重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
管理番号
A1G08-163

事故発生日

公表日

2012/6/4
製品名

機種・型式

事業社名

事故発生場所

2008/12/28

2009/01/16 ガス瞬間湯沸器
(ＬＰガス用：屋外式）

GK-164K

(株)長府製作所

千葉県

A1G08-154

2008/11/16

2008/12/25 ガスこんろ
(ＬＰガス用：卓上型）

型式不明

パロマ工業(株)

静岡県

A1G08-144

2008/11/19

2008/12/02 ガス給湯器付ふろがま GRQ-201SA
(ＬＰガス用：屋外式）

(株)ノーリツ

千葉県

A1G08-143

2008/11/19

2008/12/02 ガス給湯器付ふろがま GRQ-161A
(ＬＰガス用：屋外式）

(株)ノーリツ

千葉県

A1G08-131

2008/10/30

2008/11/13 ガス給湯暖房機
(都市ガス用：屋外式）

AT-241RFA-AL
パナソニック(株)
(東京ｶﾞｽ(株)ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ） (旧松下住設機器
(株)）

神奈川県

A1G08-128

2008/10/23

2008/11/10 ガス給湯器
(都市ガス用：屋外式）

PH-20CW

東京都

A1G08-127

2008/10/27

2008/11/06 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
((株)ｵｶｷﾝ製ふろが
ま「OK-せみそと釜」
に組み込まれたも
の）

A1G08-118

2008/10/11

2008/10/23 ガス給湯器付ふろがま GRQ-201SA
(ＬＰガス用：屋外式）

パロマ工業(株)

(株)ノーリツ

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

兵庫県

神奈川県

事故の内容

被害概要
死亡

1

重傷病 軽傷病 Ｃｏ中毒

事故の原因

再発防止策

備考

火災

○ お湯がぬるかったため当該機器を
確認したところ、背板に穴が開き、
壁が焼損していた。現在、原因を調
査中。
○ 火災が発生し、1名が死亡した。当
該製品で天ぷらを調理中に発火し
た可能性があるが、現在、原因を調
査中。
○ 当該機器を使用中に焼損した。
事故原因は、供給ガス
圧の変動を調整する部
品（ガスガバナ）の設計
不良から、長時間使用
でガス圧調整のための
ゴム膜（ダイヤフラム）
の劣化が進み、ガス漏
れが生じ、漏れたガス
に引火し器具内配線類
を焼損したものと考えら
れる。
○ 当該機器を使用中に音がしたので、 事故原因は、供給ガス
確認すると焼損していた。
圧の変動を調整する部
品（ガスガバナ）の設計
不良から、長時間使用
でガス圧調整のための
ゴム膜（ダイヤフラム）
の劣化が進み、ガス漏
れが生じ、漏れたガス
に引火し器具内配線類
を焼損したものと考えら
れる。
○ 使用中の浴室乾燥機の熱源である
当該製品の排気口から火が見えた
ため、消火した。現在、原因を調査
中。
○ 当該機器の前方に設置していたベ
ランダの物干し竿が燃えた。現在、
原因を調査中。
○ 当該製品を点火後、しばらくすると
ふろがまの下から炎が出ていた。

事故原因は、ガバナ部
のダイヤフラムに亀裂
が入り、機器内部でガ
ス漏れが発生し、漏れ
たガスに引火して、機器
本体の焼損に至ったも
のと思われる。
○ 当該機器を使用していたところ、急 事故原因は、供給ガス
に水になり、異臭がしてきたため、 圧の変動を調整する部
当該機器を確認したところ発煙して 品（ガスガバナ）の設計
いた。
不良から、長時間使用
でガス圧調整のための
ゴム膜（ダイヤフラム）
の劣化が進み、ガス漏
れが生じ、漏れたガス
に引火し器具内配線類
を焼損したものと考えら

製造事業者である株式 リコール品（社告2007/06/09）
会社ノーリツでは、平成
19年6月9日に新聞社
告、平成20年3月17日
に再社告を掲載し、注
意喚起を行うとともに、
対象製品について改修
を実施している。

製造事業者である株式 リコール品（社告2007/06/09）
会社ノーリツでは、平成
19年6月9日に新聞社
告、平成20年3月17日
に再社告を掲載し、注
意喚起を行うとともに、
対象製品について改修
を実施している。

製造事業者である株式 リコール品（社告2007/04/19）
会社世田谷製作所で
は、平成19年4月19日
に新聞社告を掲載し、
注意喚起を行うととも
に、対象商品について
無償改修を実施してい
製造事業者である株式 リコール品（社告2007/06/09）
会社ノーリツでは、平成
19年6月9日に新聞社
告、平成20年3月17日
に再社告を掲載し、注
意喚起を行うとともに、
対象製品について改修
を実施している。
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重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
管理番号
A1G08-117

事故発生日

公表日

2012/6/4
製品名

機種・型式

事業社名

事故発生場所

被害概要
死亡

重傷病 軽傷病 Ｃｏ中毒

事故の内容

2008/10/08

2008/10/23 ガスこんろ
(都市ガス用：組込型）

RBR-310CDSBリンナイ(株)
3SC-1
(ｻﾝｳｪｰﾌﾞ工業(株)ﾌﾞ
ﾗﾝﾄﾞ）

東京都

A1G08-115

2008/09/21

2008/10/16 カセットボンベ

ペチカっ子
((株)ﾖｼｶﾜﾌﾞﾗﾝﾄﾞ）

日本瓦斯(株)

東京都

A1G08-114

2008/09/27

2008/10/16 ガス湯沸器
(都市ガス用：FE式）

GQ-2421WZ-HP

(株)ノーリツ

神奈川県

A1G08-113

2008/09/23

2008/10/15 ガス給湯器
(都市ガス用：屋外式）

FH-1600MS

パロマ工業(株)

大阪府

A1G08-108

2008/09/23

2008/10/09 ガス給湯付ふろがま
(ＬＰガス用：RF式）

TP-SP164SZR-1

高木産業(株)

埼玉県

○ シャワーを使用中、当該製品から火
が出て、雨どいの一部が焼損した。
現在、原因を調査中。

A1G08-100

2008/09/05

2008/09/19 ガスこんろ
(ＬＰガス用：卓上型）

ﾊｵM600VFT

リンナイ(株)

北海道

A1G08-095

2008/08/25

2008/09/03 ガス炊飯器
(都市ガス用）

RR-07VN

リンナイ(株)

東京都

○ 火災が発生し、家屋が半焼した。天
ぷら調理中に外出したため出火した
可能性があり、現在、原因を調査
中。
○ 当該製品が発煙し、焼損する火災
が発生した。現在、原因を調査中。

A1G08-092

2008/08/11

2008/08/25 ガス給湯器
(ＬＰガス用：屋外設置
式）

PH-163EW

パロマ工業(株)

石川県

○ 当該製品の周辺から発煙する火災
が発生した。出火元も含め、現在、
原因を調査中。

A1G08-090

2008/08/07

2008/08/19 ガス給湯器
(都市ガス用：屋外式）

GQ-162WS

(株)ノーリツ

東京都

○ 当該機器の取り付け壁面の一部が
焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

A1G08-086

2008/07/12

2008/08/19 ガスこんろ
(都市ガス用：卓上型）

IC-4800F

パロマ工業(株)

神奈川県

○ 当該製品を使用中に家屋が全焼す
る火災が発生した。天ぷら調理中に
火を消し忘れた可能性があり、現
在、原因を調査中。

A1G08-080

2008/07/10

2008/07/22 ガスふろがま
(ＬＰガス用：CF式）

GS-130D

(株)ノーリツ

山口県

○ 当該機器が点火しないため、点火
動作を繰り返したところ大きな音が
し、周辺の窓ガラスが割れた。現
在、原因を調査中。

A1G08-076

2008/06/21

2008/07/10 ガスふろがま
(都市ガス用：BF式）

RBF-65NDW

リンナイ(株)

兵庫県

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

事故の原因

再発防止策

備考

火災

○ 当該製品で調理中に点火つまみ付 事故原因は、器具栓内 製造事業者であるリン リコール品（社告1997/02/13）
近から炎が出たため、水をかけて消 部の閉子（ガスを開閉 ナイ株式会社では、平
火した。
する部品）に連動する 成9年2月13日、平成9
作業軸と作業軸を支え 年8月21日に再社告を
るOリングに不具合があ 行ったほか、ホーム
り、こんろの点火操作 ページにリコール情報
後、こんろ器具栓より微 を掲載し、注意喚起を
量のガスが漏れ、こん 行うとともに、対象製品
ろの炎より着火し、樹脂 について無償改修を実
製ツマミの一部分を焼 施している。
損したものと考えられ
○ カセットこんろを使用したところ、当
該製品付近から火が出た。現在、
原因を調査中。
○ 店舗に設置してある当該機器を使
用中にフード部分から一瞬炎が出
た。現在、原因を調査中。
1

1

当該機器でシャワーを浴びようと混
合水栓の水栓を少し開けて、湯栓を
開いたところ、熱湯が下腹部から足
にかけて掛かり火傷を負った。現
在、原因を調査中。

シャワーを使用中にシャワーヘッド
を洗面器に入れていたところ、機器
から異音がしてシャワーヘッドが暴
れ、熱湯を浴びて火傷を負った。現
在、原因を調査中。
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重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
管理番号
A1G08-068

事故発生日

公表日

2012/6/4
製品名

機種・型式

事業社名

事故発生場所

被害概要
死亡

事故の内容

重傷病 軽傷病 Ｃｏ中毒

2008/05/20

2008/06/03 ガスこんろ
(都市ガス用：卓上型）

GXD-4100

リンナイ(株)

愛知県

A1G08-062

2008/04/16

2008/05/08 ガス給湯器
(都市ガス用：屋外式）

PH-16CB

パロマ工業(株)

京都府

A1G08-061

2008/04/09

2008/05/08 ガスこんろ
(ＬＰガス用：卓上型）

PA-DS35GA-L

パロマ工業(株)

岡山県

A1G08-055

2008/04/06

2008/04/17 ガスふろがま用バー
ナー
(ＬＰガス用）

TA-292HPT

(株)世田谷製作所

東京都

A1G08-051

2008/03/03

2008/04/10 カセットこんろ

不明

東邦金属工業(株)

愛知県

A1G08-049

2008/03/18

2008/04/03 ガス給湯付ふろがま
(都市ガス用：屋外式）

RUF-V2401AG

リンナイ(株)

東京都

○ 当該機器を使用中にリモコンの電
源が切れ、本体から発煙した。現
在、原因を調査中。

A1G08-048

2008/03/21

2008/04/01 ガス給湯付ふろがま
(ＬＰガス用：屋外式）

GRQ-161SA

(株)ノーリツ

大阪府

○ 追い焚き中に音がしたため器具を
確認すると焼損していた。

A1G08-042

2008/02/10

2008/03/27 カセットこんろ

GL-CA35
(株)旭製作所
(象印ﾏﾎｰﾋﾞﾝ(株)ﾌﾞﾗ
ﾝﾄﾞ）

東京都

A1G08-040

2008/03/08

2008/03/25 ガス温風暖房機
(ＬＰガス用：密閉式）

VGB-40MP-2

三菱電機(株)

宮城県

○ 当該製品を使用し、ヤカンでお湯を
沸かしていたところ、ボンベの接続
部より出火した。現在、原因を調査
中。
○ 当該製品のスイッチを入れて、その
場を離れたが、しばらくすると異臭と
煙に気がつき戻ると、当該製品から
発煙していたため、消火した。現
在、原因を調査中。

A1G08-035

2008/02/28

2008/03/11 ガス給湯器付ふろがま GRQ-162
(ＬＰガス用：屋外式）

(株)ノーリツ

長崎県

A1G08-034

2008/02/25

2008/03/11 ガスふろがま
(都市ガス用：RF式）

OURB-2051AQ-AL (株)ガスター

東京都

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

事故の原因

再発防止策

備考

事故原因は、供給ガス
圧の変動を調整する部
品（ガスガバナ）内の設
計不良により、長時間
使用でダイヤフラム（ガ
ス圧調整のためのゴム
膜）の劣化が進み、ガス
漏れが生じ、漏れたガ
スが器具内で発火し器
具を焼損させたと考えら
れる。

製造事業者である株式 リコール品（社告2007/06/09）
会社ノーリツでは、平成
１９年６月９日に新聞社
告を掲載し、注意喚起
を行うとともに、対象商
品について無償改修を
実施しています。

火災

○ 調理中に、右こんろ点火ボタン付近
から出火した。現在、原因を調査
中。
○ 当該製品を使用中に排気口から炎
が出た。現在、原因を調査中。
○ 当該製品の右こんろとグリルを使用
中、火災が発生した。使用中にその
場を離れていたため、火災に至った
可能性があり、現在、原因を調査
中。
○ 入浴後、口火にしていた時に異音
がし、確認すると当該機器バーナー
底部より炎が出ていた。現在、原因
を調査中。
3

○ ○ 火災が発生し、3名が死亡した。出
火元も含め、現在、原因を調査中。

○ 追い焚きを開始してしばらくすると、 事故原因は、供給ガス 製造事業者である株式 リコール品（社告2007/06/09）
機器が停止し、ボンと音がして、異 圧の変動を調整する部 会社ノーリツでは、平成
臭がして、発煙した。
品（ガスガバナ）内の設 １９年６月９日に新聞社
計不良により、長時間 告を掲載し、注意喚起
使用でダイヤフラム（ガ を行うとともに、対象商
ス圧調整のためのゴム 品について無償改修を
膜）の劣化が進み、ガス 実施しています。
漏れが生じ、漏れたガ
スが器具内で発火し器
具を焼損させたと考えら
れる。
○ 当該機器を使用しようと、リモコンの
スイッチを押したが作動しなかった
ため、修理を頼んだところ、当該製
品の内部基板等が一部が焼損して
いた。現在、原因を調査中。

3／5

重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
管理番号
A1G08-032

事故発生日

公表日

2012/6/4
製品名

機種・型式

事業社名

事故発生場所

被害概要
死亡

G56

2008/03/11 ガス栓
(都市ガス用）

A1G08-026

2008/02/20

2008/02/28 ガス給湯器付ふろがま GRQ-201SAKZ(株)ノーリツ
(都市ガス用：RF式）
201SA
((株)日立ﾊｳｽﾃｯｸﾌﾞ
ﾗﾝﾄﾞ)

大阪府

A1G08-025

2008/02/09

2008/02/28 ガスファンヒーター
(ＬＰガス用）

リンナイ(株)

千葉県

A1G08-019

2008/02/15

2008/02/26 ガス給湯器付ふろがま GRQ-161SA
(ＬＰガス用：屋外式）

(株)ノーリツ

福岡県

A1G08-016

2008/02/06

2008/02/26 ガスふろがま
(ＬＰガス用：CF式）

(株)長府製作所

千葉県

1

A1G08-013

2008/02/14

2008/02/21 ガス給湯器付ふろがま GRQ-1600G
(ＬＰガス用）

(株)ノーリツ

兵庫県

A1G08-012

2008/01/23

2008/02/20 ガスふろがま
(都市ガス用）

GFS-74

(株)長府製作所

愛知県

A1G08-010

2008/01/26

2008/02/07 ガスふろがま用バー
ナー
(ＬＰガス用）

TA-OK270UET
(株)世田谷製作所
((株)ｵｶｷﾝ製ふろが
まに組み込まれたも
の）

大阪府

○ 当該機器の使用中にリモコンの表
示が消えたため、器具を確認する
と、発煙していた。現在、原因を調
査中。
2○
入浴中に気分が悪くなり、２名が病
院へ搬送され、CO中毒と診断され
た。現在、原因を調査中。
○ 当該機器の点火スイッチを押したが
点火確認ランプが点灯しなかったた
め、当該機器を確認すると、黒く変
色していた。

A1G08-009

2008/01/22

2008/02/07 ガス瞬間湯沸器
(都市ガス用：屋外式）

GW-16T2RZ

松下電器産業(株)

神奈川県

○ 浴槽にお湯を張っている途中に当
該機器から発火した。現在、原因を
調査中。

A1G08-003

2008/01/08

2008/01/23 ガスこんろ
(都市ガス用：卓上型）

KGE-S650GC

リンナイ(株)

京都府

○ 当該機器付近より出火する火災が
発生し、蛍光灯等を焼損した。現
在、原因を調査中。

GFS-701

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

東京都

事故の原因

再発防止策

備考

火災

2008/02/21

RC-E4001NP

光陽産業(株)

事故の内容

重傷病 軽傷病 Ｃｏ中毒

○ ガス栓から接続具を外した後、ガス
臭気を感じたため、ライターの火を
近づけたところ、ガス栓及び壁の一
部を焼損した。現在、原因を調査
中。
○ 当該機器が焼損する火災が発生し 事故原因は、供給ガス 製造事業者である株式 リコール品（社告2007/06/09）
た。
圧の変動を調整する部 会社ノーリツでは、平成
品（ガスガバナ）内の設 １９年６月９日に新聞社
計不良により、長時間 告を掲載し、注意喚起
使用でダイヤフラム（ガ を行うとともに、対象商
ス圧調整のためのゴム 品について無償改修を
膜）の劣化が進み、ガス 実施しています。
漏れが生じ、漏れたガ
スが器具内で発火し器
具を焼損させたと考えら
れる。
○ 点火スイッチを押しても点火しない
ため、何回も点火動作を繰り返して
いると爆発した。家人１名が火傷を
負い死亡した。現在、原因を調査
中。
○ 当該機器を使用中にブレーカーが 事故原因は、供給ガス 製造事業者である株式 リコール品（社告2007/06/09）
作動し、器具から発煙したため消火 圧の変動を調整する部 会社ノーリツでは、平成
した。
品（ガスガバナ）内の設 １９年６月９日に新聞社
計不良により、ダイヤフ 告を掲載し、注意喚起
ラム（ガス圧調整のため を行うとともに、対象商
のゴム膜）の長時間使 品について無償改修を
用でダイヤフラムの劣 実施しています。
化が進み、ガス漏れが
生じ、漏れたガスが器
具内で発火し器具を焼
損させたと考えられる。

1

○ 台所のこんろの火を消したところ、
隣の浴室内で爆発が発生し、天井
やドアが破損し、割れたガラスで手
を切った。現在、原因を調査中。

事故原因は、ガバナ部
のダイヤフラムに亀裂
が入り、機器内部でガ
ス漏れが発生し、漏れ
たガスに引火して、機器
本体の焼損に至ったも
のと思われる。

製造事業者である株式 リコール品（社告2007/04/19）
会社世田谷製作所で
は、平成19年4月19日
に新聞社告を掲載し、
注意喚起を行うととも
に、対象商品について
無償改修を実施してい
る。
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重大製品事故（Ａ１） ガス機器
JGKA
管理番号
A1G08-002

A1G08-001

事故発生日

公表日

2012/6/4
製品名

機種・型式

事業社名

事故発生場所

被害概要
死亡

2008/01/02

2008/01/23 ガスこんろ
(都市ガス用：卓上型）

ﾊｵ400FE

リンナイ(株)

福岡県

1

2008/01/02

2008/01/17 ガス栓
(都市ガス用）

F-184

(株)藤井合金製作所 福岡県

1

事故の内容

重傷病 軽傷病 Ｃｏ中毒

1

1

事故の原因

再発防止策

備考

火災

○ 爆発火災が発生し、１名が死亡し、
１名が軽傷を負った。現在、原因を
調査中。

A1G0800001とA1G0800002は
同一事故

○ 当該製品付近で爆発・火災があっ
た。その際、死傷者（２名）が出た。
出火元も含め、現在、原因を調査
中。

A1G0800001とA1G0800002は
同一事故

注：
・A1G08-004⇒B1へ移行(08.03.18)
・A1G08-008⇒B1へ移行(08.04.23)
・A1G08-014/A1G08-015/A1G08-021/A1G08-023/A1G08-024⇒B1へ移行(08.06.26)
・A1G08-011/A1G08-041/A1G08-045/A1G08-050⇒B1へ移行(08.06.27)
・A1G08-046⇒B1へ移行(08.07.10)
・A1G08-017/A1G08-029/A1G08-030/A1G08-033/A1G08-037/A1G08-047/A1G08-054⇒B1へ移行(08.10.10)
・A1G08-027/A1G08-060/A1G08-071/A1G08-074/A1G08-084⇒B1へ移行(09.01.14)
・A1G08-020/A1G08-0102/A1G08-125⇒B1へ移行(09.04.02)
・A1G08-007/A1G08-170⇒B1へ移行(09.04.28)
・A1G08-005/A1G08-022/A1G08-028/A1G08-031/A1G08-036/A1G08-039/A1G08-043/A1G08-044/A1G08-082/A1G08-106/A1G08-122/A1G08-135/A1G08-136/A1G08-137⇒B1へ移行(09.07.14)
・A1G08-006/A1G08-058/A1G08-069/A1G08-087/A1G08-097/A1G08-101/A1G08-103/A1G08-119/A1G08-123/A1G08-129/A1G08-130/A1G08-132/A1G08-138/A1G08-140/A1G08-141/A1G08-142/A1G08-146
/A1G08-152/A1G08-156/A1G08-157/A1G08-164/A1G08-166⇒B1へ移行(09.07.24)
・A1G08-070/A1G08-077⇒B1へ移行(09.08.06)
・A1G08-081/A1G08-133⇒B1へ移行(09.08.07)
・A1G08-083⇒B1へ移行(09.08.19)
・A1G08-056/A1G08-059/A1G08-072/A1G08-109/A1G08-126/A1G08-151/A1G08-159⇒B1へ移行(09.12.09)
・A1G08-038/A1G08-099/A1G08-134/A1G08-150⇒B1へ移行(09.12.16)
・A1G08-052/A1G08-053/A1G08-057/A1G08-085/A1G08-096/A1G08-110/A1G08-120/A1G08-124/A1G08-145/A1G08-149⇒B1へ移行(09.12.22)
・A1G08-063/A1G08-093/A1G08-139⇒B1へ移行(10.01.28)
・A1G08-018/A1G08-066⇒B1へ移行(10.02.02)
・A1G08-064/A1G08-067/A1G08-075/A1G08-089/A1G08-104/A1G08-105/A1G08-116/A1G08-148/A1G08-153/A1G08-155/A1G08-158/A1G08-162/A1G08-165/A1G08-167⇒B1へ移行(10.02.15)
・A1G08-065/A1G08-161/A1G08-169⇒B1へ移行（10.06.18）
・過去4年間の経済産業省 製品事故判定第三者委員会の調査結果等を反映した。また，これに合わせ重複データのチェックを行った（10.11.05）
・A1G08-107/A1G08-160/A1G08-098/A1G08-111/A1G08-112/A1G08-147⇒B1へ移行（10.11.05）
・A1G08-078，A1G08-079，A1G08-088，A1G08-094…第三者委員会の判定（10/12/03）に基づきB1等へ移動（12/04/16）。
・A1G08-073，A1G08-091，A1G08-121…第三者委員会の判定（11/01/25）に基づきB1等へ移動（12/04/18）。
・A1G08-168…第三者委員会の判定（11/03/24）に基づきB1等へ移動（12/04/27）。

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
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