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平 成 2 9 年  3 月 2 3 日 

N I T E （ ナ イ ト ） 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 
 

春に自転車の事故が多く発生しています 
～正しい乗り方と乗車前確認・定期点検で事故を防ぎましょう～ 

自転車※1で通勤、通学を始める人も多いこれからの季節、使用する機会が増えるとともに、

自転車による事故が多く発生しています。 

NITE（ナイト）が収集した自転車に関係する製品事故件数※2は平成23年度から平成27年度

までの5年間に合計405件ありました。このうち約8割（316件）は、前歯の折損や手足の骨折

などの重傷※3（151件）やすり傷などの軽傷※3（165件）を伴っています。被害者を年代別に

みると、10歳代が最も多く、次いで30歳代・40歳代となっており、重軽傷事故の約半数（154

件）は使用を開始してから1年未満に発生している状況です。なお、405件の中には電動アシ

スト自転車のバッテリー火災が13件※4含まれています。 

自転車は、誤った乗り方や部品組み付けの不具合が走行中の転倒事故につながりやすく、

事故が発生するとけがをする割合の高い製品です。今一度、自転車の正しい乗り方や乗車前

の確認項目などの気をつけるポイントを確認して、事故を未然に防ぎましょう。 
 
■ 主な事故事例と注意事項 

 自転車で通学途中、前輪に異物を挟み込み前輪がロックしたため、バランスを崩して前

方に転倒し、前歯を折った。（平成27年6月、長野県、10歳代・男性、重傷） 

⇒ハンドルに買い物袋や傘などをぶら下げて自転車に乗らないでください。買い物袋や

傘が前輪に巻き込まれると、前輪がロックするおそれがあります。 
 
 通信販売で購入した自転車（スポーツ車）の前輪を固定する際

に、クイックレリーズ（クイックリリース）レバーを使用せず、

調整ナットの締め付けのみで行ったため、走行中に固定が緩み

前輪が脱落して転倒し、右肩にけがを負った。 

（平成27年4月、大阪府、30歳代・男性、軽傷） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（写真）クイックレリーズレバー 

 自転車のペダル締め付けが不十分であったため、走行中に右ペダルがクランクから外れ

バランスを崩して転倒し、鎖骨を折った。 

（平成26年9月、岡山県、30歳代・男性、重傷） 

⇒乗車前には必ず、車輪やペダルが正しく取り付けられているか、緩みやがたつきがな

いか確認してください。 
 
 使用者が、自転車（変速機なし）のチェーンが著しくたるんだ状態で立ちこぎ走行をし

たため、チェーンが外れバランスを崩して転倒し、左手指を切断した。 

（平成26年7月、東京都、30歳代・男性、重傷） 

⇒自転車に乗車する前に、チェーンにたるみがないか確認してください。たるんだまま

乗車すると、走行中にチェーンが外れ、バランスを崩して転倒するおそれがあります。 
 
 使用者が、前ホークが変形した状態で自転車に乗り続けたため、走行中に前ホークが折

れ、バランスを崩して転倒し、軽傷を負った。 

（平成26年7月、広島県、10歳代・男性、軽傷） 

⇒自転車で電柱やブロック塀などに前方からぶつかった場合は、そのまま乗車せず、購入

した販売店などで異常がないか点検を受けてください。また、定期的に、自転車整備士

（自転車技士、自転車安全整備士）に点検をしてもらいましょう。 
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（※1）一般用自転車（シティ車及びスポーツ車）、子ども用自転車、折り畳み自転車、電動アシスト自転車を含む。 

（※2）平成29年2月28日現在、重複、対象外情報を除いた製品事故発生件数。 

（※3）本資料では、「治療に要する期間が 30日以上の負傷」を「重傷」と定義し、「治療に要する期間が 30日未満の負傷」を

「軽傷」と定義する。 

（※4）（別紙 3）「電動アシスト自転車のバッテリー火災について」参照。 
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１.事故の発生状況 
 NITEが収集した製品事故情報のうち、平成 23年度～平成 27年度に発生した自転車による製

品事故について、事故の発生状況を次の（１）～（６）に示します。 
 
（１） 年度別及び被害状況別 事故件数 

 図 1-1に「年度別 被害状況別の事故件数」、図 1-2に「年度別 各被害状況の割合」を示

します。 

 平成 23年度～平成 27年度に発生した自転車による製品事故は 405件ありました。事故

件数を年度ごとにみると、平成 25年度以降減少していますが、平成 27年度も、重傷事故

25件、軽傷事故 19件など 56件の事故が発生しています。事故件数に対する各被害状況の

割合をみると、毎年度、重軽傷事故の割合が 8割前後となっており、5年間では重傷事故

151件（37％）、軽傷事故 165件（41％）となっています。そこで、（２）以降は重軽傷事

故 316件に焦点を当てて、事故の発生状況をみていきます。 
 

 
図 1-1 年度別 被害状況別の事故件数 

 
図 1-2 年度別 各被害状況の割合  
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（２） 被害者の年齢別 重軽傷事故件数 

 図 2に「被害者の年齢別 重軽傷事故件数」を示します。 

 10歳代が被害に遭った事故が最も多く、また 30歳代・40歳代でも事故が多く発生して

います。 

 
図 2 被害者の年齢別 重軽傷事故件数 

 

（３） 使用期間別 重軽傷事故件数 

 図 3に「使用期間別 重軽傷事故件数」を示します。 

 使用期間が 1年未満の製品で事故が多く発生しています。新しい自転車に乗り慣れてい

なかったり、初期の部品組み付けに不備があったりして事故に至ることが理由として挙げ

られます。 

 
図 3 使用期間別 重軽傷事故件数 
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（４） 事故発生月別 重軽傷事故件数 

 図 4に「事故発生月別 重軽傷事故件数」を示します。 

 自転車の事故は、新しく自転車を購入したり、暖かくなって外出する機会が増えたりす

る 4～5月に一気に増加します。 

 

 
図 4 事故発生月別 重軽傷事故件数 
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（５） 事故原因区分別 重軽傷事故件数 

 図 5に「事故原因区分別 重軽傷事故件数」を示します。 

事故原因区分（別紙 1参照）に基づいて分類すると、 

 製品に起因する事故（事故原因区分 A、B、G3）     90件（28%） 

 製品に起因しない事故（事故原因区分 D、E、F）      97件（31%） 

 原因不明のもの（事故原因区分 G3を除く G）     113件（36%） 

 調査中のもの（事故原因区分 H）                      16件（ 5%） 

となっています。（事故原因区分 Cの事故はありませんでした。） 

 自転車の事故は、事故発生当時の使用状況や事故品の状況が不明であったり、事故品や

その部品が確認できなかったりと、事故発生プロセスが特定できないため、原因不明の件

数が多くなっています。 

 

 
図 5 事故原因区分別 事故件数 

 

（６） 自転車の事故発生事象別 事故件数 

 図 6-1に「自転車の各部の名称」を示します。図に示すように、自転車は多くの部品で

構成されています。これらの名称を元に、図 6-2に「自転車の事故発生事象別 事故件数」
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図 6-1 自転車の各部の名称 

 
図 6-2 自転車の事故発生事象※6別 事故件数 

 

（※6）事故発生事象について、「車輪のロック」とは、「異物などを挟み込んで車輪がロックした」ことを差す。 

    また、「車輪の外れ」は、「フレームや前ホークから車輪が外れた」ことを差し、「タイヤの外れや破損」は「リムから

タイヤが外れたり、パンク等でタイヤ内のチューブが破損したりした」ことを差す。  
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２．自転車の事故事例と気をつけるポイント 

① 走行中に車輪がロックして転倒し、けがをした 

平成 27年 6月 4日（長野県、10歳代・男性、重傷） 

【事故の内容】 

自転車で通学途中、前輪がロックして前方に回転するように転倒し、前歯を折った。 

【事故の原因】 

前輪左側のスポーク１本が車輪の回転方向とは逆側に大きく変形していた。前輪に異

物を挟み込み前輪がロックしたために、前方に転倒したと考えられる。 

 

  

図 7 異物を巻き込んでスポークが変形する状況 

 

 

自転車の気をつけるポイント① ～乗車時の確認～  

○ハンドルに買い物袋や傘・杖などをぶら下げて自転車に乗らない 
 ハンドルに買い物袋などをぶら下げたり、傘や杖をつり下げたりして自転車に乗ると、買い

物袋や傘が車輪に巻き込まれ車輪が固定されて一気にブレーキがかかったようになり、前方に

転倒するため危険です。荷物はかごに入れ、傘や杖は携帯用の折り畳みタイプをかばんなどに

入れるようにしてください。 

  

（写真 1）買い物袋が前輪に巻き込まれる状況 
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② 走行中に車輪が外れて転倒し、けがをした 

平成 27年 4月 2日（大阪府、30歳代・男性、軽傷） 

【事故の内容】 

通信販売で購入した自転車（スポーツ車）で走行中、前輪が外れて転倒し、右肩にけ

がを負った。 

【事故の原因】 

使用者が前輪を固定する際に、調整ナットの締め付けを行った後、最後にクイックレ

リーズレバーを使用しなかったことから、2か月間の使用のうちに固定が緩んで前輪が脱

落し転倒したと考えられる。 

なお、本体前ホーク部には「車輪が正しく確実に固定されているか確認する」旨の警

告シールが貼付されていた。 

   
（写真 2）クイックレリーズ方式のハブ（車軸）の各部名称 

 
（写真 3）クイックレリーズ方式の正しい固定方法 

 
（写真 4）レバー開放時（上）とレバー固定時（下） 

 

③ 走行中にペダルが外れて転倒し、けがをした 

平成 26年 9月 25日（岡山県、30歳代・男性、重傷） 

【事故の内容】 

自転車で自宅近くの緩やかな上り坂を走行していたところ、ペダルが外れてバランス

を崩して転倒し、鎖骨を折った。 

【事故の原因】 

販売店で自転車のペダルを取り付ける際に、ペダルの締め付けが不十分であったため、

走行中に右ペダルがクランクから外れたと考えられる。  
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自転車の気をつけるポイント② ～乗車前確認その１～  

○乗車前には必ず、車輪やペダルは正しく取り付けられているか、緩みやがたつきがないか 

自分で確認する 

 乗車前には必ず車輪やペダルに緩みやガタつきがないか確認してください。締め付けが不十

分だと、走行中に緩んでくることがあります。また通信販売で自転車を購入すると、未完成品

の状態で購入者の元に届き、ペダルの取り付けや車輪の取り付けなど、乗車前の最後の組み立

ては購入者が行うことになります。特にスポーツ車の車輪の取り付けには、クイックレリーズ

方式が多く採用されており、事例にも挙げたように、最後にクイックレリーズレバーを使用せ

ず、調整ナットの締め付けのみで車輪を固定して事故に至ったものがあるため、注意が必要で

す。必ず、正しい方法で車輪を固定してください。 

 組み立てに自信のない方は、できるだけ販売店の自転車整備士に最後の組み立てを行っても

らうようにしてください。 

   

（写真 5）クイックレリーズ方式の車輪で調整ナットの締め付けのみで固定し走行中に車輪が外れる状況 

 

 

 

 

④ 走行中にチェーンが外れて転倒し、けがをした 

平成 26年 7月 13日（東京都、30歳代・男性、重傷） 

【事故の内容】 

自転車（変速機なし）で立ちこぎ走行をしたところ、チェーンが外れ、バランスを崩

して転倒し、左手指を切断した。 

【事故の原因】 

使用者が、自転車のチェーンが著しくたるんだ状態で立ちこぎ走行をしたために、ギ

ヤからチェーンが外れ、急にペダルに抵抗がなくなって空回りしたことで、バランスを

崩したと考えられる。 

なお、取扱説明書には、日常点検項目として「チェーン中央で 1.5cm の遊びがあり、

大きなたるみがある状態で走行すると、チェーンが外れるおそれがあるため、販売店で

調整を受ける」旨、記載されていた。 

 

  

段差乗り上げなど、車輪が跳ね上がった 

タイミングで外れる 

調整ナットの締め付けのみだと、 

走行中の衝撃等で徐々に締め付けが緩む 
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自転車の気をつけるポイント③ ～乗車前確認その２～  

○自転車に乗車する前に、チェーンにたるみがないか確認する 
 自転車のチェーンは、走行につれ徐々に伸びていきます。走行中に、「ザラザラ」といったチ

ェーンがこすれる音がする場合は、チェーンが伸びてチェーンケースなどに接触しているおそ

れがあります。乗車前の点検でチェーンが伸びすぎていないか確認しましょう。また、一定以

上チェーンが伸びた際には、販売店などに相談し、チェーンを交換してください。 

 

図 8 チェーンのたるみの判別法（外装変速機なしの場合） 

  
（写真 6）チェーンのたるみを判別している様子 

 

 

 

 

  

この間隔が 1.5cm以上の場合は、 

修正が必要。 

チェーンを上に上げている様子 チェーンを下に下げている様子 

1.5cm以内 

【乗車時・乗車前確認のまとめ】 
自転車に乗車する際には、以下の項目について確認しましょう。 

□ 車輪に巻き込まれるようなものはないか 

（泥よけの接触、傘・かばん・マフラーなど） 
 

□ 前後輪にガタつきはないか 

※クイックレリーズ方式の場合、レバーは正しく留められているか 
 

□ ハンドル周りの固定にガタつきはないか 

※前輪を含む各部品の固定は、自転車を少し持ち上げて、地面に落と

して異音がしないかどうかで確認できます。 
 

□ チェーンにたるみがないか 
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⑤ 走行中に前ホークが変形・破損して転倒し、けがをした 

平成 26年 7月 17日（広島県、10歳代・男性、軽傷） 

【事故の内容】 

自転車で歩道の段差を通過したところ、ハンドル操作が

できなくなって転倒し、けがを負った。 

【事故の原因】 

前輪に大きな力が加わったため、ホークステムに亀裂が

入って折れたため、ハンドル操作ができなくなったと考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 折れた箇所 

 

自転車の気をつけるポイント④ ～点検～  

○自転車で電柱やブロック塀などに前方からぶつかった場合は、そのまま乗車せず、自転車を

購入した販売店などで異常がないか点検を受けてください。また、定期的に自転車整備士に

点検をしてもらいましょう。 

 自転車で電柱やブロック塀などに前方からぶつかった場合には、前ホークが変形しているこ

とがあります。これは、前ホークが衝撃を吸収した証拠であり、使用者の安全を守ってくれた

ことになりますが、変形した前ホークは変形前よりも強度が低下しているため、そのまま乗り

続けることは危険です。 

前ホークが変形したままで乗車を継続すると、ブレーキシューとタイヤが干渉して前輪がロ

ックするおそれもあります。必ず、自転車を購入した販売店などで異常がないか点検を受け、

異常がある場合は部品を交換してください。 

 

  
図 9 前ホークが変形してブレーキシューがタイヤと干渉する状況 

また、自転車は、乗車し続けるうちに、各部品の固定に緩みやガタつきが生じるようになり

ます。新車を購入した際は使用を開始してから 2 か月以内に販売店などで自転車整備士（自転

車技士、自転車安全整備士）に点検をしてもらい、新車以外でも、定期点検を受けるようにし

てください。（別紙 4参照） 
 

変形前 変形後 
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自転車の気をつけるポイント⑤ ～リコール対象製品の確認～  

○使用している自転車がリコール対象製品ではないか確認する。 
お使いの自転車がリコール対象製品ではないか、今一度確認してください。もし、リコール

対象製品の場合は、すぐに使用を中止して、製造事業者などに問い合わせてください。 

NITEホームページにおいて、平成元年度（1989

年度）以降にメーカーや販売事業者などの事業者

が行ったリコール情報を収集したデータベースを

公開しており、リコール情報の検索を行うことが

できます。 

 なお、平成 21年 4月以降に行われた自転車のリ

コール情報について、NITEに通知されたものを別

紙 5に記載しています。 

 

http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/index.php 

検索サイトを利用する場合は、「NITE リコール」等の単語で検索して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ先 
 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 所長 嶋津 勝美 

担当者 穴井、田代 

○ 記者説明会当日 

電話：03-3481-6566 FAX：03-3481-1870 

○ 記者説明会翌日以降 

電話：06-6612-2066 FAX：06-6612-1617 

http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/index.php
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（別紙 1） 

 

事故原因区分について 

 

本文中では、事故原因区分を以下の表のように分類しています。 

 

表 事故原因区分一覧  
 区分 

記号 
本文表記 事故原因区分 

製
品
に
起
因
す
る
事
故 

A 設計、製造又は表示等に問題があったもの 
専ら設計上、製造上又は表示に問題があったと

考えられるもの 

B 製品及び使い方に問題があったもの 
製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影

響したと考えられるもの 

C 経年劣化によるもの 
製造後長期間経過したり、長期間の使用により

性能が劣化したと考えられるもの 

G3 製品起因であるが、その原因が不明のもの 製品に起因するが、その原因が不明なもの 

製
品
に
起
因
し
な
い
事
故 

D 施工、修理、又は輸送等に問題があったもの 
業者による工事、修理、又は輸送中の取扱い等

に問題があったと考えられるもの 

E 誤使用や不注意によるもの 専ら誤使用や不注意な使い方と考えられるもの 

F その他製品に起因しないもの 
その他製品に起因しないか、又は使用者の感受

性に関係すると考えられるもの 

そ
の
他 

G 原因不明のもの（G3は除く） 

焼損が著しいなどによって、原因が特定できず

不明なもの 

事故品が入手できないなど調査が行えないもの 

H 調査中のもの 調査中のもの 
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（別紙 2） 

事故原因区分別 被害状況について 

 

 以下に参考情報として、事故原因区分別の被害状況※を示します。 

 

 
 

(※) 平成 29年 2月 28日現在、重複、対象外情報を除いた事故発生件数。（ ）は被害者数。［ ］は火災件数。 

人的被害と物的被害が同時に発生している場合は、人的被害の最も重篤な分類でカウントし、物的被害には重複カウン

トしない。製品本体のみの被害（製品破損）に留まらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすことを「拡大被害」

としている。  

24 27 5 21 9 86
( 24 ) ( 27 ) ( 51 )

[ 1 ] [ 4 ] [ 5 ]
11 10 2 23

( 11 ) ( 10 ) ( 21 )
[ 0 ]

0
( 0 )
[ 0 ]

2 16 4 12 34
( 2 ) ( 17 ) ( 19 )

[ 4 ] [ 4 ]
0 37 53 9 35 9 143

( 0 ) ( 37 ) ( 54 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 91 )
[ 0 ] [ 0 ] [ 1 ] [ 8 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 9 ]

8 9 1 18
( 8 ) ( 9 ) ( 17 )

[ 0 ]
10 11 2 23

( 10 ) ( 11 ) ( 21 )
[ 0 ]

57 2 1 1 61
( 57 ) ( 2 ) ( 59 )

[ 1 ] [ 1 ] [ 2 ]
0 75 22 1 4 0 102

( 0 ) ( 75 ) ( 22 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 97 )
[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 0 ] [ 2 ]

28 85 1 25 1 140
( 28 ) ( 86 ) (114)

[ 1 ] [ 1 ]
11 5 2 2 20

( 11 ) ( 6 ) ( 17 )
[ 1 ] [ 1 ]

0 151 165 11 66 12 405
( 0 ) (151) (168) (319)
[ 0 ] [ 0 ] [ 1 ] [10] [ 2 ] [ 0 ] [13]

G:原因不明のもの
（G3を除く）

H:調査中のもの

合　計
事故件数
被害者数
火災件数

製
品
に
起
因
し
な
い
事
故

D:施工、修理又は輸送
等に問題があったもの

E:誤使用や不注意によ
るもの

F:その他製品に起因し
ないもの

小　計
事故件数
被害者数
火災件数

製
品
に
起
因
す
る
事
故

A:設計・製造又は表示
等に問題があったもの

B:製品及び使い方に問
題があったもの

C:経年劣化によるもの

G3:製品起因である
が、その原因が不明の
もの

小　計
事故件数
被害者数
火災件数

　　　　　　　被害状況

原因区分

人的被害 物的被害
被　害
な　し

合　計
死　亡 重　傷 軽　傷

拡　大
被　害

製　品
破　損
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（別紙 3） 

電動アシスト自転車のバッテリー火災について 

 

 別紙 2の「事故原因区分別 被害状況」で分かるように、電動アシスト自転車のバッテリー

から発火して火災に至った事故が 13件ありました。主な事例を以下に示します。 

 

平成 27年 5月 27日（京都府、30歳代・男性、拡大被害） 

【事故の内容】 

電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、バッテリー及び周辺を焼損する火災が発生

した。 

【事故の原因】 

バッテリー内のセル（電池）から発火したものと推定されるが、焼損が著しいため、バ

ッテリーセルが発火した原因の特定には至らなかった。 

なお、輸入事業者は、再発防止策として製品回収を実施している。 

 

 別紙 2からも分かるように、火災事故 13件中 9件が「製品に起因する事故」となっており、

製品の中には事業者が社告・リコールを実施しているものもあります。事故の再発を防ぐため

に、お持ちの製品がリコール対象製品か否かを確認してください。 
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（別紙 4） 

自転車の点検チェックリスト 

 
 自転車に乗る前には、自転車に以下のような異常が無いか確認してください。また、定期的

に販売店などで自転車整備士（自転車技士、自転車安全整備士）の点検を受けてください。 

 

【乗車前確認】 

（１） 車輪への巻き込みの確認 

 泥よけに曲がりや外れなどはないか 

 走行時、ハンドルに傘や買い物袋などをかけていないか 

 

（２） 固定部の締め付け不足・緩みの確認 

 前輪、後輪の取り付けに緩みや変形はないか 

※クイックレリーズ方式の場合、レバーは正しく留めら

れているか 

 ハンドルステムは確実に締まっているか 

（はめ合わせ限界標識が隠れているか） 

 サドルのシートポストは確実に締まっているか 

（はめ合わせ限界標識が隠れているか） 

 ペダルにがたつきや緩みはないか 

 
（写真）サドルのはめ合わせ限界標識 

 

 

 

固定部の締め付けが不足していたり緩み、ゆがみがあると、走行中に車輪やハンドル、

サドル、ペダル等が脱落して、転倒するおそれがあります。 

 

（３） チェーンの確認 

 チェーンに緩みがないか 

 チェーンの油が切れていないか 

 

（４） ブレーキの利きの確認 

 前後ブレーキは適切に作動しているか 

 

ブレーキの利きが甘い状態で乗車を続けると、走行中に制動不良などによって転倒する

おそれがあります。また、自分だけでなく、歩行者などと衝突するおそれもあるため、

必ず乗車前に確認してください。 

 

（５） その他部品の確認 

 タイヤの空気が抜けていないか 

 （トンネル内や夜間に乗車する場合）ライトは正しい角度で適切に点灯するか 
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【定期点検】 

（１） 自転車本体への衝撃や荷重、さびなどによる強度不足の点検 

 本体（フレーム）に亀裂やさびなどが発生していないか 
 

強度不足などによりフレームが破損して、走行中に転倒するおそれがあります。 

 
 
（２） ブレーキ部品の点検 

 ブレーキワイヤーがさびたり、伸びたりしていないか 

 ブレーキシューが摩耗していないか 

 ブレーキシューやリムに異物が付いていないか 

 

 

 

 

チェーンやブレーキに不具合があると、走行中に制動不良やチェーンが外れるなどによ

って転倒するおそれがあります。 

 
（３） 車輪、その他の部品の点検 

 車輪のリムやスポークに変形や破損がないか 

 タイヤが摩耗していないか 

 その他、ボルトやナット、ねじに異常な緩みがないか 
 

（４） 固定部分の点検【折りたたみみ自転車】 

 折りたたみ自転車の折りたたみ部は確実に固定されているか。 

 
図 自転車の確認項目（赤字：乗車前確認、青字：定期点検） 

（写真）ブレーキワイヤーのさび 



（別紙5）

公表日 品名 事業者名称 社告内容

2017/01/20
自転車用ホ
イール

トレック・
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013201017613

[製品名及び型式]
商品名：２０１５、２０１６Ｔｒｅｋ ７２０Ｄｉｓｃ
商品名：２０１７Ｔｒｅｋ ７２０Ｄｉｓｃ
商品名：Ｂｏｎｔｒａｇｅｒ Ａｐｐｒｏｖｅｄ ＴＬＲ、Ｄｉｓｃ７００Ｃ ２４Ｈ(前後)

[問い合わせ先等]
トレック・ジャパン株式会社
◆フリーダイヤル：0120-939-007
◆受付時間：10：00～12:30 13：30～18：00(土・日・祝を除く）
ＵＲＬ：http://trek.scene7.com/is/content/TrekBicycleProducts/Asset%20Library/editorial-assets/safet-and-
recalls/TK17_720Disc_Recall_Consumer_Notice_JA.pdf

2016/12/15
自転車用ラ
イト

トレック・
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013201017613

[製品名及び型式]
商品名:Ｂｏｎｔｒａｇｅｒ Ｆｌａｒｅ
ＲＴ品番:４３８８１８シリアルコード:Ａｆ０４００４０８～Ａｆ０４００７０９

[問い合わせ先等]
トレック・ジャパン株式会社
◆フリーダイヤル：0120-939-007
◆受付時間：10：00～12:30 13：30～18：00(土・日・祝を除く）
ＵＲＬ：http://s7d4.scene7.com/is/content/TrekBicycleProducts/Asset%20Library/editorial-assets/safet-and-
recalls/TK16_Light_Recall_Consumer_Notice_JP.pdf

2016/11/03
自転車用フ
ロント
フォーク

トレック・
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013201017613

[製品名及び型式]
車種：２０１４ Ｆａｒｌｅｙ， ２０１４ Ｆａｒｌｅｙ ｆｒａｍｅｓｅｔ
車種：２０１５ Ｆａｒｌｅｙ ６（日本販売モデル）， ２０１５ Ｆａｒｌｅｙ ６ ｆｒａｍｅｓｅｔ

[問い合わせ先等]
トレック・ジャパン株式会社
◆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://s7d4.scene7.com/is/content/TrekBicycleProducts/Asset%20Library/editorial-assets/safet-and-
recalls/TK16_MY14MY15_Farley_Recall_Consumer_Notice_JA_v2.pdf

2016/10/13

自転車用リ
アディレー
ラーハン
ガー

スペシャライ
ズド・ジャパ
ン合同会社
[法人番号]
6021001048087

[製品名及び型式]
商品名：２０１６年モデルのＶＥＮＧＥ ＶｉＡＳ（ リムブレーキ仕様）
        製品番号（ＳＫＵ）：９９０１６－００ｘｘ
商品名：ｓ－ＷＯＲＫＳ ＶＥＮＧＥ ＶｉＡＳ Ｄｉ２ ＢＬＫ
        製品番号（ＳＫＵ）：９９０１６－０１ｘｘ
商品名：ｓ－ＷＯＲＫＳ ＶＥＮＧＥ ＶｉＡＳ Ｄｉ２ ＣＡＲＢ／ＲＥＤ／ＢＬＵ／ＷＨＴ
        製品番号（ＳＫＵ）：７９０１６－０２ｘｘ
商品名：ｓ－ＷＯＲＫＳ ＶＥＮＧＥ ＶｉＡＳ ＭＯＤＵＬＥ ＢＬＫ
        製品番号（ＳＫＵ）：７９０１６－０４ｘｘ
商品名：ｓ－ＷＯＲＫＳ ＶＥＮＧＥ ＶｉＡＳ ＭＯＤＵＬＥ ＣＡＲＢ／ＲＥＤ／ＢＬＵ／ＷＨＴ
　　　　製品番号（ＳＫＵ）：９７８１６－１５ｘｘ
商品名：ＶＥＮＧＥ ＰＲＯ ＶｉＡＳ ＢＬＫ／ＣＡＲＢ／ＣＬＮ
　　　　製品番号（ＳＫＵ）：９７８１６－１６ｘｘ
商品名：ＶＥＮＧＥ ＰＲＯ ＶｉＡＳ ＨＹＰ／ＢＬＵ／ＢＬＫ
　　　　※2017 VENGE ViAS DISCブレーキ使用は対象外です。

[問い合わせ先等]
スペシャライズド・ジャパン合同会社 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-onlinestore.jp/contents/blog/detail/216

2016/09/26
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
[法人番号]
1122001021103

[製品名及び型式]
●2016年9月26日新たな対象追加分
●１）バッテリー品番：ＮＫＹ４４９Ｂ０２　ロット記号：ＲＪ０１
　２）バッテリー品番：ＮＫＹ４５０Ｂ０２　ロット記号：ＲＪ０１～０３
　３）バッテリー品番：ＮＫＹ４５１Ｂ０２　ロット記号：ＲＩ２７、ＲＩ３０
　４）バッテリー品番：ＮＫＹ４８６Ｂ０２、ＮＫＹ４８７Ｂ０２、ＮＫＹ４８８Ｂ０２
　　　　　　　　　　　ロット記号：ＲＪ０１～０３
●2015年7月27日対象分
●１）バッテリー品番：ＮＫＹ４４９Ｂ０２
　　　　　　　　　　　ロット記号 :ＲＡ０８、ＲＢ０１～２８、ＲＣ０１～３１、ＲＤ０１～２２
　２）バッテリー品番：ＮＫＹ４５０Ｂ０２　ロット記号:ＱＬ１７～３１、ＲＡ０１～３１、ＲＢ０１～２８、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＣ０１～３１、ＲＤ０１～１７
　３）バッテリー品番：ＮＫＹ４５１Ｂ０２　ロット記号:ＲＡ０７～３１、ＲＢ０１～２８、ＲＣ０１～３１、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＤ０１～１５
　４）バッテリー品番：ＮＫＹ４５２Ｂ０２　ロット記号:ＱＬ２７、ＲＡ０１～３１、ＲＢ０１～２８、ＲＣ０１～３１、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＤ０１～１０
　５）バッテリー品番：ＮＫＹ４５４Ｂ０２　ロット記号:ＲＡ１１～３１、ＲＢ０１～２８、ＲＣ０１～１１

[問い合わせ先等]
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 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
ＵＲＬ：http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/

2016/09/12

電動アシス
ト自転車
（フレー
ム）

株式会社デイ
トナ
[法人番号]
3080401017525

[製品名及び型式]
・対象車両：Ｄａｙｔｏｎａ ＰｏｔｔｅｒｉｎｇＢｉｋｅ ＤＥ０１、ＤＥ０１Ｓ
・普通自転車型式認定番号：交Ａ１５－３５、交Ａ１５－３６
・車体番号：ＤＥ０１Ｇ１５００１～ＤＥ０１Ｇ１５２６７

[問い合わせ先等]
株式会社デイトナ
◆電話番号：0538-84-2207
◆受付時間：9：30～18：00(土日祭日を除く）
ＵＲＬ：http://www.potteringbike.jp/img/20160912.pdf



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2016/07/26
自転車用フ
ロント
フォーク

キャノンデー
ル・ジャパン
株式会社
[法人番号]
8120001121420

[製品名及び型式]
・ブランド名：キャノンデール
・商品名：キャノンデール バッドボーイ/バッドガール
・車種：２０１１ １ＢＳ１ Ｂｉｋｅ １１ Ｂａｄ Ｂｏｙ Ｓｏｌｏ Ｈｅａｄｓｈｏｋ
　　　　２０１１ １ＢＳ４ Ｂｉｋｅ １１ Ｂａｄ Ｂｏｙ Ｓｏｌｏ Ｒｉｇｉｄ Ｄｅｏｒｅ
　　　　２０１２ ２ＢＳ１ Ｂｉｋｅ １２ Ｂａｄ Ｂｏｙ Ｓｏｌｏ Ｈｅａｄｓｈｏｋ
　　　　２０１２ ２ＢＳ５ Ｂｉｋｅ １２ Ｂａｄ Ｂｏｙ Ｓｏｌｏ Ｒｉｇｉｄ ５
　　　　２０１２ ２ＢＷＳ Ｂｉｋｅ １２ Ｂａｄ Ｇｉｒｌ １
　　　　２０１３ Ｃ１３ＢＢ１ Ｂａｄ Ｂｏｙ １ Ｈｅａｄｓｈｏｋ
　　　　２０１３ Ｃ１３ＢＢ５ Ｂａｄ Ｂｏｙ ５ Ｒｉｇｉｄ
　　　　２０１３ Ｃ１３ＢＷＳ１ Ｂａｄ Ｇｉｒｌ １
●リコール対象バイク　製品ナンバー頭文字=Ｐ　製造年=2010
　　　　　　　　　　　製品ナンバー頭文字=Ｑ　製造年=2011
　　　　　　　　　　　製品ナンバー頭文字=Ｒ（ＲＡを除く）　製造年=2012
　例: ＲＫ２４ はリコール対象
●リコール対象ではありません。引き続きご使用頂けます。
　　　　　　　　　　　製品ナンバー頭文字=ＲＡ　製造年=2012 /12月
　　　　　　　　　　　製品ナンバー頭文字=Ｔ　製造年=2013
　　　　　　　　　　　製品ナンバー頭文字=Ｓ　製造年=2014
　　　　　　　　　　　製品ナンバー頭文字=Ｎ　製造年=2015
　　　　　　　　　　　製品ナンバー頭文字=Ｌ　製造年=2016

[問い合わせ先等]
キャノンデール・ジャパン株式会社
◆電話番号：06-6330-1801
◆受付時間：9：30～18：00(平日）または、Cannondale製バイクの各販売店までお問い合わせください。
ＵＲＬ：http://www.cannondale.com/ja-JP/Japan/News/News/Bad_Boy_Recall.aspx

2016/06/09 自転車

株式会社 あさ
ひ
[法人番号]
7120001006861

[製品名及び型式]
「一般車・軽快車」　フロマージュＢＫ－Ｈ、シエロア―Ｈ、アジェンダ―Ｈ、ベルエア―Ｈ、
　　　　　　　　　　ブールミッシュ・オートライト―Ｇ、センティーレ・オートライト―Ｆ、メガトランス―Ｇ、
　　　　　　　　　　ＶＩＤＡ―Ｇ、エリノア―Ｇ、クレアトゥール―Ｈ、アフィッシュＢＫ―Ｈ、
　　　　　　　　　　イノベーションファクトリーＣＩＴＹ―Ｇ、アルエットＵ―Ｇ
「子ども用自転車」　イノベーションファクトリーＪｒ―Ｇ、ラブ＆ピース―Ｇ
「折りたたみ自転車・ミニサイクル」　ミモレット―Ｇ、アプレミディ―Ｇ、ラクレット―Ｈ
・対象シングルフリー（変速無し車軸）製造ロット番号　１５－Ｌ、１６－Ａ、１６－Ｂ、１６－Ｃ １５－ＬＢ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６－ＡＢ、１６－ＢＢ、１６－ＣＢ １５－ＬＣ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６－ＡＣ、１６－ＢＣ、１６－ＣＣ

[問い合わせ先等]
株式会社あさひ お客様相談室
◆フリーダイヤル： 0120－177-319
◆受付時間： 10：00～17：00（平日）
ＵＲＬ：http://www.cb-asahi.jp/wpdir/wp-content/uploads/2016/06/160609-2.pdf

2016/05/27

自転車後輪
用シングル
ハブ（車輪
軸）

ブリヂストン
サイクル株式
会社
[法人番号]
9030001041957

[製品名及び型式]
（１）車名・車種略号と自転車の製造ロット
車名：エコパル 車種略号：ＥＰ００５、ＥＰ２０５、ＥＰ４０５、ＥＰ６０５
自転車の製造ロット：６５１２０１～６６０３３１

車名：ワイルドベリー 車種略号：ＷＢ００６、ＷＢ２０６、ＷＢ４０６、ＷＢ６０６
自転車の製造ロット：４５１２０１～４６０３３１

車名：ビッケ J 車種略号：ＢＫ２２６
自転車の製造ロット：６５１２０１～６６０３３１

車名：ビスケット 車種略号：ＣＵ４０５、ＣＵ６０５、ＣＵ４０６、ＣＵ６０６
自転車の製造ロット：６５１２０１～６６０３３１、 ＺＥ５１２０１～ＺＥ６０３３１

車名：ファインデイ 車種略号：ＦＵ４０５、ＦＵ６０５、ＦＵ４０６、ＦＵ６０６
自転車の製造ロット：６５１２０１～６６０３３１、 ＺＥ５１２０１～ＺＥ６０３３１

車名：シティーノ
車種略号：ＴＵ４０５、ＴＵ４０Ｔ５、ＴＵ６０５、ＴＵ６０Ｔ５、ＴＷ６０５、ＴＷ６０Ｔ５、ＴＬ６０５、
　        ＴＬ６０Ｔ５、ＴＷ７０５、ＴＷ７０Ｔ５、ＴＳ６０５、ＴＳ７０５、ＴＢＷ６０６、ＴＢＷ６Ｔ６
自転車の製造ロット：６５１２０１～６６０３３１
（２）「後輪用シングルハブ（車輪軸）」の製造ロット １５－ＬＢ、１６－ＡＢ、１６－ＢＢ、１６－ＣＢ

[問い合わせ先等]
ブリヂストンサイクル株式会社 お客様相談室
◆フリーダイヤル： 0120－72-1911
◆受付時間： 9：00～12：00/13:00～17:00（土・日・祝日及び弊社指定休日は除く）
ＵＲＬ：http://www.bscycle.co.jp/info/2016/2967

2016/02/29
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
[法人番号]
9013301014725

[製品名及び型式]
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 ＣＯＭＰ（２０１３），
　　　　　ＺＡＳＫＡＲ ９Ｒ ＥＬＩＴＥ（２０１４），ＨＥＬＩＯＮ ＣＯＭＰ（２０１５），
　　　　　ＶＥＲＢ ＣＯＭＰ（２０１６），など各機種
２）ＦＥＬＴ：ＱＸ７５（２０１３），Ｆ６５Ｘ（２０１４），Ｆ５Ｘ（２０１５），
　　　　　　　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。

[問い合わせ先等]
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_2015_GT_FELT_qr.pdf



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2015/11/27
自転車用フ
ロント
フォーク

株式会社ミヤ
タサイクル
[法人番号]
5010401088166

[製品名及び型式]
１）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、ＡＭＣ４－４６０
２）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、ＡＭＣ３－４６０
３）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
４）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

[問い合わせ先等]
「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

2015/09/03
自転車用ス
テアラー

キャノンデー
ル・ジャパン
株式会社
[法人番号]
8120001121420

[製品名及び型式]
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

[問い合わせ先等]
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
ＵＲＬ：http://cannondalevendors.s3.amazonaws.com/opi-15b/opi_recall_consumer_jpn.pdf

2015/06/29
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)
[法人番号]
7010701022054

[製品名及び型式]
ブランド名：SR SUNTOUR
製品名：SF11-M3010AL-P 26 TS T63、SF13-M3020-P 26 TS T75、SF13-XCT-JR-P 20 TS T40
　　　　SF13-XCT-P 26 TS T100、SF14-M3020-P 24 TS T50、SF14-M3030-DS 27.5 TS T63
　　　　SF14-M3030-P 27.5 TS T63、SF15-XCT-PM-DS 27.5 TS T100、SF15-XCT-PM-DS 29 TS T100
シリアルレンジ：K＊ 141101-150127
　　　　　　　　※＊=任意のアルファベット(A,B,Cのいずれか

[問い合わせ先等]
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/

2015/04/24 自転車

トレック・
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013201017613

[製品名及び型式]
「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，
　　　　　　６５００ 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－Ｃａｌｉｂｅｒ ９ｎ など

[問い合わせ先等]
トレック・ジャパン株式会社
◆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/20150421/15TK_QRRecall_WebNotice_JA.pdf

2015/04/24 自転車

ライトウェイ
プロダクツ
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013301014725

[製品名及び型式]
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

[問い合わせ先等]
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_headline_gt.html

2015/04/13
子供用自転
車

日本トイザら
ス株式会社
[法人番号]
6020001071355

[製品名及び型式]
（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

[問い合わせ先等]
・フリーダイヤル：０１２０－４４－６５６０（または０４４－５２２－６５６０）
　※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

2015/01/20
電動アシス
ト自転車

パナソニック
サイクルテッ
ク株式会社
[法人番号]
1122001021103

［製品名及び型式］
対象製品：電動アシスト自転車「ビビ・ストロング（ＶｉＶｉ　ＳＴＲＯＮＧ）」（車載質量１２０ｋｇ（人+荷物））
対象品番：ＢＥ－ＥＮＥＧ６３Ｂ、ＢＥ－ＥＮＥＧ６３Ｔ、ＢＥ－ＥＮＥＧ６３Ｖ

［問い合わせ先等］
パナソニック サイクルテック株式会社 　安全点検受付・お問い合わせ窓口
・フリーコール：０１２０－７８１－６０３（無料）
　（携帯電話・PHSからもご利用可）
・受付時間：09：00～17：00（土曜日・日曜日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201501.html



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2014/12/15
電動アシス
ト自転車用
バッテリー

神田無線電機
株式会社：
（輸入元/販
売）
[法人番号]
5010001118934

［製品名及び型式］
対象バッテリー搭載自転車シリーズ名：ＴＡＳＫＡＬ、ａｍａｄａｎａ、ＲＵＮＦＵＮ
対象バッテリー：
　品番：ＫＭＤ－ＢＣ　６．６Ａｈ 型番：ＫＭＤ－ＢＣ６
　品番：ＫＭＤ－ＢＣ　８．８Ａｈ 型番：ＫＭＤ－ＢＣ８
　品番：ＫＭＤ－ＢＴ　６．６Ａｈ型番：ＫＭＤ－ＢＴ６、ＫＭＤ－ＢＴ６Ｎ
　品番：ＫＭＤ－ＢＴ　８．８Ａｈ　型番：ＫＭＤ－ＢＴ８、ＫＭＤ－ＢＴ８Ｎ

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０１２０－５６５－８８０（対象自転車ご使用中のお客様からの回収交換受付）
　　　　　　　　　０１２０－２８５－８８０（販売店様からのお問い合わせ専用）
・受付時間：09：00～18：00（土日祝祭日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.laox.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/20141215_press.pdf
・電動アシスト自転車の「バッテリー」無償交換プログラム窓口
　ＵＲＬ：http://taskal.laox.co.jp/project/

2014/09/26 自転車

株式会社エバ
ニュー
[法人番号]
3010601000155

［製品名及び型式］
商品名：ＣｈｉｌｌｂｉｋｅｓＢＡＳＥ ソリッド
品番：ＢＡＳＥ ２０１４　ＷＣＬＢＳ０１

［問い合わせ先等］
・電話番号：０３－３６４９－４９０１
・受付時間：09：00～17：00（祝祭日を除く月曜日から金曜日）
・ＵＲＬ：http://www.evernew.co.jp/important/caution_chill.pdf

2014/07/28 自転車

ダイナソア株
式会社
（現　株式会
社ポディウ
ム）
[法人番号]
4150001002885

［製品名及び型式］
2014年オルベア　AVANT （アヴァン）OMP アルテグラ完成車
モデル品番／モデル品名：ＢＣＪ５４７Ｂ１ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ４７ ＣＡＲＢ-ＡＺＵＬ
　　　　　　　　　　　　ＢＣＪ５４７Ｂ２ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ４７ ＣＡＲＢ-ＲＯＪＯ
　　　　　　　　　　　　ＢＣＪ５４９Ｂ１ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ４９ ＣＡＲＢ-ＡＺＵＬ
　　　　　　　　　　　　ＢＣＪ５４９Ｂ２ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ４９ ＣＡＲＢ-ＲＯＪＯ
　　　　　　　　　　　　ＢＣＪ５５１Ｂ１ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ５１ ＣＡＲＢ-ＡＺＵＬ
　　　　　　　　　　　　ＢＣＪ５５１Ｂ２ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ５１ ＣＡＲＢ-ＲＯＪＯ
　　　　　　　　　　　　ＢＣＪ５５３Ｂ１ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ５３ ＣＡＲＢ-ＡＺＵＬ
　　　　　　　　　　　　ＢＣＪ５５３Ｂ２ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ５３ ＣＡＲＢ-ＲＯＪＯ
　　　　　　　　　　　　ＢＣＪ５５５Ｂ１ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ５５ ＣＡＲＢ-ＡＺＵＬ
　　　　　　　　　　　　ＢＣＪ５５５Ｂ２ ／ＡＶＡＮＴ　Ｍ３０－Ｊ １４ ５５ ＣＡＲＢ-ＲＯＪＯ

［問い合わせ先等］
※今回のリコールに関する問い合わせは、最寄のオルベア販売店、またはダイナソア株式会社までご連絡ください。
ダイナソア株式会社
・電話番号：０７４２－６４－３５５５
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.dinosaur-gr.com/information/2014/07/22-173000.html

2014/07/04 自転車

ライトウェイ
プロダクツ
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013301014725

［製品名及び型式］
ブランド名：ＧＴ製品名
　　　　　　２０１４年モデルＧＴ　ＦＵＲＹ　ＥＸＰＥＲＴ
　　　　　　　サイズ：ＸＳ 型番：ＧＭ０２１１ＸＳ０２
　　　　　　　サイズ：Ｓ 型番：ＧＭ０２１１ＳＭ０２

［問い合わせ先等］
＊詳細は購入した販売店に問い合わせてください。
ライトウェイプロダクツジャパン株式会社
・電話番号：０３－５９５０－６００２
・ＵＲＬ：http://www.riteway-jp.com/headline_news/2014/20140708_headline_2014furyexpert.html

2014/06/25
自転車用サ
スペンショ
ンフォーク

トレック・
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013201017613

［製品名及び型式］
ブランド名：ＴＲＥＫ
対象モデル：
　2011年モデル：Ｗａｈｏｏ、Ｍａｒｌｉｎ、ＭａｒｌｉｎＳＳ、Ｍｏｎｔａｒｅ、Ｕｔｏｐｉａ
　2012年モデル：８．３ＤＳ、８．４ ＤＳ、８．５ ＤＳ、Ｎｅｋｏ ＳＬ、Ｍａｒｌｉｎ、
　　　　　　　　ＭａｒｌｉｎＳＳ、Ｗａｈｏｏ
　2013年モデル：８．３ ＤＳ、８．４ ＤＳ、８．５ ＤＳ、８．６ ＤＳ、Ｎｅｋｏ ＳＬ、
　　　　　　　　Ｃａｌｉ、Ｍａｒｌｉｎ、Ｗａｈｏｏ

［問い合わせ先等］
トレック・ジャパン株式会社
◆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：リコールのお知らせ（フォークモデル: ＮＥＸ、ＸＣＭ（２９”）、ＸＣＴ（２９”）
　　　　対応方法 クイックリリース交換
　　　　http://www.trekbikes.com/pdf/recalls/20140625/14TK_SuntourRecall_ConsumerQRNotice_JA.pdf
　　　　リコールのお知らせ（フォークモデル: ＮＲＸ）
　　　　対応方法： サスペンションフォーク交換
　　　　http://www.trekbikes.com/pdf/recalls/20140625/14TK_SuntourRecall_ConsumerForkNotice_JA.pdf

2014/06/11
自転車用フ
ロント
フォーク

株式会社ス
コットジャパ
ン
[法人番号]
9010901031407

［製品名及び型式］
ブランド名：ＳＣＯＴＴ（スコット）
　品名：スピードスター３０ (ＣＤ２０) 　品番：２３４１１９
　品名：スピードスター３５ (ＣＤ１８) 　品番：２３５４９５
　品名：スピードスター４０ (ＣＤ１８) 　品番：２３４１２１
　品名：スピードスター４５ (ＣＤ１８) 　品番：２３５４９６
　品名：コンテッサ品名：スピードスター２５ (３０) 　品番：２３４１８８
　品名：コンテッサ品名：スピードスター３５ (２７) 　品番：２３４１８９
シリアルナンバー：ＡＳ３０５００００１～ＡＳ３０５０４９３０、ＡＳ３０７００００１～ＡＳ３０７０４６５１
　　　　　　　　　ＡＳ３０９００００１～ＡＳ３０９０３２７８、ＡＳ３１１００００１～ＡＳ３１１０３７４４
　　　　　　　　　ＡＳ４０１０１６０４～ＡＳ４０１０５４６３

［問い合わせ先等］
・Ｅメールアドレス：info@scott-sports.jp
・ＵＲＬ：http://www.scott-japan.jp/sites/default/files/SPEEDSTER%20リコールのご案内.pdf
・販売店検索ページＵＲＬ：http://www.scott-japan.jp/dealers?dealername=&tid=All



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2014/04/24 自転車

ビーズ株式会
社
[法人番号]
6122001008822

［製品名及び型式］
ブランド名：ＤＯＰＰＥＬＧＡＮＧＥＲ（ドッペルギャンガー）
製品名：ＤＯＰＰＥＬＧＡＮＧＥＲ「５６０ ＤＥＵＳ 」　５６０－ＧＹ、５６０－ＲＤ、５６０－ＷＨ
製造管理番号（車台番号）：Ｙ１３Ｇ０００３５２～Ｙ１３Ｇ０００６０１、
　　　　　　　　　　　　　Ｙ１４Ｂ００８６９５～Ｙ１４Ｂ００９４２０

［問い合わせ先等］
お問い合わせフォーム：http://www.be-s.co.jp/agreement/user/
製品サポートダイヤル： ０６－６７３２－４３１０
受付時間：平日9:00-17:00　土日祝休、盆休、年末年始休
ＵＲＬ：http://www.doppelganger.jp/support/info5/

2013/12/13 自転車

トレック・
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013201017613

［製品名及び型式］
ＴＲＥＫ２０１３年モデル Ｍａｄｏｎｅ５．２ ／Ｍａｄｏｎｅ５．９
　　　　　　　　　　　　 Ｍａｄｏｎｅ６シリーズ／Ｍａｄｏｎｅ７シリーズ
［問い合わせ先等］
トレック・ジャパン株式会社
◆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.co.jp/news/news_20131213a.pdf

［製品名及び型式］
●ブリヂストンサイクル株式会社
１）車名：アシスタスティラＬ
　　車種略号／年式：ＡＳ６Ｌ８／2008年、ＡＳ６Ｌ４９／2009年、ＡＳ６Ｌ４０／2010年
２）車名：アシスタスティラ ブラック
　　車種略号／年式：ＡＳ６Ｌ７Ｇ／2007年
３）車名：ボーテアシスタ
　　車種略号／年式：ＢＡ６Ｌ６９／2009年
４）車名：アンジェリーノ アシスタ
　　車種略号／年式：ＡＧ２６Ｌ８／2008年、Ａ２６Ｌ４９／2009年
５）車名：アンジェリーノ アシスタＳＰ
　　車種略号／年式：ＡＳL２６３／2007年、ＡＳ２６３L／2007年
６）車名：アンジェリーノ アシスタＤＸ
　　車種略号／年式：Ａ２６Ｌ６９／2009年、Ｎ２６Ｌ６９／2009年

●ヤマハ発動機株式会社（OEM提供先
ブランド名：ＰＡＳ（電動アシスト自転車）
７）機種名：ＰＺ２６ＣＭ
　　モデル名：ＰＡＳ ＣＩＴＹ-Ｍリチウム　年式名：2009年
　　対象車両のＰＡＳ号機番号：Ｘ５６１-０００１００１～０００３４２５
８）機種名：ＰＺ２６ＣＭ
　　モデル名：ＰＡＳ ＣＩＴＹ-Ｍリチウム　年式名：2010年
　　対象車両のＰＡＳ号機番号：Ｘ５６１-１００１００１～１００２０００
９）機種名：ＰＺ２６ＲＭ
　　モデル名：ＰＡＳ Ｒａｆｆｉｎｉ　年式名：2009年
　　対象車両のＰＡＳ号機番号：Ｘ５６６-０００１００１～０００７１７５
１０）機種名：ＰＣ２６
　　　モデル名：ＰＡＳ リトルモアリチウム　年式名：2009年
　　　対象車両のＰＡＳ号機番号：Ｘ５６２-０００１００１～０００５１２５
１１）機種名：ＰＺ２６ＬＳ（限定車）
　　　モデル名：ＰＡＳ リチウムＳ（限定車）　年式名：2010年
　　　対象車両のＰＡＳ号機番号：Ｘ５４１-１０１１４７６～１０１１８７５、
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｘ５４１-１０１２４７６～１０１２８７５、
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｘ５４１-１０１４９２６～１０１５１２５、
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｘ５４１-１０１６０２６～１０１７０２５

［問い合わせ先等］
◆ブリヂストンサイクルリアキャリア無償交換お客様コールセンター
・フリーダイヤル：０１２０－２８－９８２８
・受付時間：09：00～17：00　月曜日～金曜日（土・日・祝日及び弊社指定休日は除く）
・ＵＲＬ：http://www.bscycle.co.jp/company/info20131007.html
◆ヤマハ発動機（株）問い合わせ先・ヤマハ発動機株式会社 お客様相談室
・フリーダイアル：０１２０－０９０－８１９
・受付時間 09：00～12：00／13：00～17：00　月～金曜日（祝日、弊社所定の休日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2013-10-07/【最終更新日】2017年1月5日

2013/08/26
自転車用ブ
レーキ

株式会社シマ
ノ
[法人番号]
3120101003399

［製品名及び型式］
製品名：シマノ メカニカル（ケーブル式）ディスクブレーキ
モデル名：ＢＲ-ＣＸ７５,ＢＲ-Ｒ５１５,ＢＲ-Ｒ３１５

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０１２０－５０－１６２２（受付時間：10：00～12：00/13：00～17：00 平日）
・ＦＡＸ：０１２０－５０－１６３３（２４時間受付可）
・ＵＲＬ：http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/customer_center/important/mecha-
disc-br.html

2013/07/08
折りたたみ
自転車

（輸入）北日本
サイクル販売株
式会社
（販売）株式会
社オートバック
スセブン
[法人番号]
3010601030532

［製品名及び型式］
折りたたみ自転車　Ｕ－ＢＩＫＥ
機種：ＵＢ－ＳＰＴ２０６－６Ｓ

［問い合わせ先等］
Ｕ－ＢＩＫＥ　お客様相談センター
・フリーダイヤル：０１２０－７０７－２３７
・受付時間：09：00～1８：00（土・日・祭日は除く）
・ＵＲＬ：http://www.autobacs.com/info/customer/u-bike.pdf

2013/10/07
電動アシス
ト自転車

ブリヂストン
サイクル株式
会社
[法人番号]
9030001041957

（OEM提供先）
ヤマハ発動機
株式会社
[法人番号]
2080401016040



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2013/06/04 自転車

ビーズ株式会
社
[法人番号]
6122001008822

［製品名及び型式］
ブランド名：DOPPELGANGER
１）製品名：ｄ２　ｖｉｓｃｅｒａｌ   車台番号：Ｙ２０９０７９２６～Y２０９０８６７５
　　　　　　　　　　　　　　　                 Ｙ２１１０１０８１～Y２１１０１２３０
　　　　　　　　　　　　　　                   Ｙ３０１００００１～Y３０１００１５０
２）製品名：Ｄ１７　Ｃｒｏｓｓｔｏｗｎ　Ｒｕｓｈ     車台番号：Ｙ２０９０９２７６～Y２０９０９６７５

［問い合わせ先等］
・電話番号：０６－６７３２－４３１０
・受付時間：情報のご提供をお願い致します。
・平日9：00～17：00　（土日祝休、盆休、年末年始休）
・ＵＲＬ：http://www.doppelganger.jp/support/info3/
・PCサイトお問い合せフォーム：http://www.be-s.co.jp/user_form/
・携帯電話用お問い合せフォーム：http://www.be-s.co.jp/support/mobile_form/mobile_top.html
・電子メール：sp@be-s.co.jp

2013/05/10
折りたたみ
自転車

(輸入）株式会
社エヌビーエ
ス
[法人番号]
1010401005026

（販売）有限
会社サイクル
クリエーショ
ン
[法人番号]
1010802018964

［製品名及び型式］
ブランド名：Ｔｅｒｎ（ターン）
対象品：Tern２０１２モデル
機種・型式：ＶｅｒｇｅX１０／ＶｅｒｇｅX２０／ＶｅｒｇｅX３０ｈ／ＶｅｒｇｅＳ１１ｉ

［問い合わせ先等］
有限会社　サイクルクリエーション
・電話番号：０３－３７３８－６１８７
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日及び年末年始・夏期休業日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.ternbicycles.com/jp/news/releases/2013/05/2012

2013/04/12
自転車用ハ
ンドルバー

株式会社グラ
ファイトデザ
イン
[法人番号]
1030001090714

［製品名及び型式］
ＣＬＩＭＢＡＲ．ＬＲ(クラインバーＬＲ) ロードハンドルバー
サイズ：３８０ｍｍ、４００ｍｍ、４２０ｍｍ
製品コード：ＨＢ００６Ｂ-３８０、ＨＢ００６Ｂ-４００、ＨＢ００６Ｂ-４２０

［問い合わせ先等］
株式会社グラファイトデザイン　サイクルスポーツ
・電話番号：０４９４－６２－２１０１
・受付時間：09：00～17：00（祝日を除く月曜から金曜日）
・ＵＲＬ：http://cycle.gd-inc.co.jp/

2013/03/15
自転車用ハ
ンドルステ
ム

株式会社川島洋行
（輸入元、販売）
[法人番号]
6120101024343

株式会社カワシマ
サイクルサプライ
（販売）
[法人番号]
6120101001656

株式会社インター
マックス（輸入
元、販売）
[法人番号]
7090001000182

株式会社日直商会
（輸入元、販売）
[法人番号]
8010001027075

株式会社深谷産業
（輸入元、販売）
[法人番号]
6180001040212

［製品名及び型式］
ＤＥＤＡ ＥＬＥＭＥＮＴＩ（デダエレメンティ）社製
　ＤＥＤＡ ＥＬＥＭＥＮＴＩ　ＺＥＲＯ１００（デダエレメンティ ゼロ１００）
　ＤＥＤＡ ＥＬＥＭＥＮＴＩ　ＺＥＲＯ１００ ＳＥＲＶＩＺＩＯ ＣＯＲＳＥ
　　　　　　　　　　　　　　（デダエレメンティ ゼロ１００セルヴィッツオ コルセ）
　ＤＥＤＡ ＥＬＥＭＥＮＴＩ　ＺＥＲＯ １００ ＰＩＳＴＡ（デダエレメンティ ゼロ１００ピスタ）

［問い合わせ先等］
イタリア・デダエレメンティ社 日本輸入販売代理店
株式会社 カワシマサイクルサプライ
・電話番号：０７２－２３８－６１２６
・受付時間：09:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.riogrande.co.jp/
株式会社 インターマックス
・電話番号：０５５－２５２－７３３３
・受付時間：09:00～12:00、13:00～18:00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.intermax.co.jp/
株式会社日直商会
・電話番号：０４８－９５３－９７７１
・受付時間：09:00～17:30（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.intermax.co.jp/
株式会社深谷産業
・電話番号：０５２－９０９－６２０１
・受付時間：09:00～12:00、13:00～18:00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.fukaya-sangyo.co.jp/

2013/03/04
自転車用ブ
レーキ

株式会社エム
シー・イン
ターナショナ
ル
[法人番号]
6120901017736

［製品名及び型式］
自転車用油圧ディスクブレーキセット
対象モデル名：ＭＡＧＵＲＡ　ＭＴ６／ＭＡＧＵＲＡ　ＭＴ８
対象製造番号：「２０５３１」以下のもの、もしくは製造番号の刻印が無いもの。
＊ＭＴ４・ＭＴ２・ＭＴＳ等、その他のモデルは全て該当しません。

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０６－６３１８－５０００
・受付時間：09：00～18：00（土・日祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.mcinter.co.jp/

2013/01/26
自転車用フ
ロント
フォーク

スペシャライ
ズド・ジャパ
ン合同会社
[法人番号]
6021001048087

［製品名及び型式］
年式＿モデル名：２０１２＿Ｓ－ＷＯＲＫＳ　ＴＡＭＡＣ ＳＬ４ ＤＩ２ / ＤＡ /ＦＲＡＭＳＥＴ
　　　　　　　　２０１２＿ＴＡＭＡＣ ＰＲＯ ＳＬ４ ＵＩ２ / ＤＡ / ＦＲＡＭＳＥＴ
　　　　　　　　２０１３＿Ｓ－ＷＯＲＫＳ　ＴＡＭＡＣ ＳＬ４ＦＲＡＭＳＥＴ
　　　　　　　　２０１３＿Ｓ－ＷＯＲＫＳ　ＴＡＭＡＣ ＳＬ４ＳＲＡＮ　ＮＥＷ　ＲＥＤ
　　　　　　　　２０１３＿ＴＡＭＡＣ ＰＲＯ ＳＬ４ ＤＡ / ＦＲＡＭＳＥＴ
　　　　　　　　２０１３＿ＴＡＭＡＣ ＥＸＰＥＲＴ ＳＬ４ / ＵＩ２
　　　　　　　　２０１３＿ＣＲＵＸ ＰＲＯ ＣＡＲＢＯＮ ＦＲＡＭＳＥＴ (ＤＩＳＣ含む)
　　　　　　　　２０１３＿ＣＲＵＸ ＣＯＭＰ ＣＡＲＢＯＮ / ＥＬＩＴＥ / ＦＲＡＭＳＥＴ
　　　　　　　　２０１３＿ＳＥＣＴＥＵＲ ＥＸＰＥＲＴ　ＤＩＳＣ

［問い合わせ先等］
スペシャライズド・ジャパン合同会社 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/2013JanRecall.pdf



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2012/12/26
折りたたみ
自転車

株式会社ケ
イ・エイチ・
エス・ジャパ
ン
[法人番号]
7120001098313

［製品名及び型式］
商品名：ＫＨＳ ２０１０　Ｆ－１８ Ｃａｐｐｕｃｃｉｎｏ
　　　　ロットNo. Ｕ１０Ｆ００９８９～Ｕ１０Ｆ０１１３８、Ｕ１２Ｆ００４１８～Ｕ１２Ｆ００６３７

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０７２－２５２－８１８８（連絡の際には保証書を準備してください。）
・受付時間：09：00～12：00/13：00～17：00（土・日・祝日及び弊社指定休日は休み）
・ＵＲＬ：http://www.khsjapan.com/EVENT/PEDAL.html

2012/11/04
折りたたみ
自転車

高崎自転車工
業株式会社
（ＣＹＣＬＥ
ＴＥＣＨ－Ｉ
ＫＤ）
[法人番号]
4070001010698

［製品名及び型式］
Ｂｉｋｅ　Ｆｒｉｄａｙ　ｔｉｋｉｔ 全型番

［問い合わせ先等］
ＣＹＣＬＥＴＥＣＨ－ＩＫＤ
・電話番号：０２７－３８７－０２３０
・受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日以外）：12:00～21:00
　　　　　　土曜日、日曜日、祝祭日:10:00～19:00
　　　　　　水曜日：定休日　・電子メール：info@ikd21.co.jp
・ＵＲＬ：http://www.bikefriday.jp/news/index.html#201209

2012/10/31
自転車用フ
ロント
フォーク

服部産業株式
会社
[法人番号]
9120001013336

［製品名及び型式］
ウィリエール・トリエスティーナ社
イゾアールＸＰのフロントフォークのうち、シリアルナンバーの頭文字がＬＨで始まる製品

［問い合わせ先等］
服部産業株式会社 スポーツ事業部
・電話番号：０６－６９８１－３９６０
・受付時間：１０：00～17：00（祝・祭日を除く）

2012/10/26 自転車

上尾工業株式
会社
[法人番号]
1030001042285

［製品名及び型式］
２６型軽快車 セーヌ、２６型シティ シーウイング

［問い合わせ先等］
上尾工業株式会社
・フリーダイヤル：０１２０‐２７００７０
・電話番号：０４８－７２１－９７７７
・受付時間：09：00～17：00（土日祝日・年末年始除く）

2012/10/09 自転車

株式会社 あさ
ひ
[法人番号]
7120001006861

［製品名及び型式］
マウンテンバイク
商品名：「インディケーター」
車体番号：Ｆ○○○○（Ｆから始まるもの）
対象ロットＮｏ．：ＦＵ１２－０９～ＦＵ１２－３２

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０１２０－１７７－３１９
・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：：http://www.cb-asahi.jp/news/2007/

2012/10/05
自転車用ブ
レーキ

ゼータトレー
ディング有限
会社
[法人番号]
7020002076609

［製品名及び型式］
ｅｅｃｙｃｌｅｗｏｒｋｓ,ＬＬＣ(イーイーサイクルワークス社)製　ｅｅｂｒａｋｅ（イーイーブレーキ）
対象型番：８０ＸＸＸ及び０９ＸＸＸ（ＸＸＸには数字が入る）

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０４５－２４３－９０５５
・受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日は除く）
・ＵＲＬ：http://www.zetatrading.jp/news/index_recall.html

2012/09/28
自転車用フ
ロント
フォーク

株式会社 岩井
商会
[法人番号]
9130001016569

［製品名及び型式］
・対象製品： 「ｇａｎ ｗｅｌｌ ＥＮＴＲＩＮＯ（エントリノ） ７００Ｃ　ロードレーサー」
・対象車体番号： ＦＤＲＤ０１＊＊＊～ＦＤＲＤ０２＊＊＊の番号表記の有無
　※「＊＊＊」部分は３ケタの数字が入ります（車体番号はフレームＢＢ裏に刻印されています。）
　　なお「Ｕ９３Ｋ＊＊＊＊＊」と刻印されている場合は対象外です。

［問い合わせ先等］
・電話番号：０７４８－３７－０２４５
・受付時間：09：00～18：00（土・日・祝・祭日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.iwaishokai.co.jp/ganwell_news/entrino_20120928.pdf
・Ｅメールアドレス：shiga@iwaicycle.com

2012/09/25
自転車用タ
イヤ

パナソニック
ポリテクノロ
ジー株式会社
（現　パナ
レーサー株式
会社）
[法人番号]
1010401117003

［製品名及び型式］
ＲＡＣＥ ｔｙｐｅＡ チューブラータイヤ　品番：Ｐ７２３ＲＣＡ－Ｂ
交換対象製品：製造ロットが「１２０６」以前の全製品および「１２０７」の一部製品
＊製造ロットはクリアケース左側面に貼られているバーコードシールの右上に記載されています

［問い合わせ先等］
お客様相談室
・フリーコール：００８８－２２－５３８１
・受付時間：09：00～20：00（土日祝祭日を除く）

2012/08/31
自転車フロ
ントフォー
ク

スペシャライ
ズド・ジャパ
ン合同会社
[法人番号]
6021001048087

［製品名及び型式］
製品名：２００８ ＧＬＯＢＥ　ＳＰＯＲＴ　モデル：２００８年 Ｐ７０－７１
　　　　２００８ GLOBE ＳPORT　ＷＯＭＥＮ’Ｓ　モデル：２００８年 Ｐ７０－７１
　　　　２００９ ＶＩＥＮＮＡ　３ ＤＩＳＣ　モデル：２００９年 Ｐ９９
　　　　２００９ ＶＩＥＮＮＡ　３ 　モデル：２００９年 Ｐ９９
　　　　２００９ ＶＩＥＮＮＡ　４ 　モデル：２００９年 Ｐ９９

［問い合わせ先等］
スペシャライズド・ジャパン合同会社 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/spe_Recall_poster_A2.pdf



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2012/07/30
自転車用幼
児座席

株式会社マル
イ
[法人番号]
3140001002540

［製品名及び型式］
トピーク　ベビーシート
１）機種ＢＴＣ００７００　　型番：ＴＣＳ２０００
２）機種：ＢＴＣ００７０１　型番：ＴＣＳ２０００-ＢＬＫ
３）機種：ＢＣＴ０３１００　型番：ＴＣＳ２００２

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０１２０－５３３－３８８
・受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://topeak.jp/info_babyseat.html

2012/04/20
自転車(マ
ウンテンバ
イク)

ライトウェイ
プロダクツ
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013301014725

［製品名及び型式］
対象製品：ＧＴ社製 アバランチェ４．０ 2012年モデル
　　　　　ＧＴ社製 アバランチェ４．０GTw2012年モデル
対象部品：フロントフォークSRSUNTOUR　SF１１-XCM V３PM DS ２６
　　　　　ＮＯ．CK１１０３０１ ～ CK１１０７３１

［問い合わせ先等］
・電話番号：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/2012/20120420_headline_gt.html

2012/04/18
自転車用前
カゴ

ブリヂストン
サイクル株式
会社
[法人番号]
9030001041957

［製品名及び型式］
・軽快車「ジョブノ」装着用丸型ステンレス製バスケット（中国製）
・車種略号：ＪＢ４０ＴＰ，ＪＢ６０ＴＰ，ＪＢ６３ＴＰ，ＪＢ７０ＴＰ，ＪＢ７３ＴＰ，ＪＢ４０Ｔ，
　　　　　　ＪＢ４３Ｔ，ＪＢ６０Ｔ，ＪＢ６３Ｔ，ＪＢ７０Ｔ，ＪＢ７３Ｔ
・製造ロット：４１０８０１～４２０２２９／５１０８０１～５２０２２９

［問い合わせ先等］
ブリヂストンサイクル株式会社　「バスケット無償交換 お客様コールセンター」
・フリーダイヤル：０１２０－３１ー５６０４
・受付時間：09：00～17：00（月～金曜日(土・日・祝日と弊社特定休日を除く)
・ＵＲＬ：http://www.bscycle.co.jp/news/release/2012/37

2012/02/15
自転車用ハ
ンドルバー

株式会社 日東

［製品名及び型式］
自転車用ハンドルバー
１）Ｂ２５９ＡＡ
　　・ニギリの部分に「NITTO　B259」と刻印あり
　　・中央が二重パイプ
２）Ｂ２５８－Ｔ１９
　　・センターカラー(二重パイプ)の左側にＴ１９ＳＫＡＴＥＳＲＩＤＥＷ／ＰＲＩＤＥの刻印、
　　　右側にＮＩＴＴＯの刻印
※「Ｂ２５８－Ｔ１９」は日本国内のみでの販売であり、これまでに事故の発生はありませんが、「Ｂ２５９ＡＡ」と同仕様の
製品であるため、対象製品としました。
※「Ｂ２５９ステンレス」、「Ｂ２５９スチール」、「Ｂ２５９１アルミ」は、対象外製品です。

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０１２０－２１０－７７３（土、日、祝祭日を除く）
・受付時間：09：00～17：00
・ＵＲＬ：http://www16.ocn.ne.jp/~nitto210/contact.html

2012/01/27
自転車(フ
ロント
フォーク)

スペシャライ
ズド・ジャパ
ン合同会社
[法人番号]
6021001048087

［製品名及び型式］
2012年モデル ＴＣ　ＳＰＯＲＴ

［問い合わせ先等］
スペシャライズド・ジャパン合同会社 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/

2011/10/28 自転車

トレック・
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013201017613

［製品名及び型式］
・車種：2012年モデル7.3FX、2012年モデル7.4FX、2012年モデル7.4FX WSD、2012年モデル7.5FX WSD

［問い合わせ先等］
トレック・ジャパン株式会社
◆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.co.jp/news/detail.php?eid=00203&flg_race=notrace

2011/09/13

鉄製自転車
用後席幼児
座席(リヤ
チャイルド
シート)

ブリヂストン
サイクル株式
会社
[法人番号]
9030001041957

［製品名及び型式］
1)ＮEWロイヤルチャイルドシート　ＲＣＳＮＲＸ.Ａ
2)ロイヤルチャイルドシートＳＴＤ　ＲＣＳ-ＳＲＴ
3)ＮEWデラックスチャイルドシート　ＲＣＳ-ＭＨ.Ａ
4)ロイヤルチャイルドシート　ＲＣＳ-ＮＡＳ
5)ロイヤルチャイルドシート　ＲＣＳ-ＳＤＸ
6)ＮEWロイヤルチャイルドシート　ＲＣＳ-ＮＲＸ
7)デラックスチャイルドシート　ＲＣＳ-ＭＨＢＣ
8)デラックスチャイルドシート　ＲＣＳ-ＭＨＢ
9)リヤ子供乗せ　ＲＣＳ-ＭＳG
10)リヤ子供乗せ　ＫＮＲ-６９ＳG
11)子ざぶとん専用チャイルドシート　ＲＣＳ-Ｋ
12)ヤマハ発動機ブランド(ＲＣＳ-ＮＡＳと同型式)

［問い合わせ先等］
ブリヂストンサイクルリヤチャイルドシート　無償交換お客様コールセンター
・フリーダイヤル：０１２０－２２－０３５５
・受付時間：09：00～17：00 月～金曜日（土日・祝日及び弊社特定休日は除く）
・ＵＲＬ：http://www.bscycle.co.jp/childseat/index.html



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2011/08/18 自転車

スペシャライ
ズド・ジャパ
ン合同会社
[法人番号]
6021001048087

［製品名及び型式］
2011年モデルＳＩＲＲＵＳ（シラス）：ＥＸＰＥＲＴ，ＣＯＭＰ，ＥＬＩＴＥ
ＴＣ（ティーシー）：ＳＰＯＲＴ
ＶＩＴＡ（ヴィータ）：ＣＯＭＰ，ＥＬＩＴＥ

［問い合わせ先等］
スペシャライズド・ジャパン合同会社 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/ja/ja/bc/SBCWhatsNewDetail.jsp?article=9800&refp=USHome&menuItemId=12838&articleType=Co
mpanyNews

2011/05/23
自転車ペダ
ル（折りた
たみ式）

株式会社 三ヶ
島製作所
[法人番号]
1030001025091

［製品名及び型式］
ＦＤ－７　ＢＬＡＣＫ

［問い合わせ先等］
・電話番号：０４－２９４８－１２６１
・ＵＲＬ：http://www.mkspedal.com/fd-7kanren/fd7.htm

2011/05/17
折りたたみ
自転車

株式会社 あさ
ひ
[法人番号]
7120001006861

［製品名及び型式］
折りたたみ自転車「ＴＨＲＩＦＴ(スリフト)ＤＸ」　２０インチ　外装６段変速機付

［問い合わせ先等］
・購入店または最寄りのサイクルベースあさひ
・ＵＲＬ：http://www.cb-asahi.co.jp/

2010/12/24 自転車

宮田工業株式
会社/株式会社
ミヤタサイク
ル
[法人番号]
5010401088166

［製品名及び型式］
2008年モデル　シュガーＷシリーズ
・フレームのタテパイプに貼付されたシール
　ＤＳＷ：６０８、６０８ＮＳ、６３８ＦＰ、６３８ＮＳ、６３A８ＮＳ、６３Ｌ８、６３Ｌ８ＦＰ、
　　　　　６３Ｌ８ＭＣ、７０８、７０８ＮＳ、７３８、７３８ＭＣ、７３８ＮＳ、７３A８ＮＳ、
　　　　　７３Ｌ８、７３Ｌ８ＦＰ、７３Ｌ８ＭＣ、７３Ｌ８Ｎ、７３Ｌ８ＮＲ
・フレーム下ブリッジに刻印している車体番号の上2桁がＫＡ、ＫＣ

［問い合わせ先等］
宮田工業株式会社 お客様相談室
・フリーダイヤル：０１２０－８５－１３８３
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日および所定の休日を除く）
・http://www.miyatabike.com/topics/img/101224.pdf

2010/12/10
自転車用フ
ロント
フォーク

ライトウェイ
プロダクツ
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013301014725

［製品名及び型式］
ＦＥＬＴ 社製（2010年モデル）
１）２０１１ＭＹ Ｆ７５装着のＵＨＣ Ａｄｖａｎｃｅｄ カーボンフォーク（フロント用）
２）２０１１ＭＹ Ｆ５ 装着のＵＨＣ Ａｄｖａｎｃｅｄ カーボンフォーク（フロント用）
３）２０１１ＭＹ Ｆ４装着のＵＨＣ Ａｄｖａｎｃｅｄ カーボンフォーク（フロント用）

［問い合わせ先等］
ライトウェイ プロダクツ ジャパン株式会社 カスタマー担当
・電話番号：０３－５９５０－６００２
・受付時間：09：00～17：30（土日、祭日は休業）
・ＦＡＸ：０３－５９５６－８０２８
・ＵＲＬ：http://www.riteway-jp.com/headline_news/2010/img/20101210_felt/20101210_felt_news.pdf

2010/10/07 自転車

サイクルヨー
ロッパジャパ
ン株式会社
[法人番号]
7010001017944

［製品名及び型式］
・2010年型Ｂｉａｎｃｈｉ（ビアンキ）ＲＯＭＡ
・該当フレームナンバー：Ｆ１００１２３１９５～Ｆ１００１２３４６４、Ｆ１００４１１１２８～Ｆ１００４１１２１７
　保証書または現車でフレーム番号をご確認ください。
　※番号は車体の裏側のボトムブラケット(ＢＢ)の下に打刻されています。

［問い合わせ先等］
・電話番号：０３－５８１２－２０７０
・ＦＡＸ： ０３－５８１２－２０５９
・受付時間：9:30～12:00 13:00～18:00（平日）
・ＵＲＬ：http://www.cycleurope.co.jp/

2010/07/14
フロント
フォーク
(自転車用)

ライトウェイ
プロダクツ
ジャパン株式
会社
[法人番号]
9013301014725

［製品名及び型式］
ＦＥＬＴ 社製（2009年モデル）
１）２００９ＭＹ Ｂ１６装着のフェルトＳ３．２（又は３．３）エアロフロントフォーク
２）２００９ＭＹ Ｓ３２装着のフェルトＳ３．２（又は３．３）エアロフロントフォーク

［問い合わせ先等］
ライトウェイ プロダクツ ジャパン株式会社 カスタマー担当
・電話番号：０３－５９５０－６００２
・受付時間：09：00～17：30（土日、祭日は休業）
・ＦＡＸ：０３－５９５６－８０２８
・ＵＲＬ：http://www.riteway-jp.com/headline_news/2010/img/20100714_felt/20100714_felt_new.pdf

2010/06/17 自転車

株式会社モー
ビック
[法人番号]
5120001091071

［製品名及び型式］
車種名：26・27インチ　ラグステンレス軽快車／27インチ　ラグステンレスシティ車
マーク：Compo lote Olnos.
車体番号（SJ～、K～、TM～）

［問い合わせ先等］
（株）モービック　　お客さまご相談係
・フリーダイヤル：０１２０－５４４－８００
・受付時間：09：00～17：00（土、日、祝祭日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.mobic-inc.com/information/#1276653247-815523



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2010/06/15
電動アシス
ト付き自転
車

本田技研工業
株式会社
[法人番号]
6010401027577

［製品名及び型式］
・ラクーン ＵＢ０１：ＵＢ０１-１５０６９７３～ＵＢ０１-１５０９０２８
・ラクーン ＵＢ０２：ＵＢ０２-１０１２９２６～ＵＢ０２-１０１４３５９
・ラクーンＣＸ ＵＢ０３：ＵＢ０３-１０００００１～ＵＢ０３-１０００５１３
・ラクーン ＵＢ０４：ＵＢ０４-１０００００１～ＵＢ０４-１０５５８１０
・ラクーン ＵＢ０５：ＵＢ０５-１０００００１～ＵＢ０５-１００５４７５
・ラクーン ＵＢ０６：ＵＢ０６-１０００００１～ＵＢ０６-１０２３１１８
・ラクーンコンポ ＵＢ０７：ＵＢ０７-１０００００１～ＵＢ０７-１０１５７３１
・ラクーンコンポ ＵＢ０７：ＵＢ０７-１１００００１～ＵＢ０７-１１０１５００
・ラクーン ＵＢ０８：ＵＢ０８-１０００００１～ＵＢ０８-１０１０４８２
・ラクーン ＵＢ０９：ＵＢ０９-１０００００１～ＵＢ０９-１００７６２１

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０１２０－０８６－８１９
・受付時間：09：00～12：00/13：00～17：00
・ＵＲＬ：http://www.honda.co.jp/recall/other/100615.html

2010/05/14 自転車

サイクルヨー
ロッパジャパ
ン株式会社
[法人番号]
7010001017944

［製品名及び型式］
「プジョーブランド」
1998年型　ＰＥＵＧＥＯＴ－ＶＴＴ ９００（ＥＸＯＣＥＴ） / ＶＴＴ ８０５ (ＪＥＡＮＮＥ)
　　　　　ＶＴＴ ５０５ (ＳＡＨＡＲＡ) / ＣＯＭ ５０５（ＭＥＴＲＯ）
1999年型　ＰＥＵＧＥＯＴ－ＶＴＴ ９０５ （ＥＸＯＣＥＴ） / ＶＴＴ ８０５ (ＪＥＡＮＮＥ)
　　　　　ＣＯＭ ５０５ （ＭＥＴＲＯ） / ＤｅＬｉｔｅ
2002年型 ＰＥＵＧＥＯＴ－ＣＯＭ ５０５ （ＭＥＴＲＯ）

［問い合わせ先等］
・電話番号：０３－５８１２－２０７０
・ＦＡＸ： ０３－５８１２－２０５９
・受付時間：9:30～12:00 13:00～18:00（平日）
・ＵＲＬ：http://www.cycleurope.co.jp/

2010/04/16 自転車

サイクルヨー
ロッパジャパ
ン株式会社
[法人番号]
7010001017944

［製品名及び型式］
＊当該サスペンションと同じサスペンションフォークが付いたモデル
　(フォーク部番：ＲＳＴ ＣＴ ＣＯＭＰⅡ ＣＬ－７)
2002年型　ビアンキ・ドロミテ(ＤＯＬＯＭＩＴＥ) ７００Ｃ
2002年型　ビアンキ・アドバンテージ(ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ) ７００Ｃ

＊当該サスペンションと同様の構造を有するサスペンションフォークが付いたモデル
　(フォーク部番：ＲＳＴ ＣＴ ＣＯＭＰⅡ ＣＬ－６)
2002年型　ビアンキ・オセロ(ＯＣＥＬＯＴ) ２６インチ
　(フォーク部番：ＲＳＴ ＴＲ ＰＲＯ １ ＣＬ－６)
2002年型　ビアンキ・フォルツァ(ＦＯＲＺＡ) ２６インチ

［問い合わせ先等］
・電話番号：０３－５８１２－２０７０
・ＦＡＸ： ０３－５８１２－２０５９
・受付時間：9:30～12:00 13:00～18:00（平日）
・ＵＲＬ：http://www.cycleurope.co.jp/

2010/04/08 自転車

サイクルヨー
ロッパジャパ
ン株式会社
[法人番号]
7010001017944

［製品名及び型式］
2002年型/ビアンキ・バックストリート　BIANCHI・BACKSTREET

［問い合わせ先等］
・電話番号：０３－５８１２－２０７０
・ＦＡＸ： ０３－５８１２－２０５９
・受付時間：9:30～12:00 13:00～18:00（平日）
・ＵＲＬ：http://www.cycleurope.co.jp/

2010/03/24
折り畳み自
転車

株式会社ＫＣ
Ｄ
[法人番号]
2180001055692

［製品名及び型式］
スウィツスポートＦ２６　ＳＷ－ＭＡ２６（旧商品）
車体番号：Ｃ０６０５０２６９３～Ｃ０６０５０２９０９、Ｃ０６０５００５１７～Ｃ０６０５００６３２
上記商品の折畳式右ペダル　台湾ＶＰ　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ社製（中国製）

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０１２０－４２１－４２６
・受付時間：月～金曜日10:00～17:00
・ＵＲＬ：http://kcd.jp/news.html

2010/02/15

自転車(折
りたたみマ
ウンテンバ
イク)

株式会社タイ
セー
[法人番号]
9010901031407

［製品名及び型式］
ａｖｉｓｐｏｒｔｓ Ａ-１０１ ２６インチ折りたたみマウンテンバイク

［問い合わせ先等］
（株）タイセー 自転車事業部
・電話：０６－６７１９－０３１３
・ＦＡＸ：０６－６７１９－０３６７
・受付時間：10：00～17：00（日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.taisey.co.jp/importantnews-2010-02-ts.html

2009/12/07
幼児同乗器
付き自転車

ホダカ株式会
社
[法人番号]
6030001064770

［製品名及び型式］
スヌーピーママＤＸ（デラックス）
対象車種記号：ＳＭＤＧＨ３ＤＣ－ＡＡ、ＳＭＤＧＨ３ＤＳ－ＫＧ

［問い合わせ先等］
お客様相談室
・フリーダイヤル：０１２０－５２５－４４５
・受付時間：9:00～17:30（月曜～金曜（祝日を除く））
・ＵＲＬ：http://www.hodaka-bicycles.jp/htmls/navi/snomama.html

2009/05/26 自転車

コーナン商事
株式会社
[法人番号]
2010401061919

［製品名及び型式］
２６型軽快車 外装６段 ＫＴ２３－９１２９（グリーン色） 　ロットNO. ＫＮ０９－１８３

［問い合わせ先等］
・フリーダイヤル：０１２０－0４－１９１０
・受付時間：9：00～17：00　(土・日・祝日を除く）
ＵＲＬ：http://www.hc-kohnan.com/



公表日 品名 事業者名称 社告内容

2009/04/17

ダホン社製
自転車装着
ハンドルポ
スト

株式会社アキ
ボウ
[法人番号]
9120101000440

［製品名及び型式］
2008年製Radius Handle post（ラディアスハンドルポスト）を装着している下記モデルの一部
(1) スピードプロＴＴ（ＫＣ０７５ＴＴ）
(2) ヘリオスＳＬ（ＹＡ０９５）
(3) ビテスＰ１６（ＫＡ０６３）
(4) ミューＰ８（ＰＡ０８３）
(5) スピードＰ８（ＫＣ０８３）
(6) ボードウォークＤ７（ＨＣ０７２）
(7) カーブＤ３（ＰＡ６３２）

［問い合わせ先等］
・受付時間：平日 9:00 ～ 12:00／13:00 ～ 17:00
　（土・日・祝祭日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.dahon.jp/pdf/20090417user-b.pdf
　　　　　http://www.dahon.jp/http://www.dahon.jp/pdf/20090427freedial.pdf


