
品名 製造事業者名等 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

エアーコンプレッサー
アネスト岩田キャンベル株式会社
０１２０－５９１-７０８（フリーダイヤル）

HX-４００４・HL９１０４・HX４００７
2007年4月～
2007年12月

2008年04月01日
＜新聞・ＨＰ＞

　対象商品において細い線径の延
長コードのご使用等により電圧降下
が発生した場合、モータの保護装置
が正常に作動せず、モータが発火す
る問題が発生しました。

無償点検、
部品交換

過電流警報装置

河村電器産業株式会社
０１２０－８６０－８１４（フリーダイヤル）
０５６１－８６－９２０６（FAX）
http://www.kawamura.co.jp/news/kks1l_20080401.htm

・品名:過電流警報装置
品番:ＫＫＳ１Ｌ

1999年10月01
日～2002年12
月30日

2008年04月01日
＜新聞・ＨＰ＞

 　当製品の一部において、絶縁性
能の低いダイオードが混入したこと
により、環境・気象条件等により、製
品内部に使用しているダイオードの
絶縁性能が低下して、発熱・焼損す
る恐れがあることが判明。
　なお、焼損は過電流警報装置の内
部で止まり、火災に至ることはありま
せん。

無償交換（交換作業は、
8月1日以降に順次対応）

ワインクーラー/小型冷
蔵庫

ドメティック株式会社
お客様窓口
０１２０－０５０－１０６（フリーダイヤル）

エレクトラックス社製
ワインクーラーRD2000/小型冷蔵庫ＥＡ０６０１・ＲＡ２１２

1991年～1994
年

2008年04月08日
＜新聞＞

　長期間（およそ15年以上）の使用
にともない,発火にいたる可能性があ
ることが判明。

回収(一台につき二万円
で引き取り)

電動アシスト自転車

サンスター技研株式会社
インテリジェントバイク「お客様センター」
０１２０－４５４－２４５（フリーダイヤル）
http://www.sunstar-engineering.com/

サンスターインテリジェントバイク対象モデル
 機種 製造番号
 AL-14 0116-00562～01252
 DS-20Li 0113-00001～00222
 BX-20 0117-00567～00754
 BX-20Li 0117-01004～01347
 HS-20 0118-00173～00383
 SP-16 0120-00001～00504

ＯＥＭ製品の対象モデル
 機種 製造番号
 UGO UGOFDB20-0499～0909
 UGO-Li UGOFDB20-0913～1012
 モバイリー MDFDB16-0116～0155
 ローバー GI-166RV-0200～0648

2005年10月17
日～2007年2月
23日

2008年04月09日
＜HP＞

　一部製品で走行中にクランク軸が
折れる事象が発生。

無償改修・点検作業

社告回収等一覧表
（平成２０年度に新聞等に社告を掲載し、又は自主的に回収・交換等を実施しているもの）
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品名 製造事業者名等 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

電動車いす

スズキ株式会社
 ０１２０－４０２－２１９(フリーダイヤル)
http://www.suzuki.co.jp/about/recall/
シーケー販売株式会社
０１２０－９８９－６１５(フリーダイヤル)
http://www.calsonic.jp/

スズキ株式会社：「スズキセニアカー」　ＥＴ４D／ＥＴ４Ｅ／ＥＴ４Ｆ／ＥＴ４Ｆ
Ｓ
シーケー販売株式会社（ＯＥＭ製品）：「タウンパートナー」・・ＥＫ４０ＤⅠ
／ＥＫ４０ＤⅡ／ＥＫ－４０ＳⅠ

2002年12月～
2004年5月
2004年4月～
2006年3月
2006年2月～
2007年5月
2002年9月～
2004年4月
2004年4月～
2006年3月
2006年4月～
2007年4月
2003年4月～
2004年5月
2004年6月～
2006年2月
2006年2月～
2007年5月
2006年7月～
2007年5月
2003年4月～
2004年5月
2004年6月～
2004年9月
2003年2月～
2003年2月

2008年04月10日
＜ＨＰ＞

 
　ズズキ株式会社が生産した電動
車いすに、造上の不具合により、
モーターの耐久性が低下する恐れ
があることが判明。

無償修理

ドラム式洗濯乾燥機
東芝ホームアプライアンス株式会社
０１２０－７１０-５０８ (フリーダイヤル)
http://www.toshiba.co.jp/tha/info/080415.htm

ＴＷ－７４２ＥＸ/ＴＷ－７４２ＭＸ/ＴＷ－７４２Ｖ５
2002年８月～
2003年８月

2008年04月16日
＜新聞・ＨＰ＞

　東芝製ホームランドリー（ドラム式
洗濯乾燥機）において、本体内に垂
れ落ちた液体洗剤がリード線部に付
着し、リード線皮膜の絶縁が劣化し
て、製品のご使用時に発煙・発火の
可能性があることが判明。

無料点検・修理

マグカップ
(株）　唐　峰
０５７２－５９－１３７６
http://www8.plala.or.jp/UTSUWANOMORI/

清流マグカップ
2006年7月～
2008年2月

2008年04月16日
＜ＨＰ＞

　「清流マグカップ」に、熱湯を入れ
ると破損する可能性があることが判
明。

回収（一個につき５２５円
で引き取り）

ベビーカー用ソフトプレ
イジム

三起商行株式会社（ミキハウス）
０１２０－２３０－７５５(フリーダイヤル)
http://www.mikihouse.co.jp/jp/news/new_080417.html

ミキハウスファースト「ソフトプレイジム」（４６－１１２４－５０１）
色・・・マルチ

2004年08月～
2008年04月

2008年04月17日
＜ＨＰ＞

　　当製品において、クマとヒヨコの
目（フェルト素材）が本体から脱落す
るおそれのある商品が混入している
可能があることが判明。

無償点検・補強加工

ハロゲンヒーター

エスケイジャパン株式会社
０１０２－８１６－１０７(フリーダイヤル)
http://エスケイジャパン.jp/（IE7.0）
http://xn--eckh1a3ac1m3eof.jp/（IE7.0以外）

　(1)品番：ＳＫＪ―８０２Ａ
　(2)品番：ＳＫＪ―１００５Ｒ／Ｍ
　(3)品番：ＳＫＪ―Ｈ１００５Ｒ／Ｍ

(1)2002年9月
（製造）
(2)2004年9月
（製造）
(3)2005年9月
（製造）

2008年04月18日
＜ＨＰ＞

　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。

無償にて点検もしくは交
換
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品名 製造事業者名等 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

カーボンヒーター/ハロ
ゲン・ヒーター

燦坤（サンクン）日本電器株式会社
０１２０－６００－５２７(フリーダイヤル)
http://www.tsannkuen.jp

カーボン・ヒーター
　製造年/型式　　　　　　　　　　  販売元
　（2005・2006年製）
　　(1)ＴＳＫ－５３２８ＣＴ　　　　　  燦坤（サンクン）
　　(2)ＴＳＫ－５３２８ＣＲＩ　　　　   燦坤（サンクン）
　（2005年製）
　　(3)ＴＳＫ－５３２８ＣＲＩ（ＢＷ） 　株式会社バルス

ハロゲン・ヒーター
　製造年/型式　　　　　　　　　    販売元
　（2006・2007）年
　　(4)FS－９００T 　　　　　　　　　株式会社フィフティ

(1)(2(3))2005年
9月～2008年2
月
(4)2006年9月
～2008年2月

2008年04月21日
＜新聞・ＨＰ＞

　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。

回収（交換）

電気温水器
株式会社キューヘン
０１２０-０４８-５００（フリーダイヤル）
http://www.kyuhen.jp/

ユノカ電気温水器
丸型Ｄ３：品番　SM830DB-C177/SM837DB-C178/SM846DB-
C179/SM855DB-C180
角型Ｄ３：品番　SM830DB-F01/SM837DB-F02/SM846DB-F03
角形Ｒ２：品番　SM830RB-F04/SM837RB-F05/SM846RB-F06
床下用 ：品番　SM846D-G01

1996年9月～
2000年10月

2008年04月26日
＜ＨＰ＞

 
　「ユノカ電気温水器」の中で、ヒー
ターリレーの配線接続部のソケット
取付状況と経年劣化の進展具合に
よっては､ごく稀にソケット接続部分
から焼損に進展する可能性があるこ
とが判明。

無料点検・修理（部品交
換）

婦人用レギンス

株式会社サンエー・インターナショナル
バービー事業部　お客様係
０１２０－３０１１７２(フリーダイヤル)
・http://www.sanei.net/recall/0504bb.php

［製・品名及び型式］
　・Barbie（バービー）婦人用デニムレギンス
　・品番 : ・361－199246
　　　　　　・361－199249
　　　　　　・361－199252
　・カラー :黒・グレー・紺

2008年1月19日
～2008年4月28
日

2008年05月04日
＜新聞・ＨＰ＞

 
　「Barbie（バービー）」婦人用デニム
レギンスにおいて、一部商品に針の
断片が混入した可能性のあることが
判明。

　回収（商品の交換又は
お買上代金の返還）

刈払機
株式会社ニッカリ
０１２０－９２３－３６７(フリーダイヤル)
http://www.nikkari.co.jp/info/index.html

（株）ニッカリ
　型式名　　　　　　対象機番
　・SM2200　　 :000001～002340 両手、ループ、2グリップハンドル
　・SM2200H 　:002091～002140 両手ハンドル
　・SXD2000　 :000001～004950 両手、ループ、2グリップハンドル
　・SXD2000H :003851～003900 両手ハンドル
　・JX2000　　 :000001～000480 両手、ループ、2グリップハンドル
　・NBD233　　:130561～140620 背負式草刈機
　・NBD2300　: 140921～150860 背負式草刈機

(株）IHIシバウラ
　型式名　　　 　　対象機番
　BS23D 　　　:024540～025039 両手、ループ、2グリップハンドル
　　　　　　　　　:027887～028086 両手、ループ、2グリップハンドル
　　　　　　　　　:034824～035020 両手、ループ、2グリップハンドル

(株）スチール
　型式名　　　　　対象機番
　FS 2200 　　:55637000～60030992 両手、ループ、2グリップハンドル

有光工業（株）
　型式名　　　　　対象機番
AWA -201 　:000001～000320 両手、ループ、2グリップハンドル

初田工業（株）
　型式名　　　　　対象機番
　・SA201 　　:000001～001330 両手、ループ、2グリップハンドル
　・HNK231B :133161～135060 背負式草刈機
　・NK231C 　:142931～151660 背負式草刈機

2008年05月04日
＜ＨＰ＞

 
　一部の刈払機において、使用条件
および清掃・点検状況によってはギ
ヤケース部分の磨耗の進行が原因
で、ギヤケースの部品が緩み最悪
の場合ギヤシャフトごと刈刃が脱落
する恐れがあることが判明。

無償交換（ギヤケース）
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品名 製造事業者名等 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

バスケットボール
シューズ

アディダス ジャパン株式会社
専用回線：０１２０－００６－５６４（携帯・PHSからも利用可）
http://3stripes.adidas.co.jp/owabi/adidas_owabi0512_08.pdf

・製品名：アディストライク（サイズ展開：２３．０ｃｍ～３１．０ｃｍ）
　・ART No．（商品番号）
　　No．０７０２３４　白×藍×銀
　　No．０７０２３６　白×赤×黒
　　No．０９９０８２　白×銀×黒
　　No．６７９９４５　黒×銀×黒

2008年1月～
2008年05月13日
＜新聞・ＨＰ＞

　靴底（アウトソール）の一部に剥離
が発生する可能性が判明。

回収・返金

電気カーペット
東レ株式会社
０１２０－５４５－１１５(フリーダイヤル)
http://www.toray.co.jp/

対象・品名：東レ電気カーペット「ダンポッポ」「だんぽっぽ」「ほかにか」
対象型番：全ての型番

1976年(Ｓ51年)
～1983年(Ｓ58
年)頃

2008年05月14日
＜新聞・ＨＰ＞

　電気回路の一部が過熱し、焦げる
事故が発生。

注意喚起

婦人用ワンピース
株式会社サンエー・インターナショナル
０１２０－３０２１６１(フリーダイヤル)
http://www.sanei.net/recall/0516pl.php

［対象商品］
　・商・品名 : 「Private Label（プライベートレーベル）」婦人用ワンピース
　・品番 : 032-140054
　・カラー :ベージュ・ブラウン・パープル
　販売点数：36点（うち18点回収済み）

2008年5月9日
～
5月13日

2008年05月19日
＜新聞・ＨＰ＞

　株式会社サンエー・インターナショ
ナル「Private Label（プライベート
レーベル）」の下記の婦人用ワン
ピースを　店頭で検品していた際
に、商品１点から待ち針１本が発見
された。

回収（商品代金の返還）

殺虫剤
ライオン株式会社
０１２０－６７０－２２５(フリーダイヤル)
http://www.lion.co.jp

バルサン飛ぶ虫氷殺ジェット/バルサン這う虫氷殺ジェット 2007年3月～
2008年05月19日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品を火気のある場所で使用し
たり、噴射ガスが残留した状態で、
ガスコンロや風呂釜などに点火する
と、引火事故につながる危険性があ
ります。

自主回収

ビルトイン型食器洗い
乾燥機

TOTO株式会社
０１２０-９５０-９６１(フリーダイヤル)
http://www.toto.co.jp/

ビルトイン型食器洗い乾燥機（ウォッシュアップ　エコ）
　　対象型式　：　EUF100
　　対象製造番号：
　　　　067******2A /068******2A/ 069******2A/
        06X******2A/06Y******2A/ 06Z******2A/
        071******2A/ 072******2A/073******2A/
        074******2A/ 075******2A/ 076******2A
　　　　　注・・*には数字が入ります。

　○製品番号及び製造番号の確認方法
　
　　　　　　最初に「製品番号」を確認し、該当した場合に
　　　　　　「製造番号」をご確認ください。
　
　　　　　　1．製品番号をご確認ください。
　　　　　　　　操作パネル左側：電源入/切上部に
　　　　　　　　「TOTO　WASHUP EUF100」と表示しています。
　　　　　　　　注・・（EUF100Rと記載した商品は対象外です。）
　
　　　　　　2.製品番号が該当していた場合、「製造番号」を
　　　　　　　ご確認ください。
　　　　　　　　「製造番号」の確認は上記「対象製造番号」を
　　　　　　　　参考にしてください。

　　　　　　3.「製品番号」及び「製造番号」が該当した場合、
　　　　　　　　ご使用をお控えいただき、上記の問い合わせ先まで
　　　　　　　　ご連絡をお願い申し上げます。

2006年7月～
2007年6月

2008年05月19日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、温水ヒー
タ接続部の発熱により、まれに製品
の内部損傷にいたる発煙・発火事故
の恐れがあることが判明。

無料点検・修理
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品名 製造事業者名等 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

電動車いす

スズキ株式会社
０１２０－４０２－２１９(フリーダイヤル)
http://www.suzuki.co.jp/about/recall/

シーケー販売株式会社
０１２０－９８９－６１５(フリーダイヤル)
http://www.calsonic.jp/

・スズキ株式会社・・「スズキセニアカー」・・ＥＴ４D／ＥＴ４Ｅ／ＥＴ４Ｆ
　　　型式：ＥＴ４Ｄ
　　　車台番号の範囲：
　　　　　　　　ＥＴ４Ｄ-１００００１－１０８６０９
　　　　　　　　ＥＴ４Ｄ-２００００１－２１１５７５
　　　　　　　　ＥＴ４Ｄ-３００００１－３００８９７
　　　　　　　　ＥＴ４Ｄ-４００００１－４０７２８４
　　　　　　　　ＥＴ４Ｄ-５００００１－５００４９２
　　　型式：ＥＴ４Ｅ
　　　車台番号の範囲：
　　　　　　　　ＥＴ４Ｅ-１００００１－１０１３７３
　　　　　　　　ＥＴ４Ｅ-２００００１－２０１０４１
　　　　　　　　ＥＴ４Ｅ-３００００１－３００６４２
　　　型式：ＥＴ４Ｆ
　　　車台番号の範囲：
　　　　　　　　ＥＴ４Ｆ-１００００１－１００９７４
　　　　　　　　ＥＴ４Ｆ-２００００１－２００９１５
　　　　　　　　ＥＴ４Ｆ-３００００１－３００６４７
　　　　　　　　ＥＴ４Ｆ-４００００１－４００１４０

　・シーケー販売株式会社（ＯＥＭ製品）・・「タウンパートナー」・・
　　　　　　　ＥＫ４０Ｄ／ＥＫ４０Ｓ
　　　型式：ＥＫ４０Ｄ：
　　　車台番号の範囲：
　　　　　　　　ＥＫ４０D-１００００１－１０００３１
　　　　　　　　ＥＫ４０D-２００００１－２０００４０
　　　型式：ＥＫ４０Ｓ:
　　　車台番号の範囲：
　　　　　　　　ＥＫ４０Ｓ-１００００１－１０００５１

Ｈ14年5月～
Ｈ19年9月

2008年05月20日
＜新聞・ＨＰ＞

  ズズキ株式会社が生産した電動
車いすに、構造上の不具合があり、
電動モーター内の　モーターブラシ
が早期に摩耗することで接触不良を
起こし、走行不能に陥ることが判
明。

無償修理

LAN接続ハードディス
ク

株式会社アイ･オー･データ機器
０１２０－９７７－３４５(フリーダイヤル)
http://www.iodata.jp/hdlu1/

  製品：HDL-120U
　　　　　　　製造番号 （シリアル番号） 範囲
　　　　　　　　YWB0006001xx ～ YWB0007500xx
　　　　　　　　YWB0011501xx ～ YWB0013000xx
　　　　　　　　YWB1013501xx ～ YWB1015000xx
　製品：HDL-160U
　　　　　　　製造番号 （シリアル番号） 範囲
　　　　　　　　YWC0006001xx ～ YWC0006500xx
　　　　　　　　YWC0006899xx ～ YWC0008500xx
　　　　　　　　YWC0015199xx ～ YWC0017705xx
　　　　　　　　YWC1018711xx ～ YWC1020210xx
　　　　　　　　YWC0020211xx ～ YWC0020710xx
　製品：HDL-160UR
　　　　　　　製造番号 （シリアル番号） 範囲
　　　　　　　　Y3E0000001xx ～ Y3E0000100xx
　製品：HDL-250U
　　　　　　　製造番号 （シリアル番号） 範囲
　　　　　　　　YWD0002801xx ～ YWD0004000xx
　　　　　　　　YWD0007501xx ～ YWD0008500xx
　　　　　　　　YWD1010001xx ～ YWD1012500xx
　製品：HDL-250UR
　　　　　　　製造番号 （シリアル番号） 範囲
　　　　　　　　Y3F0000001xx ～ Y3F0000100xx
　製品：HDL-300U <BR>
　　　　　　　製造番号 （シリアル番号） 範囲
　　　　　　　　YZE1003301xx ～ YZE1005300xx
　製品：HDL-300UR
　　　　　　　製造番号 （シリアル番号） 範囲
　　　　　　　　Y3G0000001xx ～ Y3G0000100xx

2004年3月～
2005年1月

2008年05月21日
＜ＨＰ＞

　「HDL-Uシリーズ」（2006年10月生
産終了）の生産製品の一部におきま
して、電源ユニット故障の際、故障
状態によっては　若干の発煙を伴う
可能性のあることが判明。

無償点検・部品交換
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品名 製造事業者名等 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

婦人用パンプス
株式会社リーガルコーポレーション
０１２０―０１２１１０(フリーダイヤル)
http://www.regal.co.jp/20080521/

・商品ブランド：「ピンキー＆ダイアン」
　・商品番号：　「SW28」
　・カラー：クロ、コールド、シルバー、ライトグリーン

2008年1月～
2008年05月21日
＜新聞・ＨＰ＞

　「Pinky & Dianne(ピンキー・アンド・
ダイアン)」の婦人用パンプスにおい
て、ヒール部分に強度不足の製品
があることが判明。

無償修理又は商品代金
の返金

スノーボード用バイン
ディングパーツ

　株式会社　Ｋ２ジャパン
　フリーダイヤル：０１２０－６２６－６６５
　http://www.k2japan.com/

2007年度Ｋ２「ＡＵＴＯモデル」 2007年8月～
2008年05月22日

＜ＨＰ＞

　2007年度Ｋ２「ＡＵＴＯモデル」の一
部においてストラップケーブルが切
れるという不具合が判明。

無償交換

キルティングスウェット
パーカー
キルティングスウェット
ドレス
キルティングスウェット
スカート

株式会社ユナイテッドバンブー
０１２０－２９８－４９３(フリーダイヤル)
http://www.adametrope.com
http://www.jun.co.jp
http://www.unitedbamboo.com/

　・品名：キルティングスウェットパーカー
　品番：UMM-3812
　カラー：生成り・グレー

　・品名：キルティングスウェットドレス
　品番：UMM-3813
　カラー：生成り・グレー

　・品名：キルティングスウェットスカート
　品番：UMM-3814
　カラー：生成り・グレー

2008年2月21日
～
2008年4月12日

2008年05月24日
＜新聞・ＨＰ＞

　ユナイテッドバンブー" 及び "アダ
ム エ ロペ" の店舗にて販売いたし
ました一部商品に、待ち針が混入し
ている可能性があることが判明。

商品回収（返金または交
換）

カーポリッシャー
 大自工業株式会社　メンテナンス部
  ・電話番号：０７２－９７６－０１０１
　　http://www.daiji.co.jp/important.html

Ｆ－６３ ～2008年4月
2008年05月29日

＜ＨＰ＞
　内部における構造に対し技術基準
を満たしていない箇所があった。

 使用の中止（注意喚起）

うじ駆除剤
エステー株式会社
０１２０－９８８－３３６(フリーダイヤル)
http://www.st-c.co.jp/

製品名：「エスゾール」（内容量550g）
回収対象製品番号：
　 JAW02、JA802、JA002、JBD02、JBE02、JB602、JCT02、
　 JCW02、JC402、JC502、JC602、JC702、JDL02、JDP02、
　 JDR02、JDS02、JDW02、JDX02、JDY02、JD402、JD502
　 JD802、JEA02、JEB02、JEG02、JEH02、JEY02、JE402、JE602

2008年1月25日
～
2008年5月29日

2008年05月30日
＜新聞・ＨＰ＞

　殺蛆剤（うじ駆除剤）「エスゾール」
の一部製品において、ガラスビンの
口元の口径不良により、キャップを
取る際に散布用中栓がビンから外
れる可能性があることが判明。

回収・商品代金返送

フィールドチャッカー
新富士バーナー株式会社
０１２０－７５－５０００(フリーダイヤル)
http://www.shinfuji.co.jp/index.html

フィールドチャッカーST-Y４１９B
フィールドチャッカーST-L１０E

2008年3月7日
～
2008年5月20日

2008年05月31日
＜ＨＰ＞

　燃焼によるバルブの温度上昇によ
り火口部分を固定する六角穴付き
止めねじが緩み、その際に火口部
分に継続的な振動や衝撃が加わる
ことで火口部分が脱落する可能性
があることが判明。
　（燃焼中に火口部分が脱落した場
合、炎は脱落と同時に消火し、使用
できなくなります。　）

回収・交換
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品名 製造事業者名等 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

書画カメラ(再社告)

株式会社　エルモ社(製造元)：
０８００－２２２－１１１０/ http://www.elmo.co.jp/
株式会社　学習研究社（販売元）：
０１２０－２５－２１３３ /　http://www.gakken.co.jp/
セイコーエプソン株式会社（販売元）：
０１２０－９２－６９４０ / http://www.epson.jp/
日本ビクター株式会社（販売元）：
０１２０－５５－３９２３ /　http://www.jvc.co.jp/

メーカー名：株式会社　エルモ社
製品型番　　製造番号 　　　販売期間
EV-500AF 　すべて　　 1993年10月～2001年10月
EV-501AF 　すべて　　 1998年01月～2003年04月
EV-400AF 　すべて　　 1995年07月～1999年09月
EV-401AF 　すべて　　 1998年01月～2003年03月
EV-601AF 　すべて　　 1998年02月～2003年02月
HV-700SX　 すべて　　 2000年03月～2004年01月
EV-701AF 　すべて　　 1999年07月～2002年08月
HV-800SX ～450538　 2002年11月～2004年02月
EV-602AF ～256850 　 2002年01月～2004年06月
HV-600XG ～551159　 2003年10月～2004年05月

メーカー名：株式会社　学習研究社
製品型番　製造番号 　　　販売期間
GV-418AF　すべて　1995年10月～1998年03月
GV-428AF　すべて　1998年04月～2003年02月
GV-600AF　すべて　1994年09月～1996年05月
GV-612MC すべて　1998年04月～2005年05月

メーカー名：セイコーエプソン株式会社
製品型番　製造番号 　　　販売期間
ELPDC02　 すべて　 2000年10月～2002年05月

メーカー名：日本ビクター株式会社
製品型番　製造番号 　　　販売期間
AV-P500　　すべて　 1994年06月～1997年09月

2008年06月02日
＜新聞・ＨＰ＞

　株式会社　エルモ社製「書画カメ
ラ」の一部において　資料照明用ラ
ンプ（蛍光灯）を正しく装着されてい
ない状態で使用した場合、　発煙及
び発火に至る可能性があることが判
明。

無償点検・回収（2007年8
月より実施）

テレビドアホン アイホン株式会社 対象機種：MY-2CD/MY-2C/MYH-2CD/MYH-2C/MY-1ED/MY-1E
1992年8月～
1999年9月

2008年06月02日
＜ＨＰ＞

 
　当製品において、長年の使用によ
る電子部品の経年劣化および内部
配線処理の影響によって、
　ごく稀に絶縁不良が発生して発煙
に至る可能性のあることが判明。

無償点検・部品交換

魔法をかけてあげるよ
スティック（ボタン電池）

株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
:０１２０‐７８９‐８２１（フリーダイヤル）
http://www.smci.jp/

「KAELA」　魔法をかけてあげるよスティック
2008年5月9日
～2008年5月18
日

2008年06月03日
＜新聞・ＨＰ＞

　海外製造協力会社での製造時に
内蔵された海外メーカー製アルカリ
ボタン電池を交換のため取り外し置
いていたところ、破損し中身が飛び
散るという事例が発生。

回収・返金

扇風機（再社告）
三洋電機株式会社
０１２０－３４－０９７９（フリーダイヤル）
http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/info/080430.html

ＳＡＮＹＯブランド扇風機の品番…「EF-XXX（3～5桁の数字とアルファ
ベットの組み合わせ）」
新日本電気ブランド扇風機の品番…「NF-XXX（3～6桁の数字とアルファ
ベットの組み合わせ）」
ゼネラルブランド扇風機の品番…「EF　もしくは　Ｆ-XXX（3～5桁の数字
とアルファベットの組み合わせ」

下記のＵＲＬよりお手元の扇風機が1977年（昭和52年）以前の販売機種
か否かがチェックできます。
品番検索ページ：http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/info/search.html

1977年（Ｓ52
年）以前

2008年06月10日
＜新聞・ＨＰ＞

　販売年が1977年（昭和52年）以前
の扇風機について、モーター、コー
ド、コンデンサー等の電気部品の経
年劣化により発煙・発火のおそれが
あることが判明。

注意喚起
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品名 製造事業者名等 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

冷凍冷蔵庫
株式会社　富士通ゼネラル
０１２０-６２３-６６７（フリーダイヤル）
http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/ref0806/index.html

ER-387VM-H
ER-D380V-G ER-D380V-H ER-D429V-G ER-D429V-H
ER-V38KD-G ER-V38KD-H ER-V38KE-G ER-V38KE-H ER-V38KELH
ER-V38KF-C
ER-V38MC-G ER-V38MC-H ER-V38MD-G ER-V38MD-H ER-
V38ME-G ER-V38ME-H
ER-V38MELH ER-V42JC-H ER-V42KC-G ER-V42KC-H ER-V42KD-
H ER-V42MC-G
ER-V42MC-H

1997年～2002
年

2008年06月10日
＜新聞・ＨＰ＞

　平成9年～13年に製造した一部の
電気冷凍冷蔵庫において、庫内に
食品汁等をこぼした場合、電装部へ
流れ込み、「発煙・発火」する恐れが
ある事が判明。

無償点検・修理

ノートパソコン

日本電気株式会社
ＮＥＣパーソナルプロダクツ株式会社
０１２０－３６２－８８６（フリーダイヤル）
http://121ware.com/navigate/support/lvl/

型番に関しては、製品本体底面の装置銘板（「NECパーソナルコン
ピュータ」と記載）または保証書にて確認して下さい。（※型番中の「*」に
は任意の英数字1文字が入ります。）

●個人向け店頭販売モデル（出荷時期：2003年5月～2004年4月）
・「LaVie L」
　PC-LL9*06D／ PC-LL9006D1*L ／PC-LL9*07D
　PC-LL9*08D ／ PC-LL9008D1K／ PC-LL7*06D
　PC-LL7706DT／ PC-LL7*07D／ PC-LL7707DT
　PC-LL7*07D1* ／PC-LL7*08D／ PC-LL7708DT
　PC-LL7*08D1*

・「LaVie F」
PC-LF750*D ／ PC-LF7506D1FL ／ PC-LF7508D1T

●個人向けWeb直販専用モデル（出荷時期：2003年5月～2004年8月）
・「LaVie G タイプL」「LaVie G タイプF」
　PC-LG18*L**E ／ PC-LG22HLF*G ／ PC-LG2*HLC*F
　PC-LG2*HLC*G ／ PC-LG***LY*E ／ PC-LG***LY*F
　PC-LG***LY*G ／ PC-LG**HF*EE ／ PC-LG**HF*EF
　PC-LG**HF*EG

●法人向けモデル（出荷時期：2003年5月～2006年3月）
・「VersaPro」
　PC-VA18SWX*J ／ PC-VA18X***J ／ PC-VA1*FD**J
　PC-VA18SWX****J ／ PC-VA18X******J ／ PC-VA1*FD*****J
　PC-VA2*SR**J ／ PC-VY1*FD**L ／ PC-VY1*FD**M
　PC-VA2*SR*****J ／ PC-VY1*FD*****L ／ PC-VY1*FD*****M
　PC-VY22*R**L ／ PC-VY22*D**L ／ PC-V***FD**R
　PC-VY22*R*****L ／ PC-VY22*D*****L ／ PC-V***FD*****R
　PC-V*13MDF*R ／ PC-V*22*R**M
　PC-V*13MDF****R ／ PC-V*22*R*****M

2003年5月～
2006年3月

2008年06月10日
＜ＨＰ＞

　ノートパソコン「LaVie L」、「LaVie
G タイプL」、「LaVie F」、「LaVie G タ
イプF」、「VersaPro」の一部製品にお
いて、液晶ディスプレイの画面が表
示されなくなることや左側の液晶ディ
スプレイ取り付け部の内側からわず
かな異臭や煙が稀に発生することが
判明。
　なお、これによって発火などの被
害に至ることはないことを確認してい
ます。

点検(点検結果に応じて
無償修理)

インターホン用直流電
源ユニット

アイホン株式会社
０１２０－２３４－８８９（フリーダイヤル）
http://www.aiphone.co.jp/info/customer_info8.html

PS-24N
1986年1月～
1995年6月

2008年06月10日
＜ＨＰ＞

　インターホン用直流電源ユニット
「PS-24N」において、長年の使用に
よる故障の際に稀に発煙を伴う可能
性のあることが判明。

無償点検・交換

ハロゲンライト用バッテ
リー

株式会社オーム電機
０１２０－９６３－００６（フリーダイヤル）
http://www.ohm-
electric.co.jp/showcase/halogen_battery/halogen_battery.html

・パワーハロゲンライトＴＬ－４０４
2002年～
2008年

2008年06月10日
＜新聞・ＨＰ＞

 
　当製品において規格違いのバッテ
リーが混入していることが判明。
　このバッテリーの一部において充
電時に異常発生した水素ガス等に
充電直後の点灯スイッチの操作によ
る電気スパークにより引火し、場合
によっては本体が破裂する恐れの
あることが判明。

回収・交換・返品
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品名 製造事業者名等 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

アイワ１４型カラーテレ
ビ

ソニー株式会社

０１２０－１０９－８０１（フリーダイヤル
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/080612/

ＴＶ－１４ＧＴ５５
ＴＶ－１４ＳＴ５０

2001年11月頃
2008年06月12日

＜ＨＰ＞

　部品（偏向ヨーク）の絶縁劣化によ
りテレビ画面の幅が小さくなり、場合
によっては発煙を伴う可能性があ
る。

修理（無償）

ＰＨＳ電話機

セイコーインスツル株式会社
０１２０－２１１－４７７（フリーダイヤル）
（セイコーインスツル株式会社）
http://speed.sii.co.jp/pub/corp/pr/newsDetail.jsp?news=50184
　（株式会社ウイルコム）
http://www.willcom-
inc.com/ja/corporate/press/2008/06/13/index.html

セイコーインスツル製電話機
「Ｘ ＰＬＡＴＥ（テンプレート）」型番：ＷＸ１３０Ｓ

2008年2月～
2008年6

2008年06月13日
＜ＨＰ＞

 
　当製品の一部において、背面ス
ピーカー部の絶縁不良により、着信
音鳴動が約１分間程度継続した場
合、電話機本体が発熱する不具合
があることが判明。

交換

マリンシューズ／女性
用Ｔシャツ

ゼビオ株式会社
０１２０－８４２－５５０（フリーダイヤル）
http://www1.xebio.co.jp/

商・品名 : ＸＥＲＥＳブランド　マリンシューズ３型
品　番 : ＭＳＡＱ０３９・ＭＳＡＱ016・ＹＦ０３６
サイズ :15㎝　～　28㎝

商・品名 : nextブランド　女性Tシャツ
品　番　：ＡＧ－０８ＨＫ011ＫＨＫ－Ｊ
サイズ :6号・8号・10号・12号・14号・16号

・マリンシュー
ズ:2007年4月1
日～
2008年5月25日
・女性用Ｔシャ
ツ: 2008年3月
20日～
2008年6月12日

2008年06月14日
＜新聞・ＨＰ＞

  当製品の一部において金属片の
混入している事が判明明。

回収・返金

乳幼児用Ｔシャツ
ゼビオ株式会社
０１２０－８４２－５５０（フリーダイヤル）
http://www1.xebio.co.jp/

商品名 : nextブランド　乳幼児用「花柄Tシャツ」
品番 : MD418205
サイズ :9-12ヶ月・12-18ヶ月・18-24ヶ月幼児用

2008年2月13日
～
2008年3月21日

2008年06月14日
＜ＨＰ＞

 
　当製品のおいて一部厚生省令第
34条に定める基準（0.05）を超えた遊
離ホルムアルデヒド（0.06）が検出さ
れたことが判明。

回収・返金

バスケットボール
シューズ

株式会社アシックス
6月16日（月）～7月15日（火）
０１２０－６０１－８７３（フリーダイヤル ）
7月16日（水）以降
０６－６４９６－５１５１

・製品名：バスケットボールシューズＧＥＬＢＵＲＳＴＲＳＬＡＳＨ(ゲルバー
ストスラッシュ)
・品番：ＴＢＦ０９７／ＴＢＦ６５２

2008年04月～
2008年06月16日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品において、外底（アウター
ソール）のサイド側(小指あたり)が部
分的に剥がれてしまう事が判明。

回収・返金

電気蚊取り器用マット

アース製薬株式会社
０１２０－４８－７６６１（フリーダイヤル）
http://www5.mediagalaxy.co.jp/CGI/earth-
chem/whatsnew/list.cgi?mode=detail&seq=166

販売名：アースマットＣＨ　（アースマットマイルド３４枚、３４枚２個パック
および６８枚）
製造番号 ＵＡ０１Ｙ／ＵＢ０１Ｙ／ＵＢ０２Ｙ／ＵＢ０３Ｙ／ＵＢ０４Ｙ

2008年1月～
2008年4月

2008年06月16日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、規定量以
上の薬剤を含んだ製品があることが
判明。

回収・返金

寝袋

イケア・ジャパン株式会社
０１２０－１５１－８７０(フリーダイヤル)
Eメール： IKEA.RECALL@japan.ikea.com
http://www.ikea.com/ms/ja_JP/recall/recall_barnslig_femton.html

ＢＡＲＮＳＬＩＮＧ/バーンスリグ　寝袋
  日付スタンプ0745～0824
　　※日付スタンプ＝寝袋の内側の縫い込みラベルに表示された(製造
年と週を4桁の数字で表したもの)

2006年04月～
2008年06月

2008年06月18日
＜ＨＰ＞

　ジッパーの止め具がジッパーから
外れ、さらにジップスライダーも外れ
てしまったとの事象が判明。

回収(商品代金払い戻し)

木製ゲート 株式会社　野中製作所
品番9370「木製あんしんゲート」
品番9330「木製ダブルロックベビーゲート」

2007年10月～
2008年06月19日
＜新聞・ＨＰ＞

 
　当製品において、ゲート扉とゲート
本体を接続している上部の回転軸
部分のボルトとナットが緩み、　回転
軸部分に内蔵しているバネの反発で
ボルトが上部に飛び出す不具合が
発生。

無償交換
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品名 製造事業者名等 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

オーブンレンジ
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
０１２０－３４－１１０５（フリーダイヤル）
http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/info/080620.html

●全数対象の機種
下記の機種は、本体前面右下の機種名をご確認ください。
　　　EMO-BC8　 EMO-CH10　 EMO-MVP7 　EMO-SJ9
　　　EMO-CH4 　EMO-H40　　 EMO-S4 　　　EMO-T5
　　　EMO-CH5 　EMO-H60　　 EMO-S5 　　　EMO-T6
　　　EMO-CH6 　EMO-KDH1　 EMO-S6 　　　EMO-T7
　　　EMO-CH7 　EMO-ME5　　 EMO-S7 　　　EMO-TH5
　　　EMO-CH8 　EMO-MVP5　 EMO-S8 　　　EMO-TH6
　　　EMO-CH9 　EMO-MVP6　 EMO-S9 　　　EMO-CH8FF※

　●製造番号により一部対象の機種
下記の機種は、本体右側面の機種名、製造番号をご確認ください。
　　　EMO-CH3(HW)　　対象製造番号：023001～025000
　　　EMO-S3(HL)　　　対象製造番号：043501～051500
　　　EMO-SH1(H)　　　対象製造番号：006001～009000
　※　Francfrancブランドのオーブンレンジ「EMO-CH8FF」は、
　　　弊社で製造しておりますので、同じく点検・修理させていただきま
す。

2000年6月～
2007年9月

2008年06月20日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品において、電源コード（本体
内）の不具合により、オーブン・グリ
ル運転コースの使用時に部品の一
部が発煙・発火する可能性のあるこ
とが判明。

無償点検・修理

ぬいぐるみ
ゼビオ株式会社
０１２０－８４２－５５０（フリーダイヤル）
http://www1.xebio.co.jp/

商品名 ： ぬいぐるみ（動物4種類） （大きさ10cm程度のもの）
品　 番 ： ９３９ＸＥＴ９９ＳＴＣ２７３１
　　　　　　９３９ＸＥＴ９９ＳＴＣ２７３２
　　　　　　９３９ＸＥＴ９９ＳＴＣ２７３４
　　　　　　９３９ＸＥＴ９９ＳＴＣ２７３５

2008年6月14日
～
2008年6月20日

2008年06月20日
＜新聞・ＨＰ＞

　当商品の在庫商品からステープ
ラーの芯が確認された。

回収・返金

吸殻入れ（たばこ用景
品）

日本たばこ産業株式会社

「マイルドセブン ロゴ入り オリジナル吸殻入れ」
　
　「提供場所」
　北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・ 鳥取県
　島根県・広島県・岡山県・山口県・香川県・徳島県・愛媛県・高知県
　福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県のローソン各店舗（たばこ取
扱店に限定。）

キャンペーン実
施期間
2008年5月5日
から（本景品が
無くなり次第終
了）

2008年06月24日
＜新聞・ＨＰ＞

　当景品において、火がついたまま
の吸い殻を本景品に入れ放置した
場合に、　本景品が加熱され変形す
る場合があることが判明。

自主回収

１口ラジエントヒーター

株式会社　萬品電機製作所
小松法律特許事務所
破産者株式会社萬品電機製作所　破産管財人室
　　　・電話：０６－６２２１－３３５８
　　　・ＦＡＸ：０６－６２２１－３３４４
　　　http://www.manpin.co.jp/

ＭＤＳ－１１３ＲＥ，ＭＤＳ－１１３ＲＥＢ，ＭＤＳ－２１８ＲＥ，ＭＤＳ－２１８Ｒ
ＥＢ

2003年3月～
2008年1月

2008年06月24日
＜新聞・ＨＰ＞

　一部の1口ハイラジエントヒーター
において、外部からの大きなノイズ
が流入したり、多量の水分が製品内
に侵入した場合、「誤作動」する恐れ
があることが判明。

注意喚起
（2008年８月１日以降）

スポットライト

イケア・ジャパン株式会社
０１２０－１５１－８７０(フリーダイヤル)
Eメール： IKEA.RECALL@japan.ikea.com
http://www.ikea.com/ms/ja_JP/recall/recall_barnslig_femton.html

ＦＥＭＴＯＮ/フェムトン ウォール/クランプ スポットライト
サプライヤー番号：１７７９６
製造国名：中国
（上記情報は商品のパッケージに記載）

2004年～
2008年06月25日

＜ＨＰ＞

　構造上の問題があり、過熱事故を
引き起こすおそれがあることが判
明。

回収(商品代金払い戻し)

婦人用サンダル
株式会社サンエー・インターナショナル/株式会社ラストコール
TEL：０３－５４６７ー１９３２
http://www.sanei.net/recall/0627ks.php

商品名 ： LOREL
　品番 :：０２４－１８５２５９
　カラー :ブラックキッド/ホワイトキッド

商品名 :：FLEUR
　品番 :：０２４－１８５２７１
　カラー :ネイビーサテン/ホワイトフィッシュネットファブリック

国内店舗 販売
期間：2007年3
月16日～8月8
日
アウトレット店
舗 販売期間：
2008年2月19日
～6月20日

2008年06月27日
＜ＨＰ＞

　当製品において、着用により足を
傷つけてしまう可能性があることが
判明

回収・返金
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品名 製造事業者名等 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

蛍光替球（３２Ｗ） 株式会社シバタ SHIBATA蛍光替球３２Ｗ　ＳＦ－３２
2005年9月7日
～2008年4月2
日

2008年06月27日
＜新聞・ＨＰ＞

　インバーター部に一部不具合があ
り、一部の商品において発熱による
点灯不良が起こる可能性があること
が判明。

無償点検または代品交
換

システムチェア
株式会社　内田洋行
フリーダイヤル：０１２０－０７７ー２６６
http://www.uchida.co.jp/company/news/customer_080630.html

Ｔ１８、Ｔ１９、Ｔ５１、Ｔ５３、Ｔ６１、Ｔ６３
2000年1月29日
～2005年4月30
日

2008年06月30日
＜ＨＰ＞

　
　当製品において、座部傾斜機構の
溶接に不具合があり、座部がぐらつ
いたり外れたりする可能性があるこ
とが判明。

無償交換

マネージャーチェア

プラス株式会社
フリーダイヤル：０１２０－９４５－６３６
http://www.plus.co.jp/news/080701.html０１０２－６６０－２７３
http://www.agatsuma.co.jp/

　（品番）
　　　ＫＢ－１００ＳＬ　・ＫＢ－１００ＮＬ
　　　ＫＢ－１０１ＳＬ　・ＫＢ－１０１ＮＬ
　　　ＫＢ－１１０ＳＬ　・ＫＢ－１１０ＮＬ
　　　ＫＢ－１１１ＳＬ　・ＫＢ－１１１ＮＬ
　　　ＫＢ－２００ＮＬ　・ＫＢ－２０２ＮＬ
　　　ＫＢ－２０３ＮＴ　・ＫＢ－２０５ＮＬ
　　　ＫＢ－５９１ＮＬ　・ＫＢ－５９２ＮＬ

　（製造番号）
　　　Ｚ－０００００１～Ｚ－０８１９９４
　　　Ａ－０００００１～Ａ－０８２９９２
　　　Ｂ－０００００１～Ｂ－０３３３１２

2000年１月～
2002年4月

2008年07月01日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、座面と脚
部をつなぐ箇所に不具合のあること
が判明。

点検・交換

浴槽用電気温水循環
浄化器
（通称：24時間風呂）

株式会社　ブリヂストン（販売元）
株式会社　デンソー（製造元）
コロナ工業株式会社（製造元）

０１２０－７２１－２９０（ブリヂストン24時間風呂専用コールセン
ター）
http://www.bridgestone.co.jp/customer/20080630.html

●発火のおそれのある機種
　　製造：コロナ工業株式会社
　　対象機種名 　製品型式 　　製造期間
　　常湯手段 　　  BS-4126 　　1989年7月～1995年6月
　　泡湯家族 　　  BS-1126 　　1990年1月～1995年10月
　　シエスタ 　　　  DWEE1001   1991年11月～1996年6月
　　常湯手段II      BS-4128   　1993年4月～1996年4月
　　常湯家族        BS-1127 　　1993年2月～1995年8月
　　新常湯手段　　 BS-4127 　　1993年3月～1994年7月
　
●発熱・発煙の恐れのある機種
    製造：株式会社デンソー
　　機種名：常湯讃歌
　
　　　製品型式　　　 　　　　製造期間
　　　BS-5126　　　　1994年 2月～1994年12月
　　　BS-5128　　　　1995年 1月～1996年 4月
　　　BS-5130　　　　1996年 4月～1997年 3月

1989年7月～
1997年3月

2008年07月01日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、本体内部
の部品が発熱・発煙し、機種によっ
ては発火に至る恐れがあることが判
明。

無償点検・修理

らくがきデスク

株式会社アガツマ（販売元）
株式会社トコムコーポレーション（製造元）
０１０２－６６０－２７３(フリーダーヤル)
http://www.agatsuma.co.jp/

　商・品名：アンパンマンらくがきデスク
　対象商品ロットＮｏ：Ｎｏ.０７１０３０/Ｎｏ.０７１１１０/Ｎｏ.０７１１２５
　JANコード：４９７１４０４３０１２２１

2007年10月20
日～2007年11
月25日

2008年07月04日
＜新聞・ＨＰ＞

　金属プレートが剥離し、けがをする
事故が発生。

回収・交換

オフィスチェア
タマリビング株式会社
０１２０－９９３－３０２(フリーダーヤル)
http://www.tamahome-living.jp/recall_info.html

オフィスチェア　「コーク」BR
2005年9月1日
～2006年7月31
日

2008年07月04日
＜新聞・ＨＰ＞

 
　当製品の一部において、脚ベース
に不具合があり破損に至る可能性
がある事が判明。

回収・交換

11



品名 製造事業者名等 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

屋内型湯沸器（再社
告）

株式会社　パロマ/パロマ工業株式会社
０１２０－３１４－５５２(フリーダイヤル)
http://www.paloma.co.jp/

該当製品の機器型式一覧
   ※下記型式末尾（　）付を含む
    ＰＨ－８１Ｆ　　ＰＨ－８２Ｆ
    ＰＨ－１０１Ｆ　　ＰＨ－１０２Ｆ
    ＰＨ－１３１Ｆ　　ＰＨ－１３２Ｆ
    ＰＨ－１６１Ｆ
    ＰＡ－１０８ＦＥ（東京ガスブランド）
    ＰＡ－１１３ＦＥ（東京ガスブランド）
    ＰＩＣＭ－２５０（東邦ガスブランド）
    ＫＰＡ－６０８Ｆ（北海道ガスブランド）
    ＫＰＡ－６１０Ｆ（北海道ガスブランド）
    ＫＰＡ－６１３Ｆ（北海道ガスブランド）

1980年～1989
年

2008年07月05日
＜新聞・ＨＰ＞

　正常な状態の当製品においては、
使用中に排気ガスを屋外に排出す
るための機能が　正常に作動しない
場合、自動的に燃焼を停止させる安
全装置が働く。
　しかし、何らかの理由で安全装置
が働いた場合にも、燃焼を停止させ
ないように改造された　当製品にお
いては、事故に至る危険性がある。

無償点検・回収

ベビーカー
アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社
　０１２０－５４５－３７０(フリーダイヤル)
　http://www.aprica.jp/hm/html/news/support3.html

  ・カルッコベッドメディカルアイｔｏアイシリーズ（両対面）
　・超軽量ふわっとベッドアイｔｏアイシリーズ（両対面）
　・Ｗな、Ｍｉｎｉ アイｔｏアイシリーズ（両対面）
　・ＶＥＲＹ ベリー Ｍｉｎｉ シリーズ（両対面）
　・ベビークルーザーシリーズ（両対面）
　・ミラノライト両対面シリーズ
　・ロイヤルプラムシリーズ（両対面）
　・ユーロプラスシリーズ（両対面）
　・Ｍｅｄｉｃ Ｒｅｖ（メディックレヴ）シリーズ（両対面）
　・ベビーカー工房シリーズ（両対面）
　・マワール ４ＷＦ シリーズ（両対面）
　・ショコラシリーズ（両対面）

2008年07月08日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、ネジがゆ
るむ製品があることが判明致しまし
た。
　これらの製品をネジがゆるんだま
ま使用した場合、ネジの脱落等によ
り、
　背もたれが傾くなどして、幼児の安
全に支障をきたす恐れがあります。

部品交換

電動アシスト自転車

ヤマハ発動機株式会社
フリーダイヤル：０１２０－１７３－２１７
http://www.yamaha-motor.jp/pas/crankrepair/index.html

ブリヂストンサイクル株式会社
フリーダイヤル：０１２０－９３４－１８１
http://www.bscycle.co.jp/

宮田工業株式会社
フリーダイヤル：０１２０－３８１－１１３
http://www.gear-m.co.jp/

株式会社タカラトミー
フリーダイヤル：０１２０－１７３－２１７（ヤマハ発動機（株）共通）
http://www.takaratomy.co.jp/support/owabi/b-plus.html

ヤマハ発動機株式会社
型式：
Ｘ２１１/Ｘ２１２/Ｘ２１５/Ｘ２１６/Ｘ２１７/Ｘ２３１/Ｘ２３２/Ｘ２３３/Ｘ２３４
対象生産年度：2003年4月～2004年10月

ブリヂストンサイクル株式会社
車種略号：
ＡＴＬ６３/ＡＴＬ４３/Ａ６３ＮＰ/Ａ４３ＮＰ/Ａ６０ＮＰＡ/Ａ４０ＮＰＡ/ＡＴＬ６３Ｄ/
ＡＴＬ４３Ｄ/Ａ６３ＤＮＰ/Ａ４３ＤＮＰ/ ＡＳＬ６３/ＡＳＬ４３/Ａ６３ＳＬＰ/Ａ４３S
ＬＰ/Ａ６３ＬＰ/Ａ４３ＬＰ/ＡＬ６３ＬＰ/ＡＬ４３ＬＰ/Ａ１８３ＳＬ
製造ロット：１３０４０１～１４１１３０
対象生産年度：2003年4月～2004年11月

宮田工業株式会社
機種：
ＶＡＵ４３４Ｆ/ＶＡＵ６３４Ｆ/ＶＳＵ４３４Ｆ/ＶＳＵ６３４Ｆ/ＶＳＵ４３４Ｄ/ＶＳＵ
６３４Ｄ /ＶＳＵ４３５Ｌ/ＶＳＵ６３５Ｌ/ＶＳＵ４３５ＬＬ/ＶＳＵ６３５ＬＬ
刻印番号：ＦＩ～FX/GA～GX/HA～HD
対象生産年度：2003年5月～2005年2月

株式会社タカラ（現　株式会社タカラトミー）
車種名：　B-PLUS/B-PLUS DT
対象生産年度：2003年12月～2004年9月

2003年4月～
2005年2月

2008年07月08日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品において、ドライブユニット
内のクランク軸の強度に十分な余裕
がないため、　想定を上回る踏力が
繰り返し発生する使用状況におい
て、クランク軸が折損するおそれが
あることが判明。

無償交換
（ドライブユニット）

スピーカーキャビネット
カバー

ヤマハミュージックトレーディング株式会社
電話番号：０３－５６４１－１０３１
http://www.yamahamusictrading.com/support/information.html

マーシャル純正4×12"スピーカー・キャビネット・カバー　COVR-00022
2001年1月～
2008年1月

2008年07月08日
＜ＨＰ＞

　ハンドル部 切り込み位置がずれて
いる製品があることが判明。

無償部品交換（カバー）

ペンダントライト

トヨスター株式会社
フリーダイヤル：０１２０－１０４－３３６
E-mail：info1@toyostar.co.jp
http://www.toyostar.co.jp/page007.html

商・品名：コルシカ　ペンダントライト（ＫＯＲＳＩＫＡ　ｐｅｎｄａｎｔ）
型番：MA-81106

2005年9月～
2007年2月

2008年07月10日
＜ＨＰ＞

　当製品において、周囲温度や使用
時間によって発煙事故につながる可
能性があることが判明。

回収・返金
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品名 製造事業者名等 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

ビーチサンダル

ミスタードーナツ（株式会社ダスキン）「配布元」
株式会社ヒロモリ「製造元」
０１２０－１１２－０２０(フリーダイヤル)
http://www.misterdonut.jp/info/rs_080718/index.html

ミスドクラブ景品：「ポン・デ・ライオン夏休みグッズ　ビーチサンダル」
2008年7月9日
～2008年7月18
日

2008年07月18日
＜新聞・ＨＰ＞

　当景品において、鼻緒が切れると
いう事象が発生。

同ポイントのプレミアム景
品と交換またはポイント

返還

ベビーカー
ＶＣＪコーポレーション株式会社
フリーダイヤル：０１２０－７００－７９０
http://www.vcj.co.jp/

「ベルベ（ベビーカー）」
　ブライタックス　ベルベ　マーズレッド(赤)
　ブライタックス　ベルベ　アンスラサイトブラック(黒)
　製造番号（BATCH No.）
　P12-060710-3／ P12-061028-1／ P12-061028-2／ P12-061028-3
　P12-070710-3 ／P12-070806-1／ P12-071005-4 ／P12-080121-1

2007年6月～
2008年6月

2008年07月22日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品において、一部の製品で前
輪部分を固定する金具の装着が不
十分であったため、前輪部分（下図
ご参照）がご使用中に脱落する可能
性があることが判明。

無償点検・補修

電気シェーバー付属
ACアダプター

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社
０１２０－５３０－６２１(フリーダイヤル)
（PHS・携帯電話からも利用可）
http://www.braun.co.jp/image/important_news_over.gif

製品名 　　　　　　　型名 　　　　製品名　 型名
アクティベーターX　BS 8795 　　シンクロ　BS 7680
                        BS 8790　　　　　　　　 BS 7650
                        BS 8785                 BS 7630
                        BS 8783                 BS 7514
                        BS 8781                 BS 7511
                                                    BS 7497

製品名            型名            製品名             型名
アクティベーター BS 8595       フリーグライダー BS 6680
                     BS 8590                             BS 6620
                     BS 8585
                     BS 8581

製品名             型名            製品名            型名
フレックス XP II  BS 5795       フレックス XPS  BS 5791
フレックス XP II  BS 5790       フレックス XPS  BS 5776
フレックス XP II  BS 5775       フレックス XPS  BS 5774
フレックス XP II  BS 5770       フレックス XPS  BS 5771
フレックス XP II  BS 5765       フレックス XP    BS 5691
フレックス XP II  BS 5763       フレックス XP    BS 5614
フレックス XP II  BS 5761       フレックス インテグラル BS 5442

製品名                  型名        製品名              型名
トライコントロール S  BS 4776   トライコントロール BS 4739
トライコントロール S  BS 4747   クルーザー         BS 2865
トライコントロール S  BS 4746   クルーザー         BS 2675

2003年6月～
2005年2月

2008年07月23日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、アダプ
ター本体が過熱し、発煙・発火を引
き起こす事象が判明。

無償交換(送料着払いに
て送付。なお、小売店で

の交換は不可。)

遠赤外線ヒーター
株式会社　デンソー
０１２０ー１８１－１０３（フリーダイヤル）
http://www.denso.co.jp/ja/news/notice/080722-01.html

　
機種名 10FA
　販売期間:1987年9月～1997年12月

　機種名 10FC
　販売期間:1988年9月～1997年11月

［販売等期間］
　1987年9月～1997年12月

1987年9月～
1997年12月

2008年07月23日
＜新聞・ＨＰ＞

　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。

回収（一台につき２万円
で引き取り）
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品名 製造事業者名等 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

刈払機
新ダイワ工業株式会社
０１２０－０３３－１４６(フリーダイヤル)
http://www.shindaiwa.co.jp/important/RM270_080710.pdf

モデル名（MODEL）    製造番号（SER.No.）
　RM270‐S2BY 　　　/0017907～0019804
  RM270‐S2BYD 　　/0017807～0019956
  RM270‐S2AY 　　　/0019307～0019454
  RM270‐S2AYD 　　/0018007～0019206
  RM270‐S2AWY 　　/0018407～0019550
  RM270‐S2AWYD　 /0017729～0019306
  R26‐2A(H‐135)　　/2008年販売分
  R26‐2B(H‐136)　　/2008年販売分
  R35F‐2B(H‐11)　　/2008年販売分
  RM350‐2(H‐35)　　/2008年販売分
　
　※Ｒ２６／Ｒ３５Ｆ／ＲＭ３５０の対象号機は下記の問い合わせ窓口まで
連絡して下さい。

2007年12月27
日～2008年06
月11日

2008年07月24日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の付属品の肩掛けバンドの
緊急離脱用ノブに異品が混入し、ノ
ブがカシメ部分からはずれる恐れが
あることが判明。

無償部品交換（肩掛けバ
ンドのブラケット）

ベビーカー（再社告）
アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社
０１２０－５４５－３７０(フリーダイヤル)
http://www.aprica-info.jp/html/info/info_19.html

●追加対象製品
　・カルッコライト シリーズ（両対面）
　　品番 　　品名
　　70455 　カルッコライト　／　ティラミスベージュ BE
　・ドッチモターン シリーズ（両対面）
　　品番 　　品名
　　92820 　ドッチモターン８２０　／　 ｴｸｾﾚﾝﾄﾍﾞｰｼﾞｭ　BE
　　92829 　ドッチモターン８２０　／　 ｴｸｾﾚﾝﾄﾌﾞﾗｯｸ　BK
●対象製品
  ・カルッコベッドメディカルアイｔｏアイシリーズ（両対面）
http://www.aprica-info.jp/html/info/_info_07.html
　・超軽量ふわっとベッドアイｔｏアイシリーズ（両対面）
http://www.aprica-info.jp/html/info/_info_13.html
　・Ｗな、Ｍｉｎｉ アイｔｏアイシリーズ（両対面）http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_08.html
　・ＶＥＲＹ ベリー Ｍｉｎｉ シリーズ（両対面）http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_09.html
　・ベビークルーザーシリーズ（両対面）http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_14.html
　・ミラノライト両対面シリーズ http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_16.html
　・ロイヤルプラムシリーズ（両対面）http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_18.html
　・ユーロプラスシリーズ（両対面）http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_17.html
　・Ｍｅｄｉｃ Ｒｅｖ（メディックレヴ）シリーズ（両対面）http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_06.html
　・ベビーカー工房シリーズ（両対面）http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_05.html
　・マワール ４ＷＦ シリーズ（両対面）http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_15.html
　・ショコラシリーズ（両対面）http://www.aprica-
info.jp/html/info/_info_11.html

2008年07月26日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、ネジがゆ
るむ製品があることが判明したた
め、2008年7月8日の新聞社告等に
て告知したが、　その後の社内精査
により、「カルッコライト シリーズ」及
び「ドッチモターンシリーズ」が新た
に対象製品であることが判明。

部品交換
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品名 製造事業者名等 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

カゴバッグ

株式会社　ジュン
０１２０－３３３－８７１(フリーダイヤル)
（携帯電話からも利用可）
http://www.ropepicnic.com/popup/080725important.html

【プーラ フリーム】カゴバッグ回収対象商品
品名：1ハンドルコーンバッグ    品名：編み変化ビッグバッグ
品番：BPX-1829                  品番：BPX-1830
カラー：ブラウン                    カラー：ブラウン、ホワイト
【ギャミヌリィ】カゴバッグ回収対象商品
品名：ストローラメ入りトート    品名：ストローロープハンドルトート
品番：GLX-0863                 品番：GLX-0864
カラー：ホワイト、ブラウン       カラー：ブラウン
【ロペピクニック】カゴバッグ回収対象商品
品名：ビーズ付ミックスバスケット   品名：メタリックツイストバスケット
品番：GDX-0823                      品番：GDX-0824
カラー：グリーン・パープル           カラー：マスタード・ベージュ・カーキ
品名：レースコンビプチバスケット  品名：ペーパーフラワープチバスケッ
ト
品番：GDX-0826                      品番：GDX-0827
ビプチバスケット                       カラー：グリーン
●ロペピクニック
品名：カラーコンビプチバスケット  品名：フリルレースプチバスケット
品番：GDX-0828                     品番：GDX-0829
カラー：ピンク                          カラー：ピンク
●ロペピクニック                  ●ロペピクニックパサージュ
品名：フラワーコサージュプチ      品名：メタリックテープバスケット
        バスケット                     品番：GIX-1809
品番：GDX-0830                     カラー：レッド・ブルー
カラー：ブルー
【ロペピクニックパサージュ】カゴバッグ回収対象商品
品名：ギンガムコンビライナー付　　  品名：メタリックツイストバスケット
　　　　バスケット                         品番：GIX-1811
品番：GIX-1810　　　　　　　　　       カラー：イエロー・パープル
カラー：レッド・グリーン
なお、VISショップでのロペピクニック取り扱い店舗は次の通りです。仙台
エスパル店・ステラプレイス店・FKDショッピングモール宇都宮インター
パーク店・三井アウトレット ジャズドリーム長島店

2008年2月～
2008年7月

2008年07月26日
＜新聞・ＨＰ＞

　ロペピクニック、ロペピクニックパ
サージュ及びVIS店舗にて販売した
カゴバッグ商品において手縫い針が
混入している可能性があることが判
明。

回収・再検査（または返
金）

テレビドアホン(再社告)
アイホン株式会社
０１２０－２３４－８８９フリーダイヤル)
http://www.aiphone.co.jp/info/customer_info7.html

対象機種：MY-2CD/MY-2C/MYH-2CD/MYH-2C/MY-1ED/MY-1E
1992年8月～
1999年9月
（製造）

2008年07月29日
＜新聞・ＨＰ＞

 
　当製品において、長年の使用によ
る電子部品の経年劣化が原因で、
基盤が発熱し発煙に至る事故が発
生。
　また内部配線処理の影響による絶
縁不良の可能性のあることも判明。

無償点検・部品交換

インターホン用直流電
源ユニット(再社告)

アイホン株式会社
０１２０－２３４－８８９フリーダイヤル)
http://www.aiphone.co.jp/info/customer_info7.html

PS-24N
1986年1月～
1995年6月

2008年07月29日
＜新聞・ＨＰ＞

 
　当製品において、長年の使用によ
る電子部品の経年劣化が原因で、
基盤が発熱し発煙に至る事故が発
生。

無償点検・部品交換

折りたたみ自転車
株式会社　ケーヨー
０１２０－３４－０１１０（フリーダイヤル）
http://www.keiyo.co.jp/image/folding%20bicycle%20apologize.pdf

ＢＵＲＲＯＷＥＬＬ ２０インチ折りたたみシルバー
2006年4月～
2006年7月

2008年07月29日
＜ＨＰ＞

　ケーヨーグループ店舗（ケーヨーデ
イツー、本久デイツー、ニックホビー
ショップ他）にて販売された折りたた
み自転車の一部にペダルが破損す
る事故が発生。

点検・部品交換

歩行器

カナヤママシナリー株式会社
０１０２－５７３－０６０(フリーダイヤル)
http://www.kanayama-m.com/noppo/top.html
製造番号による確認方法：
http://www.kanayama-m.com/noppo/number_list.html

ＫＡＨ０２０－０００００３～００３３７３
2007年01月～
2007年06月(製
造)

2008年08月01日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、ホイール
が破損するケースが確認された。

無償部品交換
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品名 製造事業者名等 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

蓄熱式電気暖房機

北海道電気株式会社
・フリーダイヤル：０１２０－８８１－９３５（北海道地区及び関東地区
のお客様）
　　　　　　　　　    ０１２０－４９４－１１５（上記地区及び東北地区
以外のお客様）
  http://www.hokkaido-denki.co.jp/index_kinkoku.html

機種                          型　番                製造期間
暖吉くんＭＥシリーズ     ＭＥ－２０００        2006年5月～2006年12月
暖吉くんＭＥシリーズ     ＭＥ－３０００        2006年5月～2006年12月
暖吉くんＭＥシリーズ     ＭＥ－４０００        2006年5月～2006年12月
暖吉くんＭＥシリーズ     ＭＥ－５０００        2006年5月～2007年7月
暖吉くんＭＥシリーズ     ＭＥ－６０００        2006年5月～2006年12月
暖吉くんＭＥシリーズ     ＭＥ－７０００        2006年5月～2006年12月
蓄暖王ＨＨＫⅢシリーズ  ＨＨＫⅢ－２０００  2006年5月～2006年12月
蓄暖王ＨＨＫⅢシリーズ  ＨＨＫⅢ－３０００  2006年5月～2006年12月
蓄暖王ＨＨＫⅢシリーズ  ＨＨＫⅢ－４０００  2006年5月～2006年12月
蓄暖王ＨＨＫⅢシリーズ  ＨＨＫⅢ－５０００  2006年5月～2007年7月
蓄暖王ＨＨＫⅢシリーズ  ＨＨＫⅢ－６０００  2006年5月～2006年12月
蓄暖王ＨＨＫⅢシリーズ  ＨＨＫⅢ－７０００  2006年5月～2006年12月

2006年5月～
2007年07月(製
造)

2008年08月01日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、本体内部
にある部品の不具合により、発煙・
発火に至るおそれがあることが判
明。

無償点検・改修

オフロードヘルメット
MOTO VARESE（販売）／中国上海東光億　有限公司（製造）
０１２０－９６３－８１４(フリーダイヤル)
http://www.moto-varese.com/Recall/Recall.html

ＦＬＹオフロードヘルメット　FL-606
2008年1月～
2008年5月(製
造)

2008年08月05日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品について、ＳＧ安全規格に
適合していないことが判明。

回収・返金

ユニットバス・トイレユ
ニット用ドアレバーハン
ドル

株式会社ブリヂストン
０１２０－２８１－２９４(フリーダイヤル)
http://www.bridgestone.co.jp/customer/20080812.html

対象ドアレバーハンドル
　型式番号        ドア種類
　YL-F-65B     フラッシュドア
　YL-K-65B    中桟框ドア

1996年2月～
1999年8月

2008年08月12日
＜ＨＰ＞

　
　当製品の一部おいて、ドアロック部
品の設計不良及び組立不良により、
施錠したドアロックが開錠できずに
浴室内に閉じ込められる可能性の
あることが判明。

無償交換

トートバッグ
株式会社 宝島社
０１２０－３９７－２３１(フリーダイヤル)
http://tkj.jp/spring/

spring９月号特別付録ランチトートバッグ
2008年7月23日
～2008年8月22
日

2008年08月14日
＜ＨＰ＞

　臭いの強いものが一部混入してい
ることが判明。

無償交換

扇風機（再社告）
三洋電機株式会社
０１２０－３４－０９７９(フリーダイヤル)
http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/info/080430.html

・ＳＡＮＹＯブランド扇風機の品番…「ＥＦ－ＸＸＸ（３～５桁の数字とアル
ファベットの組み合わせ）」
・新日本電気ブランド扇風機の品番…「ＮＦ－ＸＸＸ（３～６桁の数字とア
ルファベットの組み合わせ）」
・ゼネラルブランド扇風機の品番…「ＥＦ　もしくは　Ｆ－ＸＸＸ（３～５桁の
数字とアルファベットの組み合わせ）
・全日電商事株式会社ブランド扇風機の品番･･･「ＪＦ－３０Ａ」
・㈱全日電チェーンブランド扇風機の品番・・・「ＪＦ－３１Ａ」
・シンガーブランド扇風機の品番・・・「６３０」「６３５」「６３０Ｄ」
　下記のＵＲＬよりお手元の扇風機が1977年（昭和52年）以前の販売機
種か否かがチェックできます。
　品番検索ページ：
http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/info/search.html
　 ※全日電商事株式会社、㈱全日電チェーン、シンガーの３ブランドの
扇風機につきましては、検索できませんので、ご注意ください。

1977年（昭和52
年）以前

2008年08月18日
＜ＨＰ＞

　販売年が1977年（昭和52年）以前
の扇風機について、モーター、コー
ド、コンデンサー等の電気部品の経
年劣化により発煙・発火のおそれが
あることが判明。

注意喚起
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品名 製造事業者名等 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

エアゾール式簡易消火
具

ヤマトプロテック株式会社
０１２０－８０１－０８４(フリーダイヤル)
http://www.yamatoprotec.co.jp/important.html

[ヤマトボーイKT]（台所用）
製造ロット番号　　品質保証期間
　KO331 　　　　　　2005.01
　KN326 　　　　　　2005.02
　KD317 　　　　　　2005.03
　K1426 　　　　　　2005.04
　K2407 　　　　　　2005.05
　K2420 　　　　　　2005.05
　K3407 　　　　　　2005.06
　K3419 　　　　　　2005.06
　K4422 　　　　　　2005.07
　K7424 　　　　　　2005.10

[FMボーイK]（ファイヤーマンボーイ）
製造ロット番号　　品質保証期間
　KN301 　　　　　　2005.02
　KN322 　　　　　　2005.02
　KD319 　　　　　　2005.03
　K1425 　　　　　　2005.04
　K2408 　　　　　　2005.05
　K2421 　　　　　　2005.05
　K3406 　　　　　　2005.06
　K3418 　　　　　　2005.06
　K4423 　　　　　　2005.07
　K7425 　　　　　　2005.10

2008年08月20日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、製造工程
上の不具合が原因で設置環境に
よっては缶内面に腐食が起こり、液
漏れや亀裂・破裂の可能性がある
事が判明。

無償回収（１０００円分の
金券を進呈）

ふとん乾燥機
株式会社 泉精器製作所
０１２０－９５９－５９０(フリーダイヤル)
http://www.izumi-products.co.jp/info/fk_650/

対象品型番：ＦＫ-650
対象製造符号：本体底面部に、数字及びアルファベットで4 桁刻印
１１Ａ７／１１Ｂ７／１１Ｃ７／１２Ａ７／１２Ｂ７／１２Ｃ７／
０１Ａ８／０１Ｂ８／０１Ｃ８／０２Ａ８／０２Ｂ８

2007年11月上
旬～2008年2月
中旬

2008年08月20日
＜ＨＰ＞

　
  当製品の一部において、輸送途上
及び取り扱い上の大きな衝撃によっ
て、モーターが起動せず送風しない
場合があることが判明。

無料点検または、
無料交換

電気ストーブ
松木技研株式会社
０１２０－２２３－７１５(フリーダイヤル)
http://www.matsuki-giken.jp/st-l900/st-l900.html

本体背面の定格シール内下部に記載されている、【製造番号】を確認し
てください。
　・ST-L900(S)　：　22700001　～　22718200
　・ST-L900(G)　：　22700001　～　22707000

2002年9月～
2003年3月

2008年08月21日
＜ＨＰ＞

　
　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。

無償点検・修理

ステンレス卓上ポット
コーナン商事株式会社
０１２０－０４１－９１０(フリーダイヤル)
http://www.hc-kohnan.com/pdf/0808211600.pdf

ステンレス卓上ポット1.8L KOK05-6734
  本体サイズ 幅14.1 ㎝ 高さ22.7 ㎝

2007年3月～
2008年1月

2008年08月21日
＜ＨＰ＞

　極めて稀にポット上部が抜け、ボト
ル部分が落下する恐れがある事が
判明。

回収（引き取り返金）

除湿乾燥機
象印マホービン株式会社
０１２０－９５０－６００(フリーダイヤル)
http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/rvh_kinkoku.html

型番　　　　　　　　　製造期間
ＲＶーＨＡ６０　　　　2006年2月～2007年1月
ＲＶ－ＨＳ６０　　　  2006年3月～2007年9月

2006年2月～
2007年9月
（製造）

2008年08月22日
＜新聞・ＨＰ＞

　製品の使用に伴い、製品内部に吸
着された可燃性物質により、
除湿・乾燥運転中に部品の一部が
発煙・発火する可能性があることが
判明。

無償修理（または無償交
換）

ラジコン電車
株式会社　スルッとＫＡＮＳＡＩ
KANSAI：06-6258-3636
http://www.surutto.com/about/release/s080822.pdf

スルッとKANSAI どこでも電車
2008年7月5日
～（販売）

2008年08月22日
＜ＨＰ＞

　コントローラー部の電池の消耗が
異常に早い、熱を持つなどの不具合
を持つ商品があることが判明。

無償交換（または代金返
却）

へんしんジム＆すべり
台

ローヤル株式会社
０１２０－１０１－９８２(フリーダイヤル)）
http://www.toyroyal.co.jp/annai/index.html

商品ナンバー：No.879
商品名：へんしんジム＆滑り台（ロック機構未装着型）

2006年7月20日
～2007年2月10
日

2008年08月23日
＜新聞・ＨＰ＞

　「すべり台」の中央部にある折り曲
げ部を完全に伸ばさない未完成の
状態での誤使用が原因で、児童が
指を怪我する事故が発生。

「すべり台」部分を無償交
換
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品名 製造事業者名等 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

カフェケトル
株式会社大石アンドアソシエイツ
０１２０－５２０－２２７(フリーダイヤル)
http://www.oanda.co.jp/russell-hobbs/7100osirase.html

品名：ラッセルホブス・カフェケトル
品番：7100JP

2005年2月～
2007年12月

2008年08月25日
＜ＨＰ＞

　内部配線が過熱し本体底面の樹
脂が破損する不具合が、一部の製
品で発生。

無償修理・交換（2005年
製、2006年製、2007年製
に於いて、上記不具合の

発生したものが対象）

電子レンジ加熱温熱器
具

ピップトウキョウ株式会社/ピップフジモト株式会社

ピップトウキョウ（株）　 お客様相談室　03-3252-6546
ピップフジモト（株）　　 お客様相談室   06-6945-4427
http://www.pip-club.com/info080829.html

「ピップホッとパッドシリーズ」
　　・ピップ肩らくホッとパッド　カバーなし
　　・ピップ肩らくホッとパッド大きめ
　　・ピップ肩らくホッとパッド
　　・ピップ首らくホッとパッド
　　・ピップ腰らくホッとパッド
　　・ピップ腰らくホッとパッドマタニティー
　　・ピップヒザらくホッとパッド
　　・ピップ背中らくホッとパッド

1998年11月10
日～2004年6月
24日

2008年08月29日
＜ＨＰ＞

　誤った取扱いをした場合、ごく稀に
製品の一部が焦げる可能性がある
ことが判明。

注意喚起（「使用上の注
意事項」をよくお読み下さ

い。）

鍋

株式会社　ニッセン

０１２０－７７２－０００（フリーダイヤル）
 http://www.nissen.co.jp/oshirase/oshirase_080829.htm

　
  ・赤い両手鍋 　　 ：（管理番号：１３２１－４８９１－１１１）
　・ホーロー鍋セット：（管理番号：１２８１－７２８１－１１１）
　・ホーロー鍋ＤＸ   ：（管理番号：１２８１－７２９１－１１１）

2008年1月～
2008年2月（発
送）

2008年08月29日
＜ＨＰ＞

　プレゼント品の鍋におきまして、一
部の「フタ」に問題があり、破損し怪
我をする可能性があることが判明。

※鍋の「フタ」は強化ガラスですが、
絶対に割れないものではなく、非常
に強い衝撃・表面の小さな傷・加熱
や急冷による急激な温度変化に弱
いのが特徴です。万一、破損した場
合、細かく鋭利なかけらとなって飛
び散り、怪我をする危険性がありま
す。
尚、鍋をお送りしたお客様へは別途
連絡済みですが、使用又は保有して
いる場合は直ちに「フタ」を廃棄して
ください。

注意喚起
（フタの廃棄案内）

ハロゲンヒーター

ユアサプライムス株式会社

東部サービスセンター ＴＥＬ： ０３ー５６００ー８８４５
                           　ＦＡＸ： ０３－５６００ー８８１９
西部サービスセンター ＴＥＬ： ０５６８－７４ー１４２８
　　　　　　　　　　　　     ＦＡＸ： ０５６８ー７４ー１４２９
http://www.yuasa-p.co.jp/company/pdf/20080901.pdf

扇風機型ハロゲンヒーター ・ＹＡ－８１７ＶＴ
2002年09月～
2003年03月

2008年09月01日
＜ＨＰ＞

　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。
　下記の症状があった場合は、直ち
に使用を中止し、連絡をお願いしま
す。
　　※ 症 状
　　　１、 ４００Ｗ（弱）／８００Ｗ（強）
の運転切替ができない。または、弱
運転が出来ない。
　　　２、 焦げくさいにおいがする。
　　　３、 煙が出てきた。

注意喚起
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品名 製造事業者名等 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

石油直圧式給湯機

 
  TOTO株式会社      ：http://www.toto.co.jp
　サンポット株式会社 ：http://www.sunpot.co.jp
　長州産業株式会社 ：http://www.choshu.co.jp
　ネポン株式会社     ：http://www.nepon.co.jp
　株式会社パロマ     ：http://www.paloma.co.jp
　長府工産株式会社 ：http://www.chofukosan.com
　０１２０ー４４４ー３０９(フリーダイヤル：携帯電話・PHSからも利用
可）

 高木産業株式会社:：http://www.purpose.co.jp
  ・フリーダイヤル：０１２０－５７５－３９９(携帯電話・PHSからも利
用可）

●販売元    ブランド名 型式名（品番）          製造年月
TOTO株式会社 TOTO      RPE33*/RPE43*/ RPH33*/  2000年5月～
（旧：東陶機器　　　　 RPH43*                  2004年8月
      株式会社）
●販売元    ブランド名 型式名（品番）          製造年月
サンポット   sunpot    HMG-Q405ASO/HMG-Q405FSO/ 2001年9月～
株式会社               HMG-Q405MSO              2004年8月
●販売元    ブランド名 型式名（品番）          製造年月
長州産業 　  CIC       PDF-412D-Z/PDF-322D/     2000年9月～
株式会社 　            PDF-412D/ PDX-322V/      2004年8月
                       PDX-412D/DX-412D
●販売元    ブランド名 型式名（品番）          製造年月
ネポン 　    NEPON     URA326B/URB326B/URB406B/ 2001年1月～
株式会社               UR326B/UR326BS/UR406B    2004年8月
●販売元    ブランド名 型式名（品番）          製造年月
株式会社 　  Paloma    OFH-30*/OFH-40*/OPH-30*/ 2000年8月～
パロマ                 OPH-40*                  2003年11月
●販売元    ブランド名 型式名（品番）          製造年月
長府工産 　  CHOFU     CKX-430AF/CKX-430AF II/  2001年4月～
株式会社 　  KOSAN     CKX-430AE/CKX-430AE II/  2006年3月
                       CBX-430F/ CBX-430E
●販売元    ブランド名 型式名（品番）          製造年月
高木産業 　  パーパス  AX-321ARD/AX-401ARD/     2001年3月～
株式会社               AS-401RD                 2004年8月

2000年5月～
2006年3月(製
造)

2008年09月02日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、油通路に
使用しているシール部（パッキン部
分）の不具合により、微量の油が漏
れ、器具内部が焦げる事象が発
生.。

無料点検・交換（部品ユ
ニット）
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品名 製造事業者名等 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

キュリオム　ポータブル
DVDプレーヤー

株式会社　山善

０５７０－００－９１６０（フリーダイヤル）
http://www.yamazen.co.jp/files/1671.pdf

ＰＤＶ－１９１５
２００７年２月～
２００７年９月

2008年09月02日
＜ＨＰ＞

　充電中にバッテリー付近より発火
する事故が発生。
使用上の注意
　リチウム電池の特性上、ポータブ
ルDVDプレーヤーを安全にご利用い
ただくために、以下の点にご注意下
さい。製品の取り扱いを誤りますと、
電池より発煙・発火・破裂する原因と
なります。
　　・製品は専用のACアダプターを
使用してください。
　　・バッテリーパックは充電中は熱
を帯びます。放熱性の悪い座布団
や布団の上（または中）での使用な
らびに充電、あるいはキャリング
ケースに収納したままの充電はおや
め下さい。また、直射日光のあたる
場所、周りが熱をもっている場所（台
所など）での使用ならびに充電はお
やめ下さい。また充電は、目に見え
る範囲でご使用下さい。
　　・なお、触れることができないくら
い熱くなった場合は明らかに異常で
すので、直ちに使用（充電）を中止
し、すぐにサポートセンターへご連絡
下さい。
　　・精密な部品ですので、製品を落
下させたり、叩いたり、投げるなどの
衝撃を加えないで下さい。また、分
解などしないで下さい。
　　・水やジュースなど液体をこぼさ
ないようにして下さい。
　　・その他、詳しくはキュリオ・サ
ポートセンター及びホームページか
らお問い合わせ下さい。

製品の使用について注
意喚起

ノートパソコン

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社
ソニーカスタマーサービス株式会社
０１２０－８９９－７７３(フリーダイヤル)（携帯電話・PHS からも利用
可）
http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2008/09/001/index.html

「VAIO TZ」シリーズの下記のモデル
　2007年5月発売モデル 　　　： VGN-TZ90HS、VGN-TZ90NS、VGN-
TZ90S、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VGN-TZ50B
　2007年9、10月発売モデル　： VGN-TZ91HS、VGN-TZ91NS、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VGN-TZ91S、VGN-TZ71B
　2008年2月発売モデル 　　　： VGN-TZ92HS、VGN-TZ92NS、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VGN-TZ92S、VGN-TZ72B
　2008年5月発売モデル 　　　： VGN-TZ93NS ※、VGN-TZ93S ※、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VGN-TZ93US ※、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VGN-TZ73B ※
  オーバーシーズモデル        ： VGN-TZ37GN/B ※、VGN-
TZ27GN/B、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VGN-TZ17GN/B
　※：一部が対象となります。

2007年5月～
2008年7月

2008年09月04日
＜ＨＰ＞

　製造上の不備および、一部の部品
の不具合が原因で、当該機種の一
部で、まれに本体の電源差込口
（DCジャック）周辺、または液晶画面
の枠部分が異常発熱し、外装が変
形する恐れのあることが判明。

無償点検・修理
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品名 製造事業者名等 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
株式会社サンエー・インターナショナル
　０１２０－３０２２６１(フリーダイヤル)
　http://www.sanei.net/recall/0906tc.php

ブランド名：「TO＆CO.（トゥーアンドコー）」

品番※ :112-156006（0083）
・カラー :ブラウン×シルバー/キャメル×ブロンズ/サーモンピンク×ピ
ンク

・品番※ : 112-156003（0082）
・カラー :ブラック/ブラウン
　　（TO＆CO.直営店では取り扱っていない商品です。）

2008年2月1日
～2008年9月8
日

2008年09月06日
＜ＨＰ＞

　ヒール取り付け部分の中底の強度
不足により、亀裂が入る可能性があ
ることが判明。

回収（代金返還）

ガス衣類乾燥機

松下電器産業株式会社・
　　フリーダイヤル：０１２０－８７０－６９６
東邦ガス株式会社（OEM納入製品）
　　フリーダイヤル：０１２０－８７０－６９６
東京ガス株式会社（OEM納入製品）
　　フリーダイヤル：０１２０－４８６－５２２
大阪ガス株式会社（OEM納入製品）
　　フリーダイヤル：０１２０－０－９４８１７
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn080909
-2/jn080909-2.html

販売元                          　　　　　　品番          対象製造期間
松下電器産業株式会社            　　NH-G40A3   1997年 9月～1999年
11月
東京ガス株式会社（OEM納入製品） MA-040C-S  1997年 3月～1999年
7月
大阪ガス株式会社（OEM納入製品） 60-017        1998年 2月～1999年
11月
東邦ガス株式会社（OEM納入製品） LAD-4F        1998年 1月～1999年
4月

1997年3月～
1999年11月
（製造）

2008年09月09日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、ドラムが
過熱して、乾燥中の衣類の一部が
焦げる可能性があることが判明。
　＊この現象が発生した場合でも、
機器に搭載している安全装置（温度
ヒューズ）が働き、運転を停止するた
め、発火や延焼に至ることはありま
せん。

無償点検および部品の
取り付け

ビデオカセットレコー
ダー

日本電気株式会社
０１２０ー５０２－７９５（フリーダイヤル:携帯電話、PHSからも利用
可）
http://www.nec.co.jp/news/info/20080910.html

日本電気ホームエレクトロニクス製(2001年2月解散)　ビデオカセットレ
コーダー
    　　　　　　　機種名   　　　　製造年
     (1) 　　　VC-BS750     1990年～1991年
     (2) 　　　VC-BS770     1991年～1992年
     (3) 　　　VC-BS1000   1990年～1991年

1990年～1992
年（製造）

2008年09月11日
＜新聞・ＨＰ＞

　長年のご使用による故障の際、き
わめてまれに発火に至る可能性が
あることが判明。

注意喚起（使用の中止）

エコバッグ

株式会社サンエー・インターナショナル

０１２０－３０５２２１(フリーダイヤル)
http://www.sanei.net/recall/080911apd.php

ブランド：＆ by P＆D（アンドバイピーアンドディー）
　
　品番 : 442-193363 ・ 442-293163
　カラー : ブラック/ホワイト/ピンク
　
　品番 : 442-293178
　カラー : ブラック/ホワイト/イエロー/ピンク

　品番 : 442-293181
　カラー : ブラック/ホワイト/イエロー/ピンク

2008年5月26日
～2008年8月10
日

2008年09月12日
＜ＨＰ＞

　製品の一部に、針の断片が混入し
ている可能性があることが判明。

回収(代金返還)

サーキュレーター
株式会社アントレックス
電話 03-5368-1830
http://www.entrex.co.jp/bcl/docs/otto_bcl20080911.pdf

Stadler Form OTTO サーキュレーター モデルⅠ型 2005年5月製造
2008年09月12日

＜ＨＰ＞

　当該製品に使用しているコンデン
サーに耐久性の劣る物があることが
判明し、切替えスイッチボックスが熱
くなったり異臭や煙がでる場合があ
るので、スイッチが作動しなくなった
際は使用を中止してください。

無償点検・修理

石油ストーブ
株式会社 コロナ
０１２０－６２３－２３８(フリーダイヤル)
http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html

石油ストーブ（よごれま栓タンク）
1996年～2000
年（製造）

2008年09月18日
＜新聞・ＨＰ＞

 当製品の一部において、給油時に
消火をしないで、確実にロックするま
で押さず、ロックの確認をおこなわな
かった場合、給油口がロックされた
と誤認し、取扱い中不意に給油口が
開き、油がこぼれるなどして、火災
に至る可能性があることが判明。

無償点検・修理
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品名 製造事業者名等 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

デジタルカメラ用充電
器

富士フイルム株式会社
０１２０－６１１－２７７(フリーダイヤル)
http://fujifilm.jp/important/20080919/index.html

デジタルカメラ FinePix F100fd／F50fd用｢バッテリーチャージャー(充電
器)BC-50｣
  製造ロット番号：ＷＣＡＡ又はＷＣＡＢ

2008年3月（製
造）

2008年09月19日
＜新聞・ＨＰ＞

　一部の製造ロットにおいて、ACプ
ラグ部分の強度が十分でないため
に、まれにひび割れが生じたり、AC
プラグ部分が脱落するなどの恐れ
があることが判明。

無償交換

ＵＳＢ電源アダプタ

アップルジャパン株式会社

電話：０３－５３３４－２０００
シリアル番号確認：https://supportform.apple.com/200809/

 iPhone 3G 用　超コンパクト USB 電源アダプタ（付属品）
　　下記の国で販売され製品が対象になります。また、初代 iPhone また
は iPhone 3G に付属の USB 電源アダプタは対象外。
　　　米国 、日本 、カナダ、メキシコ、中单米諸国

2008年7月11日
～2008年09月
20日

2008年09月20日
＜ＨＰ＞

　特定の状況下において Apple 超コ
ンパクト USB 電源アダプタのプラグ
部分 (金属製の差し込み部分) が外
れて電源コンセント内に残り、それ
が感電の原因となる可能性があるこ
とが判明。

無償交換（iPhone 3G の
シリアル番号が必要）

電子レンジ加熱式湯た
んぽ

株式会社ほんやら堂
０１２０－６３５－３７６(フリーダイヤル)
http://www.honyaradoh.com/00e00ca/recall.html

商品名：伸縮ステッキ「ドレスステッキ　ウォーキーＬ２０００」
　製造番号：ＭＲＴ８０２１
　製造番号はステッキ本体パイプの上部、ＳＧマークの下に貼ってある
シールに記載されています。

2008年8月18日
～2008年9月18
日

2008年09月20日
＜ＨＰ＞

　「ポカタン」に使用されている「あた
たかパック」が、水を十分に含ませ
ずに電子レンジで加熱した場合、規
定時間内の加熱でも高分子ポリ
マー、不織布及び安全袋が高温とな
り、発火する場合があることが判
明。

回収及び代金返金

ステッキ

モリト株式会社（製造）
ラックヘルスケア株式会社（販売）

０１２０－９９６－０３６(フリーダイヤル)
http://www.morito.co.jp/syohin/pdf/L-2000.pdf

・AMR84384(4991936843846)
 抱き枕ポカタンおやすみ羊  /AMR84383(4991936843839)
 お昼寝ポカタンおやすみ羊  /AMR84385(4991936843853)
 足先ポカタンおやすみ羊 /AMR84386(4991936843860)
 ショルダーポカタンおやすみ羊
 
・CUU57054(4991936570544)
 抱き枕ポカタンくたねこたま  /CUU57053(4991936570537)
 お昼寝ポカタンくたねこたま  /CUU57055(4991936570551)
 足先ポカタンくたねこたま /CUU57056(4991936570568)
 ショルダーポカタンくたねこたま
 
・RLK27300(4991936273001)
 抱き枕ポカタンハート  /RLK27299(4991936272998)
 お昼寝ポカタンハート  /RLK27301(4991936273018)
 足先ポカタンハート /RLK27304(4991936273049)
 お昼寝ポカタンぽかぱんだ
・RLK27305(4991936273056)
 抱き枕ポカタンぽかぱんだ  /RLK27306(4991936273063)
 足先ポカタンぽかぱんだ  /RLK27307(4991936273070)
 ショルダーポカタンぽかぱんだ

2008年02月～
2008年05月

2008年09月22日
＜ＨＰ＞

　使用中にアルミパイプが折れる不
具合が発生。

回収

ガラスダイニングテー
ブル

東洋プライウッド株式会社
フリーダイヤル：０１２０－８３９－１００
http://www.toyoplywood.co.jp/pdf_news/080924.pdf

ブランド名：トーヨーファニチュア
商品番号：ＴＴ０７１４５－ＣＧ
寸法：幅１３５×奥行８０×高さ７２（ｃｍ）
棚板色：ＮＢ（ネイビー）・ＷＴ（ホワイト）・ＲＤ（レッド）
　　　　　ＹＧ（イエローグリーン）・ＯＲ（オレンジ）・ＹＬ（イエロー）

2005年3月～
2008年7月

2008年09月24日
＜ＨＰ＞

　強化ガラス製天板が自然破損する
事故が発生。

無償交換（ガラス飛散防
止フィルムを貼付けした
強化ガラス天板のみ）

３層式ステンレスパスタ
パン

イオン株式会社

０１２０―２８―４１９６（フリーダイヤル）
http://www.aeon.info/ks

・ブランド名：「トップバリュ」
　・ロット番号：０３０６～０４１１／０４１１ａ～０４１２ｃ
　・サイズ：２２ｃｍ
　・販売店舗：「ジャスコ」「マックスバリュ」「イオンスーパーセンター」
                 「メガマート」「ザ・ビッグ」「イオンショップ（Ｗｅｂ）」

2003年6月～
2004年12月

2008年09月27日
＜新聞・ＨＰ＞

　一部製品の製造不良でリベットの
腐食がすすみ取っ手が外れた為、
熱湯による火傷事故が発生。

回収
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品名 製造事業者名等 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

コンパクトスピーカ

株式会社オーディオテクニカ

０１２０－９９７－１３９(フリーダイヤル)
042-739-9120(FAX)
upport@audio-technica.co.jp
http://www.audio-technica.co.jp/info/at-sp250.html

　・ＡＴーＳＰ２５０ BK（ブラック）
　・ＡＴーＳＰ２５０ RD（レッド）
　・ＡＴーＳＰ２５０ WH（ホワイト）

2008年4月18日
～

2008年09月29日
＜ＨＰ＞

　電池を交換する際、まれにバッテ
リーケースの端子が発熱して変形
し、電源が入らなくなってしまう恐れ
があることが判明。

無償交換

デジタルカメラ

株式会社ニコン

ニコンカスタマーサポートセンター
０５７０－０２－８０００(ナビダイヤル)
受付時間：9:30～18:00（年末年始、夏期休業などを除く毎日）
http://www.nikon-
image.com/jpn/support/whatsnew/2008/wnew080929.htm

「COOLPIX L18」：製造番号＝20000201～20037378
　「COOLPIX L16」：製造番号＝24000201～24041914、25000201～
25000410
　※カメラ本体底面の三脚ネジ穴に黒丸の識別マークのあるものは点
検・調整済み品ですので対象外となります。

2008年03月30
日～2008年08
月28日

2008年09月29日
＜ＨＰ＞

　電池を誤ってプラスマイナス逆向
きに装填した場合、カメラにショック
が加わることで極めて稀に電源ス
イッチのON-OFF状態に関係なく発
熱し、カメラの上部カバーが変形す
るおそれのあることが判明。

無償点検・調整
（電池接点部）

デジタルめざまし時計

セイコークロック株式会社

０１２０－３１５－４７４(フリーダイヤル)
9:30～17:15（土・日・祝・祭日は休業）(受付時間)
http://www.seiko-clock.co.jp/news/topics/200810/index.html

※時計底面部に貼り付けている製品番号シールをご確認ください。
ＤＰ６６１（オレンジ・オリーブ・グレー）／ ＤＰ６７４（木目）／ ＤＰ６８５（ア
イボリー）／
ＤＰ６６２（オレンジ・緑・赤）／ ＤＰ６７６（茶色）／ ＤＰ６８６（水色・赤）／
ＤＰ６６３（アイボリー・黄緑・黄）／ ＤＰ６７７（銀色）／ ＤＰ６８７（木目）／
ＤＰ６６４（アイボリー・グレー・赤）／ ＤＰ６７８（銀色）／ ＤＰ６８８（金色・
銀色）／
ＤＰ６６５（アイボリー・オリーブ・赤）／ ＤＰ６７９（ベージュ・あんず色）／Ｄ
Ｐ６８９（赤・白）／
ＤＰ６６６（オレンジ・緑・黄）／ ＤＰ６８０（オレンジ・黄）／ ＤＰ６９０（黄・
赤）／
ＤＰ６６８（アイボリー・水色・黄緑）／ ＤＰ６８１（木目）／ ＤＰ６９１（オレン
ジ・緑）／
ＤＰ６６８（木枠）／ ＤＰ６８２（ベージュ・オリーブ）

1976年～1983
年

2008年10月10日
＜新聞・ＨＰ＞

　モーター等の電気部品の経年劣
化により、使用環境によっては発
煙・発火のおそれがあることが判
明。

注意喚起

携帯用膝掛け/室内用
上履き

株式会社ユニクロ

０１２０－７６０ー２９６(フリーダイヤル)
http://www.uniqlo.com/jp/corp/pressrelease/2008/09/092917_re
call.html

　
商品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       品番：
「ボアフリースブランケット＋バッグ（無地柄）」          ８１２－０５３３５０
「フリースブランケット＋バッグ（チェック柄）」            ８１２－０５３３４９
「フリースブランケット＋バッグ（幾何学柄）」            ８１２－０５３３４８
「フリースブランケット＋バッグ（パターン柄）」           ８１２－０５３３４７
「ボアフリースルームシューズ」                            ８１２－０５４２１６

2008年7月28日
～2008年9月26
日

2008年09月30日
＜新聞・ＨＰ＞

起毛針（起毛ブラシ）の金属片の混
入が判明。

回収(商品代金払い戻し)

デスクトップパソコン

デル株式会社

０１２０－１９８－４９９（フリーダイヤル）
http://supportapj.dell.com/support/topics/topic.aspx/jp/shared/
support/news/2008/20080930?c=jp&l=ja&s=gen

Dimension 2400c及びDimension 4600c
2003年05月～
2004年11月

2008年09月30日
＜新聞・ＨＰ＞

　基板上の部品の半田付け接続部
が機械的疲労により接続不良となる
ことがあり、電源装置（PSU-電源供
給ユニット）が機能しなくなり、その
結果、システムが停止または起動し
ないという症状を引き起こす場合が
あることが判明。もしこの障害が発
生した場合は、電源装置から稀に発
煙がみられることがある。

無償修理
（障害が発生した場合）

冷水筒／アクリル冷水
筒

株式会社良品計画

０１２０－６４－０９６４(フリーダイヤル)
http://ryohin-keikaku.jp/news/2008_0930_02.html.

ＪＡＮ                      商品名         規格
４５４８０７６７１０３４９ 冷水筒        ・２Ｌ ２Ｌ
４９４５２４７０２９０６２ アクリル冷水筒・大 ２Ｌ
４９４５２４７０２９０７９ アクリル冷水筒・小 １．２Ｌ
４９４５２４７２３６９２７ アクリル冷水筒・Ｍ ２Ｌ
４９４５２４７２３６９３４ アクリル冷水筒・Ｓ １．２Ｌ

2006年5月～
2008年09月30日

＜ＨＰ＞

　熱湯を入れてすぐに栓をすると、
製品が破損するという事例が発生。
　※当製品は冷水用として製造され
ておりますので、熱湯を入れないでく
ださい。

注意喚起
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品名 製造事業者名等 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

クヴィビー チェスト（整
理タンス）

イケア・ジャパン株式会社

０１２０－１５１－８７０
http://www.ikea.com/ms/ja_JP/recall/recall_kviby.html

クヴィビー チェスト（引き出し×4）
～2008年4月26
日

2008年10月01日
＜ＨＰ＞

　本製品の組み立て中や使用中に
ガラス製のノブが破損する事象が発
生。

無償交換（交換用キット
（引き出しノブ×6、取り付

け用ネジ×6））

太陽熱温水器（再々社
告）

日本電気硝子株式会社

０１２０－３０５－３２４(フリーダイヤル)
http://www.neg.co.jp/solar/

家庭用真空式ソーラー温水器「サンファミリー」 1988年～
2008年10月03日

＜ＨＰ＞

　長期使用や厳冬期の凍結等によ
りガラス管が破損し、極めてまれに
破損したガラスが屋根から落下する
可能性があることが判明。　（平成１
８年３月２９日と１０月２６日に行った
社告の再々社告）

安全対策の実施(無料)

アルカリ乾電池(付属
品)

ポップリベット・ファスナー株式会社

ブラックアンドデッカー事業部　「９ボルト電池リコール係」
０ １ ２ ０ － ５ ７ ７ － １ ９ ４(フリーダイヤル)
０３－５９７９－５８６０(FAX)
E-mail ： http://www.blackanddecker-
japan.com/support/contact.html

（１）形状：四角柱
（２）BLACK&DECKER のロゴ入り
（３）電圧：９Ｖ
（４）型式：６ＬＲ６１

 ※ 上記乾電池を付属品としている商品

　　　型番 　　商品名
（１）LZR1     水平・垂直レベラー
（２）BDL300S ３６０°水平レーザーレベラー
（３）BDL400S 水平・垂直レベラー
（４）BDSM400 デジタル距離計

（１）2001年8月
～
（２）2004年2月
～
（３）2004年3月
～
（４）2004年11
月～

2008年10月06日
＜ＨＰ＞

　レーザー製品の付属品である ９ボ
ルトアルカリ乾電池が破損し、内部
部品が飛び散るという事象が発生。

無償交換(付属電池のみ)

全自動洗濯機

三菱電機株式会社/日本建鉄株式会社

０１２０－７７５ー５８２(フリーダイヤル)
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/oshirase/sentakuki0801/

　三菱　全自動洗濯機
　（MAW-V8QP／MAW-V7QP）

1999年7月～
2000年7月(製
造・販売)

2008年10月07日
＜新聞・ＨＰ＞

　制御基板上の電気部品（コンデン
サ）の劣化により、制御基板から発
煙・発火に至る可能性があることが
判明。

部品交換(無料)
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品名 製造事業者名等 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

開放式小型湯沸器
(再々社告)

リンナイ株式会社

０１２０-８８５-５８７(フリーダイヤル)
http://www.rinnai.co.jp/

　
（１）リンナイ株式会社 RUS-5RX、
  （１）ー１）　　　　　 RUS-51BT
　（２）東京ガス株式会社 RN-405SD
　（３）東邦ガス株式会社 RI-5SH
　（４）西部ガス株式会社 RUS-5RX
　（５）北海道ガス株式会社 KRN-685C
　（６）京葉ガス株式会社 KRN-0111
　（７）北陸ガス株式会社 HRN-395A
　（８）東芝設備機器株式会社
　　現：東芝キヤリア株式会社 HPG-52S、HPG-52DS、
                                      HPG-52S-K、HPG-52DS-K
　（９）株式会社日立ホームテック
　　現：日立アプライアンス株式会社 GCD-508S
　（１０）タカラスタンダード株式会社 TUS-5RX

（１）1991年07
月～1994年03
月製造
（１）ー１）1994
年05月～1997
年01月製造
（２）1991年09
月～1994年06
月製造
（３）1991年10
月～1994年03
月製造
（４）1992年03
月～1994年04
月製造
（５）1992年06
月～1994年06
月製造
（６）1991年09
月～1994年02
月製造
（７）1991年08
月～1993年12
月製造
（８）1991年09
月～1994年06
月製造
（９）1993年03
月～1995年01
月製造
（１０）1991年09
月～1993年06
月製造

2008年10月07日
＜新聞＞

　開放式小型湯沸器の一部におい
て死亡事故が発生した。当該製品
の安全なご使用をお願いするととも
に、無償で当該製品の点検作業を
実施します。（平成19年2月12日と平
成19年10月9日に行った社告の再々
社告）

無償点検、注意喚起

電気冷温水給湯器

株式会社中京医薬品

アクアマジック事業部
０５６９－２９－６６６0(電話番号)
http://www.chukyoiyakuhin.co.jp/

ウォーターサーバー　ＹＣＨ－７２０Ｗ
2005年01月20
日～2008年09
月20日

2008年10月07日
＜新聞・ＨＰ＞

　水漏れが原因で温度センサー部
品が漏電したことによる事故が発
生。

無料点検及び修理（無償
部品交換を含む）
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品名 製造事業者名等 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

エアゾール式簡易消火
具（再社告）

ヤマトプロテック株式会社

０１２０－８０１－０８４(フリーダイヤル)
エアゾール式消火具お問合せフォーム：
　　http://www.yamatoprotec.co.jp/contact/callin.html
ホームページ：
　　http://www.yamatoprotec.co.jp/important.html

　[ヤマトボーイKT]（台所用）
製造ロット番号　　品質保証期間
　KO331 　　　　　　2005.01
　KN326 　　　　　　2005.02
　KD317 　　　　　　2005.03
　K1426 　　　　　　2005.04
　K2407 　　　　　　2005.05
　K2420 　　　　　　2005.05
　K3407 　　　　　　2005.06
　K3419 　　　　　　2005.06
　K4422 　　　　　　2005.07
　K7424 　　　　　　2005.10

[FMボーイK]（ファイヤーマンボーイ）
製造ロット番号　　品質保証期間
　KN301 　　　　　　2005.02
　KN322 　　　　　　2005.02
　KD319 　　　　　　2005.03
　K1425 　　　　　　2005.04
　K2408 　　　　　　2005.05
　K2421 　　　　　　2005.05
　K3406 　　　　　　2005.06
　K3418 　　　　　　2005.06
　K4423 　　　　　　2005.07
　K7425 　　　　　　2005.10

2008年10月08日
＜新聞・ＨＰ＞

　当製品の一部において、製造工程
上の不具合が原因で設置環境に
よっては缶内面に腐食が起こり、液
漏れや亀裂・破裂の可能性がある
事が判明。

無償回収（１０００円分の
金券を進呈）

圧力鍋

パール金属株式会社

０１２０－９２２ー９３２(フリーダイヤル)
http://www.p-life.co.jp/pearl/news_view.asp?id=39

Ｈ-４５２６　バリュープライス　ステンレス製3層底圧力鍋3リットル（4合
炊）

2005年08月01
日～2007年09
月01日

2008年10月10日
＜新聞・ＨＰ＞

 
　鍋の蓋が外れ内容物が飛び出し
た事象が発生。

注意喚起

デジタルめざまし時計

セイコークロック株式会社

セイコークロック　お客様センター
０１２０－３１５－４７４(フリーダイヤル)
9:30～17:15（土・日・祝・祭日は休業）(受付時間)
http://www.seiko-clock.co.jp/news/topics/200810/index.html

※時計底面部に貼り付けている製品番号シールをご確認ください。
ＤＰ６６１（オレンジ・オリーブ・グレー）／ ＤＰ６７４（木目）／ ＤＰ６８５（ア
イボリー）／
ＤＰ６６２（オレンジ・緑・赤）／ ＤＰ６７６（茶色）／ ＤＰ６８６（水色・赤）／
ＤＰ６６３（アイボリー・黄緑・黄）／ ＤＰ６７７（銀色）／ ＤＰ６８７（木目）／
ＤＰ６６４（アイボリー・グレー・赤）／ ＤＰ６７８（銀色）／ ＤＰ６８８（金色・
銀色）／
ＤＰ６６５（アイボリー・オリーブ・赤）／ ＤＰ６７９（ベージュ・あんず色）／Ｄ
Ｐ６８９（赤・白）／
ＤＰ６６６（オレンジ・緑・黄）／ ＤＰ６８０（オレンジ・黄）／ ＤＰ６９０（黄・
赤）／
ＤＰ６６８（アイボリー・水色・黄緑）／ ＤＰ６８１（木目）／ ＤＰ６９１（オレン
ジ・緑）／
ＤＰ６６８（木枠）／ ＤＰ６８２（ベージュ・オリーブ）

1976年～1983
年

2008年10月10日
＜ＨＰ＞

　モーター等の電気部品の経年劣
化により、使用環境によっては発
煙・発火のおそれがあることが判
明。
　ご使用前に必ずご確認いただき、
次のような症状がある場合は、すぐ
にコンセントを抜いてご使用を停止し
てください。

＊時計が止まって動かない。
＊ランプが点灯しない。
＊時計が異常に熱かったり、焦げ臭
いにおいがする。
＊時計の中から異音がする。
＊電源コードが著しく擦り減っていた
り、傷ついている。
詳しくは、下のセイコークロックお客
様センターまでお問合せください。

注意喚起

ジューサー

象印マホービン株式会社

０１２０－７７０－２８６（フリーダイヤル）
http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/bmj_kinkoku.html

　
   商品名                              対象型名
   ジューサー                         ＢＭ－ＪＥ０８型
   ミルつきジューサーミキサー    ＢＭ－ＪＳ０８型

2006年～2008
年 販売

2008年10月11日
＜新聞・ＨＰ＞

　使用中にフィルターの樹脂部分が
破損し、場合によっては怪我に至る
恐れがあることが判明。

無償部品交換
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品名 製造事業者名等 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

バストイ

パイロットインキ株式会社

パイロットインキ株式会社　「メルちゃんバスタブ交換受付セン
ター」
０１２０－４９８－６３３(フリーダイヤル)
http://www.mellchan.com/info081014.html

（１） いっしょにおふろにはいろうパーツセット
（２） いっしょにおふろにはいろう
（３）メルちゃんの２かいだてのおうち　デラックスセット
（４） メルちゃんのバスタブセット
（５） メルちゃんの白いおうち　デラックスセット
（６） メルちゃんのいちごのバスタブ
（７） メルちゃんのいちごのおうち　デラックスセット

（１）2000年  2
月～2005年12
月
（２) 2000年 2
月～2007年12
月
（３）2005年10
月～2006年12
月
（４）2005年12
月～2008年 4
月
（５）2007年 9月
～2007年12月
（６）2008年 7月
～2008年 9月
（７）2008年 9月
～2008年10月

2008年10月15日
＜新聞・ＨＰ＞

　シャワーヘッドがはずれたシャワー
ホルダーにより怪我をする事故が発
生。

無償回収・交換（バスタブ
部分）

自転車ペダル

株式会社ユーロスポーツインテグレーション

０３－３３２９－１０６５(電話)
http://www.eurosports.co.jp/look-keo.pdf

※LOOK KEO（ケオ）クロモリアクスルペダル
 　１ ケオ クラシック
 　２ ケオ スプリント（レッド、グレイ）
 　３ ケオ カーボンクロモリ
 　４ ケオ ＨＭクロモリアイアンマン

2004年～2005
年12月

2008年10月15日
＜ＨＰ＞

　クラックが発生し破断する恐れが
あることが判明。

無償交換
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品名 製造事業者名等 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

遠赤外線ヒーター

株式会社デンソー(旧 日本電装株式会社)
GAC株式会社（旧 ゼネラルエアコン株式会社）

・デンソーエンセキ回収受付センター
　０１２０－１８１－１０３(フリーダイヤル)
　http://www.denso.co.jp/ja/news/notice/081014-01.html
　http://www.gacjp.com/new/heater.html

「エンセキ」
  （１）機種：7FX
  　　　品番 ホワイト :479000-2200
       　　　  グレー   :479000-2230
  （２）機種：10FA
  　　　品番:ホワイト
       　　　479000-2170/479000-2171/479000-2172
       　　　479000-2370/479000-2490
  　　　品番:グレー
       　　　479000-2220/479000-2221/479000-2380
       　　　479000-2500
  （３）機種：10FC
  　　　品番:ホワイト
       　　　479000-2190/479000-2191/479000-2192
       　　　479000-2390/479000-2470
  　　　品番:グレー
       　　　479000-2280/479000-2400/479000-2480
  （４）機種：12F
  　　　品番:樹脂スタンド
       　　　479000-2080/479000-2081
  　　　品番 金属スタンド
       　　　479000-0280/479000-2040
  （５）機種：12FD
  　　　品番:樹脂スタンド
  　　　　　　479000-2090/479000-2091
  　　　品番:金属スタンド
        　　　479000-0290/479000-2050

「スキニー セラミック ヒーター」
  （６）機種：ERF121VAA/ERF121VAB/ERF121VDA
  　　　品番:レッド
       　　　479000-5020/479000-5021/479000-5030

（１）販売期間
1989年09月～
1990年03月
（２）販売期間
1987年09月～
1997年12月
（３）販売期間
1988年09月～
1997年11月
（４）販売期間
1982年09月～
1988年01月
（５）販売期間
1982年09月～
1988年01月
（６）販売期間
1984年10月～
1987年12月

2008年10月15日
＜新聞・ＨＰ＞

　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。

回収（一台につき２万円
で引き取り）

リチウムイオンバッテ
リー

ＧＮネットコムジャパン株式会社

０１２０－４９８－５６５(フリーダイヤル)
http://www.jabra.com/sites/Jabra/jp-
jp/campaigns/BR/Pages/index.aspx

GN9120ワイヤレスヘッドセット用内蔵リチウムイオンバッテリー（ATL
P/N 603028)社製）
　・製造コードが10/08またはそれ以降の製品

2005年1月～
2008年9月

2008年10月16日
＜新聞・ＨＰ＞

　稀に、過剰発熱が原因で、発火す
る恐れがあることが判明。

無償交換

ドラム式洗濯機

日本サムスン株式会社

日本サムスン株式会社　お客様ご相談ダイヤル
０１２０－３２７－５２７(フリーダイヤル)
　
http://www.samsung.com/jp/news/newsList.do?news_group=impo
rantnoticeaboutproducts

商品名：トップオープンドラム式洗濯乾燥機

機種名（型番）
(1)AWD-A845Z
類似機種名（型番）
(2)AWD－B860Z/AWD－U860Z/AWD－S8260Z
(3)AWD－X1/AWD－U1
(4)AWD－GT960Z/AWD－S9260Z
(5)AWD－ST86Z

(1)2002年4月
～2003年10月
(製造)
(2)2003年6月
～2004年11月
(製造)
(3)2004年1月
～2004年12月
(製造)
(4)2004年6月
～2005年3月
(製造)
(5)2004年11月
～2006年1月
(製造)

2008年10月21日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、部品の不
具合により使用中に異臭、発煙に至
る可能性があることが判明。

無料部品交換
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品名 製造事業者名等 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

ルームエアコン(再社
告）

ダイキン工業株式会社

０１２０－３３０－６９６(フリーダイヤル)
http://www.dＡikin.Ｃo.jp/tＡisetsu/2004/041019_r/index.html

対象室外機機種
(6～10桁)
ＡＲ２２０５X/ＡＲ２２８HDX/ＡＲ○○＊６＊～＊/ＡＲ○○＊７＊～＊/ＡＲ
○○＊８＊～＊/
ＲＡ２２５Ｇ*～*/ＲＡ○○６＊～＊/ＲＡ○○７*～*/ＲＡ○○８＊～＊/Ｒ
ＡJ○○８＊～＊/
ＲＡＺ２２５＊～＊/ＲＡＺ△△６＊～＊
○○は２２,２５,２８,３２のいずれかの数字　*印は数字またはアルファ
ベット
△△は２２,２５,２８のいずれかの数字

※室外機の機種名表示が確認できない場合、リモコン型番から該当機
種を確認できます。表示場所：リモコン裏面
対象機種リモコン型番:○に入る数字
ＡＲＣ４０８Ａ○:対策が必要=１０,１３,２０,３０/調査が必要=１４,１５,２４,２
５,２８,２９
ＡＲＣ４０９Ａ○:対策が必要=６,１１/調査が必要=１,８,１５,１７,２１
ＡＲＣ４１１Ａ○:対策が必要=４,６,９/調査が必要=１,２,３,８
ＡＲＣ４１８Ａ○:対策が必要=１,２
ＡＲＣ４０２Ａ６○:対策が必要=６

1995年1月～
1998年3月 (製
造)

2008年10月22日
＜折り込みチラシ＞

　
　室外機のプリント基板のはんだ部
分に亀裂が生じてスパーク、発煙・
発火する事故が、国内において発生
している。
　（2004年10月18日に新聞紙上にて
社告を行っています)

無償点検・修理

電動便座昇降機

小糸工業株式会社（製造・販売）
アロン化成株式会社（販売）

　小糸工業株式会社　環境アメニティー営業部 お客様窓口
 ０１２０－５１１－０２７(フリーダイヤル（携帯電話・PHS からは不
可）)
  http://www.koito-ind.co.jp/pdf/080717.pdf

　アロン化成株式会社　お客様相談室
　０１２０－８６－７７３５(フリーダイヤル)

　札幌営業所： 札幌市北区北七条西4-1-2　札幌丸増ビル6階
　　tel:011-709-6011 fax:011-709-6014
　仙台支店： 仙台市宮城野区榴岡5-12-55　仙台ソフトウェアーセ
ンタービル6階
　　tel:022-291-5477 fax:022-291-5479
　ライフサポート事業部： 品川区東五反田1-22-1　五反田ANビル
4階
　　tel:03-5420-1562 fax:03-5420-7738
　名古屋支店： 名古屋市中区錦1-4-6　三井生命名古屋ビル6Ｆ
　　tel:052-203-0396 fax:052-231-9157
　大阪支店： 大阪市西区土佐堀1-4-8　日栄ビル7階
　　tel:06-6448-5127 fax:06-6448-5120
　広島支店： 広島市中区大手町3-1-9　共立ビル7階
　　tel:082-245-7100 fax:082-245-7106
　福岡支店： 福岡市中央区天神2-14-2　福岡証券ビル4階
　　tel:092-741-1411 fax:092-712-2594
　http://www3.aronkasei.co.jp/anjyu/info/info.php#4

小糸工業株式会社：便座昇降装置「便座プラス」
 　　    品番        商品名
（１） ＫＪ１０１    便座昇降装置『便座プラス』
（２） ＫＪ１０１１  便座プラス』＋専用肘掛１本セット
（３） ＫＪ１０１２ 『便座プラス』＋専用肘掛２本セット

アロン化成株式会社：安寿シリーズ
　       品番         商品名
（４） ５３４－０９０ 電動便座昇降機Ｎ
（５） ８７１－２００ 電動便座昇降機２Ｈ

(１）（２）（３）
2005年04月～
2008年06月
（４）（５）2005年
04月～2008年
04月

2008年10月22日
＜ＨＰ＞

　繰り返しの使用により、グリップ部
分が折れる可能性があることが判
明。

無償交換（グリップのみ）
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品名 製造事業者名等 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

ＦｉｒｅＷｉｒｅ＆ＵＳＢ接続
ポータブルＨＤＤ

三菱化学メディア株式会社

０１２０－３４－４１６０(フリーダイヤル)
 メール ： http://www.mcmedia.co.jp/japanese/faq/info.html
 ホームページ ： http://www.mcmedia.co.jp/

VerbatimブランドFireWire & USB接続ポータブルHDD（１２０ＧＢ、１６０Ｇ
Ｂ、２５０ＧＢ、３２０ＧＢ）
・対象製品型番：
HDPC120GVS、HDPC160GVS、HDPC250GVS、HDPC320GVS
・対象製造番号：
ＪＡ００８５０９＊＊＊＊、ＪＡ００８６１１＊＊＊＊、ＪＡ１０８５０９＊＊＊
＊、
ＪＡ１０８６１１＊＊＊＊、ＪＡ１０８７１９＊＊＊＊、ＪＡ１０８７２３＊＊＊
＊、
ＪＡ２０８６０５＊＊＊＊、ＪＡ２０８７１７＊＊＊＊、ＪＡ３０８６０５＊＊＊
＊、
ＪＡ３０８７２３＊＊＊＊

2008年5月～
2008年10月（出
荷）

2008年10月24日
＜ＨＰ＞

　一部のコンピュータにFireWireケー
ブルで接続して使用した際に、本
ポータブルHDDが損傷して使用でき
なくなる可能性のあることが判明。

無償交換

茶こし付ケトル

コーナン商事株式会社

０１２０－０４－１９１０(フリーダイヤル)
http://www.hc-kohnan.com/pdf/info_081028.pdf

　
対象商品 　　　　　　　　　　　　　本体底部幅
茶こし付ケトル３L KOK０５－６０３１ （１９３ｍｍ）
茶こし付ケトル４L KOK０５－６０４８ （２０９ ｍｍ）
茶こし付ケトル５L KOK０５－６０５５ （２２７ ｍｍ）

200７年04月～
2008年06月

2008年10月28日
＜ＨＰ＞

 
　当製品の一部において、「ふた」の
不具合（サイズ不均一）のため、茶こ
しをはずして使用した場合に「ふた」
が本体内部に入り込んでしまう可能
性のある事が判明。

無償交換（点検の上、不
具合の発生した製品のフ

タのみ）

ノートパソコン用バッテ
リーパック

株式会社東芝

０１２０－３５９－２８６(フリーダイヤル)
（海外からのお電話の場合：０４３－３０３－１７０５）
FAX番号：０１２０－５５４－８１１
http://dynabook.com/assistpc/info/battery4/index_j.htm

機種名 　　型番
　dynabook PX/410MLBB PAPX410MLBB
　dynabook PX/410DL PAPX410DL
　dynabook TX/550LS PATX550LS
　dynabook TX/550LSK PATX550LSK
　dynabook TX/570LSB PATX570LSB
　dynabook TX/570LSBB PATX570LSBB
　dynabook TX/570LSBI PATX570LSBI
　dynabook TX/570LSJ PATX570LSJ
　dynabook Satellite AW3 PSAW314C4HA1H
　dynabook Satellite AW3 PSAW314C4HA1K
　dynabook Satellite AW3 PSAW314C5HA1K
　dynabook Satellite AW3 PSAW316L5HA1K

2005年4月～
2005年6月（製
造）

2008年10月31日
＜ＨＰ＞

発火事故の発生が判明。
無償交換（バッテリーパッ

クのみ）

ノートパソコン用バッテ
リーパック

デル株式会社

０１２０－１９８－４３７(フリーダイヤル)
E-メールアドレス：JP_CS_Battery_Replacement@dell.com
ホームページ：
　https://www.dellbatteryprogram.com/Default.aspx?LN=ja-JP
自主回収対象バッテリーの確認ページ
　https://www.dellbatteryprogram.com/batterymodels.aspx

　・Ｌａｔｉｔｕｄｅ: 110L, D530、D410、D500、D505、D510、D520、D600、
D610、
               　D620、D800、D810、D530、D620ATG
  ・Ｉｎｓｐｉｒｏｎ: 1100, 1150, 5100, 5150, 5160，500M、510M、600M、
700M、
　　　　　　　　 710M、6000、6400、8500、8600、9100、9200、9300、
    　          　9400、E1505、E1705
  ・Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ: M20、M60、M70、M90
  ・ＸＰＳ 　　　: XPS、XPS Gen2、XPS M170、XPS M1710

2004年04月01
日～ 2006年07
月18日

2008年10月31日
＜ＨＰ＞

  2006年8月に開始したリチウムイオ
ンバッテリ自主交換プログラムの追
加情報。
　該当バッテリは稀ではあるが、使
用中に発熱・発火の可能性がある。

無償交換
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品名 製造事業者名等 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

日本ヒューレット・パッカード株式会社

０１２０－５８９－４５５ (フリーダイヤル)
e-Mail：JPN_HP_Mobile_Battery@hp.com
http://www.hp.com/jp/battery-replace-081030

・日本発売
HP Compaq nx4800 Notebook PC
HP Compaq nx4820 Notebook PC
HP Compaq nc6120 Notebook PC
HP Compaq nc6220 Notebook PC
HP Compaq nc6230 Notebook PC
HP Compaq nx6110 Notebook PC

HP Compaq nx6120 Notebook PC

・日本未発売
HP Compaq nc6110 Notebook PC
HP Compaq nc6140 Notebook PC
HP Compaq nx9600 Notebook PC
HP Pavilion dv1000 Notebook PC
HP Pavilion dv8000 Notebook PC
HP Pavilion zd8000 Notebook PC
Compaq Presario V2000 Notebook PC
Compaq Presario V2400 Notebook PC

2004年12月～
2006年06月(製
造期間)

2008年11月01日
＜新聞・ＨＰ＞

　不具合のため、バッテリパックの
過熱、発火、火傷の危険などの可能
性があることが判明。

無料交換

電気スタンド

株式会社オーム電機

０１２０－９６３－００６(フリーダイアル)
０４８－９９２－２７３５（携帯電話・PHS・一部のIP電話から通話可：
有料）
http://www.ohm-
electric.co.jp/showcase/arm_light27/arm_light27.html

  型　番        回収対象製造番号                    製造期間
(1)ODS-27S     ６０１２００１ ～６０４９１３６   2006.10.11～2007.01.09
(2)ODS-27S-AG  ６０１２００１ ～６０４９１３６   2006.05.20～2007.01.09
(3)KDS-27N-AG  ６０１３６４１ ～６０２２６０６   2006.08.03～2006.12.10
(4)KDS-27N-BK  ６０１３６４１ ～６０２２６０６   20060.2.11～2006.02.15
(5)OAL-27N     ６０１７２０３ ～６０３９１８７   2006.03.27～2007.01.09
(6)OAL-27N-AG  ６０１７２０３ ～６０３９１８７   2006.04.11～2006.12.01
(7)KAL-27      ６００３１８８ ～６００８９７１   2006.11.16～2006.11.25

(1)2006.11.01～
2007.03.25
(2)2006.06.15～
2007.02.25
(3)2006.08.25～
2007.03.15
(4)2006.03.10～
2006.03.31
(5)2006.05.10～
2007.01.30
(6)2006.05.15～
2006.12.25
(7)2006.12.10～
2006.12.25

2008年11月06日
＜新聞・ＨＰ＞

　一部製品に使用しておりましたイン
バーター基板内に、仕様の異なるト
ランジスタを使用したため、当該部
品が故障した際に、非不燃性の抵
抗に過電流が流れ、周辺が焼損し、
最悪の場合製品が発火するおそれ
のあることが判明。

無償回収・交換・返品

はね上げ門扉

東洋エクステリア株式会社

［問い合わせ先等］
　・フリーダイヤル：０１２０－６０１－８５２
　・受付時間：10:00　～　17:00　（土日祝祭日・夏季冬季休暇を除
く）
http://www.toex.co.jp/attention/overdoor/overdoor4.htm

　
［製品名及び型式］
　はね上げ門扉「オーバードア電動直昇タイプ・ワイドオーバードア電動
直昇タイプ」
ＫＭＥ５６、ＫＭＥ５７、ＫＭＥ６５、ＫＭＥ６６、ＫＭＴ５６、ＫＭＴ５７、ＫＭＴ６
５、ＫＭＴ６６，ＫＮＰ５６、ＫＮＰ５７、ＫＮＰ６５、ＫＮＰ６６
ＫＮＧ５６、ＫＮＧ５７、ＫＮＧ６５、ＫＮＧ６６、ＫＭＵ５６、ＫＭＵ５７、ＫＭＵ６
５、ＫＭＵ６６、ＫＮＱ５６、ＫＮＱ５７、ＫＮＱ６５、ＫＮＱ６６
ＫＭＹ５６、ＫＭＹ５７、ＫＭＹ６５、ＫＭＹ６６

1997年1月1日
～2002年1月10
日

2008年11月10日
＜ＨＰ＞

　柱内部のコントロールボックスへナ
メクジが侵入することにより、基盤の
ショートやブレーカー切断等が発生
し、オーバードアが作動しなくなる不
具合が発生。

　点検の実施

電気温水器（再社告）

株式会社キューヘン

０１２０－０４８－５００（フリーダイヤル）
お問い合わせフォーム：http://www.kyuhen.jp/inquiry2/
http://www.kyuhen.jp/pr/backnumber/bn2008_1003/

形態：丸形Ｄ３・角形Ｄ３・角形Ｒ２
品番等： SM830DB-C177   容量300L / SM837DB-C178 容量370L
　　　　　 / SM846DB-C179 容量460L / SM855DB-C180 容量550L
          / SM830DB-F01    容量300L / SM837DB-F02   容量370L
          / SM846DB-F03    容量460L / SM830RB-F04   容量300L
          / SM837RB-F05    容量370L / SM846RB-F06   容量460L

形態：床下形
品番等：SM846D-G01 容量460L

1996年9月～
2000年10月

2008年11月11日
＜新聞・ＨＰ＞

　ヒーターリレーの配線接続部のソ
ケット取付状況と経年劣化の進展具
合によっては､ごく稀にソケット接続
部分から焼損に進展する可能性が
あることが判明。

無料点検・修理(部品交
換)
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品名 製造事業者名等 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

ステッパー

株式会社　ニシ・スポーツ

　・電話：０３－３６３７－３３５２
　・ＦＡＸ：０３－３６３７－３５８８
　http://www.nishi.com/T6922C.pdf

　
商品名： プライオメトリックステッパー
品番： T6922C

2006年06月～
2008年11月13日

＜ＨＰ＞

　傾斜ボードの蝶番金具及び蝶番
の溶接の不具合により、角度調節ス
テップ台が外れてしまう可能性があ
ることが判明。

回収（2009年度発売予定
品との交換（3月末予

定））

ジーンズ 株式会社ユニクロ
　・商品名:女児向けジーンズ「ＫＩＤＳ(ＧＩＲＬＳ)ストレッチスリムストレート
ジーンズ」
　・品番:１２１－０５２６６６（洗濯ラベルに表示）

2008年4月21日
～2008年11月
12日

2008年11月14日
＜新聞・ＨＰ＞

  ハート型リベット（飾り金具）取り付
けの不具合により、内側の金具の一
部が突起した商品が１１件確認され
た。
　（販売総数６４，９９８枚の内２件／
在庫数量１６，１４５枚の内９件）

回収(代金の払い戻し)

洗濯乾燥機（再社告）

三洋アクア株式会社

０１２０－３４－３２２６(フリーダイヤル)
http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/info/081118-02.html

機種名（型番）
(1)AWD-A845Z
類似機種名（型番）
(2)AWD－B860Z/AWD－U860Z/AWD－S8260Z
(3)AWD－X1/AWD－U1
(4)AWD－GT960Z/AWD－S9260Z
(5)AWD－ST86Z

(1)2002年4月～2003年10月(製造)
(2)2003年6月～2004年11月(製造)
(3)2004年1月～2004年12月(製造)
(4)2004年6月～2005年3月(製造)
(5)2004年11月～2006年1月

(1)2002年4月
～2003年10月
(製造)
(2)2003年6月
～2004年11月
(製造)
(3)2004年1月
～2004年12月
(製造)
(4)2004年6月
～2005年3月
(製造)
(5)2004年11月
～2006年1月
(製造)

2008年11月18日
＜新聞・ＨＰ＞

　「AWD－A845Z」において、温度
ヒューズ端子の接触不良と、ヒー
ターリード線の屈曲疲労により、乾
燥運転中に発煙・発火事故が発生。

　無料点検・修理（類似す
る製品につきましても、よ
り安全にご使用いただく
ために、無料点検・修理

をいたします。）

ハロゲンヒーター(再々
社告）

株式会社シー・アイ・シー（輸入元）

　０１２０―３３８－６２２(フリーダイヤル)
　http://www.cic-jp.com/

　（株）シー・アイ・シー　Ｙ・Ｓ・Ｔ　ＪＡＰＡＮ（株式会社シー・アイ・シー）
　　製品名：扇風機型タイプ・ハロゲンヒーター
　　型式：ＹＳ－Ｆ８０３R　ＹＳ－Ｆ８００Ｈ　ＹＳ－Ｆ８００Ｒ　ＹＳ－Ｆ８００Ｎ

2002年11月～
2006年3月（輸
入・販売）

2008年11月20日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部の製品につきまし
て、他の電化製品から発生するノイ
ズが原因となり、誤作動が発生する
こと（ＹＳ－Ｆ８０３Ｒ）、又、同型タイプ
（ＹＳ－Ｆ８００シリーズ）にて、ハロゲ
ン管が破裂し、カーペットなどがこげ
る事故が発生したと判明。
　（2007年1月31日、2007年11月15
日に行った社告の再々社告）

回収（代品返金）

靴下 株式会社ヤマダ電機（販売元）
商品名: ジャガード鹿柄クルー
品番: 45563

2008年10月16
日～2008年11
月12日

2008年11月21日
＜ＨＰ＞

　『靴下屋』及び『マイティソクサー』
の店舗にて販売された商品に、縫い
針の混入が1足確認されことが判
明。

回収（代金払戻）

振動ベルト

ヤーマン株式会社（輸入元）

ヤーマンコールセンター
フリーダイヤル：０１２０－７７６－２８２
http://www.ya-man.com/mega.html

振動＋ＥＭＳマシン・メガシェイク(MK-208)
2008年7月～
2008年8月

2008年11月21日
＜ＨＰ＞

　２つの本体を結ぶ中継ケーブルの
差込が不完全だ った場合に、端子
間に短絡が起こり、本来流れる微弱
な電流より強い電流が流れる可能
性があり、使用状況によっては火傷
等の肌トラブルにつながる恐れがあ
ることが判明。

無償交換

32



品名 製造事業者名等 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

ブラインド

イケア・ジャパン株式会社

イケア・ジャパン　コンタクトセンター
０１２０－１５１－８７０（フリーダイヤル）
Eメール：IKEA.RECALL@japan.ikea.com
http://www.ikea.com/ms/ja_JP/recall/recall_iris_alvine.html

　・IRIS/イーリス ローマンブラインド
　・ALVINE/アルヴィーネ ローマンブラインド
　　日付スタンプ(製造年と週を4桁の数字で表したもの)が0823またはそ
れ以前の表示がある製品。

～2008年6月
（製造）

2008年11月21日
＜ＨＰ＞

　米国におけるブラインドの自主安
全基準を十分に満たしていないこと
が判明。

修理キット無償送付

電気ストーブ（再社告）

株式会社ミュージーコーポレーション（輸入元）
株式会社山善（販売元）

０１２０－６８０－２８６(フリーダイヤル)
http://www.yamazen.co.jp/

カーボンヒーター
　　ＣＢＨ－Ｄ９００（ＭＳ）／ＣＢＨ－Ｄ９００（ＭＢ）
　　ＣＢＨＩ－Ｄ９００（ＭＳ）／ＣＢＨＩ－Ｄ９００（ＭＢ）／ＣＢＨＩ－Ｄ９００（Ｃ
Ｇ）
　　対象製造番号：２５ＨＤ～３１ＨＤ／０１ＪＤ～２６ＪＤ

2003年0８月～
2003年09月
（製造）

2008年11月25日
＜新聞・ＨＰ＞

　首振り機構部品の不具合により、
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。
　（2004年02月12日に行った社告の
再社告）

無償修理又は交換

ハロゲンヒーター（再社
告）

株式会社山善

０１２０－２１９－７００(フリーダイヤル)
http://www.yamazen.co.jp/files/081120.html

ＹＡＭＡＺＥＮハロゲンヒーター
　ＨＧ－８００（Ｗ）
　対象製造番号：０３１０２８～０３１１１０

2003年10月下
旬～2003年11
月初旬
（製造）

2008年11月25日
＜新聞・ＨＰ＞

　不良のガラス管が混入し、使用中
に破損に至る危険性のあることが判
明。
　（2004年10月13日に行った社告の
再社告）

代金返還

電気たこ焼き器（再社
告）

株式会社山善（販売）
株式会社ミュージーコーポレーション（輸入）

０１２０―６８０－２８６(フリーダイヤル)
http://www.yamazen.co.jp/files/081120.html#01

　(1)製品型番「ＴＹＸ－６５０」
　　　製造番号／２６ＣＥ、２８ＣＥ、２９ＣＥ、０６ＧＥ

　(2)製品型番「ＯＰＸ－１８」
　　製造番号／１０ＤＥ、１１ＤＥ、１２ＤＥ、２０ＤＥ、１７ＥＥ、１８ＥＥ、２０Ｅ
Ｅ

(1)2004年3月
～2004年7月
(製造)
(2)2004年3月
～2004年5月
(製造)

2008年11月25日
＜新聞・ＨＰ＞

　一部電源コード接続部のネジの緩
いものが混入し、使用中に発煙、発
火に至る可能性があることが判明。
　（2005年08月01日に行った社告の
再社告）

無償修理又は交換

電子レンジ（再々社告）

岩谷産業株式会社（販売元）/株式会社千石(製造元)

０１２０－００－９９３０(フリーダイヤル)
http://www.iwatani.co.jp/

イワタニ卖機能電子レンジ
　ＩＭ-５７４・ＩＭ-５７４Ｓ（９７・９８・９９年製）
　ＩＭ-５７５・ＩＭ-５７５Ｓ（９８・９９・２０００年製）

1997年03月～
2000年10月

2008年11月25日
＜新聞・ＨＰ＞

  使用中にマイクロスイッチの不具
合により、発煙・発火の恐れがある
ことが判明。
　※製造時期ラベル横に（検）シー
ルが貼ってあるものは点検済みな
ので、連絡する必要はありません。
　（2003年09月02日、2008年03月12
日に行った社告の再々社告）

無償点検・修理

温水洗浄便座（再社
告）

株式会社ＩＮＡＸ（販売元）/日本総合住生活株式会社（販売元）/ブ
ラザー工業株式会社（販売元）/旧松下電工株式会社（販売元）

０１２０－１７９－４２７（フリーダイヤル）
  http://www.inax.co.jp/warnings/081126/

・INAXプランドで販売されたもの
(1)シャワートイレ500シリーズ(2)シャワートイレ100シリーズ
(3)シャワートイレCII、CIIF、CIIFX、CIIX(4)シャワートイレDI、DIF、DIK
(5)シャワートイレEII、EIIC、EIICF、EIIF (6)シャワートイレFIII、FIIIF、FIIIK
(7)シャワートイレHI、HIF、HIK、HIN、HIR、HIS

・INAX以外のブランドで販売されたもの
(8)日本総合住生活(株) JS()シャワートイレ(9)ブラザー工業(株) 温水洗
浄便座WS-101
(10)旧松下電工(株) クリーンシャワレHA CH5462(11)旧松下電工(株) ク
リーンベンザH CH5452

(1)1988年～
1991年
(2)1988年～
1998年
(3)1982年～
1988年
(4)1984年～
1989年
(5)1986年～
1988年
(6)1983年～
1988年
(7)1986年～
1988年
(8)1994年～
1997年
(9)1986年～
1986年
(10)1986年～
1988年
(11)1986年～
1986年

2008年11月26日
＜新聞・ＨＰ＞

　
  使用開始より10年以上の長期間
が経過した温水洗浄便座において、
故障したまま使い続けると、内部の
電気部品が断線・発熱したりして、
発煙・発火にいたる場合がありま
す。

注意喚起
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品名 製造事業者名等 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

温水洗浄便座

アイシン精機株式会社（製造、販売）/積水化学工業株式会社（販
売）/株式会社長府製作所（販売）/株式会社マキタ電機製作所
(現在は株式会社マキタ)（販売）

０１２０－３３０－０５６(フリーダイヤル)
 http://www.aisin.co.jp/news/oshirase/081126.html

販売会社名/モデルまたは製品名
・アイシン精機(株)/18、18F、28、28F
・積水化学工業(株)/ASB01、ASE01
・(株)長府製作所/S-1、S-2、S-11、S-21 S-31、S-32、S-41、S-42
・(株)マキタ電機製作所/(現在は(株)マキタ) ST100、ST110、ST200
ST210、ST300、ST400

1982年～1998
年

2008年11月26日
＜ＨＰ＞

　
  使用開始より15年以上の長期間
が経過した温水洗浄便座において、
故障したまま使い続けると、内部の
電気部品が断線・発熱したりして、
発煙・発火にいたる場合がありま
す。

注意喚起

エアコン

パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）

エアコンビジネスユニット
０１２０-８７８-５７０(フリーダイヤル)
http://panasonic.co.jp/ha/info/important/aircon/index.htm

商品名：冷房用タテ型エアコン
　品番：
        ＣＷ－１４５ＤＳ－Ｗ　ＣＷ－１４５ＤＳ－Ｈ     ＣＷ－１６５ＤＳ－Ｗ
ＣＷ－１６５ＤＳ－Ｈ
        ＣＷ－Ｃ１６ＡＳ－Ｗ　ＣＷ－Ｃ１６ＡＳ－ＸＢ   ＣＷ－Ｃ１８ＡＳ－Ｗ
ＣＷ－Ｃ１８ＡＳ－ＸＢ
  製造期間：1988年～1992年

　品番：
  　　　ＣＷ－Ｃ１６ＦＳ－Ｗ　ＣＷ－Ｃ１６ＦＳ－Ｃ　    ＣＷ－Ｃ１８ＦＳ－Ｗ
ＣＷ－Ｃ１８ＦＳ－Ｃ
  製造期間：1993年～1996年

1988年～1996
年

2008年11月19日
＜折り込みチラシ＞

　当製品において、まれに雤水や結
露水が電気部品に浸入して絶縁不
良となり、最悪の場合には、発煙や
発火事故につながることが判明し
た。
　（2000年12月5日に新聞紙上にて
社告を行った内容について、新聞折
込チラシの配布により、再度注意喚
起を図ったもの。）

無料点検（処置）

電子レンジ

パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）

電子レンジ市場対策室
０１２０－８７１－６８２(フリーダイヤル)
http://panasonic.co.jp/ha/s/pro/

ＮＥ－Ａ５５５、ＮＥ－Ａ５７５、ＮＥ-ＡＢ５０、ＮＥ-ＡＣ５０、ＮＥ-ＡＣ６０、ＮＥ
－ＡＴ６６、ＮＥ－ＡＴ７０、
　ＮＥ－ＡＴ８０、　ＮＥ－ＯＴ１、ＮＥ-ＯＴ２、ＮＥ－Ｐ３００、ＮＥ－Ｐ５００（１
２機種）

1988年12月～
1993年12月（製
造）

2008年11月19日
＜折り込みチラシ＞

　電子部品内部のはんだの亀裂に
より、発煙・発火に至る可能性があ
ることが判明。
   （2007年5月31日に新聞紙上にて
社告を行った内容について、新聞折
込チラシの配布により、再度注意喚
起を図ったもの。）

無料部品交換（修理が困
難な場合は、代替品との
交換、または引き取りの

対応）

冷凍冷蔵庫

パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）

冷凍冷蔵庫市場対策室
００１２０－８７１－３３７(フリーダイヤル)
http://panasonic.co.jp/ha/s/pro/

ＮＲ－Ｆ４０Ｖ１、ＮＲ－Ｆ４０ＶＰ１、ＮＲ－Ｆ４０Ｗ１、ＮＲ－Ｆ４０ＳＰ１、ＮＲ
－Ｇ５３Ｋ１（５機種）

1989年2月～
1992年10月（製
造）

2008年11月19日
＜折り込みチラシ＞

　電子部品の内部素子の破壊によ
り、発煙・発火に至る可能性がある
ことが判明。
　（2007年5月31日に新聞紙上にて
社告を行った内容について、新聞折
込チラシの配布により、再度注意喚
起を図ったもの。）

無料部品交換

電気暖房器具

パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）
パナソニック電工株式会社（旧松下電工株式会社）

０１２０－８７５ー６６５（フリーダイヤル）
http://panasonic.co.jp/ha/s/dh/

商品名：デスクヒータ
　品番　　　　　　　製造年
　ＤＲ２４５６　　　：2003年～2004年製造
　ＤＣー２４５６Ｐ ：2005年製造
　ＤＣーＰＤ１　　 ：2006年製造

2003年～2006
年（製造）

2008年11月19日
＜折り込みチラシ＞

　
　機器内部に配線されたヒーター線
が異常過熱を起こし、発煙・発火に
至る可能性があることが判明。
　(2008年03月06日に新聞紙上にて
社告を行った内容について、新聞折
込チラシの配布により、再度注意喚
起を図ったもの。）

無料交換（代替品）

電気衣類乾燥機

パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社）(製造・販売)
三菱電機株式会社（販売）

パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社）　電気衣類乾
燥機市場対策室
０１２０－８７１－３９９（フリーダイヤル）
http://panasonic.co.jp/ha/s/pro/

三菱電機株式会社　電気衣類乾燥機市場対策室(日本建鉄株式
会社内)
０１２０－１３９－７７８（フリーダイヤル）
http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/index.html

パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）
　　　１）対象形名: ＮＨ－Ｄ４０Ｋ３、ＮＨ－Ｄ４５Ａ、ＮＨ－Ｄ４５Ｈ１、
          　　　ＮＨ－Ｄ４０Ｋ２、ＮＨ－Ｄ４０Ｓ１、ＮＨ－Ｄ４５Ｋ１、
          　　　ＮＨ－Ｄ４５Ｋ２、ＮＨ－Ｄ４５Ｋ３

　　三菱電機株式会社
　　　２）対象形名: ＤＲ－Ｄ４０Ｃ１、ＤＲ－Ｄ４０Ｌ、ＤＲ－Ｄ４５Ｌ
　

１）1993年08月
～2001年12月
（製造）
２）1994年12月
～1999年08月
（製造）

2008年11月19日
＜折り込みチラシ＞

　電気部品のはんだの亀裂により、
発煙・発火に至る可能性があること
が判明。
　（2007年5月31日に新聞紙上にて
社告を行った内容について、新聞折
込チラシの配布により、再度注意喚
起を図ったもの。）

無料部品交換
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品名 製造事業者名等 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

電気ミニマット(再社告)

ワタナベ工業株式会社(製造、販売)/株式会社山善(販売)

 ０１２０－５４５－１９１(フリーダイヤル)
FAX ： ０１２０－７９７－２３２
Ｅ-ｍａｉｌ ： wsupport@watanabe-ind.co.jp
http://www.watanabe-ind.co.jp/index.php

販売元：株式会社山善
　対象型番：ＹＭＭ－４５５／ＹＭＭ－６０５

　販売元：株式会社山善
　対象型番：ＹＭＭ－４５５／ＹＭＭ－６０５

　販売元：ワタナベ工業株式会社
　対象型番：ＷＨＣ－４５Ｇ
  製造番号：ＮＯ．０４－＊＊＊＊

  （上記３種類の製造番号がNO.０４－＊＊＊＊のものが対象製品となり
ます）

2004年07月～
2004年11月

2008年12月01日
＜新聞・ＨＰ＞

　
  当製品の一部製品において、ヒー
ター線を固定する接着剤の不具合
により、発煙・発火に至る危険性の
あることが判明。

回収交換

ハロゲンヒーター

・株式会社ユニ・ロット（販売）
・住友商事マシネックス関西株式会社（輸入）
　・フリーダイヤル：０１２０－５９８－００３
　・受付時間：午前9時～午後5時
http://www.uniroot.co.jp/wp/archives/28

［製品名及び型式］
（１）　ＹＨ－６０００
（２）　ＹＨ－６００１

2002年8月～
販売

2008年12月01日
＜ＨＰ＞

　内部の部品の発熱・発煙・焼損の
恐れが判明。
（2007年12月21日新聞社告の再公
表）

製品回収（返金）

液晶プロジェクター

シャープ株式会社（製造・販売）
パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）（販売　）
日本ビクター株式会社（販売）

・シャープ
　０１２０ー７３６－８２７(フリーダイヤル)
　http://www.sharp.co.jp/support/announce/xv101t.html
・パナソニック
　０１２０－８７８ー５６０(フリーダイヤル)
　http://panasonic.jp/support/info/100cv1.html
・日本ビクター
　０１２０－２１０ー８３９(フリーダイヤル)
　http://www.victor.co.jp

　
ブランド:対象品番
・シャープ：(1)ＸＶ－１０１Ｔ/(2)ＰＧ－１０００Ｔ/ (3)ＰＧ－X１０００/(4)ＸＶ－
Ｔ１Ｚ
・パナソニック：(5)TH－１００ＣＶ１※
・ビクター ：(6)ＶＸ－１００Ｔ１※
※シャープ（株）が設計・製造し、完成品で供給したもの。

(1)1990年01月
～1991年06月
(2)1990年04月
～1991年03月
(3)1990年11月
～1991年05月
(4)1991年04月
～1993年08月
(5)1991年07月
～1991年08月
(6)1991年12月
～1992年01月

2008年12月03日
＜新聞・ＨＰ＞

　電源基板内の電気部品の劣化及
び設置環境等による基板面の絶縁
の低下が原因と考えられる発火事
故が発生。

  注意喚起及び回収（上
記対応を呼びかけるとと
もに、対象製品の回収を

実施。）

冷凍冷蔵庫

ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社

０１２０－００４－０２７(フリーダイヤル)
http://jp.lge.com/index.do

ＬＧエレクトロニクス（旧「ＬＧ電子」）製 冷凍冷蔵庫
　・ＬＲ－Ａ１７ＰＳ（全製品）
　・ＬＲ－Ｂ１７ＮＷ（全製品）

2003年9月～
2005年4月（製
造）

2008年12月17日
＜新聞・ＨＰ＞

　製品の一部において、使用してい
るコンデンサーの不具合により、発
煙・発火の恐れがあると判明。

無償部品交換

温水洗浄便座

株式会社INAX

０１２０－１７９－４５９(フリーダイヤル)
http://www.inax.co.jp/warnings/081216/

温水洗浄便座「DV-200型」
　　DV-215
　　DV-216
　　DV-217
　　DV-218
　　DV-215H
　　DV-216H
　　DV-217H
　　DV-218H

対象製造番号
K4001001～K4085083

2004年3月～
2005年6月(製
造)

2008年12月17日
＜新聞・ＨＰ＞

　一部の部品の不具合で発煙や本
体カバーが溶融（約3cm）する現象
が確認された。

無償点検・修理
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品名 製造事業者名等 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

電気マッサージ器

株式会社的場電機製作所

０４９－２３１ー２２５５㈹(フリーダイヤル)
Eメールアドレス：info@matoba.co.jp
http://www.matoba.co.jp/

家庭用ローラー式電気マッサージ器
　・アルビシェイプアップローラー
　・シェイプアップローラーⅡ

1983年～1996
年

2008年12月17日
＜新聞・ＨＰ＞

　布カバーを装着しない状態で使用
で、衣服を巻込み死亡する事故が
発生。
　※布カバーを外したり、破れた状
態での使用は大変危険なため、絶
対にしないでください。

注意喚起

洗濯乾燥機（再々社
告）

日立アプライアンス株式会社（旧社名　日立ホーム＆ライフソ
リューション株式会社）

０１２０－６６７－２２０(フリーダイヤル)
http://kadenfan.hitachi.co.jp/nw3/

(1) 2004年お知らせ分
　 NWーD８BX　　　２０００５０１～２０７５５０１、３０００００１～３０４３９８８
　 NWーD６BX　　　２０００００１～２０２９９８９、３０００００１～３０１０５２０
　 NWーD６BXAJ　２０００００１～２０００５００、３０００００１～３０００５５０

  (2) 2005年お知らせ分
　 NW-D８AX　全数
　 NW-CSD８０A　全数
　 NW-D８BX　２０００００１～２０６８３０２
　 NW-D６BX　２０００００１～２０２８２１８

2001年8月～
2003年4月

2008年12月16日
＜新聞・ＨＰ＞

　コントロール基板のコネクター部分
の接触不良とヒーターのリード線が
断線する可能性があり場合によって
は、ヒーター通電中に発煙・発火し、
火災に至る恐れがあると判明。
（平成19年2月27日、平成20年2月19
日の再々社告）

無料点検・修理

ビンディングヒールピー
ス

アメアスポーツジャパン株式会社

アトミック・コールセンター
０１２０－８７１－７３７（フリーダイヤル）
http://www.atomicsnow.jp/ski/news/pressdwnld/recall_atomic_us
er_web_ol.pdf

 ・アトミック（Ａｔｏｍｉｃ）
　　　　Ｒａｃｅ３１０／Ｒａｃｅ４１２／ＲａｃｅＲａｃｅ３１０／ＲａｃｅＲａｃｅ４１２
　　　　Ｘｅｎｔｒｉｘ３１０／Ｘｅｎｔｒｉｘ３１１／Ｘｅｎｔｒｉｘ４１２／
　　　　Ｃ３１０／Ｃ３１１／Ｃ４１２／ＣＲ３１０／
　　　　ＣＲ４１２／Ｒ３１０／Ｒ４１２／ＳＸ３１０／ＳＸ４１２
　　　　Ｄｅｖｉｃｅ３１１／Ｄｅｖｉｃｅ４１２
　　　　Ｃｅｎｔｒｏ３１０／Ｃｅｎｔｒｏ４１２

　　・ディナミック（ＤＹＮＡＭＩＣ）
　　　ＡＤＸ３１０／ＲＤ１０／Ｘ４１２／Ｃｅｎｔｒｏ４１２

1998年9月～
2005年

2008年12月22日
＜新聞・ＨＰ＞

　ヒールピースに不具合が生じ、ス
キー滑走中に十分な強度でスキー
ブーツを保持できず、誤解放を生じ
る可能性があると判明。

無料部品交換
（ヒールピース）

スチームモップ

株式会社オークローンマーケティング

０１２０－５１７－０９６(フリーダイヤル)
http://www.oaklawn.co.jp/mop_oshirase/

スチームモップ　Ｓ３１０１Ｊ
ロット番号： ５桁の末尾が「Ａ」　（例 ２５ＦＲＡ）

2007年12月～
2008年9月

2008年12月22日
＜ＨＰ＞

　内部部品の異常発熱により、本体
樹脂の一部が溶融・熱変形する恐
れがあることが判明。

無償回収・代替品交換

USBモバイル電源

パナソニック株式会社（旧社名：松下電器産業株式会社）

０１２０－６６０－６４８(フリーダイヤル)(一般電話・携帯電話・PHS
の使用可、IP電話は不可)
 http://panasonic.co.jp/ec/info/usb/

製品名 USBモバイル電源「ポケパワー」
品番 BQ-600（国内向け）

2007年06月～
2008年01月（製
造）

2008年12月25日
＜新聞・ＨＰ＞

　内部の部品の異常発熱が原因
で、本体樹脂ケースが一部熱溶融・
熱変形する事故が発生。
※USBモバイル電源が対象品番に
該当する場合には、直ちにご使用を
中止し、乾電池ないしは充電池を取
り出し、購入店または下記のお申し
出窓口まで連絡してください。

無料代替品交換

ホーロー製ケットル

パール金属株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－９２２－９３２　（無料）
・http://www.p-life.co.jp/pearl/news_view.asp?id=44

　(1) Ｈ－４５３７
　(2) Ｈ－４５３８
  (3) Ｈ－４５３９

2005年3月～
2008年9月

2008年12月29日
＜ＨＰ＞

　取っ手部分が仕様（メラミン樹脂）
と違う耐熱温度の低い（ユリア樹脂）
製品が一部混入していた事が判明。
使用に不安がある場合は、下記電
話番号に連絡してください。

注意喚起
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品名 製造事業者名等 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

自転車用キャリヤ

ホダカ株式会社

キャリヤ点検窓口
０１２０－５２５－４４５ (フリーダイヤル)
http://www.hodaka-bicycles.jp/htmls/image/navi/KB.pdf

　2008年度KhodaaBloom製品のフロントキャリヤ装備モデル

　点検対象モデル（下記モデルの全サイズが対象となります）

　Canaff CS 1.0 FS:パールホワイト/ ゴールド　パールホワイト/ ブラック
　Canaff CS 1.4:ブラック　ブルー　レッド
　Canaff CS 1.0:ポリッシュ　パールホワイト　ネイビー
　Canaff CS 2.4:グリニッシュブルー　パールホワイト　ブラック　ピンク
　Canaff CS 2.0:ラベンダー　ネイビー　ライトブルー

　Canaff CT 1.0:イエローグリーン　ポリッシュ　ブラック
  Canaff CT 2.0:パールホワイト　イエロー　ポリッシュ　ブルー
  Canaff CT 3.0:イエロー　レッド　ニュアンスブラック　パールホワイト
　
　Nolly CS 1.0:マットシルバー　マットブルー
　Nolly CS 2.0:マットレッド　マットホワイト
　Nolly CT 3.2:マットブラック　ワインレッド　マットグリーン　ゴールド
　Nolly CT 4.2:マットパープル　マットグリーン　パールホワイト

2007年9月～
2008年11月

2009年01月05日
＜ＨＰ＞

　当製品において、前キャリヤの固
定の際、ネジ類の組み付け順に不
都合がある場合や緩みがでている
などの条件が重なった場合、継続使
用によりキャリヤ支柱部分が折損
し、転倒事故に至る可能性のあるこ
とが判明。

※点検の手順
無償点検の点検対象モデルの購入
者宛に、「無料点検のお願い」のハ
ガキを順次送付しています。
購入者は販売店へ点検依頼対象モ
デル自転車と「無料点検のお願い」
のハガキを持参し、販売店に渡しく
ださい。
無償にて点検を受けることができま
す。

無償点検

ハロゲンヒーター

株式会社アイアン

０１２０－８４８－４５０()
http://www.iron.co.jp/info/info2.htm

  製品名：タワーハロゲンヒーター
　型式：ＩＲ4423
　色／アイボリー
　※タワー型（二本の直線型電球）

2002年8月21日
～2003年3月20
日(販売)

2009年01月07日
＜ＨＰ＞

　台座部より発火・発煙の事故が発
生。首振り時に内部配線がよじれ、
コード皮膜が損傷しスパークが原因
と考えられる。

代替品交換

液晶テレビ

シャープ株式会社

０１２０－００１－３６４(フリーダイヤル)
http://www.sharp.co.jp/support/announce/lc26gd.html

(1) ＬＣ－２６ＧＤ１
(2) ＬＣ－２６ＧＤ２
(3) ＬＣ－２６ＧＤ３
(4) ＬＣ－２６ＡＤ５
(5) ＬＣ－２６ＧＤ６

(1) 2004年3月
発売
(2) 2004年3月
発売
(3) 2004年11月
発売
(4) 2005年6月
発売
(5) 2005年8月
発売

2009年01月13日
＜ＨＰ＞

　スタンドの接合部分の不具合によ
り、液晶テレビ本体がぐらついたり、
前に傾いたりする場合がある。

訪問の上、（無償）点検
修理

ランドセル

株式会社ニトリ

０１２０－１１０－１８０(フリーダイヤル)
10：００～18：００（土・日・祝日を含む）(受付時間)
http://www.nitori.co.jp/common/documents/pdf/important/0901
14.pdf

SY108シリーズ
2008年11月10
日～2008年12
月18日

2009年01月14日
＜ＨＰ＞

　当該製品の肩ベルト内部の補強
材の長さにばらつきがあるものが混
在し、外側に露出して、万が一の場
合怪我をする恐れがあるため。
　上記の販売期間に店頭にてお持
ち帰りの方は、使用を中止し、フリー
ダイヤルまで連絡してください。

製品回収及び改善品交
換

ハロゲンヒーター

フカダック株式会社

０１２０－０４１－２１２(フリーダイヤル)
http://www.fukadac.co.jp/fukadac0114001003.pdf

薄型ハロゲンヒーター／FH-911
2004年10月6日
～2005年12月
31日

2009年01月15日
＜ＨＰ＞

　ヒーター管と電源リード線の接続
部に亀裂が生じ、本体側面から使用
中に発熱・発火を起こす恐れがある
ため。

　商品交換
（遠赤外線クオーツヒー

ター）
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品名 製造事業者名等 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

ジェットバス用リモコン
スイッチ

株式会社ブリヂストン

０１２０－２８１－２９４(フリーダイヤル)
http://www.bridgestone.co.jp/customer/20090115.html

ジェットバス（機種名：JBU-101）用リモコンスイッチ
1996年9月～
1998年6月

2009年01月16日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部に置いて、水密不足
のためリモコンスイッチ内部へ水分
が浸入し、誤作動発生（勝手に作
動・停止する）の可能性のあることが
判明。
※上記機種（JBU-101）で1998年7
月～2002年12月に販売しているもの
は問題はありません。
※上記販売期間に購入いただいた
お客様のうち、1998年7月以降にリ
モコンスイッチを無償で交換させて
いただいている場合は対象外です。

無償交換
（リモコンスイッチ）

自転車用ホイール

アメアスポーツジャパン株式会社

００１－０１０－８００－２３４－７８８－７５(国際フリーダイアル)
http://www.amerjapan.com/media/contents/315.html

　品名：Mavic（マヴィック）社製　R-SYS前輪
  対象機種：下記モデルの前輪が対象
　　　　　      R-SYS、R-SYS test、R-SYS Premium

2007年08月～
2008年12月（販
売）

2009年01月16日
＜ＨＰ＞

　前輪のスポークが破損し、転倒事
故に至るおそれがあることが判明。

無償交換
（前輪：2009年3月31日
（火）から順次開始）

スチールハイベッド

株式会社ニトリ

０１２０－１４４－０９０(フリーダイヤル)
http://www.nitori.co.jp/common/documents/pdf/important/0901
24.pdf

品名：スチールハイベッド　ＬＢ-９３５-３　シルバー
  コード：２０２００８０

2003年5月29日
～2008年8月12
日

2009年01月24日
＜ＨＰ＞

　「布団落下防止、及び就寝者の安
全向上のため」手すり部品を追加。

無償提供（手すり部品）

水道凍結防止帯

株式会社 ヤマヒサ

０１２０－３６－１３７４（フリーコール）
http://www.yamahisa.co.jp/information/attention_090126.html

リフォーム商品　「お風呂」
リフォーム商品　「キッチン」
リフォーム商品　「トイレ」

［対象地区］
長野県

2009年01月26日
＜ＨＰ＞

　リフォーム商品の「水道凍結防止
帯」の取付工事の一部に不具合が
発見され、「水道凍結防止帯」から
発煙、発火する可能性があることが
判明。

取付の点検、確認(巡回
訪問)

シルバーカー(歩行補
助車)

アロン化成株式会社

０１２０－８６７－７３５(フリーダイアル)
http://www.aronkasei.co.jp/whatsnew/news/n090129.pdf

シルバーカー「サンフィール」シリーズ

      品番   /        製品名                             / 対象ロット番号
 ５３２３６５/ サンフィールⅡ（バータイプ）　 ブルー    /３８１９１６３１
 ５３２３６７/サンフィールⅡ（バータイプ）　 青チェック/３８１９０３３１ ３８
１９１０３１ ３８２１２４３１
 ５３２３４２/サンフィール　（ショッピング） 青チェック/３８１８０６３１ ３８１
８２６３１ ３８１９１１３１
 ５３２３４７/サンフィール　（ショッピング） 赤チェック/３８１８２６３１ ３８１
９１５３１ ３８２０２５３１ ３８２０３０３１
 ３２３５２  /サンフィール　（ウォーキング） 青チェック/３８１８０６３１ ３８
１８２６３１ ３８１９２４３１ ３８２０１２３１

2008年8月～
2009年01月29日

＜ＨＰ＞
　使用中に車輪が外れて転倒する
恐れがあることが判明。

回収（補修）

自転車用空気入れ

株式会社オージョイフル

０１２０－０３７－７６６(フリーダイヤル)
http://www.o-joyful.co.jp/

軽量プラスチック　エアーポンプ：ＯＪ０１ＡＰ－００２
2004年12月～
2007年9月

2009年01月29日
＜ＨＰ＞

　使用中にタンクが破裂する事故が
発生。

回収及び代金払い戻し

婦人用ブーツ

株式会社サンエー・インターナショナル

０１２０－３０５ー２２１(フリーダイヤル)
http://www.sanei.net/recall/090129jj.php

ブランド名：ＪＩＬＬ ＳＴＵＡＲＴ（ジル スチュアート）
製品名：０８ＦＷ ＳＨＯＥＳ２
品番：０９３－２８５０７３（黒、グレー）

2008年10月20
日～2009年1月
27日

2009年01月29日
＜ＨＰ＞

　ヒール取り付け用の釘が打たれて
いない商品があることが判明。

無償点検・回収
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品名 製造事業者名等 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

婦人用ブーツ

株式会社サンエー・インターナショナル

０１２０－３０５ー２２１(フリーダイヤル)
http://www.sanei.net/recall/090129jj.php

ブランド名：ＪＩＬＬ　ｂｙ　ＪＩＬＬ ＳＴＵＡＲＴ（ジル バイ ジル スチュアート）
製品名：レザーロングブーツ
品番：１２７－２８５０２１（ブラック、ブラウン）

2008年8月1日
～2009年1月29
日

2009年01月30日
＜ＨＰ＞

　靴底のヒール取り付け金具が足の
裏にあたってしまう可能性があること
が判明。

無償点検・回収

電子レンジ

日立アプライアンス株式会社

０１２０－３１２－１１１(フリーダイヤル)
０１２０－３１２－１３４(ＦＡＸ)
年末年始は休み／携帯電話、ＰＨＳからも利用可
http://kadenfan.hitachi.co.jp/mro2/index.htmll

 
  ＭＲＯ－５４００/ＭＲＯ－５４００A/ＭＲＯ－５０００/
　ＭＲＯ－５８００Ｓ/ＭＲＯ－５５１０/ＭＲＯ－５７００Ｓ/
  ＭＲＯ－５６００/ＭＲ－５００

1979年7月～
1983年8月（製
造）

2009年02月03日
＜ＨＰ＞

　電子レンジの回転台底部にある回
転軸に金属粉が一部混入し、回転
軸に取り付けてある樹脂製部品が
過熱して、機体内で発煙・発火に至
る恐れがあることが判明。
（昭和６１年１２月にプレス公表を
行った内容について、ホームページ
上で、再度点検の呼びかけを図った
もの。）

無料点検及び修理

携帯電話

ＫＤＤＩ株式会社

・フリーダイヤル：１５７（au携帯電話から）
　　　　　　　　　　　　００７７－７－１１１（一般電話から）
・
http://www.au.kddi.com/seihin/up_date/kishubetsu/au_info_20090
203.html

　ＴＯＳＨＩＢＡ：Ｗ５５Ｔ
2007年12月7日
～不明

2009年02月03日
＜ＨＰ＞

　落下等の強い衝撃によりヒンジ部
分 (折りたたみのつなぎの部分) が
破損した状態でご使用を継続した場
合、稀にヒンジ内部のケーブルが断
線しショート・発熱に至る可能性があ
る。

注意喚起及びエラー表
示・連続バイブレータ動

作機能プログラムの追加

ハロゲンヒーター

株式会社日本ビネガーボトラーズ

ＶＩＮＥＸアフターサービス課
０９４６－２４－１４９０(電話　)
http://www.vinex.jp/

本体スタンド背面のステッカーに次の型番が表示されている商品です。
　　１.型番　V-８００-ＧＲ-Ｉ-WH（平成14年製） 製造番号０２１８０９０００１
～０２１８１２４３５２
　　２.型番　V-８００ＳＴ（平成13年製）

　　※平成21年2月10日もってリコール製品の買取は終了いたしました。
　　平成21年2月11日より製品の回収のみとなりますのでここにご案内申
し上げます。
　　ご連絡は誠に恐縮ですが下記サポートセンター迄お願い申し上げま
す。

2001年～
2009年02月04日

＜ＨＰ＞

　
　内部の部品が発熱し、発煙・焼損
の恐れがあることが判明。

　※製品寿命劣化による事故発生
の可能性があるで、即刻使用を中
止し、連絡してください。

回収
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品名 製造事業者名等 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

ルームエアコン（室外
機）

ダイキン工業株式会社

０１２０－３３０－６９６(フリーダイヤル)
ＵＲＬ：http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090203/index.html

「室外機の機種名」または「リモコン型番」 「室内機の機種名」のいずれ
かで確認してください。
 　「室外機　機種名」：無償点検・修理の対象
ＡＲ２５０４Ｘ／ＡＲ２５０５Ｘ／ＡＲ２８０４Ｘ／ＡＲ２８０５Ｘ／ＲＡ２２４Ｘ／ＲＡ
２２４ＸＥ／ＲＡ２２５Ｘ／ＲＡ２２５ＸＥ／ＲＡ２５４１Ｘ／
ＲＡ２５４２Ｘ／ＲＡ２５４２ＸＥ／ＲＡ２５４Ｘ／ＲＡ２５４ＸＥ／ＲＡ２５５ＧＸ／
ＲＡ２５５ＧＸＥ／ＲＡ２５５Ｘ－Ｔ／ＲＡ２５５Ｘ－Ｗ／
ＲＡ２５５Ｘ－ＷＥ／ＲＡ２８４Ｘ／ＲＡ２８４ＸＥ／ＲＡ２８５ＧＸ ／ＲＡ２８５ＧＸ
Ｅ／ＲＡ２８５Ｘ－Ｔ／ＲＡ２８５Ｘ－Ｗ／ＲＡ２８５Ｘ－ＷＥ／
ＲＡＺ２５５Ｘ／ＲＡＺ２５５ＸＥ／ＲＡＺ２８５Ｘ／ＲＡＺ２８５ＸＥ

室外機の機種名を確認できない場合は、下記「リモコン型番」「室内機の
機種名」で確認してください。

「リモコン型番」：
・室外機が対象機種となり対策が必要です： ＡＲＣ４０１Ａ５
・対象以外の室外機の可能性もあるので、室内機の機種名を確認してく
ださい。
：ＡＲＣ４０１Ａ７／ＡＲＣ４０２Ａ１／ＡＲＣ４０７Ａ１／ＡＲＣ４０８Ａ２／ＡＲＣ４
０９Ａ１
ページ下部のリモコン写真を参照ください。

 「室内機　機種名」：
ＡＮ２５０４Ｘ/ＡＮ２５０５Ｘ/ＡＮ２８０４Ｘ/ＡＮ２８０５Ｘ/Ｆ２２４ＴＸ/Ｆ２２５ＴＸ
/Ｆ２５４１ＴＸ/Ｆ２５４２ＴＸ/
　Ｆ２５４ＴＸ/Ｆ２５５ＴＧＸ/Ｆ２５５ＴＸ/Ｆ２８４ＴＸ/Ｆ２８５ＴＧＸ/Ｆ２８５ＴＸ/Ｆ
Ｚ２５５Ｘ/ＦＺ２８５Ｘ/

1994年1月～
1996年8月（製
造）

2009年02月04日
＜新聞＞

　室外機のコンデンサ端子部のゆる
み、または機外からの異物侵入・付
着によるショートが原因で、室外機
が発煙・発火にいたる事故が発生。

無償点検・修理

ガスふろがま

株式会社長府製作所

０１２０－９１１－８７０（フリーダイヤル）
9:00～18:00（受付時間）（平日）
http://www.chofu.co.jp/important/20090204.html

型式:ＧＦ－２００Ｄ=ガス種：ＬＰ/製造番号：０４０１４２～０６４５４０/ガス
種：都市ガス/製造番号：００５６１７～００９３９０
型式:ＧＦ－２０１ＤＥ=ガス種：ＬＰ/製造番号：０１７１４７～０２９１２１/ガス
種：都市ガス/製造番号：００５１３１～００８１４６

※型式製番ｼｰﾙの場所：ＧＦ-２００Ｄ・２０１ＤＥの本体正面に型式製番
シールがあります。

2001年1月～
2003年12月（製
造）

2009年02月05日
＜ＨＰ＞

　スイッチを切ったあとのガス電磁弁
の閉止遅れにより、しばらく火が残
るという不具合が発生。

無料点検・改修
（対策用ガス電磁弁）

天井用照明器具

株式会社アートワークスタジオ

０１２０－９９４－９９６(フリーダイヤル)
http://www.artworkstudio.co.jp/?p=280

「カミカゼシーリングランプ (AW-0211)」
2004年11月～
2007年9月

2009年02月09日
＜ＨＰ＞

　使用中に電球が破損・落下する恐
れがあることが判明。

電球の無償交換・回収
（付属電球 E17

『100V40W』ミニ電球）

衣類乾燥機

ミーレ・ジャパン株式会社

０１２０－３１０－２２９（フリーダイヤル）
http://www.miele.co.jp/indexa.html

　型式：T 560 C／T 570 C 1995年11月～
2009年02月10日

＜新聞 ＞

　熱交換器がロックされていない状
態で、モーターの運転不良（ドラム回
転モーターの停止状態）が起こった
場合に火災が発生する恐れがある
ことが判明。

無料点検・修理
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品名 製造事業者名等 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

冷水筒／アクリル冷水
筒

株式会社良品計画

０１２０－６４－０９６４(フリーダイヤル)
http://ryohin-keikaku.jp/news/2008_0930_02.html

 ＪＡＮ                    /商品名        /  規格
４５４８０７６７１０３４９ /冷水筒        /   ２Ｌ ２Ｌ
４９４５２４７０２９０６２ /アクリル冷水筒/ 大 ２Ｌ
４９４５２４７０２９０７９ /アクリル冷水筒/ 小 １．２Ｌ
４９４５２４７２３６９２７ /アクリル冷水筒/ Ｍ ２Ｌ
４９４５２４７２３６９３４ /アクリル冷水筒/ Ｓ １．２Ｌ

2006年5月～
2009年02月12日

＜新聞 ＞

　熱湯を入れてすぐに栓をすると、
製品が破損するという事例が発生。
（2008年9月30日に、ホームページ
上でおこなった「注意喚起」の呼び
かけを再度図ったもの。）
　
・本品は気密性が高いため、熱湯を
注ぎ入れ、栓をすると、内圧の著し
い変化で製品の変形、破損、割れが
起こり、火傷をする恐れがあります。
・当製品は冷水用として製造されて
おりますので、絶対に熱湯を入れな
いでください。
・お茶など煮出したものを保冷する
場合は、室温程度に冷ましてから入
れてください。
・製品に細かいキズや割れを発見し
た場合、事故が起きる可能性があり
ますので、ただちにご使用を中止し
てください。

注意喚起

ステンレスエアーポット

サーモス株式会社

サーモスお客様相談室
０１２０－３５６－３０４(フリーダイヤル)
http://www.thermos.jp/WhatsNEW/2009_02_12.html

　製品名:サーモス　ステンレスエアーポット
　型番:ＴＡＨ－２２００、ＴＡＨ－３０００、ＴＡＫ－２２００、ＴＡＫ－３０００
　製造番号:ＴＡＨ・ＴＡＫ共通「＊＊＊＊０８Ｄ」（注：＊は数字です）

2008年8月1日
～2008年12月
31日

2009年02月12日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部で容器内部の圧力
を逃がす機能が低下し、熱湯を入れ
て振った場合、熱湯が吐出する可能
性があることが判明。

無償交換

USBメモリ

日本ヒューレット・パッカード株式会社

販売促進用USBメモリ自主回収プログラムお問い合わせ窓口
０１２０－０７７－３２２ (フリーダイヤル)
http://h30090.www3.hp.com/HPKFP/JP-ja/

「カンフー・パンダ」USBメモリ(販売促進用)
2008年6月～
2008年8月

2009年02月13日
＜ＨＰ＞

　キャップ（パンダのズボンに相当す
る部分）に、幼い子供の窒息事故が
発生する危険性があることが判明。

回収及び無償交換
（HP社商標付きUSBメモ

リ4GB）

歯ブラシ

サンスター株式会社

０１２０－５７８－０２０(フリーダイヤル)
http://jp.sunstar.com/7.0_press/2009details/2009_0218.html

Ｃ＆Ｆ　歯みがき習慣トレーニング乳歯ブラシ
2005年9月～
（販売）

2009年02月19日
＜新聞 ＞

　強く噛みすぎるというような想定以
上の負荷がかかる使用や熱水での
繰り返し洗浄等により先端部の軟質
ゴムが外れる可能性のあることが判
明。

回収及び商品代金の返
金

遠赤外線ヒーター

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

０１２０－９７８－９０６(フリーダイヤル)
http://www.electrolux.biz-online.jp/

遠赤外線チャコールファイバーヒーター ＥＣＨ６３０Ａ・ＤＧ・ＬＢ

　型番 　　　　　　　　本体色 　　　　　　　　シリアルＮｏ.
  ＥＣＨ６３０Ａ　　　  Ｗｈｉｔｅ　　　　　　　 ８３７００００１～８４５０６１８６
  ＥＣＨ６３０ＡＬＢ　  Ｌｉｇｈｔ　Ｂｒｏｗｎ　  ８３０００００１～８３９０３０９３
  ＥＣＨ６３０ＡＤＧ　 Ｄａｒｋ　Ｇｒａｙ　　　 ８３０００００１～８３９０３０９２
　（シリアルＮｏが６と７から始まる製品は対象外です。）

2008年8月～
2008年11月

2009年02月24日
＜新聞 ＞

　使用部品の一部不具合により、通
電の不具合や切り忘れ防止機能が
働いた後3時間経過すると再度電源
が入る可能性があることが判明。

無償交換
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品名 製造事業者名等 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

ルームエアコン

東芝キヤリア株式会社

０１２０－４４４－８９９ (フリーダイヤル)／ＦＡＸ：０１２０－４４５－１
７５
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm

RAS-×××ＬDRシリーズ／RAS-×××ＹDRシリーズ

機種名 :
RAS- 225LDR,255LDR,285LDR,325LDR,406LDR,506LDR,255LDR-
D,285LDR-D,406LDR-D
        255LDR-G,285LDR-G,2559SDR,2859SDR,4069SDR,V285DR,
RAS-
225YDR,255YDR,285YDR,325YDR,405YDR,406YDR,506YDR,255YDR-
D,285YDR-D,406YDR-D,V285DR3,2833D-I
　製造番号 上記の機種は製造番号に関係なくすべて対象になります。
※家庭用ルームエアコンRAS-×××LDRシリーズ,RAS-×××YDRシ
リーズ以外の機種は次のとおりです。［ハウジングエアコン,石油エアコ
ン,ガスエアコン,業務用エアコン］ （製造番号をご確認ください）
機種名:
HAS-M221FDR1,M281FDR1/RAK-285DR3,405DR3/RAG-
283KE,323KE,403KEJ,283KE（TS-B2842U-S…東京ガス向け）,323KE
（TS-B3242U-S…東京ガス向け）/ 403KEJ（TS-B4052U-S…東京ガス
向け）,283KE（144-0014,144-0015…大阪ガス向け）/323KE（144-
0016,144-0017…大阪ガス向け）,403KEJ（144-0019…大阪ガス向け）
/323KE（THCI-4932RC…東邦ガス向け）
製造番号:
911*****/912*****/001*****/ 002*****/003*****/ 004*****/
005*****/006*****/007*****/008*****/009*****/ 010*****/
011*****/012*****/101*****/102*****/103*****/104*****/
105*****/106*****/107*****/108*****/109*****/110*****/111***
**/112*****/201*****
（*****は任意の数字）

1998年9月～
2002年1月

2009年03月02日
＜中吊り ＞

　使用中に、エアコン室内ファンを回
転させるためのモーターのリード線
接続部分に、エアコン洗浄液または
それに類似する電気を通しやすい物
質が付着し、さらに室内機内部で発
生した結露がリード線接続部分に回
りこんだ場合に、室内機の発煙・発
火のおそれがあることが判明。

（2004年8月に新聞紙上で行った社
告について、今回大阪市内にて地
下鉄車内の中吊りにより、再度の呼
びかけを図ったもの。）

無償点検修理

電気ケトル

株式会社ドウシシャ

０１２０－１０４－４８１（フリーダイヤル）
http://www.doshisha.co.jp/news/pdf/090302.pdf

電気ケトル ＤＥＫ‐０７０２
ブランド名： 「Ｐｉｅｒｉａ」 ／ 「ａｉｓｈｉｔｅｒｕ？ａｉｓｈｉｔｅｒｕ！」／ 「ａｉｓｈｉｔｅｒｕ」

2007年12月～
2009年2月（製
造販売）

2009年03月03日
＜ＨＰ＞

　
使用時にケトル本体底面が、発熱に
より変形もしくは穴あきするものが
含まれている事が判明。
　なお、材質および構造上、発火に
至る恐れはありません。

不具合品の無償交換

エアマット

株式会社ケープ

ケープお客様相談室
０１２０－９５８－８６５(フリーダイヤル)
http://www.cape.co.jp/support/infonexus.html

 
製品名                                            ：  対象シリアル番号
　エアマスターネクサス８４０タイプ    　　　　　 108000422～108003432、
　エアマスターネクサス８４０／ｓｈｏｒｔタイプ　　128000066～128000461、
　エアマスターネクサス８４０タイプ　　　　　　　 118000571～118003066、
　エアマスターネクサス９００／ｓｈｏｒｔタイプ　　138000052～138000377

2007年6月～
2008年2月

2009年03月03日
＜ＨＰ＞

　使用中にエアマットのベースマット
部が異常に膨らむ恐れがあることが
判明。

　使用中にエアマットの
ベースマット部が異常に
膨らむ恐れがあることが

判明。

トレンチコート

株式会社ユナイテッドバンブー

０１２０－２９８－４９３（フリーダイヤル）
http://www.adametrope.com/contents/news/notice/post_22.html

  品名：トレンチコート
　品番：UMO-１６５０
　カラー：グレー・ブラック

2006年8月10日
～2007年1月31
日

2009年03月03日
＜ＨＰ＞

　一部商品に、金属破片が混入して
いる恐れがあることが判明。

回収後検査し、返送

ウォーターサーバー
株式会社ナック
０１２０－３６５－９６６(フリーダイヤル)
http://www.crecla.jp/news/1.html

クリスタルサーバーＬ４
2007年10月～
2009年01月

2009年03月04日
＜ＨＰ＞

　温水温度調節部品に不具合が原
因で、ごく稀に温水の出水温度が設
定温度外になってしまう事が判明。

無償交換（改良品と順
次）

ガスふろ給湯器

株式会社ノーリツ（製造）（販売）/株式会社日立ハウステック（販
売）

０１２０－４６２－２２０(フリーダイヤル)
http://www.noritz.co.jp/contact/important/21/index.html

屋内設置型強制給排気式「ガスふろ給湯器」
　販売ブランド :ノーリツ
　製品型式名:ＧＴ－１６５Ｗ－ＦＦＡ/ＧＴ－１６５ＡＷ－ＦＦＡ/ＧＴ－１６５Ａ
ＷＸ－ＦＦＡ

1993年2月～
1996年10月

2009年03月06日
＜新聞＞

　排気通路部に穴あきが発生する
不具合が判明。

無償点検・改修
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品名 製造事業者名等 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

蛍光型電球

兼松株式会社

０３－５４４０－９０３５(電話)
http://www.kanematsu.co.jp/CONTENTS/jp/news/2009/2009030
6.html

エコ電球（蛍光型電球）：　ＥＦＳ１３ＥＬ 2004年4月～
2009年03月06日

＜ＨＰ＞

　使用開始後発熱が発生することが
判明。この発熱によりガラス管付け
根部分・及び白い樹脂部分が黒く変
色したり焦げたような状態になること
があり、発煙を伴う場合もあります。

商品引取り・交換

婦人用ブーツ

株式会社サンエー・インターナショナル

０１２０－３０５－２２１（フリーダイヤル）
http://www.sanei.net/recall/090309pbd.php

ブランド名：プロポーションボディドレッシング
品番：１２１－２８５９００
カラー：クロ/ベージュ

2008年8月26日
～2009年2月22
日

2009年03月09日
＜ＨＰ＞

　一部商品（２６３点の１点）にヒール
取り付け釘が打たれていない商品
があることが判明。

回収（無償点検）

スピーカー
０１２０－６４５－３０１（フリーダイヤル）
受付時間：9:30 ～ 18:00 （土・日・祝日は除く）

３０１－ＡＶ　ＭＯＮＩＴＯＲ
1988年8月～
1997年5月

2009年03月12日
＜ＨＰ＞

　ネジ穴ナットの強度不足が判明。
（2003年2月17日、2005年10月14日
に行った社告の再社告）

無償点検・修理、または
現行機種３０１Ｖへの無

償交換

事務用回転椅子

株式会社岡村製作所

０１２０－６７６－３９９(フリーダイヤル)
http://www.okamura.co.jp/company/press/2009/090313_contess
a.php

コンテッサ/Ｃｏｎｔｅｓｓａ（「ＣＭシリーズ・事務用回転椅子」）/製品コード
ＣＭ３□□□ ～ＣＭ６□□□

2002年12月2日
～2006年7月31
日（製造）

2009年03月13日
＜新聞＞

　当製品の一部において、座をフ
レームに保持している後部ボルト
が、接着剤の塗付不足により、緩
み、脱落する可能性のあることが判
明。また、この後部ボルトが、二本と
も緩んで脱落した場合に限り、着座
の仕方によっては座の後部が浮き
上がる可能性があります。

無料点検・修理

充電池

株式会社サンリオ(販売)/廣華物産株式会社（輸入）

０３－３７７９－８１４８
http://www.sanrio.co.jp/news/recall/20090313.html

　ＫＴ エキショウＤＶＤハートＰ用充電池
  商品コード　９４２３６ー７

2007年09月～
2008年07月
（販売）

2009年03月13日
＜HP＞

付属充電池が変形発火する可能性
がある事が判明。

無償交換
（付属充電池）
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品名 製造事業者名等 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

防寒用ジャケット

ヤマトインターナショナル株式会社

０１２０－８１０－１９４(フリーダイヤル)
０６－６２６７－７４４６(電話番号)
http://yamatointr.co.jp/ir/pdf/other/090314owabikaishuu.pdf

※商品番号は商品の洗濯絵表示に表記しております。
　　1)ブランド名 「jean-cox」
　　　販売期間 ： 平成20 年 8 月下旬～平成21 年3 月9 日
　　　婦人用中綿フードブルゾン:商品番号6704-87500/商品番号6704-
87530/商品番号6704-87551/商品番号6704-87552
　　　婦人用中綿ブルゾン :商品番号6704-87501

　　2)ブランド名 「curiosite」
　　　販売期間 ： 平成20年8月下旬～平成21年3月9日
　　　婦人用中綿モッズコート:商品番号7204-88553
　　　婦人用中綿フードジャケット:商品番号7204-88554

　　3)ブランド名 「AIGLE」
　　　販売期間 ： 平成18 年10 月上旬～平成19 年2 月24 日
　　　婦人用ロングダウンジャケット:商品番号8104-65417

　　・販売場所
　　1)「jean-cox」 2) 「curiosite」
　　　弊社直営店、全国有力専門店、百貨店など計139 店舗および弊社
ファミリーセール
 
      （詳細はホームページを参照してください。）

　　3)「AIGLE直営店
　　　　AIGLE 渋谷店、 AIGLE 元町店、 AIGLE 舞浜店、 AIGLE 銀座
店、 AIGLE 仙台店、
　　　　AIGLE 立川グランデュオ店、 AIGLE 恵比寿三越店、 AIGLE 小
田急町田店、
　　　　AIGLE 小田急ハルク店、 AIGLE 池袋西武店 計10 店舗

2006年10月～
2009年3月

2009年03月15日
＜新聞＞

　一部の製品に製造過程で針状の
金属片が混入した可能性があること
が判明。

回収及び代金払い戻し

液晶デジタル写真たて

ドリームメーカー株式会社

０１２０－７７１－１９３(フリーダイヤル)
http://www.dream-maker.co.jp/osirase/recall.html

ＤＭＦ０３５Ｗ
　対象製造番号：085L3B28512089～085L3B28514098

　　※製造番号は、本体背面のスタンド収納部に表記している。
　　※製造番号の頭３桁が「086」又は「088」の製品は対象外

2008年6月～
2009年3月

2009年03月17日
＜HP＞

　リチウムイオン電池の原因による
発火の可能性があることが判明。

無償交換（本体含）

ディスプレイ一体型パ
ソコン

ソニー株式会社

ＶＡＩＯ カスタマーリンク　ＶＡＩＯ　ＬＶ／ＬＮ対応窓口
０１２０－３０－２６９６（フリーダイヤル）
http://vcl.vaio.sony.co.jp/rd/info/0903.html

「ＶＡＩＯ パーソナルコンピューター ｔｙｐｅ Ｌ・ＬＶ／ＬＮシリーズ」

　　・2009年1月発売モデル
　　　ＶＧＣ－ＬＶ７１ＪＧＢ、ＶＧＣ－ＬＶ５１ＪＧＢ、ＶＧＣ－ＬＮ７１ＪＧＢ、Ｖ
ＧＣ－ＬＮ５１ＪＧＢ
　　・ＶＡＩＯオーナーメードモデル
　　　ＶＧＣ－ＬＶ９１ＪＳ、ＶＧＣ－ＬＮ９１ＪＳ

2009年1月～
2009年03月25日

＜新聞＞

　
　当製品の一部製品において、強い
衝撃が加わった場合、ディスプレイ
部の取り付け部位が外れ、その後、
ディスプレイ部が脱落するおそれが
あることが判明。
  ※ディスプレイ部の取り付け部位
にガタツキ・緩みなどが感じられた
場合には、使用を中止し、下記電話
番号に連絡してください。

無償点検・修理

自転車ハンドルバー

スペシャライズド・ジャパン株式会社

・フリーダイヤル　０８００－１２３－２４５３
・
http://www.specialized.com/bc/SBCWhatsNewDetail.jsp?article=
7239&refp=USHome

　（１）　ＲＯＣＫＨＯＰＰＥＲ　ＣＯＭＰ　ＤＩＳＣ　２９
　（２）　ＲＯＣＫＨＯＰＰＥＲ （SLX）に標準装備されている　Ｓｐｅｃｉａｌｉｚｅｄ
Ａｌｌｏｙ　３１．８ｍｍ　Ｈａｎｄｌｅ　Ｂａｒ

　（１）　2008年7
月～2009年3月
（22台）
　（２）　2008年
10月～2009年3
月 （34台）

2009年3月27日
＜ＨＰ＞

　ハンドルバーが破損し、転倒する
可能性が判明。

ハンドルバーの無償修理
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品名 製造事業者名等 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

オイルヒーター

長田通商株式会社

０１２０－６４２－１８８(フリーコール)

http://www.d-nagata.co.jp/outline/index.html

ノガマティックオイルヒーター
1988年10月～
1994年12月

2009年03月30日
＜新聞＞

　経年使用によるスイッチ・温度調節
ダイヤル部分において発煙・発火の
可能性があることが判明。
　現在も当製品を使用中の場合は、
速やかに使用を中止してください。

注意喚起

浴槽用温水循環器（通
称「２４時間風呂」）

コロナ工業株式会社

・コロナ工業株式会社　本社営業部営業サービス課
・電話番号：０８８３－２４－１１５５
・http://www.corona-net.com/inform85.htm

　(1) ツルツル ＣＫ－８５
　(2) イキイキ　ＣＫ－８５

　(1)　1984年12
月～1988年11
月　1,895台
　(2)　1985年9
月～1988年11
月　　 111台

2009年03月31日
＜ＨＰ＞

　浴槽水保温用ヒーターを入切する
制御用リレーの接点部が経年劣化
した事によりスイッチが切れずに空
焚きになり、製品内部の一部が焦げ
るおそれがある事が判明。

追加の安全装置を設置
する無償改修を行う。
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