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1 （株）アイアン ハロゲンヒーター ＩＲ－４４６９ 2003/2/1
　生産組み立てラインの作業ミスにより、電源が入らない等の
不具合が発生する可能性がある。

無償で製品交換 フリーダイヤル　０１２０－８４８４５０

ＩＲ－４６５０ 2004/2/10
　電球が破損したという報告が数件あり、輸送中外部より製
品に衝撃が加わり破損したことが判明した。

製品交換

ＩＲ－４６２２

誤作動対象品は２００３年と
２００４年製造のロット
　Ｆ０３******は２００３年製
　Ｆ０４******は２００４年製
２００５年以降の発売製品は
誤動作対策に対応済み。

2006/12/12
　家電製品のリモコンボタンに反応し誤作動する場合があるこ
とが判明した。

無償で製品交換

2 （株）アルバジャパン ハロゲンヒーター ＨＨ－Ａ１１ 2006/12/13
　電源端子のネジ止めが緩くごくまれに発火・発煙に至る原因
となる不具合が判明した。

無償で点検・修理
フリーダイヤル　０１２０－２５２－２８３

3
（株）インターコンプ（発売元）
（株）ベスト電器（販売店）
住友商事（株）（輸入元）

ハロゲンヒーター
ＢＪＨ－８８１
ＢＪＨ－８０１
ＢＪＬ－８０１

2007/6/14
2007/10/17
2008/3/21

　ヒーター管の破裂、発火等の事故の発生する可能性がある
ことが判明。

製品引取・返金 フリーダイヤル　０１２０―４８５－４４８

ＢＪＨ－８００ 2008/3/21
　一部機種においてヒーター後部のコネクタ部より発煙・発火
等の事故の発生する可能性があることが判明した。

4 エスケイジャパン（株） ハロゲンヒーター
ＳＫＪ―８０２Ａ
ＳＫＪ―１００５Ｒ／Ｍ
ＳＫＪ―Ｈ１００５Ｒ／Ｍ

2008/4/18
　電子部品の一部に不具合があり、使用中に発煙に至るおそ
れがあることが判明した。

無償にて点検もしくは交
換

フリーダイヤル　０１２０－８１６－１０７

5 （株）エム・アンド・エム オイルヒーター ＳＯＨ－１２００Ｌ 1996/12/6
　オイルヒーターの配線部が原因の発煙、発火事故が発生し
た。

（事業者が倒産しており、
対応不能のため、使用を
中止してください。）

6 （株）オーム電機 セラミックヒーター
ＯＳＣ－２０６
ＯＳＨ－２１０

2007/2/14
  製品内部のヒューズホルダ部の不具合により発熱し発火を
生じ、製品全体が燃焼するおそれがある。

製品回収、返金
フリーダイヤル　０１２０－９６３－００６
または　０４８－９９２－２７３５

7 燦坤日本電器（株） カーボンヒーター
ＴＳＫ－５３２８ＣＴ
ＴＳＫ－５３２８ＣＲＩ
ＴＳＫ－５３２８ＣＲＩ（ＢＷ）

2007/8/7
2008/4/21

 　配線不適切により、発煙・発火に至るおそれがある。 無償で製品交換 フリーダイヤル　０１２０－６００－５２７

燦坤日本電器（株）
　販売：（株）フィフティ

ハロゲン・ヒーター ＦＳ－９００Ｔ 2008/4/21
　部品の不具合により、発煙・発火に至る可能性があることが
判明した。

回収（交換）

8
（株）シー・アイ・シー
　販売：ヤマダ電機（株）

ハロゲンヒーター ＹＳ－Ｆ８０３Ｒ

2006/11/15
2007/1/22
2007/11/1

2008/11/20

　他の家電製品から発生するノイズが原因となり、一部の製
品において電源等が誤作動することが判明した。

製品回収・返金 フリーダイヤル　０１２０－３３８－６２２

ＹＳ－Ｆ８００Ｈ
ＹＳ－Ｆ８００Ｒ
ＹＳ－Ｆ８００Ｎ

2007/1/31
2007/11/1

2008/11/20

　一部の製品において、ハロゲン管が破裂し、カーペットなど
がこげついた事故が発生した。

9
ＧＡＣ（株）
（旧 ゼネラルエアコン（株））

遠赤外線ヒーター
ＥＲＦ１２１ＶＡＡ
ＥＲＦ１２１ＶＡＢ
ＥＲＦ１２１ＶＤＡ

2008/10/16
　当製品の一部において、発煙・発火するおそれがあることが
判明した。

回収（一台につき２万円
で引き取り）

フリーダイヤル　０１２０－１８１－１０３

10 （株）ジェ・ネット ハロゲンヒーター
ＫＳＬ－８８１
ＫＳＨ－８８０

2007/3/27
2007/12/25

　速暖ハロゲン遠赤外線ヒーターの一部商品に、まれに本体
一部が発熱し、発煙、発火する恐れがある。

製品回収 フリーダイヤル　０１２０－０６５００５

電気ストーブのリコール一覧
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11 （株）セラヴィ オイルヒーター ＣＬＶ-０６５ 2008/3/15
　一部に電源コード接続部の発熱により、発煙に至る恐れが
あることが判明した。

自主回収・点検修理 フリーダイヤル　０１２０－６６５－３２６

12 綜合技研（株） カーボンヒーター
Ｓ－６００ＣＭ
Ｓ－７００ＣＬ

2004/2/11
　一部の製品に不具合が発生し、ガラス管が破損することが
判明した。

（事業者が倒産しており、
対応不能のため、使用を
中止してください。）

13 大宇電子ジャパン（株） ハロゲンヒーター ＳＤ－８０Ｇ
2003/2/28

2003/10/31
2007/3/1

　弱（４００Ｗ）で使用すると、内部の電圧切り替え部品（ブリッ
ジダイオード）が壊れて発熱し、発煙、発火の恐れのあること
が判明した。

無償で点検・修理 フリーダイヤル　０１２０－８８２０７６

14 （株）大旺インターナショナル 遠赤外線ハロゲンヒーター ＢＲＥ－８００Ｈ 2003/11/5 　電源遮断スイッチに不具合があることが判明した。
（事業者が倒産しており、
対応不能のため、使用を
中止してください。）

オリジナル遠赤外線ハロゲ
ンヒーター

ＳＵＮ－８０１Ｃｉ
ＳＵＮ－８０１Ｄ

　使用中にガラスヒーター管が破裂する恐れがある。

15 （株）デンソー 遠赤外線ヒーター

１２Ｆ
品番: 479000－0280
　　　　479000－2040
　　　　479000－2080
　　　　479000－2081
１２ＦＤ
品番: 479000－0290
　　　　479000－2050
　　　　479000－2090
　　　　479000－2091
７ＦＸ
品番: 479000-2200
　　　　479000-2230

2007/3/28
2007/11/6
2008/2/27

2008/10/15

　遠赤外線ヒーター3機種(12F､12FD､7FX)の一部製品におい
て、発煙・発火する可能性があることが判明した。12F､12FDで
は、電流制御部品のはんだ付け部分に亀裂が生じることが原
因であり、7FXでは、自動首振り機能を長時間使用された場
合に電気配線に断線が生じることが原因である。

製品回収
（１台２万円で引き取り）

フリーダイヤル　０１２０－１８１－１０３

１０ＦＡ
品番: 479000-2170
　　　　479000-2171
　　　　479000-2172
　　　　479000-2370
　　　　479000-2490
　　　　479000-2220
　　　　479000-2221
　　　　479000-2380
　　　　479000-2500
１０ＦＣ
品番: 479000-2190
　　　　479000-2191
　　　　479000-2192
　　　　479000-2390
　　　　479000-2470
　　　　479000-2280
　　　　479000-2400
　　　　479000-2480

2008/7/23
2008/10/15

　当製品において、発煙事故が発生し、社内で調査した結
果、発煙・発火するおそれがあることが判明した。

16 東邦金属工業（株） ハロゲンヒーター
ＴＳ８００-１２
ＴＨ８００Ｒ－１４
ＴＨ８００－１４

2005/7/12
　ごく一部の製品に部品不具合により発熱し発煙する恐れの
あることが判明した。

無償で点検・修理 フリーダイヤル　０１２０－００６－８９１
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17 日本フィリップス（株） オイルヒーター
ＨＤ３４７７
ＨＤ３４７８
ＨＤ３４７９

2001/10/16
2001/11/13
2002/9/10

　平成１０年９月から生産・販売していた日本フィリップス製オ
イルヒーターの一部に、生産初期段階での作業不良品が混
入し、長期間の使用中に、まれに発煙、発火に至る可能性が
あることが判明した。

無償で点検・修理 フリーダイヤル　０１２０－６６６１０５

18 （株）日本ビネガーボトラーズ ハロゲンヒーター
Ｖ－８００ＧＲ－Ｉ－ＷＨ
Ｖ－８００ＳＴ

2004/8/26
2004/12/14

2008/2/1

　内部の部品が発熱し、発煙・焼損の恐れがあることが判明
した。

買い取り フリーダイヤル　０１２０－７０９０８０

Ｖ－７００ＳＦ
Ｖ－７００ＤＸ
Ｖ－７００ＳＬ
Ｖ－８００ＤＸ

2008/2/1
　耐久年数（毎日4～5時間使用において約4～5年（3000時
間））を
過ぎた一部製品に焼損事故発生が判明した。

使用中止の注意喚起

19 （株）万雄 ハロゲンヒーター ＤＷ－８０３
　配線接続部のカシメ不良及び固定位置の不良によって、製
品の底面樹脂を溶融したり、下に敷いてあったカーペットなど
が焦げるおそれがある。

無償点検・改修 ０６－６２２２－２２４８

20 （株）フジマック ハロゲンヒーター ＣＨＬ－８０１ 2007/3/16
　極めてまれに、上部スイッチ部分より異常な発熱が起きると
いう不具合が発生した。

製品回収・返金
無償で製品交換

フリーダイヤル　０１２０－０２３３９５

21 （株）フジコー ハロゲンヒーター ＣＨＬ－８０１ 2003/4/23   コネクターの接触不良が原因で発煙が発生する。
（事業者が解散しており、
対応不能のため、使用を
中止してください。）

22 松木技研（株） 電気ストーブ
ＳＴ－Ｍ８５（Ｈ）
ＳＴ－Ｍ８５（Ａ）

2005/12/8 　発煙・発火の不具合が生じる可能性がある。 無償で点検・修理 フリーダイヤル　０１２０－２２３－７１５

ＳＴ－Ｌ９００（Ｓ）
ＳＴ－Ｌ９００（Ｇ）

2008/8/21

　
当製品の一部製品において、電源切替スイッチが経年変化
することによりスイッチを「切」にしても、電源が切れない状態
が発生するおそれがあることが判明した。

23 三ツ星貿易（株） ハロゲンヒーター
ＨＹＴ－１００２
ＨＦ－２００２
ＭＹ－３００２

2004/1/7
　本体上部の放熱グリルが欠落しているものがあり、 悪の
場合、発煙・発火の恐れがあることが判明した。

無償で製品交換 フリーダイヤル　０１２０－８６－２７１７

24 三菱電機（株） 電気ストーブ　

ＲＹ－１０１５Ｂ
ＲＹ－１３２０Ｂ
ＲＹ－１５２０Ｂ
ＲＹ－１５２０Ｃ
ＲＹ－２０２０Ｂ
ＲＹ－２０２０Ｃ
ＲＹ－８１５Ｂ
ＲＹ－１３１５Ｂ
ＲＹ－１５１５Ｂ

2005/11/15

　使用環境や組立バラツキによりヒーターの通電 を制御して
いる電子部品の温度が高くなり、その状態で長期間使用した
場合に電子部品が劣化・故障し、ごくまれではあるが発煙・発
火する可能性があることが判明した。

無償で点検・修理
フリーダイヤル　０１２０－７０２－８６１

25
（株）ミュージーコーポレーション
（輸入元）
　販売：（株）山善

カーボンヒーター

ＣＢＨ－Ｄ９００（ＭＳ）
ＣＢＨ－Ｄ９００（ＭB）
ＣＢＨＩ－Ｄ９００（ＭＳ）
ＣＢＨＩ－Ｄ９００（ＭB）
ＣＢＨＩ－Ｄ９００（CG）

2004/2/12
2005/2/21
2006/11/6

2008/11/25

　首振り機構部品の不具合により、ごくまれに電線コードが断
線し、発煙・発火に至る可能性があることが判明した。 無償で点検・修理  フリーダイヤル　０１２０－６８０－２８６

電気ストーブ　
ＰＨ－９７０（Ｗ）
ＰＨ－９７０１（Ｗ）

2006/2/6
2006/11/6

　接続端子の加工不良により、使用中に発熱・発火に至る危
険性のあることが判明した。

製品回収・返金

26 明電工業（株） ハロゲンヒーター ＭＫ－９１ 2006/3/6
　ランプが破裂し、その破片で床等が焦げる可能性があること
が判明した。

無償で点検・交換 フリーダイヤル　０１２０－６６３－０５６
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27 （株）メディア・プライス ハロゲンヒーター
ＮＳＨ－８００ＲＩ
ＮＳＨ－８００－１４ＡＩ

2006/4/25
2006/10/18

　内部の電圧切替部品の不具合により、発熱、毀損の恐れが
あることが判明した。

無償で点検・修理
フリーダイヤル　０１２０－８０－７２７２

28 （株）山善 ハロゲンヒーター ＨＧ－８００（Ｗ）
2004/10/13
2008/11/25

　不良のガラス管が混入し、使用中に破損する不具合が発生
した。

無償で製品交換 フリーダイヤル　０１２０－２１９－７００

カーボンヒーター ＮＣ－ＷＴ９００
2006/2/6

2006/11/14
　配線の結線不具合により、使用中に発熱・発火に至る危険
性のあることが判明した。

製品回収・返金

29 ユアサプライムス（株） ハロゲンヒーター ＹＡ－８１７ＶＴ 2008/9/1
　電子部品（ダイオード）に不具合が発生し、使用中に発煙に
至る事象が発生した。

注意喚起

東部サービスセンター
　ＴＥＬ： ０３－５６００－８８４５
　ＦＡＸ： ０３－５６００－８８１９
西部サービスセンター
　ＴＥＬ： ０５６８－７４－１４２８
　ＦＡＸ： ０５６８－７４－１４２９

30 （株）優 ハロゲンヒーター ＹＨ－８０００（Ｂ）
　整流素子の不具合によって異常発熱し発火する恐れがあ
る。

（事業者が解散しており、
対応不能のため、使用を
中止してください。）

31 吉井電気（株） ハロゲンヒーター

ＡＨＨ－８０３Ｔ
ＡＨＨ－８０４ＴＩ
ＥＨＨ－８０５Ｔ
ＥＨＨ－８０６ＴＩ

2007/2/19
　一部の製品について、ランプが破損し、その破片で床等を
焦がす事故が発生。

製品回収・返金 フリーダイヤル　０１２０－６５５－１６０
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