
重大製品事故（Ａ１）　ガス機器 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

2022/11/24 2022/12/26 カセットこんろ CB-KZ-1（推定）
（岩谷産業(株)ブラン
ド）

(株)旭製作所（岩谷

産業(株)ブランド）
（輸入事業者）

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。

2022/11/21 2022/12/26 ガスこんろ（ＬＰガス用） LW2261T（(株)ノーリ
ツブランド型式
NLW2261TQ2SGL）

(株)ハーマン（(株)
ノーリツブランド）

新潟県 2 〇 建物を全焼する火災が発生し、2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。

2022/11/09 2022/12/26 ガスこんろ（都市ガス
用）

P3634A0WHV (株)パロマ 神奈川県 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。

2022/11 2022/12/26 密閉式（ＦＦ式）ガス瞬
間湯沸器（都市ガス用）

GQ-3210WZ-FF-2
（タカラスタンダード
(株)ブランド EX-
350F3）

(株)ノーリツ（タカラス
タンダード(株)ブラン
ド）

東京都 〇 美容室で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。

2022/10/25 2022/11/25 屋外式（ＲＦ式）ガス瞬
間湯沸器（ＬＰガス用）

GQ-2423WA (株)ノーリツ 福岡県 〇 当該製品及び建物1棟を全焼し、1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。

2022/10/17 2022/11/25 屋外式（ＲＦ式）ガス給
湯付ふろがま（都市ガ
ス用

GT-1628SAWX (株)ノーリツ 東京都 〇 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

2022/10/11 2022/11/25 ガスこんろ（ＬＰガス用） IC-S37DX-L (株)パロマ 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。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。

2022/10/06 2022/11/25 ガスこんろ（ＬＰガス用 PA-A95WCH-L (株)パロマ 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。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。

2022/10/06 2022/11/25 ガスこんろ（都市ガス
用）

JT-610WV-60GK (株)パロマ 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。当該製品の修理状況を
含め、現在、原因を調査中。

2022/10/01 2022/10/25 ガスカートリッジ直結型
ガスこんろ

203535 ニューウェルブラン
ズ・ジャパン合同会
社 （輸入事業者）

東京都 〇 当該製品を点火したところ、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。

2022/09/28 2022/10/25 ガスこんろ（都市ガス
用）

TN70W60C (株)パロマ（タカラス
タンダード(株)ブラン
ド）

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。

2022/09/18 2022/10/25 カセットこんろ KC-313 (株)ニチネン （輸入
事業者）

兵庫県 〇 当該製品を点火したところ、当該製品から
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。

2022/09/12 2022/10/25 ガストーチ ST-Y450 新富士バーナー(株) 神奈川県 〇 当該製品を使用中、当該製品を汚損し、
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。

2022/08/13 2022/09/26 カセットボンベ CB-250-OR イワタニカートリッジ
ガス(株)（輸入事業
者）

福岡県 1 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、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。

下記と同じ案件

2022/08/13 2022/09/26 カセットこんろ SN-35M-VA (株)旭製作所（サン・
シリンダー・サービス
ブランド）（輸入事業
者）

福岡県 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。
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
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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
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中毒

火災 事故の内容 事故の原因 再発防止策 備考

2022/08/08 2022/09/26 ガス瞬間湯沸器屋外式
（ＲＦ式）（ＬＰガス用）

GS-244W 髙木産業(株)（現
パーパス(株)）

鳥取県 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。

製造から15年以上経過した製品

2022/07/31 2022/08/25 ガストーチ CB-TC-CPRO3 （株）旭製作所（岩谷
産業（株）ブランド）

東京都 〇 当該製品を点火したところ、爆発を伴う火
災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し
た。現在、原因を調査中。

2022/07/29 2022/08/25 ガスこんろ（都市ガス
用）

IC-365WA-R (株)パロマ 愛知県 〇 事務所で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。

2022/07/27 2022/08/25 ガスこんろ（都市ガス
用）

IC-80BE7-R (株)パロマ 兵庫県 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。

2022/07/12 2022/09/26 ガスボンベ RZ-860 新富士バーナー(株) 宮城県 1 使用者（80歳代）が当該製品にガスボン
ベを接続して使用しようとしたところ、ガス
ボンベが破裂し、負傷した。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

同日発生のガストーチと同じ案件

2022/07/12 2022/09/26 ガストーチ RZ-820BP4 新富士バーナー(株) 宮城県 1 使用者（80歳代）が当該製品にガスボン
ベを接続して使用しようとしたところ、ガス
ボンベが破裂し、負傷した。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

同日発生のガスボンベと同じ案件

2022/07/07 2022/08/25 ガス栓（都市ガス用） G333SP5-15A 光陽産業（株） 北海道 〇 当該製品に接続しているガスこんろを使
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。

2022/07/05 2022/08/25 ガス栓（都市ガス用） 不明 （株）藤井合金製作
所

福岡県 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。

2022/06/25 2022/07/25 草焼きバーナー（カセッ
トボンベ式）

KB-110 新富士バーナー
（株）

広島県 1 〇 当該製品を点火したところ、爆発を伴う火
災が発生し、当該製品を焼損し、1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。

2022/06/13 2022/07/25 ガスこんろ（都市ガス用 DW31S1WAS（パナソ
ニック（株）ブランド：
型式S31S1WH）

（株）ハーマン（パナ
ソニック（株）ブラン
ド）

東京都 〇 当該製品を使用中、当該製品から出火す
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。

2022/06/11 2022/07/25 ガストーチ SCT-530 榮製機（株） 埼玉県 〇 飲食店で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
品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

2022/06/10 2022/07/25 ガスこんろ（ＬＰガス用） 不明 （株）パロマ 滋賀県 1 1 〇 建物を全焼する火災が発生し、1名が死
亡し、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。

2022/05/26 2022/07/25 ガスこんろ（ＬＰガス用） RTS-3SBD-L リンナイ（株） 岩手県 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。

製造から30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
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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
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火災 事故の内容 事故の原因 再発防止策 備考

2022/05/16 2022/08/25 迅速継手（都市ガス用） JG1000 （株）ハーマン 長野県 〇 当該製品に接続しているガスこんろを点
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。

2022/05/13 2022/06/22 ガスふろがま（都市ガス
用、屋外式（ＲＦ式））

GSY-132M （株）ノーリツ 大阪府 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。

2022/05/08 2022/06/22 ガス給湯付ふろがま
（都市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））

GT-1650AWX （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。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。

2022/05/05 2022/06/22 ガス瞬間湯沸器（都市
ガス用、屋外式（ＲＦ
式））

GQ-701W（東京ガス
（株）ブランド：型式
NR507RFW）

（株）ノーリツ（東京ガ
ス（株）ブランド）

東京都 〇 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

2022/04/18 2022/08/25 ガス栓（都市ガス用） G523 光陽産業（株） 宮崎県 〇 当該製品を汚損し、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。

製造から35年以上経過した製品

2022/04/18 2022/05/23 ガスこんろ（都市ガス
用）

IC-800F-L （株）パロマ 福岡県 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。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。

2022/04/11 2022/05/23 ガス給湯器（都市ガス
用、屋外式（ＲＦ式））

RUZ-16WO リンナイ（株） 大阪府 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。

製造から35年以上経過した製品

2022/04/02 2022/05/23 ガスふろがま（ＬＰガス
用、屋外式（ＲＦ式））

GF-200D （株）長府製作所 福岡県 〇 異臭がしたため確認すると、当該製品を
焼損し、周辺を汚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。

2022/03/30 2022/07/25 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）（現ニューウェ
ルブランズ・ジャパン
合同会社）（輸入事
業者）

不明 1 当該製品を使用後、当該製品とガスボン
ベの接続部からの出火により、手に火傷
を負った。現在、原因を調査中。

2022/03/05 2022/04/25 ガス瞬間湯沸器（都市
ガス用、屋外式（ＲＦ
式））

GQ-162WS-KB （株）ノーリツ 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。

2022/02/26 2022/03/29 ガスこんろ（ＬＰガス用） PA-E18F （株）パロマ 長野県 1 〇 爆発を伴う火災が発生し、周辺を焼損し、
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。

 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
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事故発生日 公表日 製品名 機種・型式 事業社名 事故発生
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死亡 重傷
病
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火災 事故の内容 事故の原因 再発防止策 備考

2022/02/21 2022/03/29 ガスふろがま（都市ガス
用、屋外式（ＲＦ式））

GT-2450SAWX （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。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。

2022/02/18 2022/09/26 カセットこんろ KA-2500 (株)旭製作所（アイ・
システムネットワーク
ブランド）

愛知県 2 〇 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を
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

製造から20年以上経過した製品

2022/02/12 2022/03/29 ガスこんろ（都市ガス
用）

C3GE6RSR （株）ハーマン 東京都 〇 当該製品を点火したところ、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。

2022/02/06 2022/03/29 ガスふろがま（都市ガス
用、屋外式（ＲＦ式））

GSY-132D （株）ノーリツ 東京都 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。

2022/02/04 2022/04/25 ガスこんろ（ＬＰガス用） LW2261TL （株）ハーマン 岩手県 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
品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

2022/01/13 2022/02/28 ガスこんろ（都市ガス
用）

RBG-30A3 リンナイ（株） 宮城県 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。当該製品の使用状況を
含め、現在、原因を調査中。

製造から25年以上経過した製品

 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
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