ガス
用）

RTS-551G-L リンナイ（株） 神奈川県 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。

2021/12/12 2022/02/01 ガスストーブ（ガスボン
ベ式）

170-8054 コールマンジャパン
（株）（輸入事業者）

東京都 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。

2021/12/17 2022/02/01 ガスこんろ（ＬＰガス用） PA-340WA-2L （株）パロマ 福島県 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。

2021/12/28 2022/07/25 ガスふろがま用バー
ナー（都市ガス用）

TA-291 （株）世田谷製作所 鹿児島県 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35年以上経過
した製品

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 3／3


