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共用部で…屋外で… お部屋の中で…
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安心読本の使い方

ガスの種類のおはなし

経年劣化のおはなし

CF式
屋内式
ふろがま・給湯器
のおやくそく

FE式

BF式・FF式

屋外式ふろがま・給湯器のおやくそく

ファンヒーター・ストーブのおやくそく

8もし地震・台風などの自然災害がおきたら…

ガスコンロのおやくそく

小型湯沸器のおやくそく

ガスに関する連絡先
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ガス設備の取り扱いのおはなし

3接続具を選ぶときのおはなし
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お客さま番号　　　　　　　ー　　　　　　ー　　　　　　

様

（お手数ですが、お名前をご記入いただき保存ください）

ガスくさいときはご連絡ください
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東京ガス株式会社

ガスに関する連絡先

 ☎ 03-6735-8899
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

☎ 0570-002299（ナビダイヤル※）

一般ガス導管事業者（東京ガス）の主な保安体制 〈365日・24時間保安体制〉

ガス漏れ、ガス事故等の緊急時に備えて、係員と緊急車が常時待機しています。

ガス漏れ通報専用電話 受付時間：24時間（ガス漏れ通報専用•無休）

ガス漏れは火災や爆発の恐れがあり危険です！
屋外、共用部、お部屋の中などで、ガスくさいときや警報器が鳴っているときは、
すぐに一般ガス導管事業者（東京ガス）へ連絡してください

火気厳禁、電気のスイッチに
触れないでください

窓や扉を開け、ガス栓、
メーターガス栓を閉め
てください

ガスくさいとき､警報器が鳴っているときは

《ご連絡時に教えていただきたい情報》 ◉お名前 ◉ご住所 ◉ご近所の目標 ◉現在の状況 
●ガス漏れ通報専用電話は、ガスくさいなどの緊急の用件のみうけたまわっております。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ（株）のサービスです。
　電話料金はお客さまご負担となります。

●上記以外の時間帯は、ガス臭い、ガスが出ない等の安全に関わる緊急のご用件のみを承っております。ご理解とご協力をお願いいたします。
●右の時間帯・曜日・時期は混雑が予想されます。・9:00～10:00 ・日曜日・祝日 ・引越しシーズンとなる3月中旬～4月上旬

＊耳やことばの不自由なお客さま向けに、東京ガスホームページに
FAX送付用紙を掲載しています。必要な情報をご記入の上、
FAXでお送りください。

【東京ガスホームページ】http://home.tokyo-gas.co.jp
【FAX番号】ガスのご用件:03-3344-9393
　　　　　 ガス漏れ通報:03-4332-2419

＊For English　http://www.tokyo-gas.co.jp/index_e.html

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☎ 0570-002211（ナビダイヤル※）

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～19:00、日曜日・祝日 9:00～17:00

ガス小売り事業者（東京ガス）・一般ガス導管事業者（東京ガス）共通の連絡先

☎ 03-3344-9100

携帯電話の場合、基本使用料に含まれる無料通話分や通話
料割引サービス（定額通話制度等も含む）の適用対象外（有
料）となります。ご契約いただいている通信会社の規約をご
確認の上お掛けいただく番号をお選びください。

東京ガスお客さまセンター



※「LPガス用」などはご使用になれません

販売店

火がすぐ
消えます…

スイッチ
オン

有効期限の確認!有効期限の確認!

有効期限
●●年 ●●月

「ガスライフ安心読本」では、各ガス機器に共通する「おやくそく」
（P.5～P.8）を、アイコンを用いてご説明しています。
いずれも、東京ガスとお客さまの大切な「おやくそく」になりますの
で、ご確認ください。

取扱説明書を事前に確認します
ガス機器や接続具などを安全にご使用いただくため、これらを新たにご使用になる前に
は、取扱説明書をよく読み、内容をご確認ください。取扱説明書には、日常のお手入れなど
についても記載されています。大切に保管していただき、ときどき内容をご確認ください。

必ず換気をします
室内でガス機器を使用する際、換気をしないと室内の空気が汚れ、室内の酸素濃度が低下
することなどによりガス機器が不完全燃焼する危険があります。不完全燃焼による一酸化
炭素中毒事故を防止するため、換気扇やレンジフードのスイッチを入れるか、窓などを開け
てからガス機器をご使用ください。

経年劣化に注意します
ガス機器や接続具などは長年のご使用により劣化します（経年劣化）。そのままご使用を続けると、
ガス漏れや不完全燃焼を起こし、爆発、火災あるいは一酸化炭素中毒など、重大な事故につながる
可能性があります。古くなったガス機器や接続具は早めにお取り替えをお願いします。
取扱説明書などをご参考に、日常のお手入れをお願いします。

排水口のつまりに注意します
排水口がつまるとふろがま内部に水が浸水し、点火しにくくなるなどの故障が発生します。
そのまま繰り返し点火操作を行うと異常着火の原因となります。
異常着火を起こすと、大きな音がしたり、ふろがまのカバー（ケーシング）が変形したりします
ので、排水口の日常のお手入れをお願いします。

自然災害後は点検してからガス機器を使用します
地震の際は、まず身の安全を確保し、揺れがおさまってから使用していたガス機器の火を消
してください。台風・大雪・地震などの自然災害のあとは、ガス機器やガス機器に接続されて
いる煙突なども被害を受けている可能性があります。
重大な事故を未然に防ぐため、ガス機器や煙突、給気口などに異常がないかを確認してからご
使用ください。また、ガス機器のまわりでガスのにおいがしないか確認してください。
災害による停電時は換気扇などが動かず、ガス機器が不完全燃焼する危険があります。停電
中にガス機器を使用するときは窓を開けるなど換気に十分ご注意ください。

「いつもと違う」ときは、使用を中止し、連絡します
火の着きが悪い、お湯がすぐ水になるなど、いつもと違う事象が発生したらガス機器からの異常
のサインかもしれません。また、ガス機器使用中の不快なにおい、炎のあふれあるいは本体が異
常に熱くなるなどの事象はガス機器が故障している可能性があります。
すぐに使用を中止し、販売店または東京ガスへご連絡ください。

大切な情報をアイコンとイラストで！ お届けしている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

ガス機器には、適応するガスの種類をお知らせするラベルが貼られています

お届けしているガスに適応しないガス機器は、不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発・火災発生などの原因となり
大変危険です。「都市ガス（13A）用」に調整（有料）する必要があるため、販売店または東京ガスにご連絡ください。
※お届けしているガスには、有毒な物質である一酸化炭素が含まれておりません。

新しくガス機器をお買い求め
になるとき、今までご使用さ
れていなかったものをお使い
になるときは、ガス機器が「都市
ガス（13A）用」であることを必
ずご確認ください。お引越しの
ときは特にご注意ください。

空気中における
CO濃度［％］
0.02

吸入時間と中毒症状

2～3時間で前頭部に軽度の頭痛
0.08 45分で頭痛・めまい・吐き気・けいれん、2時間で失神
0.16 20分で頭痛・めまい・吐き気、2時間で死亡
0.32 5～10分で頭痛・めまい、30分で死亡
1.28 1～3分で死亡

一酸化炭素（CO）中毒のおはなし

お客さまが安心してガスをお使いになれるよう、ガス漏れや一酸化炭素（CO）を検知する「ガス・CO警報
器」の設置をお勧めします。コンセントにつないで使用するタイプのほか、電源コードのない「電池式」タイ
プもございます。また消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報器
の設置が義務付けられました。火災警報機能の付いた「住宅用火災・ガ
ス・CO警報器」もございます。
警報器には有効期限があります。有効期限が切れる前にお取替えをお
願いします。設置・お取替えをご希望の場合は販売店または東京ガスへ
ご相談ください。

警報器のおはなし　もしものための「見張り番」

3

「住宅用火災・ガス・CO警報器」で3つの安心を！

ガスの燃焼には大量の新鮮な空気と適切な排気が必要です

空気

新鮮な空気

排気

排気

排気

空気

重 要

お勧め

AB-120-（a）1 
都市ガス用１３Ａ・１2Ａ
 ○○○kW（△△△kW）
２００２．０５－０００１
□□□□□株式会社

※ … 適合するガスの種類

〔ガス機器に貼付されているラベルの表示例〕

「都市ガス用１３A・１２A」と表示されていれば、
１３Aも１２Aも使用可能です。

ガスに関する連絡先 ページ

安心読本の使い方 ガスの種類のおはなし

1 2

11

機器に関する保安は、ガス小売事業者が担当します。
導管に関する保安は、一般ガス導管事業者が担当します。保安責任区分

※東京ガスとご契約のお客さまは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者とも東京ガスになります。
※ガス事業法に基づく漏えい検査や消費機器調査などの保安点検は、東京ガスの責任において実施いたします。
※緊急時対応等のため、ガス小売事業者の調査結果は一般ガス導管事業者へ提供させていただきます。
　あらかじめご了承ください。

〈警報器の例〉

無色・無臭なのでとても気づきにくく、毒性も強力、少量でも危険です。
！

ガスの燃焼には、大量の新鮮な空気が必要となり
ます。そのためには給気をして常に新鮮な空気を
取り入れ、排気をしなければいけません。
換気をせずにガス機器をご使用になると、不完全燃焼

を起こし、一酸化炭素中毒の危険があります。「気分が
悪い」と思ったら直ちに使用を中止してください。

一酸化炭素（CO）の毒性は強力！
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押回し
押回し

S型ソケット
S型ガスコード

ホースエンド形状には
ガスコードまたは
ソケットは差し込み不可

SL型ソケット
SL型（L型）ガスコード

ホースエンド
形状

ガス栓 接続具

コンセント
形状

S型ガスコード

•ファンヒーター
•衣類乾燥機
•炊飯器（タイマー付）
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•BF式ふろがま
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器具用スリムプラグ

ソフトコード 9.5mm

ソフトコード 13mm

ゴム管止め ゴム管止め

ホースエンド形状
9.5mm用

※1

※2

※１ガスコードはSL型（角度を自在に動かせる）・L型（接続口の角度が90度）もあります。　※２ソケットはSL型・L型もあります。

ホースエンド形状
13mm用

ガス機器接続口 ガス機器例

コンセント口
（スリムプラグ）

ホースエンド口
9.5mm用

ホースエンド口
13mm用

適切な接続具の選び方

ゴム管止めで
きっちり止める

赤い線まで
差し込む

ガス栓①
「コンセント」

形状

ガス栓②
「ホースエンド」

形状

ガス栓と接続具をつなぐ形状は、ゴム管（ソフトコード）用とガスコー
ド用の2種類があります。また、ガス機器にも2種類の接続口があり
ます。接続具はそれぞれの形状にあったものをご使用ください。違っ
た形状で接続すると接続箇所からガスが漏れ、着火・爆発に至るおそ
れがあります。
また、機器に接続されていないガス栓の誤開放にはご注意ください。

ガス栓とガス機器との接続には注意が必要です

接続する前に、接続面に汚れがついていないか確認し、
カチッと音がするまで確実に差し込んでください。

接続具はガス栓の先からガス機器の使用場所までの距
離に合わせた長さで使用してください。無理な使用は
ガス栓とガスコードやソケットの接続が不完全な状態と
なり、接続箇所からガスが漏れる可能性があります。

ガス給湯器・ふろがまには、ご使用が10年相当になった際に表示し、点検時期が到来したことをお知らせする
「点検時期お知らせ機能」が搭載されている製品もあります。
※乾電池を使用している小型湯沸器・ふろがまは、使用回数を測定しているため前後する場合があります。

「点検時期お知らせ機能」は、製品が点検時期になったことをお知らせするものであり、経年劣化が進むと安
全上支障が生じるおそれがあるため「点検時期お知らせ機能」が表示されましたらメーカーへお問い合わせ
ください。（ＨＰなどでご案内している場合もあります）

※設置事業者が代行することもできます
※点検時期が来るとご案内
　が届きます

長期使用製品安全点検制度　（2021年8月の法改正より、ガス機器は対象外となりました）

2009年4月1日に施行された消費生活用製品安全法で設けられた「長期使用製品安全点検制度」では、経年劣
化により特に重大な危害を及ぼす恐れの多い品目を「特定保守製品」と定義し、点検制度が設けられています。ガ
ス機器の特定保守製品は、屋内に設置されているガス瞬間湯沸器及びガスふろがまが対象となります。対象
のガス機器をご購入の際は、メーカーに「所有者登録」をしてください。ガス機器を安心してご使用いただくた
めに、一定期間経過後、メーカーから点検のご案内が届きますので、点検（有償）を受けていただくことをおすす
めします。なお、お引越しなどにより、登録内容に変更が生じた場合は、速やかにメーカーに連絡してください。

ハガキに必要事項をご記入の上、
ご郵送ください※工務店・不動産販売業者の場合もあります

販売者から点検制度の説明を受けます 点検（有償）を受けます

約10年経過

長年の使用でガス機器や接続具は劣化します

ガス機器使用時に不快なにおい、炎のあふれ、機器本体の異常な過熱などがあれば、ただちに使用を中止し、
販売店または東京ガスまでご連絡ください。

ガス機器の安全性向上に伴い、2021年8月以降、ガス機器は特定保守製品から除外され、長期使用
製品安全点検制度の対象外となりました。詳細は、各ガス機器メーカーのHP等をご確認ください。

ガス機器や接続具などは長年のご使用により劣化します（経年劣化）。そのままご使用を続けると、ガス漏れや不完全
燃焼を起こし、爆発、火災あるいは一酸化炭素中毒など、重大な事故につながる可能性があります。古くなったガス
機器や接続具は早めにお取り替えをお願いします。取扱説明書などをご参考に、日常のお手入れをお願いします。

ご紹介❶

ご紹介❷ 点検時期お知らせ機能について

AC100Vを使用している給湯器・ふろがま

〈点検時期お知らせ機能の表示例〉

●温度表示部に88表示と
　温度表示が交互に点滅

●お知らせランプや電池交換ランプなどが点滅・点灯
　（緑・橙など）

●時計表示部に
　888表示が点滅

乾電池を使用している小型湯沸器・ふろがま

接続具を選ぶときのおはなし 経年劣化のおはなし

3 4

ガス機器を交換するときは接続具も必ず交換します
ガス機器を交換するときは、接続具も一緒に交換してください。ガス機器設置工事に伴う接続具の交換は資格が必要です。
特に小型湯沸器を交換される際はご注意ください＊。詳しくは販売店もしくは東京ガスにご相談ください。
＊現在、小型湯沸器はゴム管（ソフトコード）での接続が認められていません。交換時の接続には資格が必要です。

ガス栓用プラグのひび割れに注意します
ひび割れがある場合はガスが漏れる可能性があります。異常を確認した際はガス栓を閉めて東京ガスへ
ご連絡ください。また、ガス栓用プラグを必要としない、コンセント型ガス栓へのお取替えをお勧めします。

（写真は41℃）

ガスコードやソケットの抜けかけに注意します

ガスコードとガス栓の接続面は清潔に保ちます

ガス栓・ガス機器接続口の形状を確認の上、接続具を選んでください。

ガス栓について ページ10

お知らせ
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消えます…
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ソフトコード（ゴム管）は、適切な長さで使
用してください。ソフトコードが長いと、
意図せず機器の下部の高温部と接触し、
接続具が損傷する可能性があります。

コンロは、取扱説明書などに記載されて
いる壁面からの適正な長さを離して設置
します。

メーカー純正以外の部品を使用すると、異常
な燃焼を起こし、不完全燃焼や火災の危険が
あります。

調理中は調理器具から目を離さないでく
ださい。揚げ物の調理は、温度センサーが
ついている側のコンロで行います。

■着衣着火に注意します
ガスコンロ使用中は身体や衣服を炎に近づけ
ないように注意してください。

ガスコンロのおやくそく 屋内式 ふろがま・給湯器のおやくそく（CF式）

小型湯沸器のおやくそく

屋内式 ふろがま・給湯器のおやくそく（FE 式）

変色はありませんか？
点火しなかったり、炎
が赤やオレンジ色に
なっていませんか？

給気口にホコリなどが
つまっていませんか？
排気口に黒いススが
ついていませんか？

不完全燃焼防止装置のついている小
型湯沸器をご使用中、火が消えてお湯
がたびたび水になる場合は、安全装置
が作動している可能性があります。す
ぐに使用を中止し、販売店または東京
ガスへ連絡します。

小型湯沸器本体の側面などにある
切れ込みは、小型湯沸器が燃焼する
ために必要な空気を取り入れる給気
口です。定期的に掃除をし、常に空
気が供給されるようにしてください。
また小型湯沸器の上部に汚れやつ
まりが見える場合、あるいは使用中
にたびたび火が消える（お湯が水に
なる）場合は、使用を中止し、販売店
または東京ガスまで点検・修理（有
償）をお申込みください。

■使用前に差し込みプラグが、電気コンセントに
　差し込まれていることを確認します
コンセントにつないで使用するタイプのふろがま・給湯器は、コンセントに
差し込みプラグが確実に差し込まれていることを必ず確認します。
また、お湯を出したときに、ファンが回転しているか確認します。

小型湯沸器のお湯で洗髪やシャワー、
浴槽や洗濯機への注湯など、長時間の
使用となるような使い方はしません。

※販売中の小型湯沸器には、一定時間連
続して使用すると燃焼を停止するもの
もあります。

炎が赤や
オレンジ色に
なっていませんか？

鍋底がススで
黒くなって
いませんか？

目がしみたり
不快なにおい
はしませんか？

目がしみたり
不快なにおい
はしませんか？

日常の
チェック
ポイント

日常の
チェック
ポイント

煙突の先から枝や葉
が出ていませんか？

点火しなかったり、炎が
赤やオレンジ色になっ
ていませんか？

煙突にさび、穴あき、はず
れがありませんか？
固定金具が無く、グラグ
ラ動いていませんか？

逆風止から排気
ガスがあふれて
いませんか？

換気口・給気口が
ふさがっていませ
んか？

はずれ
穴あき

さび

日常の
チェック
ポイント

■煙突式（ＣＦ式）のふろがまと換気扇は同時使用しません
ご家族などが入浴中に、換気扇を回す必要がある小型湯沸器やコンロの使用は絶対
に行いません。隣室（台所など）で換気扇を使用すると、排気ガスが煙突を逆流して
一酸化炭素を含む燃焼時の排気ガスが浴室内に充満する危険があります。

ガス機器が燃焼する際に、屋内の空気を使用しない　  ページの
ＢＦ式・ＦＦ式または屋外式のふろがま・給湯器をお勧めしています。安全型のふろがま・給湯器お勧め

煙突にさび、穴あ
き、はずれがあり、
排気ガスがあふ
れていませんか？

点火しな
かったり、
炎が赤や
オレンジ
色になっ
ていませ
んか？

煙突の先がふさ
がっていません
か？日常の

チェック
ポイント

給湯器や建物の給気口がつまったり
ふさがったりしていませんか？

はずれ さび

穴あき

■養生中は、ガス機器を使用しません
塗装工事や補強工事などでガス機器の排気の出口や給気の出入口
などにビニールシートなどをかぶせているときは、ビニールシートな
どが外されたことを確認するまでガス機器は使用しません。

※天井裏に排気筒が設置されている
場合は点検口が設けられているこ
とをご確認ください。点検口がな
い場合は、設置の検討をお願いい
たします。

※屋内にガスふろがまや給湯器を設置するときには、国で定められた資格が必要です。

▼販売店にご連絡ください ▼販売店にご連絡ください ▼移動してください

▼販売店にご連絡ください ▼移動してください▼お手入れしてください

▼販売店にご連絡ください

5 6

7

不完全燃焼防止装置の無い機器は、不完全燃焼防止装置※付きの機器にお取り替えください。お勧め
※炎の異常を感じ自動的にガスを止め、不完全燃焼を防止します。

■小型湯沸器は、汚れや目詰まりなどを
　チェックします

ガスに関する連絡先

ページ11

■こまめに清掃します
コンロを使用中、煮こぼれなどにより汚れた
箇所や、五徳（ごとく）・グリルの焼き網などの
お掃除をこまめに行ってください。

3

3

3

3

■接続具が高温部に触れないようにします

■メーカー純正の部品を使用します■壁面から離して設置します

■洗髪やシャワーなどの
　使用はしません

■繰り返し点火はしません

■天ぷら油・グリル火災に注意します
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ソフトコード（ゴム管）は、適切な長さで使
用してください。ソフトコードが長いと、
意図せず機器の下部の高温部と接触し、
接続具が損傷する可能性があります。

コンロは、取扱説明書などに記載されて
いる壁面からの適正な長さを離して設置
します。

メーカー純正以外の部品を使用すると、異常
な燃焼を起こし、不完全燃焼や火災の危険が
あります。

調理中は調理器具から目を離さないでく
ださい。揚げ物の調理は、温度センサーが
ついている側のコンロで行います。

■着衣着火に注意します
ガスコンロ使用中は身体や衣服を炎に近づけ
ないように注意してください。

ガスコンロのおやくそく 屋内式 ふろがま・給湯器のおやくそく（CF式）

小型湯沸器のおやくそく

屋内式 ふろがま・給湯器のおやくそく（FE 式）

変色はありませんか？
点火しなかったり、炎
が赤やオレンジ色に
なっていませんか？

給気口にホコリなどが
つまっていませんか？
排気口に黒いススが
ついていませんか？

不完全燃焼防止装置のついている小
型湯沸器をご使用中、火が消えてお湯
がたびたび水になる場合は、安全装置
が作動している可能性があります。す
ぐに使用を中止し、販売店または東京
ガスへ連絡します。

小型湯沸器本体の側面などにある
切れ込みは、小型湯沸器が燃焼する
ために必要な空気を取り入れる給気
口です。定期的に掃除をし、常に空
気が供給されるようにしてください。
また小型湯沸器の上部に汚れやつ
まりが見える場合、あるいは使用中
にたびたび火が消える（お湯が水に
なる）場合は、使用を中止し、販売店
または東京ガスまで点検・修理（有
償）をお申込みください。

■使用前に差し込みプラグが、電気コンセントに
　差し込まれていることを確認します
コンセントにつないで使用するタイプのふろがま・給湯器は、コンセントに
差し込みプラグが確実に差し込まれていることを必ず確認します。
また、お湯を出したときに、ファンが回転しているか確認します。

小型湯沸器のお湯で洗髪やシャワー、
浴槽や洗濯機への注湯など、長時間の
使用となるような使い方はしません。

※販売中の小型湯沸器には、一定時間連
続して使用すると燃焼を停止するもの
もあります。

炎が赤や
オレンジ色に
なっていませんか？

鍋底がススで
黒くなって
いませんか？

目がしみたり
不快なにおい
はしませんか？

目がしみたり
不快なにおい
はしませんか？

日常の
チェック
ポイント

日常の
チェック
ポイント

煙突の先から枝や葉
が出ていませんか？

点火しなかったり、炎が
赤やオレンジ色になっ
ていませんか？

煙突にさび、穴あき、はず
れがありませんか？
固定金具が無く、グラグ
ラ動いていませんか？

逆風止から排気
ガスがあふれて
いませんか？

換気口・給気口が
ふさがっていませ
んか？

はずれ
穴あき

さび

日常の
チェック
ポイント

■煙突式（ＣＦ式）のふろがまと換気扇は同時使用しません
ご家族などが入浴中に、換気扇を回す必要がある小型湯沸器やコンロの使用は絶対
に行いません。隣室（台所など）で換気扇を使用すると、排気ガスが煙突を逆流して
一酸化炭素を含む燃焼時の排気ガスが浴室内に充満する危険があります。

ガス機器が燃焼する際に、屋内の空気を使用しない　  ページの
ＢＦ式・ＦＦ式または屋外式のふろがま・給湯器をお勧めしています。安全型のふろがま・給湯器お勧め

煙突にさび、穴あ
き、はずれがあり、
排気ガスがあふ
れていませんか？

点火しな
かったり、
炎が赤や
オレンジ
色になっ
ていませ
んか？

煙突の先がふさ
がっていません
か？日常の

チェック
ポイント

給湯器や建物の給気口がつまったり
ふさがったりしていませんか？

はずれ さび

穴あき

■養生中は、ガス機器を使用しません
塗装工事や補強工事などでガス機器の排気の出口や給気の出入口
などにビニールシートなどをかぶせているときは、ビニールシートな
どが外されたことを確認するまでガス機器は使用しません。

※天井裏に排気筒が設置されている
場合は点検口が設けられているこ
とをご確認ください。点検口がな
い場合は、設置の検討をお願いい
たします。

※屋内にガスふろがまや給湯器を設置するときには、国で定められた資格が必要です。

▼販売店にご連絡ください ▼販売店にご連絡ください ▼移動してください

▼販売店にご連絡ください ▼移動してください▼お手入れしてください

▼販売店にご連絡ください

5 6

7

不完全燃焼防止装置の無い機器は、不完全燃焼防止装置※付きの機器にお取り替えください。お勧め
※炎の異常を感じ自動的にガスを止め、不完全燃焼を防止します。

■小型湯沸器は、汚れや目詰まりなどを
　チェックします

ガスに関する連絡先

ページ11

■こまめに清掃します
コンロを使用中、煮こぼれなどにより汚れた
箇所や、五徳（ごとく）・グリルの焼き網などの
お掃除をこまめに行ってください。
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■接続具が高温部に触れないようにします

■メーカー純正の部品を使用します■壁面から離して設置します

■洗髪やシャワーなどの
　使用はしません

■繰り返し点火はしません

■天ぷら油・グリル火災に注意します
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ファンヒーター・ストーブのおやくそく屋内式 ふろがま・給湯器のおやくそく（BF・FF式）

屋外式 ふろがま・給湯器のおやくそく

■波板などで給湯器を
　囲いません
屋外式のガス機器は、十分に開放された
空間（屋外）で使用します。
屋外式のふろがま・給湯器は、十分な自然
換気が行われる場所に設置する必要があ
ります。波板などでガス機器の周囲を囲
むと、燃焼に必要な空気（酸素）が不足し
て、不完全燃焼などの原因となります。

■養生中は、
　ガス機器を使用しません
塗装工事や補強工事などでガス機器の排
気の出口や給気の出入口などにビニール
シートなどをかぶせて養生したときは、ビ
ニールシートなどが外されたことを確認
するまでガス機器は使用しません。

■排気の出口が
　ふさがれていないか
　確認します
雪が降ると、屋根から雪がガス機器上部に落下し、排気の
出口をふさいでしまうことや、降り積もった雪がガス機器
下部の給気口をふさいで
しまうことがあります。
このまま使用すると異常
着火の原因となり、ガス機
器のカバー（ケーシング）
が変形する可能性があり
ます。ご使用になる前に、
排気の出口や給気口がふ
さがれていないか確認し
てください。

▼販売店にご連絡ください ▼移動してください

▼移動してください ▼窓を閉めてください

点火しなかっ
たり、炎が赤
やオレンジ色
になっていま
せんか？

給排気筒トップ
がふさがって
いませんか？
また可燃物を
近くに置いて
いませんか？

煙突にさび、
穴あき、はず
れにより、排
気ガスがあ
ふれていま
せんか？ はずれ

さび

穴あき

日常の
チェック
ポイント

■排気ガスの流入に
　注意します
ガス機器を使用中、排気出口近くの
窓などは開けません。燃焼時の排気
ガスが窓などから室内に流入し、一酸
化炭素中毒に至るおそれがあります。

■繰り返し点火操作を
　行いません
火の着きが悪いときは、しばらく
経ってから再度操作してください。
すぐに繰り返して点火操作を行う
と、ガス機器の内部にガスがたまる
ことがあり、点火操作時に異常な着
火をすることがあり危険です。

■養生中は、ガス機器を使用しません
ビニールシートなどをかぶせて養生したときは、ビニールシート
などが外されたことを確認するまでガス機器は使用しません。

■電気コンセントを確認します（ＦＦ式）
コンセントにつないで使用するタイプのふろがま・給湯器は、差し
込みプラグがコンセントに確実に差し込まれていることを必ず確
認します。

※天井裏に排気筒が設置されている場合は点検口が設けられているこ
とをご確認ください。点検口がない場合は、設置の検討をお願いいた
します。

排気口がふさがって
いませんか？

窓から排気が室内に
入っていませんか？日常の

チェック
ポイント

フィルターや温風吹出口にほこり等
がつまっていませんか？

コンセント接続口に誤ってソフ
トコードを接続していませんか？

洗濯物を乾かして
いませんか？

ファンヒーターやストーブ（開放型の暖房機）を使用する際は、1時間に
1～2回、1分程度を目安に換気します。
ファンヒーターやストーブは、熱と共に燃
焼時の排気ガスも室内に排出していま
す。このため、部屋を閉めきったまま長時
間使用すると、徐々に室内の酸素濃度が
低下していき、ガス機器が不完全燃焼す
る可能性があります。

高温になる温風吹き出し口の近くには爆
発する可能性のあるものを置きません。
近くにカセットボンベ、スプレー缶あるい
はライターなどが放置されていると熱せ
られて爆発する危険があります。
また、人が長時間温風に触れていると低
温やけどをする可能性があります。

•異常を確認した場合は、一酸化炭素（CO）中毒や火災など事故のおそれがありますので、お買い求めになった販売店やメーカー、東京ガスへ
連絡し、点検・修理を依頼してください。

•ガス機器を使用していて目がチカチカしたり、気分が悪くなったり、不快な臭いがした場合は、ただちに使用を中止し、修理の手配をしてください。

ファンヒーターなどの暖房機の裏面などに
設けられているフィルターは、ほこりなど
がつまりやすいのでこまめに清掃をしてく
ださい。

日常の
チェック
ポイント

●赤熱面（金網部分）に変形や、やぶれ
などの異常がある場合は、不完全燃
焼を起こし、一酸化炭素（CO）中毒の
原因となる恐れがあります。

●不完全燃焼防止装置付のガスファン
ヒーターなどへのお取り替えをおす
すめします。 

●暖房シーズン前に点検をおすすめし
ます。

金網ストーブをお持ちのお客様へご注意
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▼お手入れしてください ▼接続具を交換してください ▼移動してください

■温風吹き出し口は高温になるので注意します

■こまめに清掃します
■1時間に1～2回程度、換気します

1 まずは身の安全を確保します※

　　 ※震度5相当以上の地震の場合、ガスメーターが自動的にガスをしゃ断します。
　　　あわてず行動しましょう。

2 揺れがおさまったらガスの火を消してください
3 自然災害のあと、ガスをふたたび使うときは、
　 右記のことを確認してください

3

3

もし地震・台風などの自然災害がおきたら…

機器を交換するときは、ガスコード（接続具）も必ず交換してください。お願い

●ガス機器周囲でガスの臭いがしないか
●ガス機器本体に変形・破損等異常がないか
●煙突式など屋内外の給排気設備に異常がないか
　（はずれ・凹み・穴あきがないか目視確認してください。）
●ガス接続具が正しく接続されているか
　（接続具に外れがないか目視確認してください。）

壁との間にすき間は
できていませんか？

給気口が
ふさがって
いませんか？

ゴム管

排気筒（煙突）の
はずれ、凹み、穴あきは
ありませんか？

※金網ストーブは30分に1回の換気が目安です。
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■波板などで給湯器を
　囲いません
屋外式のガス機器は、十分に開放された
空間（屋外）で使用します。
屋外式のふろがま・給湯器は、十分な自然
換気が行われる場所に設置する必要があ
ります。波板などでガス機器の周囲を囲
むと、燃焼に必要な空気（酸素）が不足し
て、不完全燃焼などの原因となります。

■養生中は、
　ガス機器を使用しません
塗装工事や補強工事などでガス機器の排
気の出口や給気の出入口などにビニール
シートなどをかぶせて養生したときは、ビ
ニールシートなどが外されたことを確認
するまでガス機器は使用しません。

■排気の出口が
　ふさがれていないか
　確認します
雪が降ると、屋根から雪がガス機器上部に落下し、排気の
出口をふさいでしまうことや、降り積もった雪がガス機器
下部の給気口をふさいで
しまうことがあります。
このまま使用すると異常
着火の原因となり、ガス機
器のカバー（ケーシング）
が変形する可能性があり
ます。ご使用になる前に、
排気の出口や給気口がふ
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■排気ガスの流入に
　注意します
ガス機器を使用中、排気出口近くの
窓などは開けません。燃焼時の排気
ガスが窓などから室内に流入し、一酸
化炭素中毒に至るおそれがあります。

■繰り返し点火操作を
　行いません
火の着きが悪いときは、しばらく
経ってから再度操作してください。
すぐに繰り返して点火操作を行う
と、ガス機器の内部にガスがたまる
ことがあり、点火操作時に異常な着
火をすることがあり危険です。

■養生中は、ガス機器を使用しません
ビニールシートなどをかぶせて養生したときは、ビニールシート
などが外されたことを確認するまでガス機器は使用しません。
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認します。
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します。
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1～2回、1分程度を目安に換気します。
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焼時の排気ガスも室内に排出していま
す。このため、部屋を閉めきったまま長時
間使用すると、徐々に室内の酸素濃度が
低下していき、ガス機器が不完全燃焼す
る可能性があります。

高温になる温風吹き出し口の近くには爆
発する可能性のあるものを置きません。
近くにカセットボンベ、スプレー缶あるい
はライターなどが放置されていると熱せ
られて爆発する危険があります。
また、人が長時間温風に触れていると低
温やけどをする可能性があります。

•異常を確認した場合は、一酸化炭素（CO）中毒や火災など事故のおそれがありますので、お買い求めになった販売店やメーカー、東京ガスへ
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●赤熱面（金網部分）に変形や、やぶれ
などの異常がある場合は、不完全燃
焼を起こし、一酸化炭素（CO）中毒の
原因となる恐れがあります。
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ヒーターなどへのお取り替えをおす
すめします。 

●暖房シーズン前に点検をおすすめし
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▼お手入れしてください ▼接続具を交換してください ▼移動してください

■温風吹き出し口は高温になるので注意します

■こまめに清掃します
■1時間に1～2回程度、換気します

1 まずは身の安全を確保します※

　　 ※震度5相当以上の地震の場合、ガスメーターが自動的にガスをしゃ断します。
　　　あわてず行動しましょう。

2 揺れがおさまったらガスの火を消してください
3 自然災害のあと、ガスをふたたび使うときは、
　 右記のことを確認してください
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●ガス機器周囲でガスの臭いがしないか
●ガス機器本体に変形・破損等異常がないか
●煙突式など屋内外の給排気設備に異常がないか
　（はずれ・凹み・穴あきがないか目視確認してください。）
●ガス接続具が正しく接続されているか
　（接続具に外れがないか目視確認してください。）

壁との間にすき間は
できていませんか？

給気口が
ふさがって
いませんか？

ゴム管

排気筒（煙突）の
はずれ、凹み、穴あきは
ありませんか？

※金網ストーブは30分に1回の換気が目安です。



つまみ

正しい位置

（閉）（開） 半開の状態

《例》
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ガスメーターの検針

ガス栓について

ガス管やガス機器について

検針作業へのご理解とご協力のお願い

お客さまのガスご使用量を確認するため、毎月一度検針を行います

読み取り

切り捨て

4 4 8 3 6 3 7
㎥

4 4 8 3m³

〔ガスメーターの指示数〕
1㎥未満の指示数は読みません。検針は一般ガス導管事業者（東京ガス）が定めた日

に、検針員がお客さま宅を訪問してガスメーターの
指示数を読み取り、ご使用量を確認します。
検針の結果とお客さまの検針予定日は、ご契約先の
会社へご確認ください。

土の中で経年変化した白ガス管の例
土質や環境により腐食の進行度合いが異
なります。

お客さま宅の敷地内にガスメーターが設
置されている場合は、事前にお声かけの
うえで敷地内に立ち入り、検針させていた
だきます。

室内立ち入りの際はお客さまにお立ち会
いいただき検針させていただきます。立ち
入りできない場合は、お客さまにガスメー
ターの指示数をお読みいただく等のご協力
をお願いすることがあります。

何らかの理由で検針時にガスメーターの指
示数の読み取りができない場合は、原則と
して当月のご使用量を前月のご使用量と同
量とするなど、「推定」によりガス料金を算
定させていただきます。

ガスメーターが屋外に
設置されている場合

ガスメーターが室内等に
設置されている場合 検針ができない場合

マイコンメーターの役割
▼ ▼ ▼ ご自宅のマイコンメーターの位置を確認してください 

▼ ▼ ▼

 微量のガス漏れ
30日以上連続してガスの流れを感知し続けると、微少なガス漏れ
の疑いがあると判断します。ガスは止めずに、警報表示でお知らせ
します（警報表示としてランプを点灯するものや、液晶に表示する
ものがあります）。

 長時間使用（機器の消し忘れ）
ガスが連続して一定時間流れ続けると、所定の時間で自動的にガス
を止めます。

 多量のガス漏れ
ガス管の破損による多量のガス漏れや、大型給湯器の追加などで、
異常に多くのガスが流れると、自動的にガスを止めます。

 大きな地震
震度5程度以上の揺れを感じると、自動的にガスを止めます。

 ガス圧力低下
何らかの原因でガスの圧力が低下したとき、自動的にガスを止めます。

腐食・地震に強いガス管（ポリエチレ
ン管など）へのお取り替えをご検討
ください。一般ガス導管事業者（東
京ガス）にお問い合わせください。

マイコンメーターは、ガスの流量を常時監視していま
す。異常を検知すると、自動的にガスを止めることがあり
ます。

鍋などの収納物がガス栓に接触しない
ようご注意ください。また、収納物が
引っかかっている場合には、決して無理
にキャビネット
を引き出さな
いようにしてく
ださい。

ガス栓のつまみにガ
ス機器等を接触さ
せないよう注意して
使用してください。

ガス器具、家具、荷物などをぶつ
けてガス栓に衝撃や力を加えな
いようご注意ください。ガス漏れ
の原因となる恐れがあります。

万が一ガス臭いときは、電灯・換気扇などのスイッチには触らないようにして窓
を開け、東京ガス「ガス漏れ通報専用電話」にご連絡ください。

安全な新型ガス栓（ヒューズガス栓）へ
のお取り替えをおすすめします。

正しい位置にしてい
ただくようにお願い
いたします。

ビスの取付状態をご
確認ください。
ビスが外れている場
合には、東京ガスにご
連絡していただくよう
にお願いいたします。

マイコンメーターの検知機能

システムキッチンのキャビネット内にガス栓が設置されているお客さまへ

露出型ガス栓・壁埋込型ガス栓について使用上のご注意 ヒューズガス栓への取替のおすすめ

2口バネガス栓
（旧型ガス栓）

2口ガスコンセント
（ヒューズ付）

ビスが正常に取り付いている状態

ビス取付位置

壁埋込型ガス栓
（旧型ガス栓）

壁コンセント取替用ガス栓
（ヒューズ付）

敷地内のガス管の工事は、一般ガス導管事業者（東京ガス）が有償にて施工させていただきます。建物を改装されると
きなどは、注意事項がございますので必要に応じて東京ガスへご相談ください。

敷地内のガス管やガス機器はお客さまの所有物です

敷地内のガス管やガス機器はお客さまの所有物です。

ガスメーターは計量法に基づき検定満期（7年または10年）が来たら取り替えます。

ガス本支管とガスメーターは
一般ガス導管事業者の所有物です。

マイコンメーターの復帰操作手順（例）

引出し型キャビネットタイプの
システムキッチンをご使用の場合

ご注意❶ ご注意❷

ご注意❶ ご注意❷

ご注意❸

ガス機器の接触によるガス漏れに
ご注意

家具などの衝突による
ガス栓損傷・変形にご注意

空気抜き孔付き機器接続ガス栓の
つまみが半開状態であった場合

空気抜き孔付き機器接続
ガス栓が設置されてる場合

ポリエチレン管

古くなったガス管の改善をお勧めしています

ガス管の状態を確認するために点検口などが必要です。
例えばこんなところにガス管がありますガス管の劣化は見えないところで進行している場合が

あります
外からガス管の状態を確認出来ない場合は点検口などを新しく設
けるよう建築業者などにご確認の上、ご検討をお願いいたします。
※点検口などを設ける場合は、建物の構造などを考慮する必要があります。

点検口点検口があると…

ガス管

ガス管

ガス管に異常があれば
一目でわかります。柱（壁）の中をガス管が通っ

ている場合があります。
ガス管の状態を確認することは、ガス漏れなどの事故を
未然に防ぐために大切です。何卒ご理解をお願いします。

建物所有者・管理者の皆様へ

ビスが外れている状態

必ずご連絡ください

お客さまの簡単な復帰操作により、ガスの供給を再開することが可
能です。ガス漏れの疑いもありますので、復帰操作の前にガスくさ
くないか、十分に確認してください。復帰しない場合は、すぐに東京
ガスへご連絡ください。

ふろがま・給湯器の能力変更を伴う取替えなどでガス使用量
が増加する場合は、マイコンメーターの能力（号数）変更やガ
ス管の入替工事が必要となる場合があります。販売店または
一般ガス導管事業者（東京ガス）へご確認をお願いします。

マイコンメーターの能力（号数）について

9

赤ランプがついたメーター 液晶表示のメーター

〈はじめに〉
●すべてのガス機器を止めます。
●屋外のガス機器も忘れずに止
めてください。

●復帰ボタンのキャップを左に
回して外します。

●画面横のボタンを押します。

●復帰中は画面右に｢Ｌ｣が
表示されます。

●ガスを使わないで1分待ちます。
●画面右からＬの表示が消えたら
マイコンメーター復帰完了です。

●復帰ボタンをしっかり奥まで
押し込み、ゆっくり手を離し
ます。赤いランプが点灯した
後、また点滅が始まります。

●ガスを使わないで3分待ちます。
●点滅が消えていたら、マイコ
ンメーター復帰完了です。

ボタンを押す

JO型

UH型

左に回して
キャップを
外す
メーターの
ガス栓は
開けたまま

キャップを
元に戻す

2秒間押し続けて
ゆっくり離す

奥までしっかり押し込む

3分待つ

※キャップがない
　タイプもあります。

※ガスが止まっているときは
　画面に「ガス止」または
　「止」が表示されます。

つまみを戻す



つまみ

正しい位置

（閉）（開） 半開の状態

《例》

つまみ

ビス

ガス止

ガス止

道
路
側
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ま
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ガスメーターの検針

ガス栓について

ガス管やガス機器について

検針作業へのご理解とご協力のお願い

お客さまのガスご使用量を確認するため、毎月一度検針を行います

読み取り

切り捨て

4 4 8 3 6 3 7
㎥

4 4 8 3m³

〔ガスメーターの指示数〕
1㎥未満の指示数は読みません。検針は一般ガス導管事業者（東京ガス）が定めた日

に、検針員がお客さま宅を訪問してガスメーターの
指示数を読み取り、ご使用量を確認します。
検針の結果とお客さまの検針予定日は、ご契約先の
会社へご確認ください。

土の中で経年変化した白ガス管の例
土質や環境により腐食の進行度合いが異
なります。

お客さま宅の敷地内にガスメーターが設
置されている場合は、事前にお声かけの
うえで敷地内に立ち入り、検針させていた
だきます。

室内立ち入りの際はお客さまにお立ち会
いいただき検針させていただきます。立ち
入りできない場合は、お客さまにガスメー
ターの指示数をお読みいただく等のご協力
をお願いすることがあります。

何らかの理由で検針時にガスメーターの指
示数の読み取りができない場合は、原則と
して当月のご使用量を前月のご使用量と同
量とするなど、「推定」によりガス料金を算
定させていただきます。

ガスメーターが屋外に
設置されている場合

ガスメーターが室内等に
設置されている場合 検針ができない場合

マイコンメーターの役割

▼ ▼ ▼ ご自宅のマイコンメーターの位置を確認してください 

▼ ▼ ▼

 微量のガス漏れ
30日以上連続してガスの流れを感知し続けると、微少なガス漏れ
の疑いがあると判断します。ガスは止めずに、警報表示でお知らせ
します（警報表示としてランプを点灯するものや、液晶に表示する
ものがあります）。

 長時間使用（機器の消し忘れ）
ガスが連続して一定時間流れ続けると、所定の時間で自動的にガス
を止めます。

 多量のガス漏れ
ガス管の破損による多量のガス漏れや、大型給湯器の追加などで、
異常に多くのガスが流れると、自動的にガスを止めます。

 大きな地震
震度5程度以上の揺れを感じると、自動的にガスを止めます。

 ガス圧力低下
何らかの原因でガスの圧力が低下したとき、自動的にガスを止めます。

腐食・地震に強いガス管（ポリエチレ
ン管など）へのお取り替えをご検討
ください。一般ガス導管事業者（東
京ガス）にお問い合わせください。

マイコンメーターは、ガスの流量を常時監視していま
す。異常を検知すると、自動的にガスを止めることがあり
ます。

鍋などの収納物がガス栓に接触しない
ようご注意ください。また、収納物が
引っかかっている場合には、決して無理
にキャビネット
を引き出さな
いようにしてく
ださい。

ガス栓のつまみにガ
ス機器等を接触さ
せないよう注意して
使用してください。

ガス器具、家具、荷物などをぶつ
けてガス栓に衝撃や力を加えな
いようご注意ください。ガス漏れ
の原因となる恐れがあります。

万が一ガス臭いときは、電灯・換気扇などのスイッチには触らないようにして窓
を開け、東京ガス「ガス漏れ通報専用電話」にご連絡ください。

安全な新型ガス栓（ヒューズガス栓）へ
のお取り替えをおすすめします。

正しい位置にしてい
ただくようにお願い
いたします。

ビスの取付状態をご
確認ください。
ビスが外れている場
合には、東京ガスにご
連絡していただくよう
にお願いいたします。

マイコンメーターの検知機能

システムキッチンのキャビネット内にガス栓が設置されているお客さまへ

露出型ガス栓・壁埋込型ガス栓について使用上のご注意 ヒューズガス栓への取替のおすすめ

2口バネガス栓
（旧型ガス栓）

2口ガスコンセント
（ヒューズ付）

ビスが正常に取り付いている状態

ビス取付位置

壁埋込型ガス栓
（旧型ガス栓）

壁コンセント取替用ガス栓
（ヒューズ付）

敷地内のガス管の工事は、一般ガス導管事業者（東京ガス）が有償にて施工させていただきます。建物を改装されると
きなどは、注意事項がございますので必要に応じて東京ガスへご相談ください。

敷地内のガス管やガス機器はお客さまの所有物です

敷地内のガス管やガス機器はお客さまの所有物です。

ガスメーターは計量法に基づき検定満期（7年または10年）が来たら取り替えます。

ガス本支管とガスメーターは
一般ガス導管事業者の所有物です。

マイコンメーターの復帰操作手順（例）

引出し型キャビネットタイプの
システムキッチンをご使用の場合

ご注意❶ ご注意❷

ご注意❶ ご注意❷

ご注意❸

ガス機器の接触によるガス漏れに
ご注意

家具などの衝突による
ガス栓損傷・変形にご注意

空気抜き孔付き機器接続ガス栓の
つまみが半開状態であった場合

空気抜き孔付き機器接続
ガス栓が設置されてる場合

ポリエチレン管

古くなったガス管の改善をお勧めしています

ガス管の状態を確認するために点検口などが必要です。
例えばこんなところにガス管がありますガス管の劣化は見えないところで進行している場合が

あります
外からガス管の状態を確認出来ない場合は点検口などを新しく設
けるよう建築業者などにご確認の上、ご検討をお願いいたします。
※点検口などを設ける場合は、建物の構造などを考慮する必要があります。

点検口点検口があると…

ガス管

ガス管

ガス管に異常があれば
一目でわかります。柱（壁）の中をガス管が通っ

ている場合があります。
ガス管の状態を確認することは、ガス漏れなどの事故を
未然に防ぐために大切です。何卒ご理解をお願いします。

建物所有者・管理者の皆様へ

ビスが外れている状態

必ずご連絡ください

お客さまの簡単な復帰操作により、ガスの供給を再開することが可
能です。ガス漏れの疑いもありますので、復帰操作の前にガスくさ
くないか、十分に確認してください。復帰しない場合は、すぐに東京
ガスへご連絡ください。

ふろがま・給湯器の能力変更を伴う取替えなどでガス使用量
が増加する場合は、マイコンメーターの能力（号数）変更やガ
ス管の入替工事が必要となる場合があります。販売店または
一般ガス導管事業者（東京ガス）へご確認をお願いします。

マイコンメーターの能力（号数）について
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赤ランプがついたメーター 液晶表示のメーター

〈はじめに〉
●すべてのガス機器を止めます。
●屋外のガス機器も忘れずに止
めてください。

●復帰ボタンのキャップを左に
回して外します。

●画面横のボタンを押します。

●復帰中は画面右に｢Ｌ｣が
表示されます。

●ガスを使わないで1分待ちます。
●画面右からＬの表示が消えたら
マイコンメーター復帰完了です。

●復帰ボタンをしっかり奥まで
押し込み、ゆっくり手を離し
ます。赤いランプが点灯した
後、また点滅が始まります。

●ガスを使わないで3分待ちます。
●点滅が消えていたら、マイコ
ンメーター復帰完了です。

ボタンを押す

JO型

UH型

左に回して
キャップを
外す
メーターの
ガス栓は
開けたまま

キャップを
元に戻す

2秒間押し続けて
ゆっくり離す

奥までしっかり押し込む

3分待つ

※キャップがない
　タイプもあります。

※ガスが止まっているときは
　画面に「ガス止」または
　「止」が表示されます。

つまみを戻す
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がします

共用部で…屋外で… お部屋の中で…

1

2

4

5

5

6

6

7

7

8

11

安心読本の使い方

ガスの種類のおはなし

経年劣化のおはなし

CF式
屋内式
ふろがま・給湯器
のおやくそく

FE式

BF式・FF式

屋外式ふろがま・給湯器のおやくそく

ファンヒーター・ストーブのおやくそく

8もし地震・台風などの自然災害がおきたら…

ガスコンロのおやくそく

小型湯沸器のおやくそく

ガスに関する連絡先

み
な
さ
ま
へ
の
お
は
な
し

お
持
ち
の
ガ
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機
器
に
つ
い
て
の
お
や
く
そ
く

機
器
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に
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す
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ペ
ー
ジ ガスくさいときはご連絡ください 11

ガス設備の取り扱いのおはなし

3接続具を選ぶときのおはなし

14010049 2021.08（TF）

®

®

お名前

お客さま番号　　　　　　　ー　　　　　　ー　　　　　　

様

（お手数ですが、お名前をご記入いただき保存ください）

ガスくさいときはご連絡ください
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9

イ

安
心
読
本

フ
ラ
ス
ガ

保存版
東京ガス株式会社

ガスに関する連絡先

 ☎ 03-6735-8899
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

☎ 0570-002299（ナビダイヤル※）

一般ガス導管事業者（東京ガス）の主な保安体制 〈365日・24時間保安体制〉

ガス漏れ、ガス事故等の緊急時に備えて、係員と緊急車が常時待機しています。

ガス漏れ通報専用電話 受付時間：24時間（ガス漏れ通報専用•無休）

ガス漏れは火災や爆発の恐れがあり危険です！
屋外、共用部、お部屋の中などで、ガスくさいときや警報器が鳴っているときは、
すぐに一般ガス導管事業者（東京ガス）へ連絡してください

火気厳禁、電気のスイッチに
触れないでください

窓や扉を開け、ガス栓、
メーターガス栓を閉め
てください

ガスくさいとき､警報器が鳴っているときは

《ご連絡時に教えていただきたい情報》 ◉お名前 ◉ご住所 ◉ご近所の目標 ◉現在の状況 
●ガス漏れ通報専用電話は、ガスくさいなどの緊急の用件のみうけたまわっております。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ（株）のサービスです。
　電話料金はお客さまご負担となります。

●上記以外の時間帯は、ガス臭い、ガスが出ない等の安全に関わる緊急のご用件のみを承っております。ご理解とご協力をお願いいたします。
●右の時間帯・曜日・時期は混雑が予想されます。・9:00～10:00 ・日曜日・祝日 ・引越しシーズンとなる3月中旬～4月上旬

＊耳やことばの不自由なお客さま向けに、東京ガスホームページに
FAX送付用紙を掲載しています。必要な情報をご記入の上、
FAXでお送りください。

【東京ガスホームページ】http://home.tokyo-gas.co.jp
【FAX番号】ガスのご用件:03-3344-9393
　　　　　 ガス漏れ通報:03-4332-2419

＊For English　http://www.tokyo-gas.co.jp/index_e.html

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☎ 0570-002211（ナビダイヤル※）

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～19:00、日曜日・祝日 9:00～17:00

ガス小売り事業者（東京ガス）・一般ガス導管事業者（東京ガス）共通の連絡先

☎ 03-3344-9100

携帯電話の場合、基本使用料に含まれる無料通話分や通話
料割引サービス（定額通話制度等も含む）の適用対象外（有
料）となります。ご契約いただいている通信会社の規約をご
確認の上お掛けいただく番号をお選びください。

東京ガスお客さまセンター


