
上面操作一口こんろ　事故情報（一口謹告対象機種と同構成を持つ上面操作一口こんろ事故情報）
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1 日立GLS HT-1500 サンウエーブ H4年度 1992 09 北海道
人身：不明
物損：火災

不明

2 日立GLS HT-1500 不明 H7年度 1996 02 奈良県
人身：その他（被害なし）
物損：火災

清掃作業員が器材室清掃中、ダンボール箱（約５kg)を電
気こんろの上に置いたため、スイッチが押し回され、焼損。

3 日立GLS HT-1290 サンウエーブ H9年度 1997 05 東京都
人身:その他（被害なし）
物損：その他（ハンドバッ
ク焼損）

ハンドバックをこんろの上に置いた際、スイッチが押しまわ
され、ヒーターに通電しハンドバックが焼損した。

4 日立GLS HT-1500 サンウエーブ H9年度 1998 03 東京都
人身：その他（被害なし）
物損：その他（ダンボー
ル箱焼損）

清掃作業員が清掃時こんろの上にダンボール箱を載せた
ためスイッチが入り燃えた

5 日立GLS HT-1500 サンウエーブ H14年度 2003 03 神奈川県
人身：その他(被害なし）
物損：火災(周囲焼損）

入居者が転居の際、電気コンロの上にごみ袋を置いたた
め、何らかの原因によりスイッチが入り燃えた。

6 日立GLS HT-1290 - サンウエーブ H16年度 2004 12 石川県
人身：その他（被害なし）
物損：火災（周囲焼損）

部屋を倉庫として使用していた所有者が電気こんろの上
に、衣類を詰め込んだダンボール箱を置き押し込んだた
め、スイッチが「強」方向に回った。更にその後、ダンボー
ル箱が湿気等により変形し、スイッチを「入」方向に回す力
となりスイッチが「入」の位置まで回り、電気こんろ上の衣
類入りダンボール箱が焼損した。

7 日立GLS HT-1290 - 不明 H17年度 2005 08 福岡県
人身：その他(被害なし）
物損：火災（周囲焼損）

リフォーム業者が道具類の入った大き目の手提げかごを
電気こんろの上に放り投げた際、電気こんろの上面にある
スイッチつまみに当たってスイッチが入ったが、気づかな
かった。その後夕方となり照明をつけるため、ブレーカーを
入れたため、ヒーターが加熱し、ヒーター周辺の可燃物が
発火し延焼したものと推定される。

8 日立GLS HT-1290 - サンウエーブ H18年度 2006 04 東京都

人身：その他(被害なし）
物損：その他（こんろに
載せたダンボール箱底
部が焼損）

1個目のダンボール箱がこんろの上に乗せられたため、押
し回し式のスイッチが押された状態になった。
その上に２個目のダンボール箱に乗せたとき、下の段ボー
ル箱が動き、スイッチつまみがヒーター火力「強」方向に回
転したと推定される。
このため、スイッチが「入」となり、ヒーターが加熱し、ヒー
ター上のダンボール箱底に着火したものと推定される。

9 日立GLS HT-1290 － サンウエーブ H18年度 2006 06 東京都

人身：その他(被害なし）
物損：その他（食事を入
れるプラスチック製トレイ
が溶解）

食事が入ったプラスチック製トレイ（約2.5Ｋg）を電気こんろ
のスイッチつまみ上に置いたため、スイッチつまみを押し下
げる状態となった。その後トレイが動かされるなどでつまみ
が回りヒーターに通電され、プラスチック製トレイのヒーター
接触部が溶解した。

10 日立GLS HT-1290 - サンウエーブ H18年度 2006 11 奈良県
人身：その他(被害なし）
物損：小火（周囲焼損））

身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入
り、火災に至ったものと思われる。

11 日立GLS HT-1500 - 不明 H19年度 2007 04 神奈川県
人身：その他(被害なし）
物損：火災（周囲焼損）

電気こんろ後ろ側に立て掛けていたプラスチック製まな板
が、何らかの原因で電気こんろスイッチつまみ上に倒れつ
まみが押しまわされヒーターが通電状態となり、まな板が
焼損し周辺に延焼したものと推定される。

12 日立GLS HT-1290 - サンウエーブ H19年度 2007 05 岡山県
人身：その他(被害なし）
物損：小火（周囲焼損）

社員が退場時、電気こんろ上に物を置いた際、何らかの原
因によりスイッチつまみが押し回され、スイッチが入ったも
のと推定される。このため、電気こんろ上又は周辺に置か
れたプラスチック製可燃物が焼損したが、自然鎮火した。

13 日立GLS HT-1290 - サンウエーブ H19年度 2008 01 東京都

人身：その他(被害なし）
火災：（こんろ上の紙
袋、ビニール袋の一部
が焦げて発煙））

皿が入った紙袋を電気こんろのスイッチつまみ上に置いた
ため、スイッチつまみを押し下げる状態となった。その後身
体又は荷物が当たり紙袋が動かされるなどでつまみが回
りヒーターに通電され、紙袋、ビニール袋の一部が焦げて
発煙したものと考えられる。
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14 日立GLS HT-1290 - 自作 H20年度 2008 07 大阪府
人身：その他(被害なし）
物損：小火（周囲焼損））

当該製品の上にのせていたダンボール箱が焼損する火災
が発生した。事故原因は、こんろの上においていたダン
ボール箱が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ダ
ンボール箱が焼損したものと思われる。

15 日立GLS HT-1500 - サンウエーブ H21年度 2009 08 東京都
人身：その他(被害なし）
物損：小火（周囲焼損））

当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故原因
は、室内のリフォーム作業中に何らかの物が当該製品の
つまみに触れてスイッチが入り、周辺の可燃物が焼損した
ものと考えられる。

16 日立GLS HT-1290 100V サンウエーブ H22年度 2010 10 東京都
人身：その他(被害なし)
物損：小火(扇風機の底
面溶解)

電気こんろの上に扇風機を載せられた際、上面スイッチが
意図せず入り、扇風機の底面のプラスチックが溶けたもの
と考えられる。

17 日立GLS HT-1290 100V サンウエーブ H23年度 2011 10 兵庫県
人身：その他(被害なし)
物損：炊飯器及び周辺
焼損

当該製品の上に炊飯器を置いたところ、当該製品及び周
辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品の
上に置いた炊飯器がつまみに触れてスイッチが入り、炊飯
器に引火したものと考えられる。

18 日立GLS HT-1290 100V サンウエーブ H23年度 2011 10 神奈川県
人身：その他(被害なし)
物損：小火(周囲焼損)

当該製品の上に可燃物(タオル及びボックスティッシュ)を置
いていたところ、身体等がこんろのつまみに触れてスイッチ
が入り、可燃物に引火して当該製品及び周辺を焼損した。

19 日立GLS HT-1500 200V サンウエーブ H23年度 2012 02 東京都

可燃物(電気ケトル)底面
の樹脂カバーの溶解及
びキッチン周辺のわず
かな煤け

可燃物(電気ケトル)をこんろ上面に置く際に、つまみに触
れてスイッチが入り、置かれていた可燃物が溶解したもの
と考えられる。

20 日立GLS HT-1290 100V サンウエーブ H24年度 2012 11 東京都
当該製品及びキッチン
周辺の焼損

清掃業者がワックス掛けのため、床面のゴミ箱をこんろ上
に置いたことにより、スイッチが押し回され、通電・過熱しゴ
ミ箱に引火して、当該製品及びキッチン周辺を焼損したも
のと考えられる。

21 日立GLS HT-1290 100V 不明 H30年度 2019 03 兵庫県

人身:被害なし

物損:マンション１室室内
全焼

廃棄業者が可燃物（木製の棚）をこんろ上に置いた際に、
当該製品のつまみに触れて意図せずスイッチが入り、置か
れていた可燃物に引火したものと考えられる。

22 日立GLS HT-1290 100V 不明 R3年度 2021 11 東京都

人的被害：なし
物損被害：電気こんろ周
辺の壁と天井の一部を
焼損。こんろ上に置いた
扇風機を全焼。

台所清掃中に扇風機をこんろ上に置いたまま休憩でその
場を離れた。
扇風機をこんろ上に置いた際に、当該製品のつまみスイッ
チに触れて意図せずスイッチが入り、こんろ上に置かれた
扇風機が加熱され焼損したもの。
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