
品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

バット 株式会社アシックス

・2015年4月2日（木）～5月15日（金）
アシックスジャパン株式会社 テックエース回収
係
フリーダイヤル：０１２０－８５５－１７７

・2015年5月18日（月）以降
アシックスジャパン株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－０６８－８０６

受付時間：月～金 9:00～17:00（土･日･祝日及
び社休日を除く）
ＵＲＬ：
http://www.asics.co.jp/support/important/201
5/A74

品名：軟式ＦＲＰ製バット ウルトラテックエース
品番：ＢＢ４０１２
色番：９０２２ ブラック×Ｒオレンジ

品名：軟式ＦＲＰ製バット テックエースＥＸ
品番：ＢＢ４０１４
色番：９０２６ ブラック×エンジ

品名：軟式ＦＲＰ製バット テックエースライト
品番：ＢＢ４０１６
色番：５０４１ ネイビー×スカイブルー

品名：軟式ＦＲＰ製バット テックエース
品番：ＢＢ４０２１
色番：９０８１ ブラック×Ｌグリーン

品名：ジュニア軟式ＦＲＰ製バット テックエース
品番：ＢＢ８４１１
色番：９０８１ ブラック×Ｌグリーン

品名：ジュニア軟式ＦＲＰ製バット ウルトラテックエース
品番：ＢＢ８４１２
色番：９０22 ブラック×Ｒオレンジ

品名：ジュニア軟式ＦＲＰ製バット テックエースライト
品番：ＢＢ８４１６
色番：５０４１ ネイビー×スカイブルー

2014年11月20日～
2015年4月1日

2015年4月2日
＜ＨＰ＞

当製品において一部の商品
に成型時の不良が発生し、
ヘッドキャップが抜ける可能性
のあることが判明。

製品回収（改善商
品との交換または
返金）

ガスカートリッジ 株式会社モンベル

モンベル・カスタマーサービス
・フリーダイヤル：００８８－２２－００３１（※携帯
電話・IP電話不可）
・ＴＥＬ：０６－６５３１－３５４４ ・受付時間：平日
/10:00～17:30、土曜/10：00～15：00（日祝は休
業）
・ＵＲＬ：
http://support.montbell.jp/common/system/us
er/infomation/disp.php?site_category_id=7&info
mation_id=42

品名（品番）：ジェットパワー１００Ｇ（シャープ１８２４３３２）
ＪＡＮコード：１０００００１３９５９５１

品名（品番）：ジェットパワー２３０Ｇ（シャープ１８２４３７９）
ＪＡＮコード：１０００００１４２７７３７

製造ロット：カートリッジ底面に刻印されている数字が、「１
３．０７」、「２０１３０８」、「２０１３０９」ではじまるもの。

2013年7月～ 2015年4月6日
＜ＨＰ＞

当製品において、バーナーを
セットしてもガスが出ないな
ど、上記ロット生産分の一部
においてバルブの開閉に不具
合のあることが判明。

製品回収（無償交
換）

社告・リコール一覧表
（平成27年度に新聞やホームページ等に社告・リコールを掲載して自主的に回収・交換等を実施しているもの）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

サンダル マークジェイコブスジャパン株式会社

マーク ジェイコブス ジャパン カスタマーセン
ター
電話：０３－４３３５－１７１１
受付時間：10：00～18：00（祝日・年末年始を除
く）
ＵＲＬ：
http://www.marcjacobs.jp/contents/customer
service/recall.php

ブランド：ＭＡＲＣ ＢＹ ＭＡＲＣ ＪＡＣＯＢＳ （マーク バイ マー
クジェイコブス ウィメンズ）
対象商品：２０１４年リゾート シーズン ＳＴＲＥＥＴ ＳＴＯＭＰ
ＳＡＮＤＡＬ ＷＥＤＧＥ
品番： Ｍ９００００９９ カラー／００１ ＢＬＡＣＫ

2015年1月20日～ 2015年4月10日
＜ＨＰ＞

当製品において、ストラップが
根本から抜ける可能性がある
ことが判明。

回収（返金）

照明器具 株式会社ベガコーポレーション

フリーダイヤル：０１２０－６０８－９６４
受付時間：09：30～20：00
ＵＲＬ：http://www.low-
ya.com/c/notice/notice1/c-notice2/

（１）品名：エーデラ（Ｅｄｅｌａ）
品番：ｆｃ０１－ｇ１００１
（２）品名：パミリオ（Ｐｈａｍｉｌｉｏ）
品番：ｆｃ０１－ｇ１００１

（１）2014年8月12日
～2015年3月18日
（２）2014年8月8日
～2015年3月18日

2015年4月10日
＜ＨＰ＞

当製品において、フットスイッ
チの構造上の不具合により、
使い込んでいくうちに発熱す
る可能性があること、さらに、
その発熱により床面などを部
分的に焦がす可能性があるこ
とが判明。

製品回収（返金）

子供用自転車 日本トイザらス株式会社

フリーダイヤル：０１２０－４４－６５６０（または０
４４－５２２－６５６０）
※上記フリーダイヤルは一部IP電話ではご利
用いただけません。
受付時間：10:00～17:00（土･日･祝日を除く）
ＵＲＬ：
http://www.toysrus.co.jp/corporate/pdf/2015/
20150413.pdf

（１）ＡＶＩＧＯ自転車「１６インチ スターレット」
型番：３７９５４１１
製造番号：１６００１
（２）ＡＶＩＧＯ自転車：ＡＶＩＧＯ自転車「１８インチ スターレッ
ト」
型番：３８６１３１７
製造番号：１８００３
（３）ＡＶＩＧＯ自転車：ＡＶＩＧＯ自転車「１４インチ スパーク」
型番：４３７５６０２
製造番号：１４００４Ｊ
（４）ＡＶＩＧＯ自転車：ＡＶＩＧＯ自転車「１８インチ シーミスト」
型番：４３７８０５９
製造番号：１８００７Ｊ

（１）2011年8月下旬
～
（２）2012年4月上旬
～
（３）2014年1月下旬
～
（４）2014年3月下旬
～

2015年4月13日
＜ＨＰ＞

当製品において、ペダル内部
の部品組立工程における作
業不良により、ペダルが外
れ、消費者（子供）が転倒によ
り足首をひねるという事故が
発生したことが判明。

店頭無償点検（不
良が判明した場
合、ペダル交換）

マスク モルデックスジャパン株式会社

電話：０７５－７７８－５０７０
ＦＡＸ：０７５－２５６－８６５７
受付時間：10：00～18：00（祝日・年末年始を除
く）
ＵＲＬ：
http://www.moldex.com/pdf/misc/Recall-
Notice-Users-jp.pdf

商品名：排気弁付使い捨てＮ９５マスク
該当形式品種：
２３００ Ｎ９５，２７００ Ｎ９５，ＥＺ２３ Ｎ９５，ＥＺ２３Ｓ Ｎ９５
２２３６，２３００Ｎ９５，２３００Ｖ，２３０１Ｎ９５，２３０７Ｎ９５，
２３５０Ｎ９５，２３５７Ｎ９５，２７００Ｎ９５，２７００Ｖ，２７０１Ｎ
９５，２７０７Ｎ９５，Ｍ２７００Ｎ９５，Ｍ２７０１Ｎ９５，Ｍ２７０７
Ｎ９５，ＥＺ２３，ＥＺ２３Ｓ
対象製造番号：１１０４０７－９９９以前

2008年～2015年 2015年4月14日
＜ＨＰ＞

消費期限内の製品で、経年
劣化による排気弁部品の不
具合があることが判明。

無償交換（対象は
未使用品限定）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ペット用ドライヤー ドギーマンハヤシ株式会社

ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口
・フリーコール：０１２０－０８６－１９２
・受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00（祝
日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.doggyman.com/pdf/blow-
dryer.pdf

商品名：フリーハンドドライヤー
ＪＡＮコード：４９７６５５５８３０８５９

2015年2月20日～
2015年4月9日

2015年4月15日
＜ＨＰ＞

当製品において、電源のＯＮ・
ＯＦＦのロータリースイッチ部
でＯＦＦ位置に戻りきらないと
ころで止めると、ヒーター部に
電源が供給され温度が上昇。
安全装置である温度ビューズ
が作動し、電気の供給が遮断
され再度使用することができ
なくなることが判明。

製品回収（返金）

パンチ コクヨＳ＆Ｔ株式会社
マックス株式会社

穴あけパンチ お問い合わせ窓口
・フリーダイヤル：０１２０－１５１１６８
・受付時間：月～金曜日 9：00～18：00（土日祝
日･年末年始･夏期休業中を除く） 2015年4月は
土日祝日も問い合わせを受け付けます。
・ＵＲＬ：
・コクヨＳ＆Ｔ株式会社：
http://kokuyo.jp/sagasupunch
・マックス株式会社：http://www.max-ltd.co.jp/

本体底面のダスターカバー中央部に記載の品番と、ダス
ターカバーを開けてロット番号をご覧いただき、対象製品か
どうかをご確認ください。

（１）メーカー名：コクヨ
品番：ＰＮ－８２Ｂ、ＰＮ－８２ＮＢ、ＰＮ－８３Ｂ、ＰＮ－８３ＮＢ
本体記載品番：ＰＮ－８２で始まる品番、ＰＮ－８３で始まる
品番
対象ロット番号：ロット番号（８桁）の最初の３桁が３０１～９
０９で始まるもの。
注）ロット番号が３桁（数字２桁＋アルファベット１文字）のも
のは対象外です。

（２）メーカー名：コクヨ
品番：ＰＮ－９２Ｂ、ＰＮ－９２ＮＢ、ＰＮ－９２ＤＭ、ＰＮ－９２
ＮＤＭ、ＰＮ－９３Ｂ、ＰＮ－９３ＮＢ、ＰＮ－９３ＤＭ、ＰＮ－９３
ＮＤＭ
本体記載品番：ＰＮ－９２で始まる品番、ＰＮ－９３で始まる
品番
対象ロット番号：ロット番号（８桁）の最初の３桁が１１２～９
０９で始まるもの。
注）ロット番号が３桁（数字２桁＋アルファベット１文字）のも
のは対象外です。
ロット番号（８桁）の最初の３桁が１１２～３１０で、末尾の３
桁が４９２のものは対象外です。

（１）2004年1月～
2009年12月
（２）2002年1月～
2010年4月
（３）2004年1月～
2010年2月

2015年4月16日
＜ＨＰ＞

当製品において、ハンドル部
分のバネが破損し、バネ破片
が飛び出して負傷する事故が
発生。

製品回収（交換）
コクヨ： 品番：ＰＮ－
８２Ｂ、ＰＮ－８２Ｎ
Ｂ、ＰＮ－８３Ｂ、Ｐ
Ｎ－８３ＮＢ

製品回収（修理（安
全パーツの取り付
け））
コクヨ： 品番：ＰＮ－
９２Ｂ、ＰＮ－９２Ｎ
Ｂ、ＰＮ－９２ＤＭ、
ＰＮ－９２ＮＤＭ、Ｐ
Ｎ－９３Ｂ、ＰＮ－９
３ＮＢ、ＰＮ－９３Ｄ
Ｍ、ＰＮ－９３ＮＤＭ
マックス： 品番：ＤＰ
－２３ブルー、ＤＰ
－２３ダークグ
レー、ＤＰ－４５ブ
ルー

（３）メーカー名：マックス
品番：ＤＰ－２３ブルー、ＤＰ－２３ダークグレー、ＤＰ－４５ブ
ルー
本体記載品番：ＤＰ－２３、ＤＰ－４５
対象ロット番号：ロット番号（５桁）の最初の３桁が３１０～９
１０で始まるもの。
注）ロット番号が６桁のものは対象外です。
ロット番号（５桁）の最初の３桁が９１１以降のもの、及び００
１～０１２、１０１～１１２、２０１～２１２、３０１～３０７は対象
外です。
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ベースボードヒー
ター

株式会社インターセントラル

北海道営業所  電話番号：（0123） 28-5201 ＦＡ
Ｘ：（0123） 28-5202
盛岡支店 電話番号：（019） 688-1031 ＦＡＸ：
（019） 688-1030
秋田営業所 電話番号：（018） 883-1351 ＦＡＸ：
（018） 883-1361
仙台営業所 電話番号：（022） 227-9871 ＦＡＸ：
（022） 216-5847
東京支店 電話番号：（03） 3258-1271 ＦＡＸ：
（03） 3258-1270
金沢営業所 電話番号：（076） 246-6601 ＦＡＸ：
（076） 246-6609
名古屋営業所 電話番号：（052） 211-6711 ＦＡ
Ｘ：（052） 218-0736
大阪営業所 電話番号：（06） 6228-6481 ＦＡＸ：
（06） 6228-6484
福岡営業所 電話番号：（092） 433-8361 ＦＡＸ：
（092） 433-8360

【受付時間】 9:00～17:00（月曜日～金。土・祝
日、長期休業を除く。）
ＵＲＬ：http://www.i-
central.co.jp/common/pdf/150420-1.pdf

商品名：自然対流方式ベースボード型電気暖房器「ベース
ボードヒーター」

型番：ＥＨＣ－３５００
製造番号：Ｍ０３０４３４３＊＊＊＊～Ｍ１３０９３４３＊＊＊
＊

型番：ＥＨＣ－４０００
製造番号：Ｍ０３０４３４１＊＊＊＊～Ｍ１３０９３４１＊＊＊
＊

対象製造番号：上４桁 ０３０４～１３０９（製造年月）、下３桁
３４１、３４３（型番識別番号）







2003年4月～2013
年9月

2015年4月20日
＜ＨＰ＞

当該製品に関するご質問は
最寄 りの弊社支店・営業所へ
お問い合わせください。

保守点検（無償）

ステッキ 株式会社カインドウェア

株式会社カインドウェア ヘルス＆ケア事業部
直通
フリーダイヤル：０１２０－２０１－９１５
受付時間：10：00～18：00（祝日を除く月曜～金
曜日）
ＵＲＬ：http://www.kw-
purana.co.jp/news/04_20_2015.php

ブランド：カインドウェア
商品名：楽押スリムステッキ
品番：ＣＨ２３３１１３Ｒ０１（色：レッド）、ＪＡＮコード：４９４０１
８７０４２０３４
品番：ＣＨ２３３１１３Ｎ０１（色：パープル）、ＪＡＮコード：４９４
０１８７０４２０２７
品番：ＣＨ２３３１１３Ｗ０１（色：ホワイト）、ＪＡＮコード：４９４
０１８７０４２０１０

2015年3月20日～
2015年4月14日

2015年4月20日
＜ＨＰ＞

当製品において、グリップ（持
ち手部分）の接合部分に強度
不足の可能性のある商品が
混入していることが判明。

無償交換（対策済
み品）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ノートＰＣ用バッテ
リー

レノボ・ジャパン株式会社

レノボ・スマートセンター特設窓口
フリーダイヤル：０１２０－９８８－８１９
受付時間：月～日 9：00-18：00
2015年5月10日まで月～日受付
2015年5月11日以降月～金受付（土日祝祭
日、レノボ月次指定休業日*および、12月30日
～1月3日を除く）
*毎月の休業日は以下のWEBサイトにてご案
内いたします。

ＵＲＬ：www.lenovo.com/jp/lsmartctr/
ＷＥＢサイト：
http://support.lenovo.com/jp/ja/documents/h
f004122

対象製品：ＴｈｉｎｋＰａｄシリーズ
・Ｅｄｇｅ １１、Ｅｄｇｅ １３、Ｔ４１０、Ｔ４２０、Ｔ５１０、Ｗ５１０、Ｘ
１００ｅ、Ｘ１２０ｅ、Ｘ２００、Ｘ２０１、Ｘ２２０ Ｔａｂｌｅｔ、Ｘ２２０ｉ Ｔ
ａｂｌｅｔ
今回追加分
・Ｅ１２０、Ｅ１２５、Ｅ４２０、Ｅ４２５、Ｅ４３０、Ｅ５２０、Ｅ５２５、
Ｅ５３０、Ｔ５２０、Ｗ５２０、Ｌ４１２、Ｌ４２０、Ｌ５２０、Ｘ１２１ｅ、
Ｘ１３０ｅ、Ｘ１３１ｅ、Ｘ２０１ｉ、Ｘ２０１ｓ、Ｘ２２０、Ｘ２２０ｉ

オプション製品
・４３Ｒ９２５４、４３Ｒ９２５５、５１Ｊ０５００、５７Ｙ４１８６、５７Ｙ
４５５９、５７Ｙ４５６４、５７Ｙ４５６５
今回追加分
５７Ｙ４４８７、５７Ｙ４５５８、０Ａ３６２８２、０Ａ３６２８３、０Ａ３６
２８６、０Ａ３６２９０、０Ａ３６２９２、０Ａ３６３１１

＊2014年3月28日の事業者ホームページ掲載分に対する
追加情報。

2010年2月～2012
年6月（販売）

2015年4月22日
＜ＨＰ＞

バッテリーパックが過熱し、発
火のおそれがあるため。

回収（無償交換
（バッテリー））
*保証状況にかか
わらず交換用バッ
テリーを無償で提
供しています。

自転車 トレック・ジャパン株式会社

トレック・ジャパン リコール専用フリーダイヤル
・フリーダイヤル：０１２０－９３９－００７
・受付時間：10:00-12:30、13:30-17:00（土・日・
祝を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.trekbikes.com/pdf/recalls/201504
21/15TK_QRRecall_WebNotice_JA.pdf

ディスクブレーキ」と「レバーが180°以上開く恐れのあるフ
ロントのクイックリリース」が搭載されているモデルです。

◎対象機種
８０００ ＬＴ，Ｈｏｏ Ｋｏｏ Ｅ Ｋｏｏ，ＶＲＸ ４００，
５２０ Ｄ，３５００ Ｄ，３７００ Ｄ，３９００ Ｄ，４３００ Ｄ，４５００
Ｄ，４７００ Ｄ，４９００ Ｄ，６０００ Ｄ，６０００ Ｄ ＷＳＤ，６５０
０ Ｄ，６７００ Ｄ，８０００ Ｄ，
７．２ ＦＸ Ｄ，７．４ ＦＸ Ｄ，８．３ ＤＳ，８．４ ＤＳ，８．５ ＤＳ，
８．６ ＤＳ，
Ｍａｒｌｉｎ ５，Ｍａｒｌｉｎ ６，Ｍａｒｌｉｎ ７，
Ｎｅｋｏ ＳＬ，Ｎｅｋｏ ＳＬＸ，Ｓｋｙｅ Ｓ Ｄ，Ｓｋｙｅ ＳＬ Ｄ，Ｓｋｙｅ
ＳＬＸ Ｄ，
Ｘ－Ｃａｌｉｂｅｒ ６，Ｘ－Ｃａｌｉｂｅｒ ７，Ｘ－Ｃａｌｉｂｅｒ ８，Ｘ－Ｃａｌｉｂ
ｅｒ ９ｎ など


1999年9月1日～現
在

2015年4月24日
＜ＨＰ＞

当製品において、フロントディ
スクブレーキを搭載したバイク
のクイックリリースを、不適切
に調整したまま乗車されると、
クイックリリースのレバーが開
放し、レバーがディスクブレー
キに接触する可能性がありま
す。
走行中に接触した場合、フロ
ントホイールが停止や脱輪し
てしまい、ライダーはコント
ロールを失い転倒する恐れが
あります。

無償部品交換（フロ
ントクイッレリー
ス）、クーポン券進
呈

自転車 ライトウェイプロダクツジャパン株式会社

電話：０３－５９５０－６００２
受付時間：09：00～17：30（土日、祭日は休業）
ＵＲＬ：http://www.riteway-
jp.com/headline_news/2015/20150424_headlin
e_gt.html

２０１５年モデルＧＴ ＦＵＲＹ ＥＸＰＥＲＴ

サイズ：ＸＳ　型番ＧＭ０３５６ＸＳ０１
サイズ：Ｓ　型番ＧＭ０３５６ＳＭ０１
サイズ：Ｍ　型番ＧＭ０３５６ＭＤ０１




2015年2月～2015
年4月6日

2015年4月24日
＜ＨＰ＞

当製品において、装着されて
いるフロントハブが破損しブ
レーキローターがハブから外
れてしまう可能性が判明。

無償部品交換（フロ
ントハブ）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ベビーゲート イケア・ジャパン株式会社

イケア・ジャパン カスタマーサポートセンター
・フリーダイヤル：０１２０－１５１－８７０
・受付時間：09：30～18：00
・ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsite
m/recall_20150513_patrull_babygate

１）商品名：パトルル スミーディグ ベビーゲート ７２５－８６.
０ ホワイト
商品番号：１０１１３６００
２）商品名：パトルル スミーディグ ベビーゲート ７２.５－８６.
０ ホワイト ＡＰ ＣＮ
商品番号：５０１.７５６.１０
３）商品名：パトルル スミーディグ ベビーゲート ７２.５－８６.
０ ホワイト
商品番号：０００.９８９.６４
４）商品名：パトルル クレッマ ベビーゲート ７３－８７ ホワ
イト ＡＰ ＣＮ
商品番号：７０２.２６５.２４
５）商品名：パトルル スミーディグ ベビーゲート用延長ゲー
ト６.５－１３.５ ホワイト ＡＰ ＣＮ
商品番号：７０１.７５６.０９
６）商品名：パトルル スミーディグ ベビーゲート用延長ゲー
ト ６.５－１３.５ ホワイト ＡＰ ＣＮ
商品番号：５００.９８９.６６
７）商品名：パトルル クレッマ ベビーゲート用延長ゲート ６.
５－１３ ホワイト ＡＰ ＣＮ
商品番号：１０２.２６５.２２

１）2007年2月～
2010年10月
２）2010年8月～
2012年4月
３）2005年9月～
2007年2月
４）2012年4月～
2015年2月
５）2011年2月～
2012年4月
６）2005年9月～
2011年2月
７）2012年4月～
2015年2月

2015年5月13日
＜ＨＰ＞

これらのベビーゲートを階段
上で使用すると転落事故につ
ながるおそれがあるので、階
段上での使用を直ちに中止し
てください。

・返品希望者には
商品代金を全額払
い戻し
・キッチンや階段下
などで継続使用希
望者には使用説明
書とベビーゲート貼
付用の警告ラベル
を無償配布

ファンコンベクター 三洋電機株式会社

三洋電機株式会社
フリーダイヤル：0120－34－0086
受付時間：09:00～19:00（5/24まで毎日） 09:00
～17:00（5/25以降、土・日・祝日を除く）
ＵＲＬ：
http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_sa
fety/150514.html

東京ガス
フリーダイヤル：0120－643－700
受付時間：09:00～19:00（5/24まで毎日） 09:00
～17:00（5/25以降、土・日・祝日・12月29日～1
月3日を除く）
ＵＲＬ：http://www.tokyo-gas.co.jp/

東邦ガス
フリーダイヤル：0120－546－030
受付時間：09:00～19:00（5/27まで毎日） 09:00
～17:00（5/28以降、土・日・祝日を除く）
ＵＲＬ：http://www.tohogas.co.jp/

大阪ガス
フリーダイヤル：0120－116－483
受付時間：09:00～21:00（5/24まで毎日） 09:00
～19:00（5/25以降 月～土曜日） 09:00～17:00
（5/25以降 日・祝日）
ＵＲＬ：http://www.osakagas.co.jp/

・石油熱源機により温めた温水を使用するタイプ
・販売元：三洋電機株式会社
設置タイプ：固定型
品番：FW-E11H、FW-E11HD、FW-E16H、FW-E16HD、FW-
E22H、FW-E22HD、FW-E27H、FW-E27HD
設置タイプ：移動型
品番：FW-EM11H、FW-EM22H、FW-EM27H
        
・ガス熱源機により温めた温水を使用するタイプ
・販売元：大阪ガス株式会社
設置タイプ：固定型
品番：（４）49-950／DH-10FEA-R、（４）49－951／DH－
15FEA－R、（４）49－952／DH－20FEA－R、（４）49－953
／DH－25FEA－R
設置タイプ：移動型
品番：（４）48－990／DH－10MEA－R、（４）48－991／DH
－15MEA－R、（４）48－992／DH－20MEA－R、（４）48－
993／DH－25MEA－R

・販売元：東京ガス株式会社
設置タイプ：固定型
品番：DH－10FPA、DH－20FPA、DH－10FEA－R、DH－
20FEA－R、DH－10FRA、DH－20FRA、DH－15FPA、DH
－25FPA、DH－15FEA－R、DH－25FEA－R、DH－15FRA
設置タイプ：移動型
品番：DH－10MPA、DH－20MPA、DH－10MEA－R、DH－
20MEA－R、DH－15MPA、DH－25MPA、DH－15MEA－
R、DH－25MEA－R

1984年～2006年 2015年5月14日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、長期
に使用された場合、ごく稀に
運転スイッチ端子部分でトラッ
キング現象が発生し、発煙・
発火にいたる可能性がありま
す。
対象機種をお持ちの場合に
は、電源プラグをコンセントか
ら抜き、今後の使用を中止
し、下記のフリーダイヤルま
で、連絡してください。

注意喚起
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

北海道ガス、京葉ガス、広島ガスは三洋電機
株式会社へ

・販売元：東邦ガス株式会社
設置タイプ：固定型
品番：DH－10FEA－R、DH－20FEA－R、DH－15FEA－R、
DH－25FEA－R
設置タイプ：移動型
品番：DH－20MEA－R、DH－25MEA－R、

・販売元：京葉ガス株式会社
設置タイプ：固定型
品番：DH－15FPA、DH－15FEA－R、DH－20FPA、DH－
20FEA－R
設置タイプ：移動型
品番：DH－10MEA－R、DH－25MEA－R、DH－20MEA－R

・販売元：北海道ガス株式会社
設置タイプ：固定型
品番：DH－10FEA－R、DH－20FEA－R、DH－15FEA－
RW、DH－15FEA－R、DH－25FEA－R

・販売元：広島ガス株式会社
設置タイプ：移動型
品番：DH－20MEA－R、DH－25MEA－R

ルームエアコン ダイキン工業株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－３３０－６９６
・受付時間：平日、土、日、祝日ともに２４時間
受付可
・ＵＲＬ：
http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017
/index.html

ルームエアコン室内機

＊室内機対象機種一覧へ
http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/1.html

2006年8月～2010
年8月：（製造）

2015年5月15日
＜ＨＰ＞

当製品において、送風用ファ
ンモータより発煙・発火する事
故が発生。
＊2014年10月17日に事業者
ホームページに掲載した社告
に対象機種を追加

無償点検（修理）

空気清浄機 ダイキン工業株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－３３０－６９６
・受付時間：平日、土、日、祝日ともに２４時間
受付可
・ＵＲＬ：
http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017
/index.html

１）空気清浄機｢光クリエール｣
２）加湿機能つき空気清浄機｢うるおい光クリエール｣
３）除加湿清浄機｢クリアフォース｣

＊空気清浄機対象機種一覧表へ
http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/2.html

１）2006年8月～
2007年7月：（製造
期間）
２）2009年8月～
2010年11月：（製造
期間）
３）2009年8月～
2011年4月：（製造
期間）

2015年5月15日
＜ＨＰ＞

当製品において、送風用ファ
ンモータより発煙・発火する事
故が発生。
＊2014年10月17日に事業者
ホームページに掲載した社告
に対象機種を追加

無償点検（修理）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

椅子 オフィスコム株式会社

オフィスコム株式会社 シンクスチェアコールセ
ンター
・フリーダイヤル：０１２０－０４４－２０１（※～
2015年9月末日までの特設No.） ０１２０－６４２
－１１９
※2015年10月1日以降の不良発生及びお問い
合わせはセキカスタマーセンター（ＳＣＣ）
・受付時間：月～金曜日 09：00～12：00/13：00
～17：00（土日祝日・年末年始・夏期休業中を
除く）

商品名：オフィスチェア｢シンクスチェア｣
型番：ＹＳ－０８１１ＢＢ
ＪＡＮコード： ＢＫ：４５４９１４２２１３８４９
ＪＡＮコード： ＷＨ：４５４９１４２２１３８５６
ＪＡＮコード： ＷＲＤ：４５４９１４２２１３８６３

2014年1月～2015
年2月

2015年5月29日
＜ＨＰ＞

製造過程にてチェア脚部に強
度をもたせる補強部に個体差
がある事が判明。

部品（アルミベー
ス）の交換

テント 株式会社スノーピーク

株式会社スノーピーク 「SDE-001 アメニティ
ドームフレーム交換係」
フリーダイヤル：0120-010-660
受付時間：月曜～金曜 9:00～17:00（土日祝祭
日を除く）
ＵＲＬ：
https://www.snowpeak.co.jp/info/collects/sde
-001/form.php

製品名：SDE-001 アメニティドーム
対象となる生産ロット：フライシート裏面のLOT表示タグに
「K13G」と記載されている製品

2014年1月～ 2015年6月1日
＜ＨＰ＞

当製品の一部ロットにおきま
して、不具合のあるフレーム
が混在した可能性があること
が判明。

無償部品交換（フ
レーム）

電気式浴室換気
乾燥暖房機

マックス株式会社（製造・販売）
トステム株式会社（現 株式会社LIXIL）（販売）

マックス・LIXIL（リクシル）受付窓口
フリーダイヤル： ０１２０－２６４－８０３
受付時間9：00～17：00（土・日・祝日・夏季休
暇・年末年始を除く）
※2015年6月は土・日も受付します。
URL：マックス株式会社 http://www.max-
ltd.co.jp/
株式会社LIXIL http://www.lixil.co.jp/

１）ブランド：マックス株式会社
対象品番：ＢＳ－１０１
２）ブランド：トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）
対象品番：ＢＳ－５８Ｈ，ＢＳ－５８ＨＣＸ （システムバス「レ
フィノⅣ」に搭載または、システムバス「LS」、「レフィノ」シ
リーズの修理交換用）



１）2003年3月～
2010年2月
２）2003年9月～
2013年6月

2015年6月3日
＜ＨＰ＞

当製品において、経年劣化に
より温度ヒューズ内に湿気が
入って温度ヒューズが発熱
し、製品内部から発火するお
それがあることが判明。

無償部品交換
（ヒーターユニット）

陶器製炊飯釜（黒
樂かまどご飯釜）

株式会社クリヤマ

フリーダイヤル：０１２０－９１０－９２０
受付時間：9：00～17：00（土･日･祝日除く）
URL：http://www.oishii-wa.jp/index.php

黒樂 かまどご飯釜（大）
機種：ＷＡ－１００
ＪＡＮコード：４５１５６６２７２１００３

2007年10月～ 2015年6月8日
＜ＨＰ＞

当製品において、蓄熱効果を
高めるための「かまど構造」に
より、一般的なガス調理器よ
りも一酸化炭素が多く発生す
ることが判明。
なお、かまどご飯釜（小）につ
いては、標準的な鍋と比較し
ても一酸化炭素排出量が同
等以下であったため、使用再
開と販売再開を発表した。（か
まどご飯釜（小）については、
今回のリコールの対象外。）

無償部品交換（改
良済みのかまど部
分）
＊2015年7月下旬
より順次発送予
定。
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

コーヒーメーカー イオントップバリュ株式会社

トップバリュ お客さまサービス係
フリーダイアル：0120-963-687
受付時間：10：00～17：00（日曜日は除く）
ＵＲＬ：
http://www.aeon.info/news/important/pdf/150
610R_1.pdf

商品名：トップバリュ  コーヒーメーカー
品番：TV-CM1501A（BL），JANコード：4902121206025
品番：TV-CM1501A（BG），JANコード：4902121206070






2015年2月15日～
2015年5月19日

2015年6月10日
＜ＨＰ＞

当製品の一部の商品におき
まして、温度ヒューズ不具合
より使用中本体底が発熱する
ことが判明。

製品回収

婦人用サンダル イトキン株式会社

イトキンカスタマーサービス
・フリーダイヤル：０１２０－８８８－３６３
・電話番号：０３－３４７８－８０８８
・受付時間：１０：００～１８：００（土日祝祭日を
除く）
・URL：
http://www.itokin.com/information/important/i
nfo150610.html

ブランド：アー・ヴェ・ヴェ
品番：KS6FS07049
カラー：イエロー（25色）・ブルー（55色）・ブラック（94色）
サイズ：M（23.5cm）・L（24.5cm）

2015年4月27日～
2015年6月6日

2015年6月10日
＜ＨＰ＞

当製品において、ストラップの
部分が本体から外れる事例
が発生。

回収（返金）

スピーカー Apple Japan合同会社

Apple コールセンター
・フリーダイヤル：０１２０－９９３－９９３
・受付時間：０９：００～２０：００（土日祝：０９：０
０～１８：００）
・URL：
http://www.apple.com/jp/support/beats-pillxl-
recall/

商品名：BEATS by Dr Dre Pill XL
型番：B0514

2014年1月～ 2015年6月12日
＜ＨＰ＞

当製品において、 スピーカー
のバッテリーが過熱し、防火
安全上の問題が発生する可
能性があることが判明。

回収（返金）

布団乾燥機 日立コンシューマ・マーケティング株式会社

フリーダイヤル：０１２０－８５３－０１０
ＦＡＸ：0120-853-510
受付時間：9:00～19:00（2015年6月16日～8月
16日まで毎日） 9:00～17:00（2015年8月17日以
降、土・日･祝日および年末年始、夏季休暇等
の弊社休日を除く）
＊携帯電話･ＰＨＳからもご利用になれます。
＊一部のＩＰ電話からはご利用いただけませ
ん。
ＵＲＬ：http://www.hitachi-
ls.co.jp/attention/hfk.html

型式：ＨＦＫ－ＳＤ１、本体色：ピンク、ＪＡＮコード：４５２６０４
４００５６６６
型式：ＨＦＫ－ＳＤ２、本体色：ピンク、ＪＡＮコード：４５２６０４
４００５６７３
型式：ＨＦＫ－ＳＤ１０、本体色：ローズピンク、ＪＡＮコード：４
５２６０４４００６７３１
型式：ＨＦＫ－ＳＤ２０、本体色：ローズピンク、ＪＡＮコード：４
５２６０４４００６７４８

対象製品の確認は、下図の製品背面の注意銘板に記載さ
れた型式表示｢ふとん乾燥機 ＨＦＫ－ＳＤ＊＊」を確認して
ください。



2010年10月～2015
年5月

2015年6月15日
＜ＨＰ＞

当製品において、電源コード
を無理に曲げたり、引っ張っ
たり、ねじったりした状態で繰
り返し使用された場合に電源
コードのプラグ根元部の芯線
が徐々に断線し、発熱に至る
恐れがあるため。

無償交換（付属品
を除く）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

婦人用サンダル 株式会社シュアレ

電話番号：078-241-0224
受付時間：10:00～18:00（土日祝祭日を除く）
ＵＲＬ：
http://www.shoearra.com/news/recall_150625.
php

製品名：婦人用サンダル SHOEARRA（シュアレ）ウエッジ
ソール ストラップ付き サンダル
品番：B 152222
色：BLS/ブラック・BUS/ブルー・YES/イエロー・WIS/ワイン





2015年4月20日～
2015年6月22日

2015年6月19日
＜ＨＰ＞

当製品において、ストラップの
部分が本体から外れる事例
が発生。

回収（返金）

折り畳み式テーブ
ル

株式会社ニッセン

・お客様サービスセンター
問合せ専用ダイヤル：0120-919-132（通話料
無料）
受付時間：平日/日・祝日 AM9:00～PM9:00
ＵＲＬ：
http://www.nissen.co.jp/oshirase/oshirase_150
623.htm

商品名：フリーテーブル
管理番号：1326-7971-111・112・113（ナチュラル）、1326-
7971-211・212・213（ブラウン）、1326-7971-311・312（白）

2008年1月～2009
年12月：（販売）

2015年6月23日
＜ＨＰ＞

当製品において、テーブルの
特定の部位を持ち上げた場
合に、ギアが解除され指を挟
む場合があることが判明。

回収（返金）

植木バリカン 日立工機株式会社

植木バリカンコールセンター
フリーダイヤル：０１２０－９５０－３４３（※一部
IP電話からはご利用不可）
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日及び年末
年始、夏季休暇等、弊社休日を除く）
URL：http://www.hitachi-
koki.co.jp/information/150625_info/info_150625
.html

商品名：植木バリカン
形名：CH（N）、ＪＡＮコード：4966376242306
形名：CH40SG、ＪＡＮコード：4966376242283
形名：CH45SG、ＪＡＮコード：4966376242290
形名：CH35SH、ＪＡＮコード：4966376242252
形名：CH40SH、ＪＡＮコード：4966376242269
形名：CH45SH、ＪＡＮコード：4966376242276

2015年2月～2015
年6月

2015年6月25日
＜ＨＰ＞

当製品において、サブハンド
ルが固定ネジの緩み、抜け出
しにより外れ、負傷する可能
性があることが判明。
※バーハンドル底面に青丸
シールが貼られている製品は
「改善品」です。

無償部品交換
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

自転車用サスペ
ンションフォーク

SR SUNTOUR JAPAN （株式会社 栄技研）

SR SUNTOUR JAPAN 自主リコール係
フリーダイヤル：0120-919-132
・受付時間：9:00～17:00 （土･日･祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.srsuntour-
cycling.com/ja/news/details/news/safety-
recall-notice-1/

ブランド名：SR SUNTOUR

シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
製品名･仕様：SF11-M3010AL-P 26 TS T63
シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
製品名･仕様：SF13-M3020-P 26 TS T75
シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
製品名･仕様：SF13-XCT-JR-P 20 TS T40
シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
製品名･仕様：SF13-XCT-P 26 TS T100
シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
製品名･仕様：SF14-M3020-P 24 TS T50
シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
製品名･仕様：SF14-M3030-DS 27.5 TS T63
シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
製品名･仕様：SF14-M3030-P 27.5 TS T63
シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
製品名･仕様：SF15-XCT-PM-DS 27.5 TS T100
シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
製品名･仕様：SF15-XCT-PM-DS 29 TS T100
※＊=任意のアルファベット（A,B,Cのいずれか）

2014年11月1日～
2015年1月27日：
（中国･昆山工場に
て製造分）

2015年6月29日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用されて
いる固定ボルトの一部におい
て、折損する可能性があり、
ボルト折損によりサスペンショ
ンフォーク全体の破損につな
がる可能性があることが判
明。

無償点検（部品交
換）

ディスプレイ一体
型デスクトップパ
ソコン

エプソンダイレクト株式会社

フリーダイヤル：0120-951-121 （通話料無料）
（携帯電話可）
受付時間：9:00～18:00（月～日曜/祝日、ただ
し弊社指定休日を除く）
ＵＲＬ：http://shop.epson.jp/2015pt/

１）機種名：Endeavor PU100S
外観：スタンダード液晶仕様
２）機種名：Endeavor PT100E
外観：スタンダード液晶仕様、タッチ対応液晶仕様
３）機種名：Endeavor PT110E
外観：スタンダード液晶仕様、タッチ対応液晶仕様

１）2012年10月～
2014年3月
２）2013年1月～
2014年4月
３）2013年12月～
2014年9月

2015年6月29日
＜ＨＰ＞

当製品において、ハードディ
スクドライブ（HDD）用電源コ
ネクターの絶縁性能の劣化に
より、パソコンが起動しなくな
ることが確認されました。
なお、この不具合発生時に
は、異臭・発煙を伴う場合が
有ります。

無償修理

ラミネーター テージー株式会社

ご連絡窓口【テージー株式会社】
フリーダイヤル：0120-70-0549
・受付時間：9:00～17:00 （土・日・祝日は除く）
・ＵＲＬ：http://www.teji.co.jp/kaishu/

商品名：ラミファインスウィフト
型番：LF-300
ロット番号：1495
JANコード：4904611014875

2015年1月26日～
2015年5月28日

2015年7月6日
＜ＨＰ＞

当製品において、一部の製造
ロットの製品から煙が出ると
いう不具合が判明。
＊対象品 製造ロットの見分け
方の詳細は下記のURLを参
照してください。

回収（無償交換＝
製造ロット製品対
象）

婦人用パンツ 株式会社イトーヨーカ堂

株式会社イトーヨーカ堂 お客様相談室
電話番号：03-6238-3132
受付時間：9:00～17:30（全日）
URL：
http://www.itoyokado.co.jp/dbps_data/_materia
l_/localhost/pdf/2015/20150708.pdf

商品名：goodday ボディクーラー綿サテンストレートパンツ
型番：510823
商品名：goodday ボディクーラー綿サテンアンクルパンツ
型番：510824
商品名：goodday ボディクーラー綿サテンクロップドパンツ
型番：510825

※型番は、ウエストベルト裏側の取り扱い表示タグに記載
されています。

2015年2月下旬～
2015年6月26日

2015年7月8日
＜ＨＰ＞

当製品において、ごく稀に肌
に異常がでる事例があったた
め。
＊肌に異常がでた方は、以下
の事業者問い合わせ先へ連
絡して下さい

回収（肌に異常が
でた方を対象）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

石油ストーブ 株式会社コロナ

株式会社コロナ 石油ストーブお客様窓口
フリーダイヤル：0120-003-683（携帯電話・PHS
からも利用可）
受付時間：9:00～17:00 （土･日･祝日及び指定
休日を除く）
ＵＲＬ：
https://www.corona.co.jp/report/tenken_20150
710.pdf

商品名：コロナ温水ボイラー内蔵輻射型密閉式石油ストー
ブ（ツインヒーター）

1）品番形式：UHB-TP1010（W） ＪＡＮコード：
4906128140375
2）品番形式：UHB-TP1010（H） ＪＡＮコード：
4906128140474
3）品番形式：UHB-TPM1010（W） ＪＡＮコード：
4906128140573
4）品番形式：UHB-TP1020（W） ＪＡＮコード：
4906128147176
5）品番形式：UHB-TP1020（H） ＪＡＮコード：
4906128147275
6）品番形式：UHB-TPM1020（W） ＪＡＮコード：
4906128147374

1）2009年5月～
2010年2月
2）2009年6月～
2010年3月
3）2009年6月～
2010年2月
4）2010年4月～
2014年4月
5）2010年4月～
2014年4月
6）2010年5月～
2014年4月

2015年7月10日
＜ＨＰ＞

当製品において、ボイラー側
燃焼部の燃焼リングの溶接強
度不足で、耐久性の劣るもの
が一部組み付けられ、ボイ
ラー側の負荷の状態によって
は短い年数で燃焼不良を発
生し停止し、場合によっては、
すすによる外壁の汚損や排
気管の過熱に至るケースのあ
ることが判明。

無償点検（修理）

潜水用マスク 日本アクアラング株式会社

電話番号：046-247-3222
ＵＲＬ：http://www.aqualung.com/jp/recall

商品名：ゼロキューブマスク（Black）
特徴：2012年11月以前製造のシリコンスカート部分に光沢
のあるタイプの物

2012年11月以前製
造

2015年7月13日
＜ＨＰ＞

当製品において、規格を満た
さないレンズが組み込まれた
物が混在し、レンズの破損事
故につながる可能性があるこ
とが判明したため。

回収（現行品と無
償交換）

家庭用組込型ガ
スこんろ

株式会社パロマ

お客様のお問い合わせ窓口
フリーダイヤル：0120-314-552
受付時間：9:00～18:00 （平日・土曜・日曜・祝
日ともに）
ＵＲＬ：
http://www.paloma.co.jp/important/info_repair
/2015/201507.html

ブランド名：パロマ
器具名：PD-900WR-60CK、PD-900WR-75CK、PD-
900WV-60CV、PD-900WV-75CV、PD-900WV-60GV、PD-
900WV-75GV
ブランド名：タカラスタンダード
器具名：TAF900WV60C、TAF900WV75C

2013年8月～2014
年7月（製造期間）

2015年7月15日
＜ＨＰ＞

当製品において、きわめてま
れにガスが微量に漏れる可
能性があることが判明。

点検（部品の無償
交換）

ペダルアクセル スペシャライズド・ジャパン合同会社

スペシャライズド・ジャパン カスタマーサービス
フリーダイヤル：0800-123-2453
受付時間：月～金 10:00～12:00、13:00～17:00
（土日祝除く）
ＵＲＬ：
http://www.specialized.com/media/whatsnew/
PEDAL%20EXTENDERS%20USER_JPN.pdf

商品名：BG PEDAL AXLE EXTENDERS 9/16 THREAD
（BGペダルアクセル エクステンンダー）
型番：0910-2090
JANコード：00719676767451

2009年10月～2015
年7月

2015年7月22日
＜ＨＰ＞

当製品において、潜在的に破
損するおそれがあることが判
明。

製品回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

システムステレオ ソニー株式会社

ソニーお客様専用デスク
フリーダイヤル：0120-155-899（無料）（PHS・携
帯電話からもご利用可能）
受付時間：月～金曜日 9:00～18:00／土･日･祝
日 9:00～17:00
ＵＲＬ：
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Service
Area/150723/index.html

商品名：システムステレオ
型名：CMT-SX7
製造番号：2100001～2105394

2015年7月～ 2015年7月23日
＜ＨＰ＞

当製品において、電気部品の
不具合によりスピーカーのツ
イーター部が破損する等の恐
れがあることが判明。

無償ソフトウェア
アップデート

琴 (製造)有限会社ネオ企画 
(販売)株式会社ヤマハミュージックジャパン

ヤマハミュージックジャパン ネオ箏お客様ご相
談窓口 フリーダイヤル
フリーダイヤル：0120-285-257
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日
および休日を除く）

ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部
マーケティング部　教育・アクセサリー課
電話番号：03-5488-1686
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日
および休日を除く）
ＵＲＬ：
http://www.yamaha.co.jp/service/2015/15072
301.html

対象品名：和楽器・箏（ペグ式）
対象品番：NEO-KOTO1（ネオ箏1） NEO-KOTO2（ネオ箏
2） NEO-KOTOセット








2001年4月～2015
年6月

2015年7月23日
＜ＨＰ＞

当製品において、長年に亘る
ご使用で、製品側面（龍頭側）
に取付けられております「ペグ
ユニット」が破損し、その一部
が弦の張力によって飛び出す
おそれがあることが判明。
＊当製品を使用している方
は、直ちに弦を緩め箏柱（こと
じ）を取り外し、使用を中止
し、下記受付窓口（問い合わ
せ先）まで連絡してください。

無償点検（補強修
理）

電動アシスト自転
車用バッテリー

パナソニック サイクルテック株式会社

◆パナソニック サイクルテック株式会社 電動
自転車バッテリー市場対策室
フリーダイヤル（無料）：0120-870-355（携帯電
話・PHSからも利用可）
◆受付時間
平成27年8月26日まで 9:00～21:00（毎日）
平成27年8月27日以降 9:00～17:00（土･日･祝
日を除く）
ＵＲＬ：http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/

１）バッテリー品番：NKY449B02
ロット記号：RA08、RB01～28、RC01～31、RD01～22      
JANコード：4519389665404

２）バッテリー品番：NKY450B02
ロット記号：QL17～31、RA01～31、RB01～28、RC01～31、
RD01～17
JANコード：4519389665527

３）バッテリー品番：NKY451B02
ロット記号：RA07～31、RB01～28、RC01～31、RD01～15
JANコード：4519389665602

４）バッテリー品番：NKY452B02
ロット記号：QL27、RA01～31、RB01～28、RC01～31、
RD01～10
JANコード：4519389665725

５）バッテリー品番：NKY454B02
ロット記号：RA11～31、RB01～28、RC01～11
JANコード：4519389665824

１）平成25年1月8日
～平成25年4月22
日
２）平成24年12月17
日～平成25年4月
17日
３）平成25年1月7日
～平成25年4月15
日
４）平成24年12月27
日～平成25年4月
10日
５）平成25年1月11
日～平成25年3月
11日

2015年7月27日
＜ＨＰ＞

当製品において、バッテリー
の製造上の不具合により、電
池セルが異常発熱し、発煙・
発火に至る可能性があること
が判明。

無料交換（バッテ
リー）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

スピーカー ボーズ株式会社

ボーズ・カスタマーサービス 「300PM自主回収
専用窓口」
フリーダイヤル：0120-645-301 平日9:30～
17:00（土、日、祝日は除く）
ＵＲＬ：
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/about_bose/i
mportant_announcements/consumer_audio/300
pm.jsp

対象品名：Bose LOUDSPEAKER
型番：300PM

1997年6月～2003
年5月

2015年8月5日
＜ＨＰ＞

当製品において、組み立ての
際に使用された接着剤が経
年劣化による強度低下によっ
て、吊り下げてご使用されて
いる場合、ごく稀に落下する
危険性があることが判明。

製品回収（返金）

タブレットPC エヌビディア合同会社

フリーダイヤル：0120-981-483
ＵＲＬ：http://www.nvidia.co.jp/object/nvidia-
shield-tablet-recall-08062015-jp.html#1
対象製品の回収・交換の手続きにつきまして
は、以下のウェブページをご参照
http://www.nvidia.com/support/tabletrecal

製品名：NVIDIA SHIELD タブレット 
型番：P1761、P1761W、P1761WX
シリアル番号：0410215901781～0425214604018

2014年10月～2015
年7月

2015年8月7日
＜ＨＰ＞

当製品において、搭載されて
いるバッテリーに発熱の恐れ
があることが判明。

回収（バッテリー無
償交換）

子供用食器 ニッコー株式会社

ニッコー株式会社 お客様センター
フリーダイヤル：0120-13-8625
ＵＲＬ：http://www.nikko-
company.co.jp/tabletop/report/report3.htm

シリーズ名：ACCOTOTO（アッコトト）
8200G-8900（スプーン）、8200G-8901（フォーク）
8200T-8900（スプーン）、8200T-8901（フォーク）
8200E-8900（スプーン）、8200E-8901（フォーク）
8200R-8900（スプーン）、8200R-8901（フォーク）

シリーズ名：GASPARD ET LISA（リサとガスパール）
8000L-8900（スプーン）、8000L-8901（フォーク）
8000G-8900（スプーン）、8000G-8901（フォーク）

シリーズ名：LEO LIONNI’S FRIENDS（レオ･レオニズフレン
ズ）
8051B-8900（スプーン）、8051N-8901（フォーク）

2014年4月11日～
2015年7月31日

2015年8月20日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、接着
剤不足により、セラミックチッ
プの外れやすいものがあるこ
とが判明。

無償製品交換（対
象：セラミックチップ
が外れた製品）

タンス（システム
収納）

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社 キュビオス市場対策室
フリーダイヤル（無料）：0120-681-186
 ◆受付時間
9時～20時（平成27年9月19日まで 毎日）
9時～20時（平成27年9月20日以降 土曜日･日
曜日･祝日を除く）
http://sumai.panasonic.jp/support/cubios/inde
x.html

商品名：システムファニチャー｢キュビオス 浅型（２段）引出
し｣

対象品番：KRA1011*、KRA1021*、KRA10111*、
KRA10211*、KRA1021K*、KRA1021K1*、KRA104PV*
*品番：KRAで始まり、末尾記号が下記のもの
BD, CD, DD, MD, PD, SD, UD, WD, HV, SB, SR, SW, MW
｢KRA104PV□｣は、BD, CD, DD, MD, PD, SD, UD, SW のみ
（これ以外のものは対象外です）

2005年11月～2007
年11月（対象製造
期間）

2015年8月20日
＜ＨＰ＞

当製品において、引き出し部
のストッパー部品が、湿気に
より劣化し、引き出し時の衝
撃で破損する可能性が高いこ
とが判明。

無償点検（無償部
品交換：引き出し部
のストッパー部品）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

レンジパネル 東洋アルミエコープロダクツ株式会社

東洋アルミエコープロダクツ株式会社 お客様
相談室
電話番号：0120-123-701
受付時間：月曜日～金曜日 10：00～17：00
http://www.toyoalumi-ekco.jp/150827.pdf

商品名：背高のびのびレンジパネルピンク
型番：S2198-0
JANコード：4901987221982

2015年2月5日～
2015年6月17日

2015年8月27日
＜ＨＰ＞

当製品において、商品の端面
処理不具合より手を負傷する
恐れがあることが判明。
※当製品を所有している方
は、下記連絡先に電話で連絡
してください。

回収（不具合商品
対象）

ノートパソコン用
バッテリーパック

富士通株式会社

FMVバッテリパック交換ご相談窓口
電話番号：0120-924-632（通話料無料）
受付時間：9時～17時
http://azby.fmworld.net/support/info/battery2
015/

1. 対象機種
2011年冬モデルから2012年夏モデルのLIFEBOOK SHシ
リーズおよびLIFEBOOK PHシリーズの一部。
ただし、前述の機種以外でも、修理により交換した場合や
オプションバッテリパック（型名：FMVNBP210）を購入した場
合には対象となることがあります。

バッテリパック交換の対象機種の確認方法
http://azby.fmworld.net/battery_exchange/2015/model.ht
ml

パソコンの正式な名称（品名／型名）と、発表時期（○○年
×モデル）の確認方法
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qaconten
ts.jsp?rid=372&PID=3702-5873
  
2. 対象バッテリパック
バッテリパックに記載された、以下の「物品番号」および「製
造番号の一部」が交換・回収の対象となります。

物品番号：CP556150－01
製造番号の一部：Z110802～Z111212

物品番号：CP556150－02
製造番号の一部：Z120102～Z120512

2011年～2012年 2015年8月27日
＜ＨＰ＞

一部のバッテリパックにおい
て、ごく稀に発火し、火災に至
るおそれがあることが判明。

回収（バッテリパッ
クの交換）

バッテリパックの物品番号および製造番号の調べ方

物品番号と製造番号を調べる方法は、以下のQ&A情報を
ご覧ください。
バッテリパックを取り外さずにプレインストールされている
ツール「バッテリーユーティリティ」を使って調べる方法も説
明しています。

LIFEBOOK SH / PHシリーズで、バッテリパックを取り外す
方法と、部品番号を調べる方法
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qaconten
ts.jsp?rid=372&PID=4310-8239
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

乗車用ヘルメット コーナン商事株式会社

コーナン商事株式会社 お客様サービス室
フリーダイアル：0120-04-1910
受付時間：9：00～17：00（土日祝除く）
http://www.hc-
kohnan.com/important/images/2015.08.31_baik
unoherumetto.pdf

商品名：白ツバ半キャップヘルメット
品番：ＫＯ-734
カラー：ブラック、JANコード：4522831592340
 シルバー、JANコード：4522831592357
 キャンディレッド、JANコード：4522831592364
製造期間：2014年5月、2014年6月
対象製品の確認方法：ヘルメット内側のラベルで確認してく
ださい。

2014年6月～2015
年4月（販売）

2015年8月31日
＜ＨＰ＞

当製品において、一部ロット
に衝撃吸収ライナ（発泡スチ
ロール）の不具合部品が混入
していることが判明。

回収（代替品と交
換）

自転車用ステア
ラー

キャノンデールジャパン株式会社

TEL：06-6330-1801
FAX：06-6330-1803
受付時間：平日 9:30～18:00
http://cannondalevendors.s3.amazonaws.com/
opi-15b/opi_recall_consumer_jpn.pdf

キャノンデールマウンテンバイク 2011年～2015年モデル（”
OPI ステム”および”OPI ステアラー”搭載）

該当車種名：FSI、F29 CARBON、Trigger Carbon、Scalpel
29er、F29 Alloy、FLASH、RZ ONE TWENTY

特徴：
•OPIステムには、「OPI」というロゴが黒字で印字してあり、
文字の上には白い線があります。OPIステムは表面が滑ら
かで、バイクのヘッドチューブの場所で丸くなっています。
•OPIステムにはステムボトルはなく、ハンドルバーボルトが
4個ついています。
※レフティフォーク、およびOPIステムはリコール対象外

2011年～2015年
（輸入）

2015年9月3日
＜ＨＰ＞

当製品において、OPIステム
の底部とステアリングチュー
ブの上部の間の接続の特性
により、耐用年数が短くなるこ
とが判明。

検査（補強：ステア
ラー補強部品の取
り付け、新しいレフ
ティクランプボルト
を取り付）

電気冷蔵庫 シャープ株式会社

専用フリーダイヤル（無料）：0120-404-511（携
帯電話・ＰＨＳからも利用できます。）
受付時間：月～土曜日 9:00～18:00、日曜日･
祝日 9:00～17:00
※2015年9月10日までは9:00～20:00まで受
付。
http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_i
nfo_150907.html

製品名：電気冷蔵庫 
機種：1）SJ-H8W-S、2）SJ-H8Y-S

1）2012年2月～
2014年4月
2）2014年4月～
2015年8月

2015年9月7日
＜ＨＰ＞

当製品において、庫内に霜が
多量に付着した際の溶けた水
や結露による水が温度調節
部品内部へ浸入し、異常が生
じて発煙、発火する恐れがあ
ることが判明。

点検・部品交換（水
の侵入・結露防止
対策済みコントロー
ルボックス）

杖 株式会社松永製作所

◆株式会社松永製作所 お問い合わせ窓口
電話番号：0584-35-1180（代表）
http://www.matsunaga-w.co.jp/lsc/lsc-
upfile/information/00/48/48_11_file.pdf

製品名：ロフストランドクラッチ（型式：CMS-60L）
サイズ：L
色：シルバー
製造番号：14-SH**F-***，14-SL**F-***，15-SB**F-
***，15-SC**F-***，15-SD**F-***，15-SE**F-***
※製造番号の*には数字が入ります。
※サイズＳおよび色違い（青･赤）の製品は対象外です。

2014年8月～2015
年5月

2015年9月24日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、樹脂
成型工程において不具合が
生じ、強度が不足している製
品があることが判明。

回収（無償交換）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

延長コード 株式会社セリア

延長コードお問合せ窓口
専用フリーダイヤル：0120-284-321
受付時間：月～土曜日 9:00～18:00（日曜日を
除く）
※2015年9月中は日曜日も受付いたします。
http://www.seria-
group.com/info/20150924.html

製品名：延長コード 
差し込み口数：1
長さ・色：1.5ｍ・白／1.5ｍ・黒／1ｍ・白／20ｃｍ・白
差し込み口数：3
長さ／色：1ｍ・白







2010年11月～2013
年12月

2015年9月24日
＜ＨＰ＞

当製品において、コードが破
損し、スパークする事故が発
生したことが判明。
※該当商品使用または所有
している方は、直ちに使用を
中止し、最寄りのセリア各店
舗へお持ちいただくか、下記
のフリーダイヤルに連絡してく
ださい。

回収（返金）

太陽光発電シス
テム用パワーコン
ディショナ

株式会社 ＧＳユアサ

１）旧 日本電池ブランドの製品連絡先
フリーダイヤル 0120 - 291 - 412
受付時間：2015年10月1日～2015年10月31日
まで午前9時～午後6時（毎日）
2015年11月1日以降 午前9時～午後6時（土・
日・祝・休業日除く）

２）キヤノンブランドの製品連絡先
フリーダイヤル 0120 - 221 - 315
受付時間：2015年10月1日～2015年10月31日
まで午前9時～午後5時（日・祝日除く）
2015年11月1日以降午前9時～午後5時（土・
日・祝日除く）
URL:http://www.gs-
yuasa.com/jp/info/pdf/20151001.pdf

１）ブランド名：旧 日本電池株式会社
機種名：ラインバックFX
型名：型名 LBSC-4.5-S3C、LBSC-4.5-S3CX、LBSC-4.5-
S3CW、LBSC-4.5-S3CLL
製造年月：1997年7月～2004年5月

２）ブランド名：キヤノン株式会社
機種名：キヤノンソーラーインバーター
型名：SI-04
製造年月：1997年7月～2001年7月
（備考）型名：LBSC-4.5-S3CEおよびLBSD-4.5-S3Cは発
煙防止対策済み、対象製品ではありません。

１）製造年月：1997
年7月～2004年5月
２）製造年月：1997
年7月～2001年7月

2015年10月1日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、長期
間に渡り使用された場合、経
年劣化によりごくまれに発煙
に至る可能性のあることが判
明。

無償部品配布（発
煙防止部品）

景品用プラスチッ
クスプーン

株式会社セガ・インタラクティブ

セガプライズ「ツムツム スプーン交換窓口係」
◆フリーダイヤル：0120-680-043
◆受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00（事業
者指定日を除く）
URL：http://sega.jp/topics/151005_1/

商品名：アミューズメント景品用プラスチック｢ディズニー
キャラクターツムツム キャラスプーン｣
型番・製造番号：115-1010877/D100405






2015年6月22日～
2015年7月20日（製
造期間）

2015年10月9日
＜ＨＰ＞

当製品の一部商品にて、ス
プーンの先端部が他よりも若
干薄くなっており、ご使用方法
によっては口内に怪我をされ
る可能性がある事が判明。

回収（製品交換）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

座椅子 株式会社MTG

◆Style PREMIUM 専用コールセンター
フリーダイヤル（無料）：0120-15-0008
◆受付時間
2015/11/2～2015/11/30 全日 9:30～17:30（土
日祝日を含む）
2015/12/1以降 平日 9:30～17:30（土日祝日を
除く）
※年末年始のお休み 2015/12/26～2016/1/4
2015年最終受付日 2015/12/25、2016年受付
開始日 2016/1/5
URL：
http://www.mtg.gr.jp/news/detail/2015/11/art
icle_1331.html

商品名：Style PREMIUM 
商品名：BS-PR2004F-N（ブラック）、BS-PR2004F-B（ブラ
ウン）
  
商品名：Style PREMIUM DX
商品名：BS-PD2003F-N（リッチブラック）

対象製造ロット番号：22E5, 05F5, 12F5, 19F5, 25F5, 30F5,
14H5, 21H5, 28H5  








2015年6月11日～
2015年9月29日

2015年11月2日
＜ＨＰ＞

当製品において、座面端部
（フレーム付近）の生地が短
期間で破れることが判明。生
地が破れた箇所から内部に
指を入れた場合、内部の金具
でけがをする可能性があるた
め。

回収（改良品と無
償交換）

照明器具 株式会社 ニトリ

株式会社ニトリ お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－２０９－９９３
受付時間：10：00～16：30（土･日･祝日含む）
URL：
http://www.nitori.co.jp/news/pdf/2015/35362
3D2-C118-3838-E162-E39AD1C07297.pdf

商品名：ペンダントライト
品番：２００１２６Ｊ（１灯タイプ）

商品名：ペンダントライト
品番：２００１２７Ｊ（５灯タイ）

2012年6月1日～
2014年7月31日

2015年11月16日
＜ＨＰ＞

当製品において、固定金具の
緩みによるガラスシェード部
分の落下が発生する恐れが
あるため。

無償部品交換（固
定金具）

バッテリー（リチウ
ムポリマー）

輸入：株式会社エーオーアイ・ジャパン
販売：株式会社アンビエンテック

モバイルバッテリー ミニゴリラ お問い合わせ窓
口
専用フリーダイヤル：０１２０－７７０－２２９
受付時間：2015年11月21日～12月20日 10：00
～18：00（毎日） 2015年12月21日以降 10：00～
18：00（土・日・祝は除く）
http://powertraveller.jp/recall/index.html

商品名：英国Powertraveller社製モバイルバッテリー｢ミニゴ
リラ（ｍｉｎｉｇｏｒｉｌｌａ）｣
型番：ＭＧ００１
色：ホワイト、グレー
※並行輸入品（本体背面ラベルに日本語表記がないもの）
は、対象外。

2011年6月～2015
年5月

2015年11月20日
＜ＨＰ＞

当製品が焼損する事故が発生。製品回収（返金）

18 / 28 ページ



品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

自転車用フロント
フォーク

株式会社ミヤタサイクル

「メリダ前ホークコールセンター」
フリーダイヤル：０１２０－８５１－２９７
受付時間：9：00～12：00 /13：00～17：00（土
日・祝日および弊社所定の休日を除く）
URL：http://www.merida.jp/topics/151127.html

対象車種：ＭＥＲＩＤＡ 2010年クロスウェイ ＴＦＳ４００Ｄ（ディ
スクブレーキ仕様）
車種略号：ＡＭＣ４－４１０、色：ＥＳ０３／ＪＡＮコード：４９５０
７７２４５２６８１
車種略号：ＡＭＣ４－４６０、色：ＥＳ０３／ＪＡＮコード：４９５０
７７２４５２６９８

対象車種：ＭＥＲＩＤＡ 2010年クロスウェイ ＴＦＳ３００Ｒ（Ｖブ
レーキ仕様）
車種略号：ＡＭＣ３－４１０、色：ＥＳ０２／ＪＡＮコード：４９５０
７７２４５２６６７
車種略号：ＡＭＣ３－４６０、色：ＥＳ０２／ＪＡＮコード：４９５０
７７２４５２６７４

対象車種：ＭＥＲＩＤＡ 2011年クロスウェイ ＴＦＳ４００ＭＤ
（ディスクブレーキ仕様）
車種略号：ＡＭＣ４－４１１、色：ＥＧ０７／ＪＡＮコード：４９５０
７７２４５８２４９
色：ＥＷ０５／ＪＡＮコード：４９５０７７２４５８２５６

対象車種：ＭＥＲＩＤＡ 2011年クロスウェイ ＴＦＳ４００ＭＤ
（ディスクブレーキ仕様）
車種略号：ＡＭＣ４－４６１、色：ＥＧ０７／ＪＡＮコード：４９５０
７７２４５８２６３
色：ＥＷ０５／ＪＡＮコード：４９５０７７２４５８２７０


2009年12月～2011
年8月

2015年11月27日
＜ＨＰ＞

当製品において、前ホーク肩
と足の接合部が破損する事
故が発生。

部品無償交換（強
度アップした前ホー
ク）

靴 株式会社馬里奈

株式会社馬里奈
専用フリーダイヤル：０１２０－８８－４８１６
受付期間：2015年12月1日（火）～2016年11月
30日（水）
受付時間：10：00～17：00（土日祝･年末年始除
く）
http://www.mar-
c.jp/news/news_company/3143/

株式会社丸井グループ お客様サービス室 （*
販売企業 株式会社丸井）
専用フリーダイヤル：０１２０－５６－０１０１
受付時間：10：00～19：00（水･日除く）
http://www.0101.co.jp/pdf/151207_bettyclub.p
df

ブランド名：ＢＥＴＴＹ ＣＬＵＢ
型番：ＢＣ７０１４ 
色：ブラック、グレー、ネイビー、ストライプ、ワイン

2015年10月～2015
年11月

2015年12月1日
＜ＨＰ＞

当製品において、ヒールが外
れる可能性があることが判
明。

製品回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

靴 アキレス株式会社

アキレス株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－８９－４１９２（無料）
電話番号：０３－５３３８－８１０１
受付時間：9:30～17:00 月曜日～金曜日（土日
祝日除く）
http://www.achilles.jp/info/detail/spalding/201
51207.pdf

商品名：スポルディングＳＦＷ ２４４０ 
ＪＡＮコード：４９６３８８８９２３８３９

2015年10月～2015
年11月

2015年12月7日
＜ＨＰ＞

当製品において、靴底の一部
が剥がれてしまう可能性があ
ることが判明。

製品回収（返金）

玩具 株式会社スパイス

◆フリーダイヤル：0120-965-031
◆受付時間：9:00～18:00（土日祝を除く）
・ＵＲＬ：http://spice.jp/product-information/

商品名：ＦＬＹＩＮＧ ＳＡＮＴＡ（フライングサンタ）
品番：ＨＹＸＧ５０１０
ＪＡＮコード：４５４８８１５０３４５９０

2015年8月19日～
2015年12月11日

2015年12月14日
＜ＨＰ＞

当製品において、USB端子よ
り充電中に発煙・発火したと
いう事故が発生。

製品回収（返金）

レーザープリン
ター

（製造・販売）京セラドキュメントソリューションズ
株式会社
（販売）セイコーエプソン株式会社

京セラドキュメントソリューションズジャパン株
式会社コンタクトセンター
フリーダイヤル：０１２０－３５０－０３８（無料）
受付時間：09:00～17:30 （土曜、日曜及び祝日
は除く）
※フリーダイヤルがご利用になれないIP電話・
携帯電話・PHSからおかけの場合は、（050-
3819-2568）をご利用下さい。
http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/s
upport/information/info_20151214.html

エプソン ページプリンター特別対応窓口
フリーダイヤル：０１２０－００－７６４０（通話料
無料）
受付時間：月曜日～金曜日09:00～17:30
土/日曜日、祝日 10:00～17:00※ （事業者指
定休日を除く）
※携帯電話からもご利用いただけます。
http://www.epson.jp/support/misc/151214_lp_
monochrome.htm

（１）京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
 製品名：ＥＣＯＳＹＳ Ｐ２１３５ｄｎ
｢対象機種製造番号リスト｣はこちら別ウィンドウで開きます

（２）セイコーエプソン株式会社
 商品名：ＬＰ－Ｓ２１０
 製品型番：ＬＰ－Ｓ２１０

 商品名：ＬＰ－Ｓ３１０
 製品型番：ＬＰ－Ｓ３１０

 商品名：ＬＰ－Ｓ３１０Ｎ／ＬＰ－Ｓ３１０Ａ／ＬＰＳ３１０ＮＢＭ
Ｌ
 製品型番：ＬＰ－Ｓ３１０Ｎ

 商品名：ＬＰ－Ｓ３２５０
 製品型番：ＬＰ－Ｓ３２５０／ＬＰ－Ｓ３２５０Ｚ／ＬＰ－Ｓ３２５
ＦＳＧ

 商品名：ＬＰ－Ｓ３５５０
 製品型番：ＬＰ－Ｓ３５５０／ＬＰ－Ｓ３５５０Ｚ／ＬＰ－Ｓ３５５
ＰＡ９

製造番号 別表はこちら
http://www.epson.jp/support/misc/pdf/151214_lp_monoch
rome.pdf

（１）2015年9月～
2015年10月
（２）2015年9月～
2015年11月

2015年12月14日
＜ＨＰ＞

当製品に同梱した電源コード
の不具合により、発煙、発火
のおそれのあることが判明。

無償交換（良品の
電源コードセット）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

玩具 ビー・エム・ダブリュー株式会社

BMWカスタマー インタラクション センター
フリーダイヤル：0120-269-437
受付時間：年中無休 平日 9：00-19:00 / 土日
祝 9:00-18:00
URL：
http://news.bmw.co.jp/owner/2015/12/21.htm
l

商品名：ベビー・レーサーⅢ

カラー：ターコイズ/キャラメル
部品番号：8093 2361 376

カラー：ホワイト/ラズベリー
部品番号：8093 2361 377

カラー：ブラック/オレンジ
部品番号：8093 2361 375

2015年8月26日～
2015年12月15日

2015年12月21日
＜ＨＰ＞

当製品において、ハンドル部
分に貼付されたBMWロゴが
１％未満の確率で脱落する恐
れがあることが判明。
＊現時点において事故等の
報告はないが、脱落したロゴ
を小さなお子様が誤飲する恐
れがあると判断し、お子様の
安全に万全を期するため、対
象商品の自主回収（交換）す
ることとした。

製品回収（対策済
み製品と交換）

玩具 イケア・ジャパン株式会社

イケア・ジャパン カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル：０１２０ －１５１－ ８７０
受付時間：9:00～21:00
Eメール：IKEA.RECALL@ikea.com
ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsite
m/recall_20160115_lattjo

商品名：ラッチョ ドラムスティック３Ｓ ＡＰ ＣＮ  
商品番号：７０３．１０２．６４

商品名：ラッチョ トングドラム ＡＰ ＣＮ
商品番号：４０３．１０２．６５

2015年10月～2015
年12月

2016年1月15日
＜ＨＰ＞

当製品において、ドラムス
ティック先端のゴムボールを
回すと外れてしまうとの報告
があった。
＊小さなお子さまが外れたゴ
ムボールで遊ぶ可能性があ
り、最悪の場合、ボールを口
に入れて窒息するおそれがあ
ります。

製品回収（返金）

セラミックファン
ヒーター

小泉成器株式会社

小泉成器セラミックヒーター専用窓口
◆専用フリーダイヤル：０１２０－３００－７３１
※携帯電話・ＰＨＳからも利用できますが、０５
０などのＩＰ電話からは接続できません。
◆受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
※2016年2月1日までは9:00～19:00まで毎日受
付。
URL：http://www.koizumiseiki.co.jp/

商品名：コイズミセラミックヒーター
品番：ＫＣＨ－１２３３
ＪＡＮコード：４９８１７４７０４２３０９

2013年9月～2014
年3月

2016年1月20日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、ヒー
ター接続部に不具合があり、
まれに発煙・発火に至るおそ
れのあることが判明。

製品回収（無料製
品交換）

AC 電源コード 日本マイクロソフト株式会社

◆マイクロソフト Surface 電源コード交換プログ
ラム窓口
電話番号：0800-222-0335（通話料無料）
受付時間：9：00～18：00（月～金曜日） 10：00
～17：00（土・日曜日）
URL：http://www.microsoft.com/surface/ja-
jp/support/warranty-service-and-
recovery/powercord

この交換は以下の品目に適用されます。
Microsoft Surface Pro、Microsoft Surface Pro 2、および古
いタイプのAC電源コードが同梱されたMicrosoft Surface
Pro 3（「対象Surface Pro3」）デバイス用のAC電源コード

この交換は以下の品目には適用されません。 
Microsoft Surface RT、Microsoft Surface 2、Microsoft
Surface 3、新しいタイプのAC電源コードが同梱された
Microsoft Surface Pro 3デバイス、Microsoft Surface Pro
4、およびMicrosoft Surface Book用のAC電源コード、すべ
てのデバイス用のDC電源コード付き電源アダプター
Microsoft Surface Pro、Microsoft Surface Pro 2、
Microsoft Surface Pro 3、およびMicrosoft Surface 3用の
ドッキングステーションに使用するAC電源コードと電源アダ
プター

2013年6月～2016
年1月

2016年1月22日
＜ＨＰ＞

対象となるAC電源コードは、
長期間にわたり、大きく折り曲
げることを繰り返したり、長時
間きつく巻いた状態にしたり
すると、破損する可能性があ
り、破損したAC電源コードは
過熱や、発火、感電のおそれ
があるため。

無償部品交換（改
良版AC電源コー
ド）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ノートパソコン用
バッテリーパック

株式会社 東芝

◆株式会社東芝 dynabookバッテリーパック交
換窓口
フリーダイヤル（無料）：０１２０－４４４－８４２
（携帯電話・ＰＨＳからも利用できます）
◆受付時間
平成28年2月27日まで：9：00～21：00（土・日・
祝日を含む毎日）
平成28年2月28日以降：9：00～19：00（土・日・
祝日・事業者指定休業日を除く）
URL：
https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpd
ate/InformationJapan?region=TJPN&country=
JP&lang=ja

対象製品：11品番 対象個数：95,811個

対象となるバッテリーパックおよびパソコン機種の確認方
法
https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/ModelLi
st?region=TJPN&lang=ja&country=JP
  
お持ちのノートパソコンのバッテリーパックが交換の対象で
あるかの確認方法
https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/Manual
Check?region=TJPN&lang=ja&country=JP

2011年6月～2014
年6月（製造期間）

2016年1月28日
＜ＨＰ＞

当社製ノートパソコンに搭載さ
れたバッテリーパック（パナソ
ニック株式会社にて製造）の
一部ロットにおいて不具合が
あり、最悪の場合、発火等の
安全上の問題に至る可能性
があることが判明。

回収（バッテリー
パック無料交換）

ノートパソコン用
バッテリーパック

パナソニック株式会社

◆パナソニック株式会社 バッテリーパック交換
受付コールセンター
フリーダイヤル：０１２０－８７０－１６３
◆受付時間
平成28年2月27日まで 09:00～21:00（毎日）
平成28年2月28日以降 09:00～17:00（土･日･祝
日を除く）
URL：
http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html

品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ６１Ｕ
ロット番号：ＢＡＷＣ、ＢＢＦＣ、ＢＢＸＤ、ＢＢＹＤ、ＢＣ１Ｄ、Ｂ
ＣＣＤ、ＢＣＤＤ、Ｃ１ＣＤ、Ｃ１ＫＤ、Ｃ１ＺＤ、Ｃ２１Ｄ、Ｃ２８Ｄ、
Ｃ２ＧＤ、Ｃ２ＭＤ、Ｃ３６Ｄ

品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ６４Ｕ
ロット番号：ＢＢ１Ｃ、ＢＢＡＣ、ＢＢＢＣ、ＢＢＥＣ、ＢＣ９Ｄ、Ｂ
ＣＤＤ、Ｃ２１Ｄ、Ｃ２ＥＤ、Ｃ３ＤＤ、Ｃ４３Ｄ、Ｃ４４Ｄ      

品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ５６ＡＪＳ
ロット番号：ＢＡＺＡ、ＢＢ１Ａ、ＢＢＡＡ、ＢＢＨＡ、ＢＣＧＡ、Ｃ１
ＢＡ、Ｃ１ＪＡ、Ｃ２７Ａ、Ｃ２ＬＡ

品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ６７ＪＳ
ロット番号：Ｂ７ＴＢ、Ｂ７ＶＢ、Ｂ８ＸＢ、Ｂ８ＸＣ

品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ６８ＪＳ 
ロット番号：Ｂ７ＳＢ、Ｂ７ＸＢ

2011年7月～2012
年4月

2016年1月28日
＜ＨＰ＞

当製品において、製造上の不
具合により、発火、火災に至
る危険のあることが判明。

回収（バッテリー
パック無料交換）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

充電式電気掃除
機

アイリスオーヤマ株式会社

◆充電式スティッククリーナー専用アイリスコー
ル
フリーダイヤル（無料）：0800－111－7575
（携帯電話・ＰＨＳからも利用できます）
◆受付時間
月～金曜日：9：00～17：00
土･日･祝日：9：00～12：00／13:00～17：00
※年末年始休暇・夏季休業期間･事業者都合
による休日は除く。
URL：
http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/stickcl
eaner.html

対象製品：14品番 対象個数：27,884個

●製品名：充電式スティッククリーナー（電池カートリッジ
（バッテリー）は同梱） 
型番：ＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ａ ＪＡＮコード：４９０５００９２６４８９６ 
型番：ＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ｄ ＪＡＮコード：４９０５００９５０３２３０
型番：ＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ｇ ＪＡＮコード：４９０５００９５０３２２３ 
型番：ＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ｎ ＪＡＮコード：４９０５００９５０５７８４
型番：ＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ｐ ＪＡＮコード：４９０５００９２６４８８９
型番：ＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ｒ ＪＡＮコード：４９０５００９５０５７９１ 
型番：ＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ｓ ＪＡＮコード：４９０５００９１７６３５９ 
型番：ＫＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ａ ＪＡＮコード：４９０５００９２６４８７２ 
型番：ＫＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ｐ ＪＡＮコード：４９０５００９２６４８６５ 
型番：ＫＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ｓ ＪＡＮコード：４９０５００９９９８１４２ 
型番：ＩＣ－Ｓ７ＬＫ－Ａ ＪＡＮコード：４９６７５７６１２９０８４ 
型番：ＩＣ－Ｓ７ＬＫ－Ｐ ＪＡＮコード：４９６７５７６１２９０７７
型番：ＩＣ－Ｓ７ＬＫ－Ｓ ＪＡＮコード：４９６７５７６１２９０６０
型番：ＣＫ－Ｒ４０Ｍ－Ｐ ＪＡＮコード：４９０５００９４１６３６３
 
●製品名：掃除機用バッテリー（別売）
型番：ＣＢＬ１４２０ ＪＡＮコード：４９０５００９２４１７８１

2013年11月～2015
年9月

2016年2月8日
＜ＨＰ＞

当社製において,電池カート
リッジ内の基板の不具合によ
り、場合によっては発火に至
ることが判明。

無償交換（電池
カートリッジ）

洗面化粧台ミラー
キャビネット

タカラスタンダード株式会社

◆フリーダイヤル ０１２０－５５７－９１０
◆受付時間 午前９時～午後６時（土日祝、夏
季・年末年始休業日を除く）
URL：http://www.takara-
standard.co.jp/oshirase/index.html

製品名：洗面化粧台ミラーキャビネット
種類：２面鏡
機種名：ＳＪ－７５Ｍ２ＪＫ，ＳＣＵ－７５Ｍ２Ｋ

製品名：洗面化粧台ミラーキャビネット
種類：３面鏡 
機種名：ＳＪ－７５Ｍ３ＪＫ，ＳＣＵ－７５Ｍ３ＰＫ，ＳＪ－７５Ｍ
３ＲＫ，ＳＣＵ－７５Ｍ３ＲＫ

2002年2月～2005
年10月

2016年2月9日
＜ＨＰ＞

当製品において、壁面への取
付け部分が破損し外れる可
能性があることが判明。

無償点検修理

照明器具 イケア・ジャパン株式会社

イケア・ジャパン カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル：０１２０ －１５１－ ８７０
受付時間：9:00～21:00
Eメール：IKEA.RECALL@ikea.com
ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsite
m/recall_20160210_ceiling_lamps

１）商品名：ロック シーリングランプ ホワイト ＪＰ
商品番号：０００．７６８．１５
２）商品名：ロック N シーリングランプ ホワイト ＪＰ
商品番号：５０１．４８６．２６ 
３）商品名：ヒービ シーリングランプ ＪＰ
商品番号：９０２．０４２．６７

１）2006年9月～
2009年5月
２）2009年4月～
2016年1月
３）2012年10月～
2016年1月

2016年2月10日
＜ＨＰ＞

当製品において、ガラス
シェードが落下するとの報告
があった。

製品回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ノートパソコン用
バッテリーパック

富士通株式会社

◆富士通株式会社 ＦＭＶバッテリパック交換ご
相談窓口
電話番号：0120－924－632（無料）
受付時間：09：00～17：00（土日祝日及び事業
者指定休業日は除く。）
※2016年2月末までは毎日受付。
URL：
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-
1.html

物品番号：ＣＰ４９４６９６－０２
製造番号：
ハイフン以降の7桁 下7桁
０２Ｂ― Ｗ１３０３１８ ００３２５７Ｗ ～ ００４８０８Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０３１９ ００４２２５Ｗ ～ ００４２２８Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０３１９ ００４２３０Ｗ ～ ００４９３２Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０３２０ ００３００１Ｗ ～ ００５３０９Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０３２１ ００３００１Ｗ ～ ００４９１２Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０３２２ ００３００１Ｗ ～ ００５３１４Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０３２３ ００３００１Ｗ ～ ００４４２８Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０４０７ ００３０１８Ｗ ～ ００３０６１Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０４０７ ００３１６２Ｗ ～ ００３５２３Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０４１２ ００３００１Ｗ ～ ００４６３１Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０４１３ ００３００１Ｗ ～ ００４２５９Ｗ
０２Ｂ― Ｗ１３０４１３ ００４２６３Ｗ

物品番号： ＣＰ６３３５２６－０３
製造番号：
ハイフン以降の7桁 下7桁
０１Ａ― Ｚ１３０４０２ ００３００１Ｚ～００３１９６Ｚ
０１Ａ― Ｚ１３０４０６ ００３２８７Ｚ～００３８５５Ｚ
０１Ａ― Ｚ１３０４０８ ００３００１Ｚ～００４１４４Ｚ
０１Ａ― Ｚ１３０４０９ ００３００１Ｚ～００４１８５Ｚ
０１Ａ― Ｚ１３０４１０ ００３００１Ｚ～００４３２５Ｚ
０１Ａ― Ｚ１３０４１１ ００３００１Ｚ～００４４２９Ｚ

2013年3月～2013
年4月（製造）

2016年2月10日
＜ＨＰ＞

当社製ノートパソコンに搭載し
たパナソニック株式会社に
よって製造された一部のバッ
テリーパックにおいて、充電中
や電源オン／オフいずれの場
合でも、発火し火災に至る恐
れがあることが判明。

回収・無償交換
（バッテリーパック）

ハードディスク用
ACアダプター

株式会社アイ・オー・データ機器

◆株式会社アイ･オー･データ機器 お客様相談
窓口
ＴＥＬ：０１２０－１１１－０５６（携帯電話・ＰＨＳか
らも利用可）
受付時間： 9：30～12：00、13：00～17：00（月～
金曜日（祝日を除く））
ＵＲＬ：http://www.iodata.jp/hdc2us/

対象製品：RAID機能搭載ハードディスク「HDC2-US シリー
ズ」※2に付属のACアダプター

（１）型番：ＨＤＣ２－Ｕ２．０Ｓ 
シリアル番号※1：Ｚ８Ｒ１００１６０１ｘｘ～シリアル番号：Ｚ８Ｒ
１００７１７０ｘｘ
ＪＡＮコード：４９５７１８００８２００４ 
（２）型番：ＨＤＣ２－Ｕ２．０ＳＢ
シリアル番号※1：Ｚ８Ｒ１００１６０１ｘｘ～シリアル番号：Ｚ８Ｒ
１００７１７０ｘｘ
ＪＡＮコード：４９５７１８０１０１０５７
（３）型番：ＨＤＣ２－Ｕ４．０Ｓ
シリアル番号※1：Ｚ８Ｔ１００３３５１ｘｘ～シリアル番号：Ｚ８Ｔ
１００９３７５ｘｘ
ＪＡＮコード：４９５７１８００８２０２８ 
（４）型番：ＨＤＣ２－Ｕ４．０ＳＢ
シリアル番号※1：Ｚ８Ｔ１００３３５１ｘｘ～シリアル番号：Ｚ８Ｔ
１００９３７５ｘｘ
ＪＡＮコード：４９５７１８０１０１０６４

※1 シリアル番号の末尾のxxは任意の英数字
※2 対象製品は同製品に付属のACアダプター

（1）（2）2011年1月
～2014年7月
（3）（4）2011年1月
～2014年10月

2016年2月24日
＜ＨＰ＞

RAID機能搭載ハードディスク
「HDC2-USシリーズ」に付属
のACアダプターの一部生産
品において、DCプラグ部（本
体との接続部分）が稀に発熱
し変形を伴って故障する場合
があることが判明。

無償交換（新しい
ACアダプター）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

クイックリリース ライトウェイプロダクツジャパン株式会社

本件に関しての連絡、不明な点は購入した販
売店に問い合わせください。
ＵＲＬ：https://www.riteway-
jp.com/headline_news/2016/img/0229/recall_2
015_GT_FELT_qr.pdf

商品名＝自転車用フロントクイックリリース

対象機種
１）ＧＴ：ＫＡＲＡＫＯＲＡＭ １．０（２０１２），ＳＥＮＳＯＲ ９Ｒ Ｃ
ＯＭＰ（２０１３），ＺＡＳＫＡＲ ９Ｒ ＥＬＩＴＥ（２０１４），ＨＥＬＩＯＮ
ＣＯＭＰ（２０１５）,ＶＥＲＢ ＣＯＭＰ（２０１６），など各機種
２）ＦＥＬＴ：ＱＸ７５（２０１３），Ｆ６５Ｘ（２０１４），Ｆ５Ｘ（２０１
５），Ｚ４Ｄｉｓｃ（２０１６）,など各機種

＊対象モデルは「フロントディスクブレーキ」と「フロントク
イックリリース」が搭載されたモデルとなります。



１）1997年～2016年
２）2003年～2016年

2016年2月29日
＜ＨＰ＞

当製品において、クイックリ
リースレバーが開いたまま走
行した場合、ディスクブレーキ
に接触するおそれがあるた
め。

無償交換（フロント
クイックリリース）

スマートフォン （輸入・販売）華為技術日本株式会社（ファー
ウェイ・ジャパン）
（販売）ソフトバンク株式会社
（販売）株式会社ウィルコム沖縄

◆「ＧＬ０７ｓ特別対応窓口」
電話番号：０８００－１１１－３０４１（通話料無
料）
◆受付時間：9:00～20:00（年中無休）
●ソフトバンク株式会社
ＵＲＬ：
http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news
/press/2016/20160301_02/
●華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャ
パン）
ＵＲＬ：
http://consumer.huawei.com/jp/press/news/h
w-473105.htm

対象製品：EMOBILEのスマートフォン「ＳＴＲＥＡＭ Ｘ ＧＬ０７
ｓ」（ファーウェイ製）の一部の製造ロット








2013年3月7日～
2014年7月31日

2016年3月1日
＜ＨＰ＞

当製品において、バッテリー
の固定に不備があり、長期間
のご利用において過度な外部
衝撃が加わった場合、バッテ
リーが本体内部で移動し変形
することにより、バッテリーが
ショートして発熱や発煙が生
じる可能性があることが判
明。

回収（無償交換）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ノートパソコン用
バッテリーパック

ソニー株式会社

◆ソニーVAIO特設窓口
フリーダイヤル（無料）：０１２０－６６３－１１３
（ＰＨＳ・携帯電話からも利用可能）
受付時間：平日：9:00～18:00、土日祝：9:00～
17:00（年末年始は、土日祝日の営業時間にな
る場合があります。）
ＵＲＬ：
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Service
Area/160302/

対象搭載パソコン：ＶＡＩＯ VAIO本体の製品型名の確認方
法

対象製品：バッテリーパック ＶＧＰ－ＢＰＳ２６ 対象バッテ
リーパックの確認方法

・販売時に対象バッテリーパックを同梱した可能性のある
製品の型名
ＳＶＥ１４１３９ＣＪＷ、ＳＶＥ１４１３ＡＪ、ＳＶＥ１４Ａ３８ＣＪＷ、
ＳＶＥ１４Ａ３ＡＪ、ＳＶＥ１５１３ＡＪ、ＳＶＥ１５１３ＡＪＡ、ＳＶＥ１
５１３ＡＪＢ、ＳＶＥ１５１３ＡＪＤ

・修理時に対象バッテリーパックが搭載された可能性のあ
る製品の型名
ＶＰＣＣＡ１／２／３／４シリーズ、ＶＰＣＣＢ１／２／３／４シ
リーズ
ＳＶＥ１４Ａ１／２／３シリーズ、ＳＶＥ１４１３シリーズ
ＳＶＥ１５１３シリーズ、ＶＰＣＥＪ２ＡＪ／３ＡＪ
ＳＶＥ１７１１ＡＪ／２ＡＪ／３ＡＪ

2013年1月～2013
年4月（製造期間）

2016年3月2日
＜ＨＰ＞

当製品において、製造上の不
備により、過熱して焼損に至
る可能性があることが判明。

無償交換（バッテ
リーパック）
※交換用バッテ
リーパックの提供
時期については、
2016年4月上旬を
目途に案内

玩具 Ｚｅｂｒａ Ｊａｐａｎ株式会社

最寄りの店舗（Ｆｌｙｉｎｇ Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ）ま
たは下記メールアドレスまでご連絡をお願い致
します。
Ｚｅｂｒａ Ｊａｐａｎ株式会社
メールアドレス：info@tiger-stores.jp
ＵＲＬ：
http://www.flyingtiger.jp/download/289/Recall
%201701493.pdf

●ブランド名：Ｆｌｙｉｎｇ Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ（フライング タイ
ガー コペンハーゲン）
商品名：ブロック（英語表記：ＴＷＩＳＴ ＆ ＬＯＣＫ ＢＬＯＣＫ
Ｓ）
ＪＡＮコード：０２０００１７０１３５４７
型番：１７０１３５４
製造ロット：パッケージ裏面にＢａｔｃｈ ： ＸＯ－０１４８４ と記
載のもの

●ブランド名：Ｆｌｙｉｎｇ Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ（フライング タイ
ガー コペンハーゲン） 
商品名：ブロック（英語表記：ＴＷＩＳＴ ＆ ＬＯＣＫ ＡＮＩＭＡＬ
Ｓ）
ＪＡＮコード：０２０００１７０１４９３３
型番：１７０１４９３キリンデザインのみ（ワニデザイン回収対
象外）
製造ロット：パッケージ裏面に Ｂａｔｃｈ ： ＸＯ－０１４８４ と記
載のもの

2015年11月16日～
2016年3月2日

2016年3月14日
＜ＨＰ＞

当製品において、衝撃や引っ
張る力により商品本体から小
さな部品がはずれることがあ
り、誤飲の可能性があるた
め。

製品回収（返金）

接着剤 セメダイン株式会社

セメダイン株式会社 接着技術相談センター
◆フリーダイヤル：0120-58-4929 ※PHSから
はつながりません
◆受付時間：10:00～19:00（土曜・休日は除く）
http://www.cemedine.co.jp/ir/notice/pdf/notic
e20160314.pdf

品名：プラモデル用 ３０ｍｌ
ＪＡＮコード：４９０１７６１３００１６２
対象製品の製造年月日の記載：１５１２２１

2016年1月～2016
年3月

2016年3月14日
＜ＨＰ＞

当製品において、対象ロット
製品の容器ビンが割れるとい
う事象が発生したため。

製品回収（製品代
金相当のクオカー
ドの送付）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

本（幼児用） 株式会社 日本育児

はらぺこあおむし どこでもソフトブック お問い
合わせ窓口
◆フリーダイヤル ０１２０－７８９－０７７
◆受付時間
２０１６年３月２５日～４月８日まで ９：３０～１
７：３０ （土・日曜日 祝日も受付）
２０１６年４月８日以降 ９：３０～１７：３０ （平日
のみ）
ＵＲＬ：
http://www.nihonikuji.co.jp/pdf/160323_softbo
ok.pdf

商品名：キッヅプリファード社製「はらぺこあおむし どこでも
ソフトブック」
型番：＃９６６８０Ｎ
ロット番号：１０５２８６ ０９１５
ロット番号：１０５３７２ １０１５
ＪＡＮ（ＥＡＮ）コード：４９５５３０３７０３００３

2015年10月～2015
年12月

2016年3月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、針状の異物
が製品に付着していたという
報告が１件あったことが判
明。念のため、未開封商品を
お持ちの消費者に向けて、注
意喚起行うこととした。

注：対象製品の未開封品をお
持ちの方は中をあけ、異物が
付着していないかご確認くだ
さい。異物が付着していた場
合やプレゼント用など中が確
認できない場合は、お問い合
わせ窓口までご連絡くださ
い。

注意喚起

照明器具 イケア・ジャパン株式会社

イケア・ジャパン カスタマーサポートセンター
◆フリーダイヤル ０１２０－１５１－８７０
◆受付時間 ９：００～２１：００
◆Ｅメール：IKEA.RECALL@ikea.com
ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsite
m/recall_20160318_gothem_lamp

商品名：ＧＯＴＨＥＭ/ゴーテム ランプベース ＪＰ
商品番号：６０３．０３０．４２
高さ：高さ１２４ｃｍ

商品名：ＧＯＴＨＥＭ/ゴーテム ランプベース ３５ ＪＰ
商品番号：１０３．０３０．２５
高さ：高さ３５ｃｍ

※今すぐ商品の使用を中止し、最寄りのイケアストアに
持っていくか、イケア・ジャパン カスタマーサポートセンター
に連絡してください。

2015年10月～2016
年2月

2016年3月18日
＜ＨＰ＞

当製品において、内部のケー
ブルに損傷のあるものが見つ
かり、感電の危険があること
が判明。

製品回収（商品代
金の返金）

電気ストーブ
（カーボンヒー
ター）

ユアサプライムス株式会社

ユアサプライムス 修理回収窓口
フリーダイヤル：０１２０－８０１－７９８（携帯電
話・ＰＨＳからも利用可）
受付時間：平成28年3月27日（日）まで 9：00～
17：30（土、日、祝日を含む毎日）
平成28年3月28日（月）以降 9：00～17：30（土、
日、祝日を除く）
ＵＲＬ：http://www.yuasa-
p.co.jp/company/pdf/20160319.pdf

商品名：カー ボンヒター
型番：
（１）リモコンタイプ／ＹＡ－Ｃ９４５ＳＲ（ＷＨ）／ＪＡＮコード：
４９７９９６６４６３９５１
（２）リモコンタイプ／ＫＹＡ－Ｃ９１５Ｒ（ＷＨ）／ＪＡＮコード：
４９７９９６６４６４８９７
（３）メカタイプ／ＹＡ－Ｃ９００Ｓ（ＷＨ）／ＪＡＮコード：４９７９
９６６４６３９３７

2015年9月29日～
2016年2月20日

2016年3月19日
＜ＨＰ＞

当製品において、部品に不具
合のあるもが一部混入したこ
とにより、まれに発煙・発火に
至る恐れのあることが判明い
たしまた。

製品回収（無償点
検・修理）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

パジャマ 株式会社ワコール

ワコールお客様センター 特別窓口
◆フリーダイヤル：０１２０－０５６－０２３
◆受付時間：午前９時３０分～午後５時（土・
日・祝日・夏季休業（8/11・12）・年末年始除く）
ＵＲＬ：
http://www.wacoal.jp/info/notice/2016/03/20
160329.html

商品名：「ウンナナクール」パジャマ
１）商品番号：ＪＰ６０３２、ＬＰ８０２１（メンズ）／カラー：ＲＥ
（レッド）・ＧＲ（グリーン）  
２）商品番号：ＪＰ６０９２／カラー：ＰＵ（パープル）・ＭＥ（メロ
ン）    
３）商品番号：ＪＰ６０８８、ＬＰ８０６１（メンズ）／カラー：ＣＲ
（クリーム）・ＧＹ（グレー）

１）2014年10月～
2015年3月
２）2015年10月～
2016年3月
３）2015年11月～
2016年3月

2016年3月29日
＜ＨＰ＞

当製品において、事業者が定
める品質基準以上に、「表面
フラッシュ※」が発生するおそ
れのあることが判明。

※「表面フラッシュ」とは生地
の表面毛羽に着火すると、毛
羽から毛羽へ非常に速いス
ピードで、瞬時に火が走る現
象です。（炊事や暖房器具等
の火には、十分なご注意が必
要です。）

商品回収（返金）
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