Coi ch˜ng
bﬁ ngÈ {Èc !
CO
（一酸化炭素）
中毒に気をつけましょう！
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大丈夫です
器具
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あなたのお
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Khi dÒng cæc thi’t bﬁ {Ât chæy
cﬂ Âng khﬂi (Âng kh⁄ th¿i)
Ì trong nhø
煙突（排気筒）のある燃焼器具を室内でご使用の場合

■ ´ nh˘ng c√n hÈ k⁄n giﬂ nhı chung cı,
khi dÒng mæy n`u nıÎc nﬂng cho bÊn tƒm hay mæy n`u nıÎc nﬂng lo¬i lÎn,
kh‰ng n‘n mÌ qu¬t th‰ng giﬂ.
アパート・マンション等の気密性の高い住宅では、
大型湯沸器やふろがまを使いながら、
換気扇を回さないで下さい。

Kh⁄ th¿i bﬁ ht ngıÔc l¬i
cﬂ th◊ g…y ra ngÈ {Èc CO.
室内に排ガスが逆流して、
CO（一酸化炭素）
中毒を起こすことがあります。

Mæy n`u nıÎc nﬂng lo¬i lÎn

Mæy n`u nıÎc nﬂng bÊn tƒm

大型湯沸器の場合

ふろがまの場合

Qu¬t th‰ng giﬂ nhø b’p
レンジフード

Kh⁄ CO
bﬁ ht ngıÔc
trÌ l¬i
CO逆流

C¯a n¬p kh⁄ cﬂ mÌ kh‰ng?
給気口があいてますか？

Trong khi dÒng, n’u c¯a n¬p kh⁄ kh‰ng mÌ,
kh‰ng kh⁄ n¬p kh‰ng {Ú, kh⁄ CO (carbon monoxide) cﬂ th◊ phæt
sinh, g…y ra ngÈ {Èc.
使用中、
給気口があいていないと空気が不足して、
CO
（一酸化炭素）
が
発生し中毒事故の起きる可能性があります。

■ Khi {ang dÒng cæc thi’t bﬁ gas, qu˚ vﬁ cﬂ
c¿m th`y nhˆc {Àu, buÊn n‰n kh‰ng?
燃焼器具を使っていて、
頭痛・吐き気を感じたことはありませんか。

H¡y ngıng ngay viŸc s¯ dÙng vø mÌ c¯a
{◊ th‰ng giﬂ.
ただちに使用を中止して、
窓を開け換気してください。

Khi dÒng cæc thi’t bﬁ {Ât chæy
cﬂ Âng khﬂi (Âng kh⁄ th¿i)
Ì trong nhø
煙突（排気筒）のある燃焼器具を室内でご使用の場合

■Chim cﬂ løm tÁ trong Âng kh⁄ th¿i do l…u
ngøy kh‰ng s¯ dÙng kh‰ng?
しばらく使っていない排気筒内に、
鳥が巣をつくっていませんか。

TÁ chim c¿n kh⁄ th¿i, cﬂ th◊ g…y ra hiŸn tıÔng
chæy kh‰ng hoøn toøn.
巣が排気を妨げてしまい、
不完全燃焼を起こすことがあります。

Kh⁄ th¿i
排ガス

■£ng kh⁄ th¿i cﬂ bﬁ hı hay bﬁ ngh”t do vŒt c¿n kh‰ng?
排気筒が壊れていたり、
物等で塞がれたりしていませんか。

● N’u Âng kh⁄ th¿i bﬁ hı do b¡o
ho»c nh˘ng l˚ do khæc,
xin li‘n l¬c ngay vÎi {¬i l˚ gas
{◊ s¯a ch˘a.
台風などで排気筒が壊れた場合、
ただちに販売店に
ご連絡し、
改善してください。

● Khi Âng kh⁄ th¿i bﬁ ngh”t do sÍ ˚
{»t {Ê {¬c gÀn {ﬂ, cﬂ th◊ g…y ra
hiŸn tıÔng chæy kh‰ng hoøn toøn.
H¡y thıÏng xuy‘n d„n d”p cho
th‰ng thoæng vÒng {»t Âng kh⁄ th¿i.
排気筒が物などで塞がれてしまうと、
排気を妨げ不完全
燃焼を起こすことがあります。
こまめに整理をしてください。

Khi dÒng mæy n`u nıÎc nﬂng
lo¬i nh· kh‰ng cﬂ Âng khﬂi
(Âng kh⁄ th¿i)
煙突（排気筒）のない小型湯沸器をご使用の場合

■Khi dÒng mæy n`u nıÎc nﬂng
lo¬i nh· ph¿i nhÎ th‰ng giﬂ
小型湯沸器を使用するときは、
忘れずに換気しましょう。

Mæy n`u nıÎc nﬂng lo¬i nh· ti‘u thÙ
gas g`p 3-4 lÀn so vÎi b’p gas thıÏng,
do {ﬂ cÀn r`t nhi÷u kh‰ng kh⁄.
小型湯沸器は、
こんろの３〜４倍のガスを消費する
ので、
たくさんの空気を必要とします。

■Kh‰ng n‘n dÒng v‡i nıÎc t˜ mæy n`u nıÎc
nﬂng lo¬i nh· {◊ løm v‡i hoa sen tƒm.
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小型湯沸器から直接おふろへの給湯やシャワーとして使用
しないようにしましょう。
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DÒng mæy n`u nıÎc nﬂng lo¬i nh· li‘n
tÙc trong thÏi gian døi c˙c k¸ nguy hi◊m.
Ch‹ dÒng chng vøo c‰ng viŸc b’p nc
nhı r¯a bæt.
小型湯沸器は長時間使用すると大変危険です。
食器洗いなど、
台所専用として使いましょう。

BÊn tƒm

V‡i hoa sen

おふろ

シャワー

■Th‹nh tho¿ng ki◊m tra bÈ phŒn th¿i kh⁄
ときどき、
排気部の点検をしましょう。

Khi bÈ phŒn th¿i kh⁄ bﬁ {ﬂng dÀu hay {ﬂng
bÙi, cﬂ th◊ x¿y ra hiŸn tıÔng chæy kh‰ng
hoøn toøn. H¡y li‘n l¬c vÎi {¬i l˚ bæn gas
{◊ {ıÔc ki◊m tra. Kh‰ng {ıÔc {◊ nh˘ng
vŒt nhı kh√n lau l‘n tr‘n bÈ phŒn th¿i kh⁄.

bÈ
nøy lø
ChË h¿i kh⁄
t
部
phŒn
排気
を
部分
す
この
いま
い
と

排気部がホコリや油で目詰まりすると、
不完全燃焼を起こすことがあります。
販売店に連絡して点検してもらいましょう。
また、
ふきん等を排気部の上に置かないようにしましょう。

NH∑NG L™I KHUYíN CHO S∏
AN TO}N C∞A NG≥™I DØNG
安全のために、ぜひおすすめします。

■Mæy n`u nıÎc nﬂng lo¬i nh· cﬂ chˆc n√ng chÂng hiŸn
tıÔng chæy kh‰ng hoøn toøn （不完全燃焼防止装置付き小型湯沸器）
Mæy t˙ {Èng khﬂa gas trıÎc khi x¿y ra hiŸn tıÔng chæy kh‰ng hoøn
toøn do kh‰ng th‰ng giﬂ hay nh˘ng nguy‘n nh…n khæc.

T‰i c¿m th`y
an t…m khi cﬂ
thi’t bﬁ nøy

換気不良などで不完全燃焼を起こす前に自動的にガスが止まります。

ついてるから安心

■Mæy n`u nıÎc nﬂng lo¬i {»t ngoøi nhø （屋外設置式給湯器）
Mæy {ıÔc lƒp ngoøi trÏi, kh‰ng g…y ‰ nhiÿm kh‰ng kh⁄ trong nhø.
TrıÏng hÔp kh‰ng th◊ lƒp ngoøi trÏi, n‘n dÒng lo¬i mæy n`u nıÎc nﬂng
cıÓng bˆc n¬p kh⁄ FF (Forced draft balanced Flue).
燃焼器具が屋外に設置されているため、
室内の空気を汚しません。
どうしても屋外に
設置できない場合は、
強制給排気式
（FF式）瞬間湯沸器をおすすめします。

■Thi’t bﬁ bæo {Èng kh⁄ CO（CO警報器）
[◊ {÷ ph‡ng trıÏng hÔp chæy kh‰ng hoøn toøn, n‘n lƒp thi’t bﬁ bæo
{Èng kh⁄ CO. Thi’t bﬁ nøy {ıÔc gƒn gÀn trÀn nhø (trong v‡ng 30 cm).
Khi kh⁄ CO phæt sinh do bﬁ ch¬y ngıÔc ho»c do kh‰ng kh⁄ n¬p kh‰ng {Ú,
thi’t bﬁ s“ bæo {Èng b≈ng ti’ng k‘u. Trong thÏi gian chıa th◊ {Ái sang
mæy n`u nıÎc nﬂng chæy hoøn toøn, n‘n gƒn thi’t bﬁ bæo {Èng nøy.

Thi’t bﬁ bæo
{Èng CO

Cæch trÀn trong
v‡ng 30 cm

Cæch trÀn trong
v‡ng 30 cm

30cm以内

30cm以内

警報器

C¿m bi’n CO
検知部

万が一に備え、
CO警報器を設置しましょう。
CO警報器は天井近く
（30cm以内）
に設置
してください。
CO警報器を取り付けると、
排ガスの逆流や給気不足で発生したCOを
キャッチし、
ブザーで知らせます。
完全な燃焼器具に取り替えるまでの間、
CO警報器
の設置をおすすめします。

■~nh hıÌng cÚa kh⁄ CO (Carbon monoxide) {Âi vÎi ngıÏi［CO（一酸化炭素）の人体に及ぼす影響］
B¿n th…n gas LPG kh‰ng ph¿i lø ch`t {Èc, nhıng n’u hiŸn tıÔng chæy kh‰ng hoøn toøn x¿y ra th¤ s“ sinh
ra kh⁄ CO. Kh⁄ CO lø kh⁄ c˙c {Èc, nhıng l¬i khﬂ nhŒn bi’t do t⁄nh ch`t vŒt l˚ kh‰ng møu, kh‰ng mÒi vø n»ng
gÀn b≈ng kh‰ng kh⁄. DÒ ch‹ h⁄t vÎi li÷u lıÔng r`t nh·, n¬n nh…n vÕn cﬂ th◊ bﬁ ngÈ {Èc dÕn {’n t¯ vong.
LPガス自体には毒性はありません。
しかし、
不完全燃焼を起こすとCOが発生します。
COは、
きわめて強い毒性をもっており、
その物性は空気とほぼ同じ比重で、
無色・無臭のためほとんど存在に気がつきません。
わずかでも吸い込むと中毒を起こし、
死につながります。

~nh hıÌng cÚa kh⁄ CO {Âi vÎi ngıÏi（COの人体におよぼす影響）
NÊng {È CO

~nh hıÌng {Âi vÎi cÍ th◊ ngıÏi
人体におよぼす影響

CO濃度

[Ú oxy
(B¤nh thıÏng)

Thi’u oxy
(B`t thıÏng)

酸素が多い
（正常時）

酸素が少ない
（異常時）

0,01%

Kh‰ng g…y ¿nh hıÌng {æng k◊ dÒ h⁄t ph¿i trong vøi giÏ

0,02%

HÍi nhˆc {Àu sau 1,5 giÏ

0,04~0,05%

Nhˆc {Àu, buÊn n‰n, Ò tai sau 1 giÏ

0,06~0,10%

B`t t‹nh sau 1-1,5 giÏ

完全燃焼

1〜1.5時間後に意識を失う

0,15~0,20%

Nhˆc {Àu, buÊn n‰n d˘ dÈi sau 30 pht - 1 giÏ

Chæy hoøn
toøn

T˜ 0,40%
trÌ l‘n（以上）

T⁄nh m¬ng bﬁ {e do¬ n’u h⁄t ph¿i dÒ ch‹ trong mÈt thÏi gian ngƒn

数時間の呼吸後でも目立った作用はない
1.5時間後には軽度の頭痛を起こす
1時間後に頭痛、吐き気、耳鳴りを起こす

不完全燃焼

Chæy kh‰ng
hoøn toøn

0.5〜1時間で頭痛、吐き気が激しくなり意識を失う
短時間でも吸引すれば生命が危険になる

*Ngay c¿ Ì nÊng {È 0,01%, tr— nh· vÕn cﬂ th◊ bﬁ co gi˙t n’u h⁄t ph¿i trong vøi giÏ
※たとえ、0.01％であっても幼児などの場合では、数時間でけいれんを起こすこともあります。

Khi {Ât gas cÀn r`t nhi÷u kh‰ng
kh⁄ (oxy)

X¿y ra hiŸn tıÔng chæy kh‰ng
hoøn toøn, phæt sinh kh⁄ {Èc CO.

LPガスが燃焼するときは、
たく
さんの空気
（酸素）
が必要です。

不完全燃焼を起こし、
有害な
COが発生します。

Nh˘ng lc nhı th’ nøy r`t nguy hi◊m !
こんな時は危険です！
■Th`y khﬂ chﬁu khi {ang tƒm

■Chim løm tÁ trong Âng kh⁄ th¿i

風呂に入っていると気分が悪くなる。

■£ng kh⁄ th¿i bﬁ gÕy
排気筒が折れている。

排気筒内に鳥が巣を作っている。

■£ng kh⁄ th¿i bﬁ ngh”t do vŒt c¿n
排気筒が物で塞がれている。

CÀn ki◊m tra, s¯a ch˘a
点検・修理が必要です。

● Cho ngıÏi bi’t ti’ng NhŒt xem h¤nh trong quy◊n sæch nøy,
vø nhÏ h„ {iŸn tho¬i {’n {¬i l˚ gas giÒm.
●日本語のわかる人にこのパンフレットの絵を見せて、
代わりに電話して
もらってください。

このパンフレットは、日本語のわからない人のために、
絵でＬＰガスのCO中毒事故防止の目的で作成したものです。
私は、
日本語が話せませんので、
下記へ電話してください。
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