
重大製品事故（Ａ１）　石油機器 2023/3/27

事故発生日 第1報受付日
(JGKA)

公表日
(JGKA)

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

2023/01/13 2023/03/24 2023/03/27 石油ストーブ（開放式） GKP-P244N（株）グ
リーンウッドブラン
ド）

（株）千石（（株）グ
リーンウッドブラン
ド）（輸入事業者）

千葉県 1 〇 当該製品及び建物2棟を全焼し、2棟を類
焼する火災が発生し、1名が軽傷を負っ
た。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

2023/03/02 2023/03/15 2023/03/27 石油給湯機付ふろがま OTX-415FF (株)ノーリツ 北海道 1 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。

2023/02/23 2023/03/13 2023/03/27 石油温風暖房機（開放
式）

FH-WX5712BY (株)コロナ 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。

2022/12/25 2023/03/13 2023/03/27 石油温風暖房機（開放
式）

FW-325S ダイニチ工業(株) 宮城県 〇 当該製品を使用中、建物を全焼する火災
が発生した。当該製品に起因するのか、
他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

2023/03/01 2023/03/10 2023/03/27 石油給湯機 HO-3100（推定） 日立化成工業(株)
（現(株)ハウステッ
ク）

宮城県 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20年以上経過した製品

2023/02/25 2023/03/08 2023/03/27 石油温風暖房機（密閉
式）

FF-11000BF Q サンポット(株)（現
(株)長府製作所）

群馬県 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。

2023/02/05 2023/03/08 2023/03/27 石油ストーブ（開放式） RX-221 (株)コロナ 埼玉県 1 〇 当該製品及び建物を全焼する火災が発
生し、1名が死亡した。消防によると、製品
起因か否かを含め、合同調査を予定して
いるとのこと。

2023/01/28 2023/03/07 2023/03/27 石油ストーブ（開放式) RCA-37 (株)トヨトミ 愛知県 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

2023/01/28 2023/02/10 2023/02/27 石油ストーブ（開放式） RX-2921WY (株)コロナ 北海道 1 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。

2023/01/26 2023/02/06 2023/02/27 油だき温水ボイラ PG-501F (株)長府製作所 山形県 〇 複合施設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20年以上経過した製品

2023/01/07 2023/02/06 2023/02/27 石油ストーブ（開放式） RX-2922WY (株)コロナ 石川県 1 〇 当該製品を使用中、建物2棟を全焼、4棟
を類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。

2023/01/15 2023/02/02 2023/02/27 石油給湯機 UIB-3100TX2（F） (株)内田製作所（現
(株)コロナ）

青森県 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
の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

製造から30年以上経過した製品

2023/01/28 2023/02/01 2023/02/27 石油ストーブ（開放式） RB-25M (株)トヨトミ 愛知県 1 〇 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を
汚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。

2022/12/19 2023/01/26 2023/02/27 石油給湯機付ふろがま KIB-426DAE (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。

製造から15年以上経過した製品

2023/01/06 2023/01/26 2023/02/27 石油ストーブ（開放式） PS-27AJIK (株)トヨトミ 岡山県 1 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、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。

製造から20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 1／2
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2023/1/6知 2023/01/25 2023/02/27 石油ふろがま CK-11S (株)長府製作所 岩手県 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。

製造から20年以上経過した製品

2023/01/06 2023/01/24 2023/02/27 石油ストーブ（開放式） RX-2217Y (株)コロナ 千葉県 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。

2022/12/31 2023/01/24 2023/02/27 石油ストーブ（開放式） SX-E3512WY (株)コロナ 兵庫県 1 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て引火し、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。

2022/12/26 2023/01/20 2023/01/25 石油給湯機付ふろがま UK-320 ネポン(株) 北海道 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20年以上経過した製品

2022/12/29 2023/01/17 2023/02/27 石油ストーブ（開放式 RX-2218Y (株)コロナ 京都府 1 〇 当該製品及び建物1棟を全焼し、2棟を類
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。

2022/12/22 2023/01/17 2023/02/27 石油ストーブ（開放式） GKP-P244N（(株)グ
リーンウッドブランド

（株）千石（（株）グ
リーンウッドブラン
ド）（輸入事業者）

千葉県 1 〇 当該製品及び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。

2022/12/17 2023/01/10 2023/01/25 石油ストーブ（開放式） SX-1860 (株)コロナ 北海道 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。

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 2／2


