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都市ガスは空気より軽いため空気中で上昇する性質があります。 

ご使用いただくガスについて 

ご使用いただくガスの種類は都市ガス（１３A）です。

 「都市ガス（１３A）用」のガス機器をご使用ください。

不完全燃焼にご注意ください 

※正しくお使いいただければ、一酸化炭素（CO） 

 中毒はおこりません

※しかし取扱いを誤ると不完全燃焼による一酸化 

 炭素（CO）中毒・爆発などの危険性がありま 

 すのでご注意ください。

こんな時に不完全燃焼が起こります。 

換気が不十分で新鮮な空気が不足しているとき。 

ガスコンロのバーナーが目詰まりを起こしているとき。 

ガスの種類に合わないガス機器を使用したとき。 

AB-１２０（a）１                形式 

ガス用●●●                  適合するガスの種類

○○○ｋｗ（○○○kcal/ｈ）             ガスの消費量 

２０１１０４-０００１                製造年月・製造番号 

○○○○株式会社               メーカー名 

１ 



使用中は

必ず換気

をする 

コンロの近くに、タオルなどの可燃物を 

  おかないでください。

可燃物が燃えて火災の恐れがあります。換気（給気と排気）が不十分な状態でガス機器を 

 使用すると、酸素が不足して、不完全燃焼となり、 

有害な一酸化炭素（CO）が発生し、中毒となる 

 恐れがあります。 

コンロや小型湯沸しをお使いになる時は、    

  必ず換気扇を回すか、窓を開けて換気しましょう。 

コンロのバーナーが目詰まりすると、 

炎が立消えてしまう可能性があります。 

バーナーキャップを取り外し、 

歯ブラシなどで汚れを取ってください。 

特にバーナーキャップの裏面にある溝の部分を 

念入りにお掃除してください。 

ガスをお使いにならない、お出かけ前、 

  お休み時は、元栓を閉めておけばより 

  安全です。 

燃えやす

いものを

置かない 

お手入れ

について 

ガス栓に

ついて 
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マイコンメーターの機能 

マイコンメーターの復帰手順 

マイコンメーターは、次のような場合にガスを遮断します。

・大きい地震（震度５相当以上） 

・大量のガス漏れ 

・ガスの圧力低下 

・ガス機器の長時間使用（給湯器連続使用約40～60分）

ガスが止まったら、ガス漏れの疑いもありますのでガス臭くないか 

十分確認してください。ガス臭くないとき（ガス漏れ以外の原因のとき）は、 

復帰の手順に従って操作してください。 

１ ２

３ ４

ガス栓・運転スイッチを切り、 

すべてのガス器具を止めて 

ください。 

   復帰ボタンキャップを 

   左に回し、キャップを 

   外してください。 

復帰ボタンを止まるまでしっかり押して、 

表示ランプが点灯したらすぐに 

手を離してください。 

キャップは必ず元通りに 

取り付けてください。 

この間ガス漏れがないか確認していますので、 

ガスを使わないでください。 

３分間経過後に、再度ガスメーター 

をご確認頂き、赤いランプが 

消えればガスが使えます。 

約３分間待ちます。 

ガス器具を止める。 キャップを外す。 

ボタンを押す。 

表示ランプ キャップ 

復帰ボタン 

メーターガス栓 

（点滅） 
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１ ２

３  ４ 

身の安全を確保してください。 

 ・まずは机の下に身を隠すなど身の安全を確保して 

  ください。 

※震度５相当以上の地震の場合は 

  マイコンメーターが自動的に 

  ガスを遮断します。 

揺れがおさまったら、火を消す。 

・揺れがおさまったら、 

 ガス器具の火を消してください。 

 ※避難所、屋外に避難される際は 

  ガス栓も閉めてください。 

ガスのにおいを確認。 
マイコンメーターの復帰。 

ガス臭くないことを確認したら、 

ガスがご使用できます。ガスメーターの 

赤いランプが点滅している場合は、 

ガスが止まっていますので、  

復帰操作をしてください。

地震や台風などのあとは、ご使用のガス機器の確認をお願いします。 

 災害により、ご使用のガス機器の接続などが損傷している場合があります。 

 必ず異常がないか確認してからご使用ください。 

地震の場合は 

・ガス器具・ガスメーターの周りからガスの臭いが 

 しないか確認してください。 

・ガス機器本体に変形・破損などの 

 異常がないか確認してください。 
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・ガスソフトコード 

・ゴム管は赤い線まで 

 キッチリ差し込んでください。 

使わないガス栓には 

ガス栓キャップを取り付けて 

ください。 

・ガス栓キャップ 

ガス機器が接続されていない 

ガス栓を誤って開けないでください。 

ガス栓に

ついて 

・ゴム管止め 

ゴム管が抜けないように 

ゴム管止めをご使用ください。 

日頃の     

点検に     

ついて 

接続具に 

ついて 

・青色のゴム管、ひび割れや固くなった

 ゴム管はお取替えください。 

・ガス機器やガス栓によって、接続具が異なります。

ガス機器、接続具の取扱説明書をよく  

読み、形状にあったものを正しく接続しま

しょう。 

形状の異なる接続具を組みあわせての  

使用は、ガス漏れ、火災などの原因になり

ます。

耐久性にすぐれた 

ガスソフトコード（白色系） 

をご使用ください。 

・ガス栓 

ひび割れ 油・汚れ 

古いゴム管 

端部がゆるみきった状態 

赤い線 

ホースエンドガス栓 ガス用ゴム管（ソフトコード） ホースエンド 

コンセントガス栓 ゴム管用ソケット ゴム管用プラグ 器具用ソケット ホースエンド 

コンセントガス栓 ガスコード スリムプラグ 



万一のガス漏れや、不完全燃焼によって発生する

一酸化炭素を検知すると、ランプと音声でお知ら

せします。「複合型警報器」は、一台で火災は  

もちろん3つのあんしんを24時間見守ります。

  一酸化炭素（不完全燃焼）、ガス漏れ、火災を検知する 

『複合型警報器』の取り付けをおすすめしています。

ガス警報器には有効期間（５年）があります。       

08年4月から製造されているガスコンロは、

すべてのバーナーに、煮こぼれや点火ミスな

どで火が消えた時にガスをストップする立ち

消え安全装置、天ぷら油の温度が約250℃に

なると、ガスを止め火災を防止する調理油加

熱防止装置、消し忘れ消火、早切れ防止機能

など、安全便利機能を搭載しています。

最新の安全装置 

「ガス警報器」には「交換期限表示ラベル」が貼ってあります。

交換期限が過ぎると正しく動作しない場合があります。
交換期限が過ぎた警報器は万が一の為に必ず交換しましょう。 

センサーで 
天ぷらの油の加熱等を防止 
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・使用中のコンロ、タバコの火、ライター等の火を消してください。 

・電気スイッチに絶対に手をふれないでください。 

火気は絶対使用しない。 

窓や扉を開け、ガス栓、メーターガス栓 

を閉めてください。 

いい部屋ガスカスタマーセンター  

０１２０－０６８－１１８ 

ガス漏れ以外のガスに関する連絡先 

 東京ガス・緊急保安受付窓口 

０５７０－００２２９９（ナビダイヤル） 

 ナビダイヤルをご使用になれない場合  
（ IP電話・海外からのご利用など）

０３－６７３５－８８９９

佐倉市、成田市、八千代市、千葉市、四街道市、富里市、 

酒々井町、芝山町、多古町にお住まいのお客様 

（※旧千葉ガス供給エリア） 

佐倉支社  ０４３－４８３－２２８０ 

つくば市、つくばみらい市にお住まいのお客様 

（※旧筑波学園ガス供給エリア） 
つくば支社 ０２９－８４８－５１５１ 

  （上記番号がご利用になれない場合）   

   ナビダイヤル   ０５７０－０６７－１１８ 
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１

２

・使用中のコンロ、タバコの火、ライター等の火を消してください。 

・電気スイッチに絶対に手をふれないでください。 

火気は絶対使用しない。 

窓や扉を開け、ガス栓、メーターガス栓 

を閉めてください。 

所在地 ガス漏れ専用電話 担当エリア 

大阪導管部         
大阪市西区千代崎３丁目南２-３７ 

０１２０（０）１９４２４ 

大阪市 

南部導管部         
堺市堺区住吉橋町２-２-１９ 

０１２０（３）１９４２４ 

堺市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、 

富田林市、松原市、藤井寺市、高石市、羽曳野市、泉南市、

河内長野市、阪南市、忠岡町、大阪狭山市、田尻町、熊取

町、河南町、岬町、太子町、和歌山市、海南市、岩出市 

北東部導管部         
東大阪市稲葉２-３-１７ 

０１２０（５）１９４２４ 

吹田市、豊中市、箕面市、池田市、高槻市、茨木市、摂津

市、島本町、守口市、枚方市、八尾市、大東市、寝屋川市、

柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市、八幡市、京

田辺市、奈良市、生駒市、大和高田市、大和郡山市、安堵

町、上牧町、三郷町、王寺町、平群町、斑鳩町、河合町、香

芝市、広陵町、精華町、木津川市、天理市、川西町 

兵庫導管部         
神戸市中央区港島４-５-３ 

０１２０（７）１９４２４ 

神戸市、明石市、三田市、三木市、尼崎市、芦屋市、西宮

市、宝塚市、伊丹市、川西市、加東市、豊能町、猪名川町、

姫路市、太子町、高砂市、加古川市、稲美町、たつの市、播

磨町、加西市、能勢町、上郡町 

京滋導管部         
京都市下京区中堂寺粟田町９３ 

０１２０（８）１９４２４ 

京都市、宇治市、向日市、長岡京市、城陽市、久御山町、大

山崎町、亀岡市、大津市、草津市、守山市、近江八幡市、東

近江市、栗東市、野洲市、湖南市、甲賀市、竜王町、長浜

市、彦根市、愛荘町、多賀町、米原市、甲良町、日野町、井

出町、井出町 

耳やことばの不自由なお客様からは、 

FAXでの受付も行っております。 
FAX ０１２０（６）１９４２４ 

ガス漏れ以外のガスに関する連絡先 

 いい部屋ガスカスタマーセンター 0120-068-118 

（上記番号がご利用になられない場合 ナビダイヤル ０５７０－０６７－１１８） 
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１

２

・使用中のコンロ、タバコの火、ライター等の火を消してください。 

・電気スイッチに絶対に手をふれないでください。

火気は絶対使用しない。 

窓や扉を開け、ガス栓、メーターガス栓 

を閉めてください。 

いい部屋ガスカスタマーセンター 
０１２０－０６８－１１８ 

愛知県にお住まいの方 ０５２－８７２－９２３８ 

岐阜県にお住まいの方 ０５８－２７２－００８８ 

三重県にお住まいの方 ０５９－２２４－０２２５ 

ガス漏れ緊急窓口（東邦ガス緊急保安センター）に電話をおかけください。
※この電話はガス漏れ通報以外には、ご使用にならないでください。

（上記番号がご利用になれない場合）   

ナビダイヤル   ０５７０－０６７－１１８ 

７ 

３

ガス漏れ以外のガスに関する連絡先 


