
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

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－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）

2009年04月01日
＜新聞＞

　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。
　（2008年8月22日の再社告）

無償修理（または無償交
換）

携帯用レーザー応用装
置

株式会社イマオコーポレーション
０１２０－７７５－８０８（フリーダイヤル）
http://www.imao.co.jp/files/laserpod.pdf

レーザーポッド Ｌａｓｅｒｐｏｄ　ＬＡＳ００１

2005年11月～
2008年9月　対
象台数：1,865
台

2009年04月01日
＜ＨＰ＞

　消費生活用製品安全法に定める
「特別特定製品」に適用する技術上
の技術基準の一部項目に対して、
不適合であることが判明。

無償改修

温水浄化システム　（通
称「２４時間風呂」）

旭硝子株式会社
旭硝子２４時間風呂修理受付センター
０１２０-８０－５２７３（フリーダイヤル）
http://www.agc.co.jp/news/2009/0331.pdf

スパックス（ＡＬ－５０５）

1986年1月～
1991年3月　販
売台数：293台

2009年04月01日
＜新聞＞

　焼損事故が発生。
訪問の上、無料点検・部
品追加

充電式クリーナー
エレクトロラックス・ジャパン株式会社
０１２０－０４２－３２０（フリーダイヤル）
http://www.electrolux.co.jp/household/recall/pdf/090403_2.pdf

エルゴラピード・アップグレード（ハンディークリーナー部分）
ＺＢ２７１ＲＦ　／　ＺＢ２７１ＧＦ　／　ＺＢ２７１ＷＦ　／　ＺＢ２７１ＴＦ
下記のシリアルNo,が交換対象製品です。
７４０００００１～８５０００４００
※上記以外のシリアルNo,は対象外です。

2007年11月～
2009年1月末

2009年04月03日
＜ＨＰ＞

　充電池の不具合により、一部の充
電池が膨張、破裂する現象が判明。

無償交換（充電池が内蔵
されたハンディークリー
ナー部分）

掃除機

ダイソン株式会社
ダイソンＤＣ２２受付センター
０１２０－２４６－３２０（フリーダイヤル）
http://safetynotice.dyson.com/snDC22100409.asp?country=jp

(1) ＤＣ２２　ＤＤＭ モーターヘッド＜濃いオレンジ（褐色)＞
　　  ５０４－ＪＰ－Ａ１０００２ から ７７４５７

(2) ＤＣ２２ モーターヘッド＜シルバー（銀色)＞
　    ５０２－ＪＰ－Ａ１０００２から４１０８１

2007年11月～
2009年04月11日

＜新聞＞
　ホースの磨耗で電気ケーブルの露
出が判明。

無償交換（改良済ホー
ス）

デコレーションライト

株式会社スパイス
０１２０－９６５－０３１(フリーダイヤル)
http://www.spice-garden.com/
http://www.spice-garden.com/cgi-bin/ec/36/ec36040102.cgi
http://www.spice-garden.com/ec/wimgs/Decolight.jpg

１．ＢＳＸ８０２
２．ＢＳＸ８０３
３．ＢＳＸ８０５
４．ＢＳＸ８０６ＷＨ
５．ＢＳＸ８０６ＢＲ

2008年8月～12
月

2009年04月14日
＜ＨＰ＞

　日本の品質基準を下回る中国製コ
ントローラー部品を使用していること
が判明。

回収（返金）

婦人用サンダル
株式会社サンエー・インターナショナル
０１２０－３０５－２２１(フリーダイヤル)
http://www.sanei.net/recall/090416bs.php

製品名：スタッズサンダル
品　 番：０２１－１８５３０１
カラー  ：ブラック（０１０）

販売期間：2009
年2月20日～
2009年4月10日

2009年04月16日
＜ＨＰ＞

　一部の婦人用サンダルに靴底の
ヒール取り付け強度が不足している
商品があること、下げ札記載の組成
表示に誤りがあることが判明。

回収（返金）

ダホン社製ハンドルポ
スト

株式会社アキボウ
フリーダイヤル：０１２０－５５－７６０２
受付時間：平日 9:00 ～ 12:00　／　13:00 ～ 17:00
 （土・日・祝祭日を除く）
http://www.dahon.jp/pdf/20090417user-b.pdf
http://www.dahon.jp/
http://www.dahon.jp/pdf/20090427freedial.pdf

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）

2008年5月7日
～2009年4月7

日

2009年4月17日
＜ＨＰ＞

　使用中に破損する恐れが判明。
回収（ハンドルポスト交
換）

社告社告社告社告・リコール・リコール・リコール・リコール一覧表一覧表一覧表一覧表
（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にににに新聞新聞新聞新聞やホームページやホームページやホームページやホームページ等等等等にににに社告社告社告社告・リコールを・リコールを・リコールを・リコールを掲載掲載掲載掲載してしてしてして自主的自主的自主的自主的にににに回収回収回収回収・・・・交換等交換等交換等交換等をををを実施実施実施実施しているものしているものしているものしているもの））））
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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

ギガパワーLlストーブ
メタルクラブ（カートリッ
ジガスこんろ）

株式会社スノーピーク
０１２０－０１０－６６０(フリーダイヤル)
http://www.snowpeak.co.jp/info/collects/gs-320/index.html

ＧＳ－３２０　（０８．０７－０００６１１～０８．０７－０００８１０）

製造期間：2008
年8月1日～
2008年8月8日
（200台）
販売期間：2008
年8月4日～
2009年4月1日
（199台）

2009年04月23日
＜ＨＰ＞

　ガスカートリッジと本体を接続する
ホースが抜けてしまう事が判明。

無償交換（ホース）

婦人用ブルゾン
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/090423nbb.php

ブランド名：ナチュラルビューティーベーシック
品番：０１７－１５５５１７
カラー：グレー(０２１)

2009年4月16日
～2009年4月20
日

2009年04月23日
＜ＨＰ＞

　商品の１点に針が混入していたこ
とが判明。

回収（無償検針）

ホース（ドライスーツ給
気用）

株式会社モビーディック CS室（品質保証部門）
　・電話：０１２０－１７０－１１１
　　　http://mobby.co.jp/news_new/2009/04/post-8.html

製品名：ＳＩ－ＴＥＣＨドライスーツ用ＬＰホース
　　　ホース側面に「ＳＩ　ＴＥＣＨ　ＬＰ　ＨＯＵＳＥ」と印字されている製品の
中で
      下記の株式会社モビーディックのＨＰに記載されている『バッチコー
ド』に
      該当する刻印がある製品。

2006年9月～
2009年3月

2009年04月27日
＜ＨＰ＞

　ドライスーツ用の給気ホース内に
挿入されている、黒色、青色または
緑色のオリフィスが、
　ごくまれに所定の挿入位置から脱
落することがあり、それによって接続
器材の空気の流れを
      妨げることがあることが判明。

注意喚起（使用の中止。
最寄りのショップへ連
絡。）

電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）

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_090508.pdf

ＫＫ２２－１４０Ｈ
2002年11月～
2003年3月

2009年05月08日
＜ＨＰ＞

　ヒーター管の破裂による事故が発
生。

回収（代替品交換）

ＰＣバッテリパック

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）
http://h50222.www5.hp.com/support/GY693PA/experts/114902.
html

HP Compaq 6720s Notebook PC
HP Pavilion Notebook PC dv2000シリーズの以下の機種
HP Pavilion Notebook PC dv2405（P/N: RX692AV）
HP Pavilion Notebook PC dv2605（P/N: RW026AV）
HP Pavilion Notebook PC dv6000シリーズの以下の機種
HP Pavilion Notebook PC dv6200（P/N: RD869AVまたはRD870AV)
HP Pavilion Notebook PC dv6205（P/N: RD861AVまたはRD862AV0）
HP Pavilion Notebook PC dv6500（P/N: RL675AVまたはRL676AV）
HP Pavilion Notebook PC dv9000シリーズの以下の機種
HP Pavilion Notebook PC dv9500（P/N: RL596AV)
HP G7000 Notebook PC

2007年8月～
2008年1月（製
造）

2009年05月15日
＜ＨＰ＞

　バッテリーパックの過熱、発火、火
傷の危険の可能性が判明。

回収（無料交換）

Ｔシャツ等 株式会社ナイキジャパン

(1) ナイキＳ/ＳショルダーカラーブロックＴシャツ　３３３７１１
(2) ナイキＳ/ＳメッシュサイドストライプＴシャツ　３３３７１３
(3) ナイキライトウェイトフレンチテリーショーツ　３３３７１６

2009年2月1日
以降

2009年05月15日
＜新聞＞

　一部商品に金属片が混入していた
ことが判明。

回収

洗面化粧台ミラーキャ
ビネット

株式会社ベルキッチン
０１２０－２０１－２７１（フリーダイヤル）
http://www.belkitchen.co.jp/index_mirrorkyabinet.html
http://www.belkitchen.co.jp/index_mirrorkyabinet_2.html

「ベルテクノ」・「イズミ」 ブランド/ Ｍ－６０型
1989年4月～
2007年5月

2009年05月16日
＜新聞＞

　照明スイッチ部分でトラッキング現
象を起こし、焼損する事故が発生。

無償修理等

電球（蛍光灯）
株式会社三共コーポレーション
０８００－５００－２４５７
受付時間：午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く））

ＣＵＳＴＯＭＫＯＢＯ　　トルネード型蛍光灯交換球 ３２ｗ
2007年１月2７
日～2008年11
月10日

2009年05月16日
＜新聞＞

　基板の部品不良により異常発熱・
発火に至り、管球が熱を受けて破裂
するおそれがあるため。

自主回収（対象製品を購
入された販売店へ持参
頂き、販売店より返金）
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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

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
０１２０－３０５－２２１（フリーダイヤル）
http://www.sanei.net/recall/090601js.php

ブランド名：ジル スチュアート
品番：０９１－１４０７５０
カラー：グレー(０２０)、白(０３０)

2009年3月25日
～2009年5月21
日

2009年6月1日
＜ＨＰ＞

　一部の商品に針が混入している可
能性があることが判明。

回収（無償点検）

パソコンのモニター
シャープ株式会社
０１２０－６０６－１９０（フリーダイヤル）
http://www.sharp.co.jp/support/announce/pc26m1.html

ＰＣ－ＴＸ２６Ｇ
ＰＣ－ＴＸ２６ＧＳ
※モニター背面には「ＩＴ－ＰＣ２６Ｍ１」の型名を表記

2004年12月～
2005年5月
13,900台

2009年6月8日
＜ＨＰ＞

　電源部のフィルムコンデンサーの
部品不良により、発煙し異臭が発生
する可能性が判明。

無償点検・修理 （当該コ
ンデンサーを対策済み製
品と交換）

液晶ＩＴ－ＴＶ
シャープ株式会社
０１２０－６０６－１９０（フリーダイヤル）
http://www.sharp.co.jp/support/announce/pc26m1.html

（１） ＩＴ－２６Ｍ１
（２） ＩＬ－２６Ｍ１

（１） 2004年11
月～2005年10
月　7,156台
（２）2004年11
月～2005年1月
520台

2009年6月8日
＜ＨＰ＞

　電源部のフィルムコンデンサーの
部品不良により、発煙し異臭が発生
する可能性が判明。

無償点検・修理 （当該コ
ンデンサーを対策済み製
品と交換）

オフィスチェアー

ビーズ株式会社
ビーズ製品サポート
電話番号：０７２－９２９－９６２２
受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）
http://www.be-s.co.jp/support/chair/notice.html

オフィスチェアー
重役倶楽部 ＶＴ－３５

2008年11月26
日～2009年5月
26日

2009年6月16日
＜ＨＰ＞

　脚部に不具合があり、脚部破損の
可能性があるものがあることが判
明。

使用停止・交換（改良さ
れた脚部）

コーヒー豆の電気式グ
ラインダー

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
０１２０－７８２－８０５(フリーダイヤル)
http://www.starbucks.co.jp/announcement_20090617.php
http://www.starbucks.co.jp/

スターバックス バリスタ ブレード グラインダー

・シルバー色：
2002年10月～
2009年5月
・ブラック色：
2001年3月～
2005年5月

2009年6月17日
＜新聞＞

　スイッチが切れなかったり、また不
意にスイッチが入ったりする不具合
が確認。（ホームページ、スターバッ
クス各店店頭にても告知）

自主回収（返金）

ｉＰｏｄ用２．１ｃｈ木のス
ピーカー

エレコム 株式会社
０１２０－５０２－５０１(フリーダイヤル)
http://www.elecom.co.jp/support/news/2009/0617/

ＡＳＰ－ＷＰＳ９ＢＲＤ（ダークブラウン）
ＡＳＰ－ＷＰＳ９ＢＲＬ（ライトブラウン）

2010年2月5日
～2009年6月5
日

2009年6月17日
＜HP＞

　当該商品の一部に正規仕様と異
なるＡＣアダプタが同梱されていた。

正規品との無償交換

電動リール

株式会社シマノ お客様相談窓口
フリーダイヤル：０１２０－８６－１１３０
受付時間 : 9：00～12：00、13：00～17：00（土、日、祝日を除く）
http://fishing.shimano.co.jp/info/i038.html

製品名称　　電動丸３０００ＸＨ
製品コード　 ５ＲＧ２３３０００
商品コード　 ０２１９１　※

2008年5月～
2009年6月22日

＜HP＞

　一定の条件の下で自動車用バッテ
リーの様な高容量バッテリー（ただし
釣用鉛バッテリー、ニッケル水素.リ
チウムバッテリー除く）を　使用する
と、デジタルカウンター部分が破損、
カウンターレンズが飛び出ることが
判明。
　飛び出たレンズが身体に当たり負
傷するおそれがある。

無償修理（プログラムの
書換え）

洗濯乾燥機

株式会社 桜川 ポンプ 製作所 東京営業所
電話　０３－５６７０－５２６１
ＦＡＸ　０３－５６７０－５２７０
http://www.sakura-p.net/topic/copama.pdf

インタックＳＰＳ株式会社
電話　０３－６２２２－００１３
ＦＡＸ　０３－５１１７－２６４６

ＣＯＰＡＭＡ社製　Ｅｕｒｏ３０００型
2002年6月～
2009年3月

2009年7月01日
＜ＨＰ＞

　ネットの使用、洗濯機が偏った状
況での運転等により発生する高振
動のため一部の配線結束部が緩
み、結合部が焦げる事故が１件発
生。なお、不燃材を使っているので
火災に至ることはない。

点検
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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

液晶ディスプレイアー
ム

株式会社アイ・オー・データ機器 お客様相談窓口
フリーダイヤル　：　０１２０－１１１－０５６
受付時間／9:30～12:00、13:00～17:00
受付曜日／月～金曜日
http://www.iodata.jp/news/2009/07/daarm.htm

ＤＡ－ＡＲＭＳ１（シングルアーム）
ＤＡ－ＡＲＭＤ１（デュアルアーム）

支柱部分に「Ｉ－Ｏ　ＤＡＴＡ」シールの無いものが対象。

2009年2月～
2009年6月

2009年7月08日
＜ＨＰ＞

　当該製品の一部ロットにおいて、
付け根部分の溶接が不十分な支柱
が出荷品に混在したため、取り付け
た液晶ディスプレイに対して上下に
過大な力が加わると、非常に稀に支
柱の付け根部分が破損する恐れの
あることが判明した。
7/8までに2件の支柱部のガタツキ
の報告があるが、これによるケガや
ディスプレイ破損の発生は
ない。

無償交換

ソフトコンタクトレンズ用
煮沸消毒器

オムロン　お客様サービスセンター
０１２０－３０－６６０６ (フリーダイヤル)
http://www.matsusaka.omron.co.jp/info.html
http://www.bausch.co.jp/company/news/20090710.html

ボシュロム　アセプトロンＭｉｎｉ
医療用具承認番号：６２Ｂ第９７０号 1998年10月に

販売終了
2009年7月10日

＜ＨＰ＞

　誤使用により、稀に差込プラグ部
の絶縁劣化による発熱等不具合が
発生する場合が有る。

＜アセプトロンMiniお取扱い上の注
意＞
・レンズケースをセットする前にアセ
プトロンMini本体周辺及び加熱プ
レート部分、レンズケースを乾いた
布でよく拭き水分を取り除いてくださ
い。濡れた状態でのご使用は故障
の原因となる場合があります。
・レンズケースのキャップが緩んでい
ると消毒中に水漏れする場合があり
ます。アセプトロンMini本体にセット
する前にしっかりとねじ込まれてい
ることを確認してください。
・アセプトロンMini本体のふたを正し
くセットし、ふた側を上にした正しい
向きでコンセントに差し込んでくださ
い。
・必ずボシュロムのレンズケースをご
使用ください。古いレンズケースや
変色したレンズケースは新しいもの
にお取替えの上、お使いください。
・電気製品ですので、水につけたり、
濡れた手で触れぬよう、またお子様
の手の届かないところでご使用くだ
さい。
・本体の加熱プレートがひび割れた
まま、もしくは差込プラグ部分に水
分、汚れが付着したままで使用され
続けますと電気的な事故につながる
可能性があります。このような場合
はすぐに使用をお止めください。

注意喚起

ベビーシッター バラン
ス

株式会社グランドール
０１２０－６６４－５５３ （携帯電話可/フリーダイヤル）
http://www.grandoir.com/bbj_kaishu.html

スウェーデン・ベビービョルン社製の「ベビーシッターバランス」シリーズ
全品日本正規輸入品
※既に検品済みのものを除く

2008年8月以降
2009年7月16日

＜ＨＰ＞

　商品の一部に異物の混入がみら
れ、中には針状の金属もあり、使用
を続けると思わぬ事故の可能性もあ
る。

　回収（検品を行い、安全
確認後、お届け）

キッチンドロアー（コン
セント付家具）

株式会社　山善
株式会社山善　お客様相談窓口
０１２０－２６１－２５７（フリーダイヤル）
info02@yamazen.co.jp
http://www.yamazen.co.jp/files/090722.html

キッチンドロアー　ＷＭＫ－６０ Ｄ、ＷＭＫ－９０ Ｄ
2005年11月～
2008年12月

2009年7月22日
＜新聞＞

　本体内部に配線している電気コー
ドが固定化されていないことから、
引き出しの開閉などによって張力が
かかり、コンセントの根元付近でコー
ドが断線・ショートし、発煙・発火に至
る可能性ある。

無償点検・補強修理
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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

ドラム式洗濯乾燥機

ＬＧエレクトロニクスジャパン株式会社
０１２０－８３０-０９４　（フリーダイヤル）
http://jp.lge.com/support/announce.do?action=read&group_code=
SPRT_MENU&list_code=ANNOUNCE_MENU&seq=6295&page=1&ta
rget=announce_read.jsp

ＬＧエレクトロニクス（旧「ＬＧ電子」）製 ドラム式洗濯乾燥機
「ＷＤ－Ｅ５２ＳＰ」
「ＷＤ－Ｅ５２ＷＰ」

2008年2月～
2009年4月

2009年7月22日
＜新聞＞

　使用している配線接続端子の不具
合により、発煙・発火の恐れがある
ことが判明。

無償交換

室内ドア

大建工業株式会社
大建工業(株)　住機製品事業部
０１２０－５８５－５６５（フリーダイヤル）
http://www.daiken.jp/c/door.html

(1)リビングドアRIIIシリーズ（防音タイプも含む）、
(2)リビングドアRSシリーズ、
(3)リビングドアきわざシリーズ、
(4)リビングドアDIIIシリーズ、
(5)リビングドアグランセレクトシリーズ、
(6)リビングドアDFシリーズ、
(7)防音ドア　SII、SIIツイン、SIIカラオケ、
(8)防音ドア　DII、
(9)防音ドア　SIII

(1) 2000年12月
～2006年9月
（防音タイプは
2002年9月～
2006年9月）
(2) 2002～7月
～2006年9月
(3) 2003年7月
～2006年9月
(4) 2001年9月
～2003年7月
(5) 2001年9月
～2003年12月
(6) 2001年8月
～2004年6月
(7) 2002年9月
～2006年9月
(8) 2002年9月
～2005年7月
(9) 2005年7月
～2006年9月

2009年7月24日
＜ＨＰ＞

　室内ドアの丁番の一部に、不良品
の混入があり、ドアの開閉を繰り返
すことで、丁番の軸が抜け、ドアが
倒れたため、怪我をした事故が起
こった。

無料点検（不良品は無料
で部品交換）

キッチンディスポーザ

株式会社　ＩＮＡＸ
『ＩＮＡＸ点検窓口』
フリーダイヤル　：　０１２０－１７９４－０７
http://www.inax.co.jp/warnings/090728/

快速くんＭＫ　　（ＤＰＭＫ）
ランドミル　　　　（ＤＰＭ、ＤＰＭ２）

快速くんＭＫ
ＤＰＭＫ
製造期間
2004年6月～
2008年4月
製造台数
９，００９台

ランドミル

ＤＰＭ
製造期間
2002年10月～
2004年6月
製造台数
１，４２２台

ＤＰＭ２
製造台数
2003年10月～
2004年６月
製造台数
３，４１８台

2009年7月28日
＜ＨＰ＞

　キッチンシンクにディスポーザの接
続部品を締め付けるナット部に亀裂
が入り、そこからの漏水がディス
ポーザ本体カバー側面を通り基板
に至り、基板上のトランス部が発熱
し、本体カバーの一部が溶融する事
故が1件発生。

無償点検・修理。
（漏水が基板収納部に入
り込まないよう防水カ
バーを取り付け、基板上
のトラン
ス部をシールすることで
発熱を防止。作業時間は
1時間を見込んでいる。
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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

玩具（コマ）

株式会社タカラトミー
東京　お客様相談室
電話番号：０３－５６５０－１０３１(土日祝祭日を除く平日10時～17
時)
大阪　お客様相談室
電話番号：０６－６３９５－１０３１(土日祝祭日を除く平日10時～17
時)
http://beyblade.takaratomy.co.jp/coution090729.html

ベイブレード
（１）ライトランチャー、デジタルパワーランチャー
（２）ベイランチャー、ベイランチャーＬ

2008/08/09～
2009年7月29日

＜ＨＰ＞

（１）ライトランチャー＆デジタルパ
ワーランチャーの使用についてうで
やワインダーがあたる可能性があり
ますので、
シュートする前にまわりに人や物が
ないことを確認してください。

（２）ベイランチャー＆ベイランチャー
Lの使用についてベイランチャー（ベ
イランチャーエル含む）は正しい持ち
方で遊びましょう。
 間違った持ち方は金属部に爪が
ひっかかり、爪がはがれるなどの怪
我をするおそれがありますので絶対
にしないでください。

注意喚起

防犯アラーム

クツワ株式会社　商品サービスセンター　防犯アラーム係
フリーダイヤル：０１２０－６７４－７８０
受付時間 ：午前10時～午後5時まで　土日祝を除く
E-mail : info@kutsuwa.co.jp
http://www.kutsuwa.co.jp/news/view/7

ＳＬ０１７ＢＬ・ＳＬ０１７ＰＫ・ＳＬ０１７ＢＫ・ＳＬ０１７ＧＲ 2008年11月～
2009年7月30日

＜ＨＰ＞

　ボタン電池を交換するために製品
本体からボタン電池を取り出した際
に電池が破裂する事故が１２件発
生。

無償回収（返金）

婦人用サンダル

株式会社サンエー・インターナショナル　お客様相談室
フリーダイヤル　：　０１２０－３０５－２２１
午前10時～午後6時 （土・日・祝日を除く）
http://www.sanei.net/recall/090806nbb.php

ＮＡＴＵＲＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＢＡＳＩＣ（ナチュラルビューティーベーシック）
品番：０１７－１８５３１３
カラー：ブラック（０１０）、シルバー（１６０）、ゴールド（１７０）

2009年3月7日
～　2009年8月
3日

2009年8月06日
＜ＨＰ＞

　一部の商品にストラップが外れる
可能性のある商品があることが判
明。

無償回収（返金）

携帯電話用電池パック

京セラ株式会社「W42K」お客様窓口
フリーダイヤル：０１２０－６００－９２４　（通話料無料）
受付時間 ： 9：00～19：00　（日曜、祝日を含む）
auお客さまセンター
au電話から ： （局番なし）　１５７　（通話料無料）
一般電話から ： ００７７－７－１１　（通話料無料）
受付時間 ： 9：00～20：00　（日曜、祝日を含む）
　http://www.kyocera.co.jp/news/2009/0802_ugfo.html

京セラ株式会社製の携帯電話「ａｕ携帯電話Ｗ４２Ｋ」対応の電池パック
「４２ＫＹＵＡＡ」
※型式は電池パック表面ラベルの商品コードの項に表示

対象製造番号　：下記の１４種類：
ＫＹ－YEA、ＫＹ－YFA、ＫＹ－YGA、ＫＹ－YHA、ＫＹ－YIA、ＫＹ－YJA、
ＫＹ－YKA、ＫＹ－XDA、ＫＹ－XEA、ＫＹ－XFA、ＫＹ－XGA、ＫＹ－XIA、
ＫＹ－XLA、ＫＹ－WAA

2006年5月25日
～2007年1月31
日

2009年8月10日
＜ＨＰ＞

　電池パックにキズやヘコミがつく程
度の力が加わると、その際損傷した
セパレータ（絶縁シート）が、その後
の充電・放電の繰返しで機能低下
し、ショートが発生することで、電池
パックが発熱、膨張する可能性があ
ることが確認された。
(2008年3月28日および4月12日に報
道発表を行い、2008年11月17日お
よび2009年2月9日に、ホームページ
上等で、改めて電池パック交換のお
願いを実施。)

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

ブラウン管テレビ

株式会社　東芝
デジタルメディアネットワーク社　テレビ事業部
フリーダイヤル　電話：０１２０－６０９－２２１
フリーダイヤル　ＦＡＸ：０１２０－２６７－８８４
受付時間 ９：００～１８：００　（土・日・祝日を除く）
［但し、2009年8月30日までは土・日の 9:00～18:00も受け付け］
http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20090810.htm

２５Ｊ－Ｓ５２、２５Ｃ－Ｓ６０、２８Ｊ－Ｚ５２、２５Ｓ８０、２５Ｓ８２、２５ＢＳ９
１、２５ＢＳ９００、２５ＢＳ９１１、２９Ｓ８０、２９ＢＳ７、２９ＢＳ９１、２９ＢＳ９
５、２９ＢＳ１００、２９ＢＳ９５１

1986年8月（昭
和61年）～1991
年9月（平成3
年）

2009年8月11日
＜新聞＞

　製造後、約２０年経過した一部の
ブラウン管カラーテレビ（対象は、上
記［製品名及び型式］）において、高
電圧部品の経年劣化と、長期間の
使用におけるホコリなどのたい積状
況によっては、発煙ないし発火に至
る可能性があるため、無料点検・修
理を継続実施中である製品に関す
る再社告。

総対象台数　６２５，９２５台
対象残存台数（推定） 約３，０００台

（２８Ｊ－Ｚ５２については平成13年4
月24日に行った社告の再々社告）
（２５Ｊ－Ｓ５２，２５Ｃ－Ｓ６０について
は平成16年4月13日に行った社告の
再々社告）
（その他２５Ｓ８０～２９ＢＳ９５１につ
いては平成19年6月21日に行った社
告の再社告）

無償で点検・修理

折りたたみダイニング
セット

株式会社セシール
フリーダイヤル　：　０１２０－７０－８８８８
受付時間　：　9:00 ～ 21:00　（毎日）
 http://www.cecile.co.jp/prof/newsrelease/pdf/0908-2.pdf

折りたたみダイニングセット　ＸＤ－６０４ 2003年12月～
2004年3月

2009年8月11日
＜ＨＰ＞

  当該製品の販売当初、ボルトに
ワッシャーを取り付けず出荷してい
たが、
使用しているうちにボルトがゆるむ
ため、同社が平成１６年４月に、購入
者にワッシャーを無償で送付すると
ともに、これ以後の製品について
ワッシャーを取り付ける対策を施し
て販売していたところ、ワッシャーを
既に取り付けた当該製品の購入者
に対して同社が誤ってワッシャーを
送付し、使用者がワッシャーを二重
に取り付けてしまうことにより、レー
ル溝に入る ボルト先端部の長さが
短くなり、レール溝から外れてしまう
おそれがあるこ とが判明したため。

注意喚起
（ワッシャーが正しく取り
付けられているか確認を
促すすとともに、万が一、
ワッシャーを二重に取り
付けている場合は正しい
取り付け方に直す。）
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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

ドラム式洗濯乾燥機

（１）東芝　ドラム式洗濯乾燥機、Electrolux by Toshiba[エレクトロ
ラックス by 東芝]
ドラム式洗濯乾燥機、ＧＥ　ドラム式洗濯乾燥機
フリーダイヤル　：　０１２０－７１０－５０８
受付期間 　  　： 2008年8月19日より受付
　　　　　　　　      2009年9月1日まで　9:00～20:00（土・日・祝日を
含む）
　　　　              2009年9月2日以降　9:00～17:00（土・日・祝日を
除く）
http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/090818.htm

（２）無印良品　ドラム式洗濯乾燥機
フリーダイヤル　：　０１２０－７８７－５０８
受付時間        ：　2009年8月19日より受付
      　　　　　　　　2009年9月　1日まで　9:00～20:00（土・日・祝日を
含む）
      　　　　　　　　2009年9月　2日以降　9:00～17:00（土・日・祝日
を除く）
http://ryohin-keikaku.jp/news/2009_0819.html

（１）東芝　ドラム式洗濯乾燥機（販売台数：６４，５７５台 ）
２００３年１月～２００７年５月
　ＴＷ－８５３ＥＸ
　ＴＷ－８５３Ｖ６
　ＴＷ－Ｓ８０ＦＡ
　ＥＷＤ－ＢＣ８０Ａ
２００１年１１月～２００３年３月
　ＴＷ－６４１Ｈ
　ＴＷ－６４１ＲＡ１

Electrolux by Toshiba
[エレクトロラックス by 東芝]（販売台数：８，４７５台 ）
　ＥＷＤ－Ｙ７０Ｃ 　２００４年６月～２００６年５月
ドラム式洗濯乾燥機 　ＥＷＤ－Ｄ８０Ａ

ＧＥ　ドラム式洗濯乾燥機（販売台数：４，９８５台）
（ＧＥコンシューマープロダクツジャパン（株））
２００３年７月～２００５年１０月
　ＫＷＣ－９Ｂ
　ＫＷＣ－９Ｊ

（２）無印良品(（株）良品計画）　ドラム式洗濯乾燥機（販売台数：４，９５０
台）
２００４年１月～２００７年４月
 　Ｍ－ＷＤ８５Ａ

合計販売台数：８２，９８５台

　（2008年4月に新聞紙上で同様の社告を行った東芝ドラム式洗濯乾燥
機ＴＷ－７４２ＥＸタイプ [ＴＷ－７４２ＥＸ、
　　ＴＷ－７４２ＭＸ、ＴＷ－７４２Ｖ５]についても、併せて無料点検・修理
を実施している。）

2001年11月～
2007年5月

2009年8月19日
＜新聞＞

　洗剤ケースから本体内に垂れ落ち
た液体洗剤がリード線部に付着し、
リード線被覆の絶縁を劣化させるこ
とで発煙・
発火したと考えられる火災事故１件
が発生した。

無料点検・修理

デジタルスチルカメラ

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
ソニーＤＩコールセンター
電話番号：　０１２０－２０６－７０３　（携帯電話、PHSからもご利用
いただけます）

受付時間： 9時～20時（月曜～金曜） ／ 9時～17時（土曜、日曜、
祝日）
※年末年始を除く
　
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cyber-
shot/information/info/top_dsc-w170.html

【 対象製品 】
デジタルスチルカメラ “サイバーショット” 「ＤＳＣ－Ｗ１７０」

【 対象製造番号 】
本体色レッド： ６０１００５１～６１３９１００
本体色ゴールド： ６０１１００１～６１４２３００
本体色ブラック： ６００１１４０１～６１３８９００
※本体色シルバーは対象ではありません

2008年4月～
2009年8月20日

＜新聞＞

　レンズ周辺部品のメッキが小片と
なってはがれ、手を傷つける可能性
があることが判明。

部品無償交換（該当レン
ズ周辺部品を含んだ外
装部品）

ルームエアコン

三菱重工業株式会社
三菱重工サービスフロントセンター
フリーダイヤル　０１２０－９７５－３６５
受付時間：365日AM9:00～PM6:00
http://www.mhiair.co.jp/contents/13-
news/important_news0004.html

・冷暖房兼用エアコン
室外機型式　ＳＲＣ１８９ＪＨ (室内機型式　ＳＲＫ１８９ＪＨ－Ｊ、ＳＴＦ１８３
ＪＨ－Ｊ)
室外機型式　ＳＲＣ１８０１ＪＨ　(室内機型式　ＳＲＫ１８０１ＪＨ)

・冷房専用エアコン
室外機型式　ＳＲＣＫ１６４Ｊ　　(室内機型式　ＳＲＫ１６４Ｊ)
室外機型式　ＳＲＣＫ１８１Ｊ　　(室内機型式　ＳＲＫ１８１Ｊ)
室外機型式　ＳＲＣＫ１８２Ｊ　　(室内機型式　ＳＲＫ１８２Ｊ)
室外機型式　ＳＲＣＫ１８３Ｊ　　(室内機型式　ＳＲＫ１８３Ｊ)

1976年(昭和51
年)～1981年(昭

和56年)

2009年8月21日
＜ＨＰ＞

　2008年6月に運転コンデンサの経
年劣化による室外機の焼損事故が
発生した。
当該期間に製造した圧縮機用運転
コンデンサに安全弁の付いていない
ルームエアコン室外機には発煙・発
火のおそれがある。

注意喚起（使用の中止）
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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

婦人用カットソー

株式会社サンエー・インターナショナル　お客様相談室
フリーダイヤル　：　０１２０－３０５－２２１
午前10時～午後6時 （土・日・祝日を除く）
http://www.sanei.net/recall/090824pbd.php

婦人用カットソー
PROPORTION BODY DRESSING（プロポーションボディドレッシング）
品番　　：１２１－１６３４０３
カラー　：黒（０１０）、グレー（０２０）、白（０３０）、ピンク（０９０）

2009年4月10日
～2009年8月16

日
2009年8月24日

＜ＨＰ＞
　商品の一部に針が混入しているこ
とが判明。

無償回収

レギュレータ

株式会社タバタ お客様相談室
フリーダイヤル：0120-989-023
（受付時間／月～金9:30～12:00, 13:00～17:00）
土日祝日を除く平日のみ
http://www.tusa.net/information/090901_user.pdf

ＴＵＳＡ　レギュレータ　ＲＳ－６７０
出荷先国別の製造番号（海外で購入した場合のため）
日本国内　ＵＳ７００１０４～ＵＳ７００１３４
　　　　　　　ＵＳ７００１３６～ＵＳ７００２１８
韓国　　　　ＵＳ７００００３～ＵＳ７０００２２
北米　　　　ＵＳ７０００２３～ＵＳ７００１０３
　　　　　　　ＵＳ７００６３７～ＵＳ７００６７６
　　　　　　　ＵＳ７００７０８～ＵＳ７００７１６
　　　　　　　ＵＳ７００７３７～ＵＳ７００７７６
台湾　　　　ＵＳ７００７１７～ＵＳ７００７３６

販売開始時期：
2009年 4月

2009年9月1日
＜ＨＰ＞

　「RS-670」（※写真1）の製品の一
部において、ファーストステージの
BLCプラグ（※写真2）の締め込みが
不十分な為、
  内部のOリングがタンクの圧力によ
り飛び出してしまう可能性があること
が判明。
  Oリングの飛出しが発生すると、大
きな破裂音と共に高圧の空気が該
当部品周辺より漏れる現象が起こ
る。

使用中止（注意喚起）及
び無償交換（部品）

石油給湯機

長州産業株式会社
受付センター
フリーダイヤル　：　０１２０－６５２－９６３
http://www.choshu.co.jp/modules/information/

石油小型給湯機
本体型式                台所リモコン型式     浴室リモコン型式
ＩＸ－４７１ＤＨ  　        ＲＣ－８０Ｍ               -
ＪＸ－４１１ＤＧ           ＲＣ－８０Ｍ               -
ＭＸ－４７１ＤＧ          ＲＣ－８０Ｍ               -
ＭＸ－４７１ＤＨ          ＲＣ－８０Ｍ               -
ＰＸ－４１１ＤＧ           ＲＣ－８０Ｍ               -
ＹＸ－３７１Ｄ              ＲＣ－８０Ｍ               -

石油給湯機付ふろがま
本体型式                台所リモコン型式     浴室リモコン型式
ＩＦ－４７１ＤＨ－Ａ     ＲＣ－８２Ｍ          ＲＣ－８２Ａ
ＪＦ－４１１ＤＧ         ＲＣ－８１Ｍ          ＲＣ－８１Ｆ
ＪＦ－４１１ＤＧ－Ａ    ＲＣ－８２Ｍ          ＲＣ－８２Ａ
ＭＦ－４７１ＤＨ－Ａ 　ＲＣ－８２Ｍ　　　　  ＲＣ－８２Ａ
ＰＦ－４１１ＤＧ 　　　　ＲＣ－８１Ｍ 　　　　 ＲＣ－８１Ｆ
ＰＦ－４１１ＤＧ－Ａ 　ＲＣ－８２Ｍ　　 　　  ＲＣ－８２Ａ

2009年1月～6
月

2009年9月1日
＜ＨＰ＞

　アフターサービスの時に機器内の
メンテナンス用スイッチ（リモコン及
びリモコンコードの良否を確認する
スイッチ）を使用した場合、正常に安
全装置が作動しないことが判明。

部品交換

ドラム式洗濯乾燥機

東芝アプライアンス株式会社
東芝テクノネットワーク株式会社
フリーダイヤル（無料） ０１２０－８１３－２５２
（携帯・ＰＨＳからもご利用になれます）
受付時間　：2009年9月 5日　9時より受付開始
　　　　　　　　2009年9月11日 まで（土・日・祝日含む）　 9:00 ～
20:00
　　　　　　　　2009年9月12日 以降（土・日・祝日除く）　 9:00 ～
17:00

ＴＷ－１３０ＶＢ
2005年2月～
2006年1月

2009年9月4日
＜ＨＰ＞

　電気系統修理の中の一部に作業
不備があり、ごく稀に発煙・発火等
にいたる可能性が考えられる。

再度の点検・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

モノクロページプリン
ター

セイコーエプソン株式会社
エプソン販売株式会社
エプソンページプリンター特別対応窓口
フリーダイヤル　：　０１２０－９２－６３５０
※携帯電話からもご利用可能です。
受付時間　： 月曜日～金曜日 09：00～17：30
　　　　　　　　土曜・日曜・祝日 10：00～17：00 　（指定休日を除く）
http://www.epson.jp/support/misc/lp_monochrome/

ＬＰ－７５００ 　　　　ＥＫ８Ｚ　　　数字の並び
ＬＰ－７７００　　　　 Ｄ５ＵＺ　　　数字の並び
ＬＰ－８１００ 　　　　ＣＺＪＺ 　　  数字の並び
ＬＰ－８７００ 　　　　ＣＺＨＺ 　　 数字の並び
ＬＰ－８７００ＰＳ３ 　ＣＺＫＺ 　　 数字の並び

ＬＰ－７５００
2002年5月～
2005年3月
ＬＰ－７７００
2002年1月～
2005年3月
ＬＰ－８１００
2001年1月～
2004年9月
ＬＰ－８７００
2001年1月～
2004年12月

ＬＰ－８７００ＰＳ
３ 　2001年2月
～2005年9月

2009年9月7日
＜ＨＰ＞

　電子部品の故障により発煙が生
じ、プリンター内部に留まるものの機
内で発火に至るケースがあることが
判明。

無償修理・注意喚起
（印刷終了後、印刷物の
背景全面に黒く汚れが発
生した場合には、直ちに
右側面の電源スイッチを
切り、「お問い合わせ専
用窓口」までご連絡くださ
い。）

デジタル複合機

村田機械株式会社/ムラテック販売株式会社/ムラテックシステム
株式会社
インフォメーションセンター
フリーダイヤル：０１２０－６１０－９１７
受付時間：平日9:00～18:00/土9:00～17:00   (日曜日・祝日を除く）
http://www.muratec.jp/ce/business/news/oshirase_20090907.ht
ml

（１）Ｖ－１０００
（２）Ｖ－１２００
（３）Ｖ－１２５０

（１）2001年4月
～2003年6月頃
（２）2003年6月
～2005年10月

頃
（３）2005年10

月～2007年5月
頃

2009年9月7日
＜ＨＰ＞

　非常に稀な電子部品の故障により
発煙が生じ、機械内部の一部を焼
損するケースがあることが判明。

注意喚起
（印刷終了後印刷物の背
景部全面に黒く汚れが発
生した場合には、電源ス
イッチを切り、下記まで連
絡をしてください。）

ページプリンタ（モノクロ
プリンタ）

富士通株式会社
ＸＬシリーズプリンタお問い合わせ窓口
フリーダイヤル：０１２０－５５－６４２８
受付時間:9時～17時（土日祝日および当社指定の休日を除く）
http://www.fmworld.net/biz/common/info/20090907/

製品名：Ｐｒｉｎｔｉａ　ＬＡＳＥＲ
機種名：ＸＬ－５２５０，　ＸＬ－５３３０，　ＸＬ－５３４０，　ＸＬ－５３５０，　Ｘ
Ｌ－５７３０

2001年1月～
2008年6月

2009年9月7日
＜ＨＰ＞

　一部機種において、非常に稀な電
子部品の故障が発生し、さらに以下
の条件がすべて重なった状態で放
置した場合に、発煙が生じ、プリンタ
内部の一部分を焼損するケースが
あることが判明。

条件：
１．プロセスカートリッジを装置から
取り出した状態
２．電源が入った状態
３．上部カバーを閉じた状態

注意喚起
（紙詰まり、トナー切れな
どにより、プロセスカート
リッジを装置から取り出し
た状態で 装置の上部カ
バーを閉じたまま放置す
る場合は、電源スイッチ
を必ずお切りください。）

レーザーマウス

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
フリーダイヤル　：　０１２０－４８－８８８９
携帯電話、ＰＨＳからでも利用可
受付時間　月～金曜日　　9:00　～　20:00
　　　　　　　土・日・祝日　　9:00　～　17:00
　　　　　　（年末年始は土日祝日の受付時間になる場合もある。）
http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2009/09/002/index.html

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　レーザーマウス　 「ＶＧＰ－ＢＭＳ１０／Ｓ」
シリアル番号 Ｓ／Ｎ：９０６０１８０２Ｇ　～　Ｓ／Ｎ：９０８０３０３０Ｇ

2009年8月発売 2009年9月11日
＜ＨＰ＞

　電池を無理に押し込むと端子の固
定が外れ、電源が入らなくなり、まれ
に本体が発熱する可能性があること
が判明。
　発熱が生じた場合、特定のごく狭
い範囲に触れると、軽微なやけどに
至る可能性もある。

無償交換（改善交換品発
送は9月19日より開始：
9/15更新）
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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

プリンター　（モノクロプ
リンタ）

富士ゼロックス株式会社
富士ゼロックスお客様相談センター
フリーダイヤル：０１２０－２７－４１００
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00
土・日・祝日を除く
http://www.fujixerox.co.jp/news/notice/2009/0907_info.html

（１）Ａｂｌｅ　３１５０
（２）Ａｂｌｅ　３１５０ＦＳ
（３）ＤｏｃｕＰｒｉｎｔ　１８０
（４）ＤｏｃｕＰｒｉｎｔ　１８１
（５）ＤｏｃｕＰｒｉｎｔ　２１０
（６）ＤｏｃｕＰｒｉｎｔ　２１１

（１）2001年4月
～2005年3月

（２）2001年5月
～2005年3月
（３）2000年12

月～2003年4月
（４）2002年8月
～2007年3月
（５）2000年12

月～2003年4月
（６）2002年8月
～2007年3月

2009年9月14日
＜ＨＰ＞

　非常に稀な電子部品の故障により
発煙が生じ、機械内部の一部を焼
損するケースがあることが判明。
（2009/09/07付け社告に「Ａｂｌｅ ３１
５０」を対象商品として追加した更新
情報）

注意喚起
（印刷終了後印刷物の背
景部全面に黒く汚れが発
生した場合には、電源ス
イッチを切り、下記まで連
絡をしてください。）

在宅介護用電動ベッド

株式会社プラッツ
品質管理部アフターサービス課
フリーダイヤル：０１２０－７７－３４３３
http://www.platz-ltd.co.jp/pdf/chuui-kanki/PKB-9-HP.pdf

介護用ベッドＰＫＢ－９シリーズ
・ＰＫＢ－９１１５ /９１２０ /９１２５ /９１３５ /９１７０ /９１８０
・ＰＫＢ－９１１５＋１１ /９１２０＋１１ /９１２５＋１１ /９１３５＋１１ /９１７０
＋１１ /９１８０＋１１
・ＰＫＢ－９１１５＋１２ /９１２０＋１２ /９１２５＋１２ /９１３５＋１２ /９１７０
＋１２ /９１８０＋１２
・ＰＫＢ－９２１５ /９２２０ /９２２５ /９２３５ /９２７０ /９２８０
・ＰＫＢ－９２１５＋１１ /９２２０＋１１ /９２２５＋１１ /９２３５＋１１ /９２７０
＋１１ /９２８０＋１１
・ＰＫＢ－９２１５＋１２ /９２２０＋１２ /９２２５＋１２ /９２３５＋１２ /９２７０
＋１２ /９２８０＋１２

2007年2月6日
～2009年6月30
日（製造・販売）

2009年9月15日
＜ＨＰ＞

　使用時にヘッド/フットボードが傾く
不具合が発生。

無償修理（補強金具追加
作業）

バスケットボールゲー
ム
（玩具）

株式会社サンリオ　コンテンツ事業部
電話番号　０３－３７７９－８０９９
受付時間：　10:00　～　17:00（土・日・祝日を除く）
http://www.sanrio.co.jp/news/recall/20090917.html

全国書店で発売の隔月刊誌「キティズパラアイスＰＥＡＣＥ　キティとあそ
ぼ！クレープの号」付録

2009年9月15日
（火）発売

2009年9月17日
＜ＨＰ＞

　付属のボールが小さいため、小さ
なお子様が誤って飲み込んでしまう
恐れがあると判断。
　化学的特性（重金属などの溶出）
については食品衛生法に適合して
いるが、安全性の観点から販売を中
止。

自主回収

トップオープンドラム式
洗濯乾燥機

三洋電機株式会社
洗濯乾燥機相談室
フリーダイヤル　：　０１２０－３４－３２２６
受付時間　 ：9:00　～　19:00（2009年10月31日まで　毎日）
　　　　　　　　 9:00　～　17:00(2009年11月1日以降　土・日・祝日は
除く)
http://jp.sanyo.com/info/products_safety/090918-01.html

ＡＷＤ－Ａ８４５Ｚ　　ＡＷＤ－Ｂ８６０Ｚ　　ＡＷＤ－Ｕ８６０Ｚ　ＡＷＤ－Ｓ８２
６０Ｚ
ＡＷＤ－ＧＴ９６０Ｚ　ＡＷＤ－Ｓ９２６０Ｚ　ＡＷＤ－ＳＴ８６Ｚ　ＡＷＤ－Ｘ１
ＡＷＤ－Ｕ１

ＡＷＤ－Ａ８４５
Ｚ　　2002年4月
～　2003年10

月

ＡＷＤ－Ｂ８６０
Ｚ　　2003年6月
～　2004年11

月
ＡＷＤ－Ｕ８６０

Ｚ
ＡＷＤ－Ｓ８２６

０Ｚ

ＡＷＤ－ＧＴ９６
０Ｚ　2004年6月
～　2005年 3月
ＡＷＤ－Ｓ９２６

０Ｚ

ＡＷＤ－Ｘ１
2004年1月　～
2004年12月
ＡＷＤ－Ｕ１

ＡＷＤ－ＳＴ８６
Ｚ　　2004年11
月　～　2006年

2009年9月18日
＜ＨＰ＞

　2003年6月から2004年11月にかけ
て販売し、３度のリコールと、１度の
再告知を行い市場対応してきたトッ
プオープンドラム式　洗濯乾燥機「Ａ
ＷＤ－Ｂ８６０Ｚ」において、修理時に
おける作業不備が原因の発火事故
が１件発生した。

1_再点検の実施（2008年
11月19日に開始したリ
コール対策済みの製品）
2_ＡＷＤ－Ａ８４５Ｚ、ＡＷ
Ｄ－Ｂ８６０Ｚ、ＡＷＤ－Ｕ
８６０Ｚ、ＡＷＤ－Ｓ８２６０
Ｚの
４機種については、点検
で安全性を確保したうえ
で、後日、同等製品との
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

ネイルアート用品

株式会社アカサカ商会
フリーダイヤル：０１２０－７７－２６１１
（受付時間／平日午前9時30分から午後6時）
http://www.akasakas.co.jp/0925.html

（１）マキシマムスピードネイルグルー　ＢＫ１３５Ｊ
（２）メガホールドネイルグルー　ＢＫ７０１Ｊ
（３）クイックピンクブラシオンネイルグルー　ＢＫ１２７Ｊ
（４）クイックピンクネイルグルー　ＢＯＧ１０４Ｊ
１００サロンチップス
（５）１００ＰＳ０８Ｊ、
（６）１００ＰＳ１１Ｊ、
（７）１００ＰＳ１５Ｊ
（８）１００フルカバーネイルズ　１００ＰＳ１３Ｊ
（９）コンプリートサロンアクリリックキット　ＡＫ１２０Ｊ
（１０）アクリリックスカルプチャーキット　ＡＫ１０４Ｊ
（１１）パーフェクトフレンチアクリリックスカルプチャーキット　ＡＫＦ０１ｊ

（１）1996年1月
～2009年9月

（２）1997年8月
～2009年9月

（３）2002年8月
～2009年9月
（４）2006年12

月～2009年9月
（５）1997年4月
～2009年9月

（６）1997年4月
～2009年9月

（７）1997年4月
～2009年9月

（８）1997年4月
～2009年9月

（９）2003年8月
～2009年9月
（１０）2002年8

月～2009年9月
（１１）2003年3

月～2009年9月

2009年9月25日
＜ＨＰ＞

　容器の破損によりグルーが衣服に
こぼれ発熱して、やけどをおうという
事故が発生。

無償回収（返金）

防犯アラーム

クツワ株式会社
商品サービスセンター　防犯アラーム係
フリーダイヤル：０１２０－６７４－７８０
受付時間 ：午前10時～午後5時まで　土日祝を除く
E-mail : info@kutsuwa.co.jp
http://www.kutsuwa.co.jp/news/view/7

防犯アラーム
ＳＬ０１７ＢＬ・ＳＬ０１７ＰＫ・ＳＬ０１７ＢＫ・ＳＬ０１７ＧＲ

2008年11月～
2009年9月28日

＜ＨＰ＞

　ボタン電池を交換するために製品
本体からボタン電池を取り出した際
に電池が破裂する事故が１２件発
生。
　破裂事故の内訳は、軽傷で治療を
されたものが１件、通院加療されな
い怪我のものが２件、破裂事象のみ
が９件。
（2009年7月30付の社告の再掲載）

無償回収（返金）

ラミネーター

アイリスオーヤマ株式会社　コミュニケーションセンター
アイリスコール
フリーダイヤル　：　０１２０－２１１－２９９
受付時間：午前9時～午後5時（平日・土日・祝日ともに）
受付曜日／月～金曜日
http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/attenlaminater.html

「ラミネーター　ＬＴＡ－３２１Ｎ」
「ラミネーター　ＬＴＡ－４２１Ｎ」
「ラミネーター　ＬＴＷ－４０００」

 2007年～2009
年

　回収対象数：
２万１千台（３機

種合計）

2009年9月29日
＜新聞＞

　内部ヒーターの接触不具合によ
り、発火に至る事故が一件発生し
た。

無償回収・交換（部品ま
たは代替商品）

ワークチェア

株式会社ニトリ　お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－２０９－９９３
受付時間　午前10時～午後6時（土・日・祝日含む）
http://www.nitori.co.jp/news/2009/10/6phc130000000k89-
att/6phc130000000k97.pdf

ワークチェア　スエラ　７５２３Ｅ
１．品質表示ラベルの商品名が「ワークチェア　スエラ　７５２３Ｅ」となっ
ているものが対象商品。
＊ワークチェア　スエラ　７５２３Ｅ－２、７５２３Ｅ－３は対象外。

２．脚先端部がキャスターから飛び出しているものは対象品。
＊脚先端部がキャスターから飛び出していないものは対象外

2007年12月23
日～2008年3月

26日

2009年10月1日
＜ＨＰ＞

　ワークチェアの一部生産分が、ごく
稀にキャスターの仕様が指定したも
のと異なったために、座って使用
中、足部、特にかかとの部分がキャ
スター位置に触れ、かかとを怪我す
る恐れが判明。

無償交換（キャスター全５
個）
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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

ガスエンジン発電ユ
ニット

本田技研工業株式会社
お客様相談センター
フリーダイヤル：０１２０－１１２－０１０
受付時間： 　AM9:00～12:00／PM1:00～5:00
http://www.honda.co.jp/recall/power/091001_mchp1.0-1.0p-
1.0k1-1.0pk1.html

ガスエンジン発電ユニット（エコウィル）
１．　ＵＣＡＪ　ＭＣＨＰ１．０
２．　ＵＣＢＪ　ＭＣＨＰ１．０Ｐ
３．　ＵＣＥＪ　ＭＣＨＰ１．０Ｋ１
４．　ＵＣＥＪ　ＭＣＨＰ１．０ＰＫ１

１．2003年3月
～2006年9月
２．2003年9月
～2006年9月

３．2006年10月
～2009年8月

４．2006年11月
～2009年8月

2009年10月1日
＜ＨＰ＞

　シリンダーヘッドガスケットが破損
し、屋内に設置された貯湯ユニット
に備えられた冷却水用タンクに接続
したオーバーフロー配管から、微量
の燃焼ガスが屋内に排出されるお
それがあることが判明。

無償交換（シリンダーヘッ
ド、シリンダーヘッドガス
ケット、シリンダーヘッド
ボルト）
無償交換の対象：（寒冷
地仕様として屋内に設置
した貯湯ユニット（屋内設
置型）と組み合わせたも
の。）

婦人用ブーツ
株式会社ＧＯＶリテイリング　商品回収チーム
フリーダイヤル：０１２０－７６０－２９６
受付時間：  （年中無休9:00-17:00）
http://www.fastretailing.com/jp/group/news/0910081800.html

　Ａ）－１　：Ｖ／Ｗレザークラフトショートブーツ　品番：６３２－２２２６８７
　　　　　　　４色：オフホワイト、ブラック、キャメル、ダークブラウン
              ５，９９０円　　３，１２６足

　Ａ）－２　：Ｖ／Ｗレザークラフトロングブーツ　品番：６３６－２２２６８６
　　　　　　　２色：ブラック、ダークブラウン
              ７，９９０円　　　　４６３足

　Ｂ）－３　：レザーショートブーツ　　品番：８９３－３５３０８５
　　　　　　　２色　キャメル／ダークブラウン
              ６，９００円　　　　８５５足
　Ｂ）－４　：レザーロングブーツ　　品番：８９３－３５３０８４
　　　　　　　２色　キャメル／ダークブラウン
　　　　　　　７，９００円　　　　３６８足

Ａ）－１　2009年
9月5日～10月7

日
Ａ）－２　2009年
9月5日～10月7

日
　　　　　　　＊販
売店舗名：キャ
ンディッシュ、
クーイスイ、

クーイスイスー
ル、イスイシス

ターズ、
イスイワール
ド、イスイビー
ナス、ビュー、
ビジュー、エッ

センス、
メガステージ、
ミューズ、トラッ
ク、スズラン、

シューズワール
ド、フットパーク

Ｂ）－３　2009年
9月18日～10月

7日
Ｂ）－４　2009年
9月18日～10月

7日
＊販売店舗名：
アンラシーネ

2009年10月1日
＜新聞＞

　生産工程において靴底を仮止めす
る金具が除去されておらず、靴底の
内側部分に　針金状の突起物が出
ていることが判明。
　現在、購入者から不具合の申し出
はないが、着用時に皮膚を傷つける
可能性がある。

回収（返金）

電気カーペット

クラリオン株式会社　お客様相談室
  ・フリーダイヤル：０１２０－１１２－１４０
   受付時間
　　AM 9:30～12:00 PM 1:00～5:00（土・日・祝祭日を除く）
　
http://www.clarion.com/jp/ja/topics/index_2009/090926_01/inde
x.html

電気カーペット「おんどる５」「ＨＯＴ１ワン」（２畳／３畳用）
　　ＹＪ－３２０Ａ－７０、ＹＪ－３３０Ａ－７０、ＶＤ－１２０３Ａ－０、ＶＤ－１２
０４Ａ－０、
　　ＶＤ－１２０５Ａ－０、ＶＤ－１２０５Ａ－１、ＶＤ－１２０６Ａ－０、ＶＤ－１２
０７Ａ－０、
　　ＶＤ－１２０７Ａ－１、ＶＤ－１３００Ａ－０、ＶＤ－１３０１Ａ－０

1969年～1989
年（昭和54年～
平成元年）頃

2009年10月2日
＜ＨＰ＞

　販売終了から既に20年以上経過し
た電気カーペットの電気回路の一部
が加熱し、焦げる事故が発生。

注意喚起（すみやかな使
用の中止）
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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
フリーダイヤル：０１２０－１８１－１０３
受付時間：9:00～18:00（土・日祝日・年末年始（2009年12月29日～
2010年1月3日））を除く
http://www.denso.co.jp/ja/news/notice/files/091005-01a.pdf

「エンセキ」 機種名 7FX
品番 ホワイト グレー
○製品名「エンセキ」
・機種名 7FX
品番 ホワイト（479000-2200） グレー（479000-2230）
販売期間 1989年9月～1990年3月
・機種名 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）
販売期間 1987年9月～1997年12月
・機種名 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）
販売期間 1988年9月～1997年11月
・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）
販売期間 1982年9月～1988年1月
・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）
販売期間 1982年9月～1988年1月
○製品名「スキニー セラミック ヒーター」
・機種名 ERF121VAA ERF121VAB ERF121VDA
品番 レッド（479000-5020 479000-5021 479000-5030）
販売期間 1984年10月～1987年12月

2009年10月6日
＜折込チラシ＞

　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。
（2008年10月15日付け社告の再社
告）

回収（一台につき２万円
で引き取り）

室内手すりブラケット

トステム株式会社 室内手すりブラケットコールセンター
フリーダイヤル：０１２０－６７７－６２０
受付時間：　9：00～17：00（平日・土日） ※祝日は除く
http://www.tostem.co.jp/oshirase/drier_5/

手すりブラケットＩ型（壁付け型） ・・・３色（ブロンズ・ゴールド・シルバー）
2004年7月～
2005年6月

2009年10月13日
＜ＨＰ＞

　製品の一部に鋳造時の不良品が
混入していることが判明。（使用状況
により折れる等の不具合につながる
ことがある。）

無償点検・交換

カートリッジ内蔵型浄水
器

ヤマハ発動機株式会社
ヤマハ浄水器コールセンター（浄水器専用窓口）
フリーダイヤル：０１２０－３２－０４４０
受付時間：9:00～17:00 月～金曜日（土日など休業日を除く）
http://www.yamaha-motor.co.jp/recall/others/2009-10-
13/index.html

カートリッジ内蔵型浄水器「ＯＨ－Ｂ１０Ｊ」
無償交換対象商品
型番：ＸＦＨ１
製造番号：ＸＦＨ１－１００１０４～１００６８８（合計 ３８２台）

2007年8月～
2009年5月

2009年10月13日
＜ＨＰ＞

　吐水パイプを回転させる際に、吐
水キャップの内面と吐水パイプの先
端が接触し擦れる場合があり、吐水
パイプ先端のメッキの一部が剥が
れ、メッキ片が吐水中に混入するお
それがあることが判明。
（※メッキ片は万一、飲まれても健康
に影響はない。）

無償交換（対策済みの吐
水パイプセットと交換）

ＩＨ炊飯ジャー

象印マホービン株式会社
お客様ご相談センター
フリーダイヤル：０１２０－２６６－１２８
受付時間：9:00～17:00
月～金曜日 （祝日、弊社休業日を除く）
http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/ih_npp.html

ＩＨ炊飯ジャー
ＮＰ－ＰＡ型　ＮＰ－ＰＥ型　ＮＰ－ＰＸ型

2007年8月～
2009年5月

2009年10月15日
＜ＨＰ＞

　炊飯中または保温中にふたが開く
という現象が報告された。
　外ぶたの片側だけを押し込んだ場
合、外ぶたが完全にしまりきらず、
炊飯中や保温中に外ぶたが開く恐
れがある。

注意喚起

電球型蛍光灯

株式会社アドメイン
イオンライト・相談窓口
電話番号：０３－３６６７－６０２１
受付時間：10：00～18：00　（土・日・祝日を除く）
http://www.admain.co.jp/recall.html

製品名　ＳＫＹ★ＢＬＵＥ
型式名　ＥＦＴＲ２０ＥＸ，ＥＦＴＲ１１ＥＸ、ＥＦＴＲ７ＥＸの一部

2006年8月～
2007年12月

2009年10月15日
＜ＨＰ＞

　イオン発生器（高電圧部）に触れや
すく、感電するおそれが判明したた
め。

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

フラットシューズ

株式会社ジュン ジュンカスタマーセンター
フリーダイヤル：０１２０－２９８－１３３
受付時間：午前10:00～午後7:00／日曜定休
http://www.adametrope.com/contents/news/notice/post_30.html

ファビオ　ルスコーニ（ＦＡＢＩＯ　ＲＵＳＣＯＮＩ）フラットシューズ
（１）　ＥＵＡ－６９５１　カラー：ブラウン・グレー
（２）　ＥＵＡ－６９５２　カラー：白×黒（スネーク型押し）・ブラウン（リザー
ド型押し）

2009年8月19日
～2009年10月9

日

2009年10月16日
＜HP＞

  アダムエ ロペ 、パンソー、及びラ
ブクレールの店舗で販売された該当
商品の一部において、 内部（底）の
クッション部分より突起物が現れる
可能性が あることが判明。

回収（検品のうえ、修理、
返金等）

ベッド用転落防止柵

株式会社 日本育児 本社 お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－９６１－３６２
受付時間：午前9 時30 分 ～ 午後5 時30 分（土・日･祝日を除く）
（但し、10月中は土日もお受けいたします。）
http://www.nihonikuji.co.jp/news/news091016.pdf

 （１）「New ベッドガード」
 （２）「ふわふわおちないぞう」

（１）2008年12
月～2009年8月
（２）2007年12

月～2009年8月

2009年10月16日
＜HP＞

  取扱説明書が一部不十分であった
ため、当該商品「Ｎｅｗベッドガード」
を信頼された保護者の方がご使用
中に 目を離された間に重傷事故が
発生。
  当該製品とマットとの間に隙間が
生じないように正しく設置･使用し、
乳児の方だけで寝かせるのは避け
て、 保護者の目の届く所で使用して
ください。
  「ふわふわおちないぞう」は事故が
発生した製品ではありませんが、当
該商品「Ｎｅｗベッドガード」と構造や
機能も全く同一であることから、あわ
せて注意喚起します。

注意喚起

温冷蔵庫

大自工業株式会社
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/important20090913.html

ＥＺ１２
2004年3月～
2004年6月

2009年10月16日
＜新聞＞

 基板の不具合により発火するおそ
れがあることが判明。

使用中止（注意喚起）及
び無償交換

ハロゲンヒーターストー
ブ

三洋電機株式会社
電気ストーブ相談室
  ・フリーダイヤル：０１２０－３５－８２２７
   受付時間：9:00～17:00   (土・日・祝日は除く）
　　http://jp.sanyo.com/info/quality_trouble/091019.html

ブランド名「ＴＯＲＩＳＡＮ］
ＫＲ－Ｅ８００
ＫＲ－Ｈ８００

2002年～2003
年

2009年10月19日
＜ＨＰ＞

　電気部品の半田付け不良により、
本体の一部が焦げる不具合が１件
発生

　無料点検（修理）

ゆたんぽ（電子レンジ
用）

株式会社 タカラトミー
相談室
フリーダイヤル：０１２０―３５―１０３１
受付時間:平日午前10時～午後5時（土・日・祝日は除く）
http://www.takaratomy.co.jp/products/information/hot.html

「ハローキティホット２フレンド」の付属品
 ”電子レンジで温める湯たんぽ（製造元／株式会社ＡＤＥＫＡ　旧社名
旭電化工業株式会社）”

回収対象商品
　　「レンジでチン　ハローキティホット２フレンド」
     Ｌサイズ（Ｈ　３２０mm）
     Ｍサイズ（Ｈ　２００mm）
    ※蓄熱材はＬ・Ｍともサイズは同一です

1998年11月～
2000年4月

2009年10月20日
＜新聞＞

　加熱により容器が破損して中身の
液体が飛散し、やけどの事故が発
生。
（2006年10月3日、2008年2月27日に
行った社告の再社告）

使用中止・回収（返金）

ＤＶＤプレーヤー内蔵
地上デジタル液晶テレ
ビ

株式会社 東芝
フリーダイヤル：０１２０－８８７－７０９
受付時間：平日9：00～18：00　（2009年12月31日までは土・日・祝
日も受付）
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/important/sd-
p120dt_imp.html

ＳＤ－Ｐ１２０ＤＴ（ポータロウ）のバッテリーパック。製造ロット番号が以下
に該当する製品 。
(２００７１２００１ ～ ２００８１０９９９)

2007年12月～
2008年10月

2009年10月20日
＜新聞＞

　発煙、発火に至る可能性があると
判断。

無償交換（バッテリーパッ
ク）
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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

ブラウン管式カラーテレ
ビ

パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）
ＡＶＣネットワークス社
ブラウン管式カラーテレビ市場対策室
フリーダイヤル：０１２０－０７２－６１２
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html

ＴＨ１１－Ｓ２９　　　　ＴＨ１９－Ｌ７ＶＲ
ＴＨ１４－Ｎ９（Ｎ） 　 　ＴＨ１９－Ｌ９ＶＲ
ＴＨ１４－Ｎ３９Ｒ 　　 ＴＨ１９－Ｌ１０ＶＲ
ＴＨ１５－Ｍ３Ｒ　　　　ＴＨ１９－Ｌ２５ＡＶ
ＴＨ１５－Ｍ４ＶＲ　　　ＴＨ１９－Ｌ５５ＧＲ
ＴＨ１５－Ｍ５Ｇ 　　　 ＴＨ２１－Ｈ７ＶＲ
ＴＨ１５－Ｍ８ＶＲ　　　ＴＨ２１－Ｈ５５ＧＲ
ＴＨ１５－Ｍ９ＶＲ　　　ＴＨ２１－Ｈ２５ＡＶ
ＴＨ１５－Ｍ１５ＶＲ　　ＴＨ－２６Ａ１
ＴＨ１９－Ｌ１ＶＲ 　　　ＴＨ－２９Ａ１
ＴＨ１９－Ｌ６ＶＲ
ＴＨ１８－Ｃ２２ＶＲ　　 ＴＨ１９－Ｌ４ＶＲ

1981年（昭和56
年）～1988年
（昭和63年）

2009年10月21日
＜折り込みチラシ＞

　長期の使用により、高圧部品の一
部に発煙・発火に至るおそれがある
ことが判明。
　対象品番の製品を既に廃棄されて
いるお客様も、下記のフリーダイヤ
ルまでご連絡をください。
（平成2年2月7日と平成10年4月15
日に新聞謹告を行った内容につい
て、新聞折り込みチラシの配布によ
り、再度注意喚起を図ったもの。）

無料点検・処置

電気こんろ

パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）
ホームアプライアンス社
電気こんろ市場対策室
フリーダイヤル：０１２０－３９１－３９１
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
http://panasonic.co.jp/ha/s/konro/

１口タイプ　小型キッチンユニット
　ＫＥ－９０、ＫＥ－１２０
１口タイプ
　ＮＫ－１１０１、ＮＫ－２１０１、ＮＫ－１１０２、ＮＫ－２１０２
２口タイプ　据置き型　バックガード無し
　ＮＫ－２２２０、ＮＫ－２２５１、ＮＫ－２２５２、ＨＮＴ－２２００（ブランド名：
ＨＥＣ）
２口タイプ　据置き型　バッグガード有り
　ＮＫ－２２０１　ＮＫ－２２０２　ＮＫ－２２０３
２口タイプ　ビルトイン型
　ＮＫ－２２０４、ＮＫ－２２０４Ｍ、ＮＫ－２２０４ＣＭ
３口タイプ　据置き型　バックガード無し
　ＮＫ－２３０６
３口タイプ　据置き型　バッグガード有り
　ＮＫ－２３０１　ＮＫ－２３０２　ＮＫ－２３０３
３口タイプ　ビルトイン型
　ＮＫ－２３０４、ＮＫ－２３０５、ＮＫ－２３０７

１口タイプ　：
1977年（昭和52
年）～1988年
（昭和63年）
２口タイプ　：
1977年（昭和52
年）～1991年
（平成3年）

2009年10月21日
＜折り込みチラシ＞

　身体や物が接触し、意図せずス
イッチが「入」となる可能性がある構
造であるために、製品の上や周囲に
可燃物が置かれていた場合に、火
災に至るおそれがあることが判明。
　対象品番の製品を既に廃棄されて
いるお客様も、下記のフリーダイヤ
ルまでご連絡をください。
（平成19年7月4日と平成19年8月1
日に新聞謹告を行った内容につい
て、新聞折り込みチラシの配布によ
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）
ホームアプライアンス社
電子レンジ市場対策室
フリーダイヤル：０１２０－８７１－６８２
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
http://panasonic.co.jp/ha/s/pro/

　ＮＥ－Ａ５５５、ＮＥ－Ａ５７５、ＮＥ-ＡＢ５０、ＮＥ-ＡＣ５０、ＮＥ-ＡＣ６０、Ｎ
Ｅ－ＡＴ６６、ＮＥ－ＡＴ７０、ＮＥ－ＡＴ８０、　ＮＥ－ＯＴ１、ＮＥ-ＯＴ２、ＮＥ－
Ｐ３００、ＮＥ－Ｐ５００

1988年12月～
1993年12月

2009年10月21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。
　対象品番の製品を既に廃棄されて
いるお客様も、下記のフリーダイヤ
ルまでご連絡をください。
（平成19年5月31日に新聞謹告を
行った内容について、新聞折り込み
チラシの配布により、再度注意喚起
を図ったもの。）

無償部品交換

冷房専用タテ型エアコ
ン

パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）
ホームアプライアンス社
冷房専用タテ型エアコン対策室
フリーダイヤル：０１２０－８７８－５７０
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
http://panasonic.co.jp/ha/s/aircon/

（１）ＣＷ－１４５ＤＳ－Ｗ、ＣＷ－１４５ＤＳ－Ｈ、ＣＷ－１６５ＤＳ－Ｗ、ＣＷ
－１６５ＤＳ－Ｈ、ＣＷ－Ｃ１６ＡＳ－Ｗ、ＣＷ－Ｃ１６ＡＳ－ＸＢ、 ＣＷ－Ｃ１
８ＡＳ－ＷＣＷ－Ｃ１８ＡＳ－ＸＢ

（２）ＣＷ－Ｃ１６ＦＳ－Ｗ、 ＣＷ－Ｃ１６ＦＳ－Ｃ、 ＣＷ－Ｃ１８ＦＳ－Ｗ、Ｃ
Ｗ－Ｃ１８ＦＳ－Ｃ

（１）1988年（昭
和63年）～1992
年（平成5年)
（２）1993年（昭
和5年）～1996
年（平成8年）

2009年10月21日
＜折り込みチラシ＞

　雨水や結露水が電気部品に浸入
して、発煙や発火事故に至るおそれ
のあることが判明。
　対象品番の製品を既に廃棄されて
いるお客様も、下記のフリーダイヤ
ルまでご連絡をください。
（平成12年12月3日に新聞謹告を
行った内容について、新聞折り込み
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
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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）
ホームアプライアンス社
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
フリーダイヤル：０１２０－８７１－３９９
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
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)
フリーダイヤル：０１２０－１３９－７７８
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/index.html

　（１）パナソニック株式会社（旧松下電器産業株式会社）
　　　　対象形名: ＮＨ－Ｄ４０Ｋ３、ＮＨ－Ｄ４５Ａ、ＮＨ－Ｄ４５Ｈ１、
　　　　ＮＨ－Ｄ４０Ｋ２、ＮＨ－Ｄ４０Ｓ１、ＮＨ－Ｄ４５Ｋ１、
　　　　ＮＨ－Ｄ４５Ｋ２、ＮＨ－Ｄ４５Ｋ３
　
　（２）旧松下電器が製造した三菱電機株式会社ブランド
　　　　対象形名: ＤＲ－Ｄ４０Ｃ１、ＤＲ－Ｄ４０Ｌ、ＤＲ－Ｄ４５Ｌ

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

2009年10月21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。
　 対象品番の製品を既に廃棄され
ているお客様も、下記のフリーダイ
ヤルまで
電気衣類乾燥機ご連絡をください。
 （平成19年5月31日に新聞謹告を
行った内容について、新聞折り込み
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

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）
ホームアプライアンス社
冷凍冷蔵庫市場対策室
フリーダイヤル：０１２０－８７１－３３７
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
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）

2009年10月21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。
　対象品番の製品を既に廃棄されて
いるお客様も、下記のフリーダイヤ
ルまでご連絡をください。
（平成19年5月31日に新聞謹告を
行った内容について、新聞折り込み
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）
ホームアプライアンス社
パナソニック電工株式会社（旧松下電工株式会社）
電気暖房器具「デスクヒータ」市場対策室
フリーダイヤル：０１２０－８７５－６６５
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
http://panasonic.co.jp/ha/s/dh/

デスクヒータ
（１）　ＤＲ２４５６　　（販売元：松下電工）
（２）　ＤＣ－２４５６Ｐ（販売元：松下電器産業）
（３）　ＤＣ－ＰＤ１　　（販売元：松下電器産業）

（１）2003年～
2004年製造
（２）2005年製
造
（３）2006年製
造

2009年10月21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。
　対象品番の製品を既に廃棄されて
いるお客様も、下記のフリーダイヤ
ルまでご連絡をください。
(平成20年3月6日に新聞謹告を行っ
た内容について、新聞折り込みチラ
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）

スキー用ビンディング

アメア・コールセンター
フリーダイヤル：０１２０－９６１－３０６
受付時間：10時～18時 （土日、祝日を除く平日のみ）
メールアドレス：qualityinfo.japan@salomon-sports.com
http://www.salomon.co.jp/ski/#/info/News/1060.html

（１）ＳＡＬＯＭＯＮ：　ＬＺ９（エルゼット９）
　　０８／０９シーズンモデル：単体商品　ＯＲＩＧＩＮＳ（カラー４色：ＥＭＥＲ
ＡＬＤ、ＣＲＹＳＴＡＬ、ＰＥＡＲＬ、ＡＭＢＥＲ）
　　０９／１０シーズンモデル：セット販売商品　スキー「Ｘ－ＷＩＮＧ６およ
びＡＥＲＯＭＡＸ（Ｔ／Ｓ）」に搭載された製品。［一部の商品は除外］
（２）ＡＴＯＭＩＣ：　Ｅｖｏｘ２．８（エボックス２．８）
　　単体商品：（カラー２色：Ｒｅｄ／Ｗｈｉｔｅ、Ｇｉｒｌｉｅ）
　　セット販売商品：スキー「ＧＳ１２．１Ｊｒ（カラー２色Ｒｅｄ、Ｗｈｉｔｅ）」に搭
載された製品。

（１）2008年7月
～10月   （2009
年10月上旬ま
で販売された０
９／１０シーズ
ンモデルが存

在する）
（２）2008年7月

～10月

2009年10月22日
＜ＨＰ＞

　一部のスキービンディング（トゥ
ピース）に特定の条件下において、
スキー滑走中に 十分な強度でス
キーブーツを保持できないといった
不具合が生じ、誤解放を招く可能性
があることが判明。

無料交換

在宅用電動介護用ベッ
ド

パラマウントベッド株式会社
フリーダイヤル：０１２０－５４－８６３９（パラテクノ コールセンター）
受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：20
（祝日・夏季休業・年末年始休業を除く）
http://www.paramount.co.jp/notice/pdf/20091023.pdf

2003年11月から2006年5月までに製造した「楽匠」全機種
（KQ-803及び自立促進シリーズは除く）
型式：KQ－８６□□□　らくらくモーションシリーズ
　　　 KQ－８３□□□　３モーターシリーズ
　　　 KQ－８２□□□　２モーターシリーズ

2003年11月～
2006年5月 2009年10月23日

＜ＨＰ＞

　「アクセサリー枠止金具」が取り付
けられていなかった当製品の使用
中に、頭側のアクセサリー枠止樹脂
が左右ともに破損し、ベッドの頭側
が傾いたため、端座位の状態の利
用者がベッドから転落し腰椎を圧迫
骨折するという事故が発生。

無償提供（アクセサリー
枠止金具及び注意ラベ
ル）
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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

ＡＣアダプター（ＩＳＤＮ
／ＡＤＳＬ搭載無線ルー
ター・イーサネットコン
バーター付属）

株式会社バッファロー
バッファローＡＣアダプター交換窓口
フリーダイヤル：０１２０－９７７－８９２
受付時間：月～金（土日祝日・ＧＷ・夏期休暇、年末年始を除く）
9：30～12：00、13：00～17：00
http://86886.jp/wlar-ac/

（１）１１Ｍｂｐｓ無線ＬＡＮ　ＡｉｒＳｔａｔｉｏｎ　ＩＳＤＮ　および、その無線ＬＡＮ子
機セットモデル
ＷＬＡＲ－１２８、ＷＬＳ－１２８Ｓ、ＷＬＡＲ－１２８－ＩＴ１０、ＷＬＡＲ－１２８
－ＩＴ２０、ＷＬＡＲ－１２８Ｇ、ＷＬＳ－１２８ＧＳ、ＷＬＳ－１２８ＧＳＵ

（２）１１Ｍｂｐｓ無線ＬＡＮ　ＡｉｒＳｔａｔｉｏｎ　ＡＤＳＬ　および、その無線ＬＡＮ子
機セットモデル
ＷＬＡＲ－８０００ＡＣＧ、ＷＬＳ－８０００ＡＣＧＳ、ＷＬＳ－８０００ＡＣＧＳＵ、
ＷＬＡＲ－８ＭＡＣＧＴ、ＷＬＳ－８ＭＡＣＧＰＳＴ、ＷＬＳ－８ＭＡＣＧＳＵＴ

（３）インターネットマンション用宅内機器　ＨｏｍｅＰＮＡイーサネットコン
バーター　ＨＥＢ－Ｔ１、ＨＥＢ－Ｔ１

（１）2000～
2005年　製造・

販売
（２）2001～

2003年　製造・
販売

（３）2001～
2003年　製造・

販売

2009年10月26日
＜ＨＰ＞

　発熱によるＡＣアダプター樹脂ケー
スの変形およびＡＣアダプターを接
続していたコンセントまたは電源タッ
プに熱変形が生じる可能性があるこ
とが判明。

無償回収・交換(ＡＣアダ
プター)

ダイニングチェアー

コクヨファニチャー株式会社
お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－２０１－５９４
受付時間：午前9時～午後6時
月～金曜日（土日祝日・年始年末・夏期休業中を除く）
http://www.kokuyo.co.jp/info/20091026.html

ＣＫ－Ｗ１９３０ＫＪ２４，　ＣＫ－Ｗ１９３０ＫＪ６８，　ＣＫ－Ｗ１９３０ＶＤ６
４，　ＣＫ－Ｗ１９３０ＶＤ２２

2005年6月3日
～2009年7月末

日
2009年10月26日

＜ＨＰ＞

　一部の商品において、使用中に後
脚の接合部が外れる可能性があり、
場合によっては転倒し怪我をする恐
れがあることが判明。

無償点検・交換

ＡＣアダプター（ＶＡＩＯ
一部モデル用）

ソニー株式会社
ＶＡＩＯカスタマーリンク　ＶＡＩＯ　ＡＣアダプター対応窓口
フリーダイヤル：０１２０－５６－７９８９
受付時間：月～金曜日　　　　　9:00～20:00
              土・日・祝            9:00～17:00
http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2009/10/002/index.html

該当アダプター型名　ＶＧＰ－ＡＣ１９Ｖ１７
部品番号　　　　　　　　　　　　　　　　製造番号
１４７９７６３１１　　　　　　００００００１～０１４８２９１
１４７９７６３２１　　　　　　００００００１～００１５６４４
１４７９７６３３１　　　　　　００００００１～００２４７４０

（１）ボードＰＣ「ＶＡＩＯ　パーソナルコンピューター　ＶＧＣ－ＬＴシリーズ、
　　　ＬＮシリーズ、ＬＭシリーズ、ＪＳシリーズ」
（２）「ＶＡＩＯ　パーソナルコンピューター用　ドッキングステーション
　　　ＶＧＰ－ＰＲＢＸ１、ＶＧＰ－ＰＲＦＥ１」

（１）2007年10
月～2009年4月
（２）2005年10

月～2006年4月

2009年10月28日
＜ＨＰ＞

　使用中に内部絶縁が不良になる
場合があることが判明。
　絶縁不良になった場合、漏電して
家庭用漏電ブレーカー（遮断器）が
落ちる症状やＡＣアダプター、ＰＣ本
体やＰＣに接続されている機器、ドッ
キングステーションそれぞれの金属
に触れると感電する可能性がある。
  また、これらの機器内部の回路焼
損につながる可能性もある。

無償交換（対策済みのＡ
Ｃアダプター）

婦人用パンプス

株式会社サンエー・インターナショナル
お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－３０５－２２１
受付時間：午前10時～午後6時 （土・日・祝日を除く）
http://www.sanei.net/recall/091028mr.php

「ＬＥＳ ＴＲＯＰＥＺＩＥＮＮＥＳ」（パンプス）
品　　番 ： （１）３０１－１８５１００（色番　０１０、０４２）
　　　　　　  （２）３０１－１８５４０３（色番　０１０）

（１） 2009年1月
9日～7月31日
（２） 2009年3月
26日～7月31日

2009年10月28日
＜ＨＰ＞

　ＭＡＴＥＲＩＡ（マテリア）、Ｆｌａｖｏｒ　Ｄｒ
ｅｓｓｅｒ(フレーバー・ドレッサー)で販
売された該当商品のヒール強度が
不足していることが判明。

返金

オーブンレンジ

東芝ホームアプライアンス株式会社
ご連絡窓口
フリーダイヤル：０１２０－２６６－０７３
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）
http://www.toshiba.co.jp/tha/info/091028.htm

ＥＲ－Ｃ５、ＥＲ－ＡＥ５ 2004年12月～
2005年12月

2009年10月29日
＜新聞＞

　庫内右側面に取り付けられている
導波管カバー（マイカ板）に混入した
導電性物質（酸化鉄）の含有量が多
かったために、使用中、稀に電界集
中が生じ、スパーク（火花）が発生す
ることが判明したため。

 無償交換修理（該当部
品）

アイラッシュカーラー
（ビューラー）

株式会社　資生堂　　マキアージュ　エッジフリー　アイラッシュカー
ラー商品交換窓口
フリーダイヤル：０１２０―２２―３３１３
受付時間：11月30日（月）まで9:00～19:00（土・日・祝日を含む）
12月1日（火）以降9:00～17:00（土･日・祝日を除く）
　
http://www.shiseido.co.jp/home_obj/announcement/200911/index
.htm

マキアージュ　エッジフリー　アイラッシュカーラー
対象ロット記号（大文字）　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、
Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｕ、Ｖ

2007年～2008
年

2009年11月10日
＜新聞＞

　金属疲労等により、まつげを挟む
上部金具と支柱のつなぎ目がはず
れて破損し、まれにご使用中に眼の
周辺に思わぬけがをする場合があ
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

ハロゲンランプ器具

東金工業株式会社        （製造）
東芝ライテック株式会社　（販売）
ご連絡用窓口
フリーダイヤル：０１２０－７７０－３１３
受付時間：9:00～17:00 土・日・祝日、及び当社指定休日
〈2009/12/25、12/28～12/31、2010/1/4〉を除きます。
http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/halogen_kigu/halogen_kigu.htm

ＩＨＰ６００２６Ｒ、ＩＨＰ６００２６ＲＫＡＩ－５００、ＩＨＰ６００２６ＲＫＡＩ－Ｆ、ＩＨＰ
６００２６ＲＭ、ＩＨＰ６００２６ＲＮ
ＩＨＰ６００２６ＲＮ－２４００、ＩＨＰ６００２７－１７２０、ＩＨＰ６００２７－２０１
０、ＩＨＰ６００２７ＫＡＩ－Ｆ、
ＩＨＰ６００２７Ｒ、ＩＨＰ６００２７ＲＭ、ＩＨＰ６００２７ＲＭ－１７００、ＩＨＰ６００２
７ＲＮ、ＦＳＯ－５００１、ＩＨＰ９６０００Ｒ

　2004年4月～
2009年7月

2009年11月05日
＜新聞＞

　器具本体内に引き込んでいる電線
が熱劣化により断線して、本体部分
が落下する可能性があることが判
明。

無償交換

ベビーカー

株式会社 ちゃいるどふっど　（販売）
問い合わせ先
電話番号：０７３５－２２－８３４５
受付時間：10時～3時（平日）（担当　池口）
http://www.childhood.jp/

株式会社 ちゃいるどふっどから販売されたＵＳＡマクラーレン社製のスト
ローラー（ベビーカー）

2005年～2009
年11月

2009年11月11日
＜ＨＰ＞

　開閉時にお子様の指が接続部（ヒ
ンジ）に挟まれる事故が発生。
（マクラーレン社製ベビーカーの安
全対策について）

米マクラーレン社が提供
するカバーを無償配布

自動演奏機能付ピアノ

ヤマハ株式会社
ヤマハ サイレントアンサンブルピアノ フリーダイヤル
フリーダイヤル：０１２０－２８６－８０８
受付時間：月～金曜日 10:00～17:00
（祝祭日及び弊社休業日を除く）
（2010年3月1日より上記時間帯に変更。）
月～金曜日 10:00～18:00、土曜日 10:00～17:00（日曜、祝日およ
び弊社休業日を除く）
（変更以前の受付時間）
http://www.yamaha.co.jp/service/2009/091110.html

品名：ヤマハ　サイレントアンサンブルピアノ　ＳＥＢシリーズ　（自動演奏
機能付ピアノ）
品番：
ＹＭ１１ＳＸＧＺ、ＹＭ１１Ｗｎ－ＳＥＢ、ＹＭ１１Ｓａ－ＳＥＢ、ＹＭ１１ＳＸＧＺホ
ワイト、ＹＵ１０ＳＥＢ、ＹＵ１０Ｗｎ－ＳＥＢ、
ＹＵ１０ＭｈＣ－ＳＥＢ、ＹＵ１０ＷｎＣ－ＳＥＢ、ＹＵ１０ＳＥＢブライトアイボ
リー、ＹＵ１０ＳＥＢホワイト、ＹＵ３０ＳＥＢ、
ＹＵ３０Ｗｎ－ＳＥＢ、ＹＵ３０ＭｈＣ－ＳＥＢ、ＹＵ３０ＷｎＣ－ＳＥＢ、ＹＵ３０Ｃ
Ｅ－ＳＥＢ、ＹＵ３０ＳＥＢブライトアイボリー、
ＹＵ３０ＳＥＢホワイト、ＹＵ５０ＳＥＢ、ＹＵ５０Ｗｎ－ＳＥＢ、ＹＵ５０ＭｈＣ－Ｓ
ＥＢ、ＹＵ５０ＷｎＣ－ＳＥＢ、ＹＵ５０ＳＥＢブライトアイボリー、
ＹＵ５０ＳＥＢホワイト、ＹＵＳ１ＳＥＢ、ＹＵＳ１ＭｈＣ－ＳＥＢ、ＹＵＳ１Ｗｎ－Ｓ
ＥＢ、ＹＵＳ１ＳＥＢブライトアイボリー、ＹＵＳ１ＳＥＢホワイト、
ＹＵＳ３ＳＥＢ、ＹＵＳ３ＭｈＣ－ＳＥＢ、ＹＵＳ３Ｗｎ－ＳＥＢ、ＹＵＳ３ＳＥＢブラ
イトアイボリー、ＹＵＳ３ＳＥＢホワイト、ＹＵＳ５ＳＥＢ、
ＹＵＳ５ＭｈＣ－ＳＥＢ、ＹＵＳ５Ｗｎ－ＳＥＢ、ＹＵＳ５ＳＥＢホワイト

対象製造番号：６０９５６８１～６２６４９３５
(自動演奏機能を持つ製品だけが対象で、消音機能のみを持つサイレン
トピアノは対象外。)

2004年10月～
2009年9月

2009年11月11日
＜新聞＞

　一部製品において、弱音用のソフ
トペダルを制御する内部部品に発
煙、発火する可能性があることが判
明。

無償部品交換・点検
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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

業務用冷蔵ショーケー
ス

三洋電機株式会社 / コマーシャルカンパニー
ＳＭＲ相談室フリーダイヤル
フリーダイヤル：０１２０－６３－８２２７
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日・三洋電機休業日を除く）
http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html

該当地域：電源周波数が５０Ｈｚの地域。
対象機種：以下の製品番号に該当するＳＭＲ型６３機種
ＳＭＲ－４８　　　　　ＳＭＲ－１５０ＦＡＧ　　　　　ＳＭＲ－ＳＳ６０Ｆ
ＳＭＲ－６０Ｆ 　　　　　　　　　１５０ＦＢ 　　　　　　　　　　 ＳＳ６０ＦＡ
　　　　　６０ＦＡＧ　　　　　　　１５０ＦＧ 　　　　　　　　　　　Ｓ７２Ｆ
　　　　　６０ＦＢ　　　ＳＭＲ－１８０ＦＢ 　　　　　　　　　　　Ｓ７２ＦＡＧ
　　　　　６０ＦＢＡ 　　　　　 　１８０ＦＢＡＧ 　　　　　　　　  Ｓ７２ＦＧ
　　　　　６０ＦＧ 　　　　　　 　１８０ＦＢＧ 　　　　　　　　　　ＳＳ８１Ｆ
　　　　　６０ＦＫ　　　ＳＭＲ－ＢＤ９０Ｆ 　　　　　　　　　　　ＳＳ９０Ｆ
　　　　　６０ＦＭ 　　　　　　 　ＢＤ９０ＦＡＧ　　　　　　　　 　ＳＳ９０ＦＡ
ＳＭＲ－７６　　　　　ＳＭＲ－Ｌ１２０ＦＢ 　　　　　　　　　　 Ｓ１０８Ｆ
ＳＭＲ－９０Ｆ 　　　　　　　  　Ｌ１２０ＦＢＡＧ 　　　　　　　  Ｓ１０８ＦＡＧ
　　　　　９０ＦＡＧ 　　　　 　 　Ｌ１２０ＦＢＧ 　　　　　　　　　Ｓ１０８ＦＧ
　　　　　９０ＦＢ 　　　　　 　 　Ｌ１５０ＦＢ 　　　　　　　　　　ＳＳ１３２Ｆ
　　　　　９０ＦＧ 　　　　　　　　Ｌ１５０ＦＢＡＧ　　　ＳＭＲ－Ｕ４４
ＳＭＲ－１２０Ｆ 　　　　　　　　Ｌ１５０ＦＢＧ 　　　　　　　　　Ｕ４５
　　　　　１２０ＦＡＧ 　　　　　　Ｌ１８０ＦＢ 　　　　　　　　　　Ｕ４５ＡＧ
　　　　　１２０ＦＢ 　　　　　　　Ｌ１８０ＦＢＡＧ 　　　　　　　　Ｕ４５Ｂ
　　　　　１２０ＦＧ 　　　　　　Ｌ１８０ＦＢＧ 　　　　　　　　　Ｕ４５Ｇ
　　　　　１２０Ｙ　　　 ＳＭＲ－Ｓ３６Ｆ 　　　　   　　　　　　 Ｕ６０
　　　　　１２０ＹＡＧ 　　　　　　Ｓ４８Ｆ 　　　　　　　　　　　　Ｕ６０ＡＧ
　　　　　１２０ＹＧ 　　　　　　　Ｓ４８ＦＡＧ 　　　　　　　　　　Ｕ６０Ｂ
ＳＭＲ－１５０Ｆ 　　　　　　　　Ｓ４８ＦＧ　　　　　　　　　　　　Ｕ６０Ｇ

1988年3月～
1998年6月

2009年11月11日
＜ＨＰ＞

　放熱用ファンモータがまれに発煙
または焼損に至ることが判明。
　平成13年3月から無料で点検・部
品交換を実施するが、まだ、点検・
修理を済ませていない方がいる。
（2002年11月27日の社告内容を改
訂したもの。）

注意喚起（連絡をくださ
い。）

電源ユニット（デスクトッ
プＰＣ）

エプソンダイレクト株式会社
エプソンダイレクト 電源ユニット特別対応窓口
フリーダイヤル：０１２０－９４８－３３４
受付時間：9：00～18：00（月～日曜日、祝日） ※当社指定休日は
除く
http://shop.epson.jp/html/begin.do?fn=IMP_NOTICE_091111Al

デスクトップパソコン
（１）ＥＤｉＣｕｂｅ　ＢＢ１００
（２）ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸシリーズ
（３）ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸシリーズ
（４）ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸシリーズ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１３００Ｈ　　　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ２５００ＨＴＶ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ３５００ＨＶＲ　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１３００Ｐ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ２５００ＰＴＶ　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ３５００ＰＶＲ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１５００Ｈ　　　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ２７００ＨＴＶ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ３５５０ＨＶＲ　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１５００Ｐ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ２７００ＰＴＶ　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ３５５０ＰＶＲ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１６００ＨＴＶ　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ３７００ＨＶＲ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１６００ＰＴＶ　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ３７００ＰＶＲ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１７００ＨＴＶ　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ３８５０ＨＶＲ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１７００ＰＴＶ　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ３８５０ＰＶＲ
ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１８００ＨＴＶ　　　　　　ＥＤｉＣｕｂｅ　ＭＸ１８００ＰＴＶ
計：２３種

（１）2001年11
月～2002年10
月　対象台数：

７，８７４台
（２）2002年6月
～2003年2月

対象台数：６，７
７３台

（３）2002年11
月～2003年7月
対象台数：４，７

０２台
（４）2003年2月
～2003年8月

対象台数：７，２
０２台

対象台数合計：
２６，５５１台

2009年11月11日
＜ＨＰ＞

　電源ユニット内部の接続コネクター
のはんだ付け部において熱ストレス
によりはんだクラックが生じ、ごく希
にトラッキング現象により、本体背面
の排気口付近から発煙・発火する場
合があることが判明。

無償点検・修理

ストローラー（ベビー
カー）

野村貿易株式会社
野村プレミアムブランズ株式会社　カスタマー対応窓口
フリーダイヤル：０１２０－７９４－７８７
受付時間　9:00～17:00 (2009 年12 月28 日まで無休)
http://www.maclaren.jp/topics/freecover_news.html

マクラーレン製ストローラー

テクノXT クエストスポーツ/ モッド ケイト・スペードライダー
テクノクラシック マクラーレンスポート ケイト・スペードクエスト
ヴォーグ トライアンフ クエストミナペルフォネン
ライダー ヴォロー ジューシークチュールライダー
クエストインテグラル デイトリッパー クエストブッチャーストライプ
ＣＦ６５０６ ツイントライアンフ クエストキャス・キッドソン
グローバルバギー ラリーツイン
ゴールデンバギー ツイントラベラー

2002年～　（輸
入・販売）

2009年11月16日
＜ＨＰ＞

　ストローラーの開閉の際に指を挟
む事故が確認できた。
　取扱説明書や警告シールでの注
意喚起を行っているところ。

無償配布（ストローラー側
面の接合部分をカバーす
るキット）
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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

地上デジタルハイビジョ
ン液晶テレビ

株式会社ダイナコネクティブ
安全点検・修理窓口
フリーダイヤル：０１２０－０５９－５２０
受付時間：平日 ： 10時～19時
土・日・祝 ： 10時～18時（年末年始を除く）
http://www.dynaconnective.co.jp/support/tenken.html

「ＤＹ－１８５ＳＤＫ２００シリーズ」
製造型番：ＤＹ－１８５ＳＤＫ２００Ｂ / Ｗ
　
製造番号
ＤＹ－１８５ＳＤＫ２００Ｂ（黒）の場合
Ｉ１ＮＫ０９０８Ｂ００００１～Ｉ１ＮＫ０９０８Ｂ００５００
Ｉ１ＮＫ０９０８Ｂ０２００１～Ｉ１ＮＫ０９０８Ｂ０２５００

ＤＹ－１８５ＳＤＫ２００Ｗ（白）の場合
Ｉ１ＮＫ０９０８Ｗ００００１～Ｉ１ＮＫ０９０８Ｗ００５００
Ｉ１ＮＫ０９０８Ｗ０１８０１～Ｉ１ＮＫ０９０８Ｗ０２６００

　2009年8月～ 2009年11月17日
＜新聞＞

　電源ボードに使用している部品で
一部不具合部品が混入していたた
め、使用中に発煙する可能性が判
明。

無償安全点検・修理

ゆたんぽ（電子レンジ
用）

株式会社ＡＤＥＫＡ　化学品企画部
フリーダイヤル：０１２０－９６３－２４０
受付時間 ： 午前9時～12時　午後1時～5時（土･日・祝日を除く）
http://www.adk.co.jp/news/2009/0911010yu.html

夢　　　　　　暖　（旭電化工業株式会社）
安　眠　物　語　（株式会社バイオスコーポレーション）
あったまりーな　（山甚物産株式会社）
レンジで湯たんぽ（ピップトウキョウ株式会社）
チ　ビ　暖　く　ん　（ピップトウキョウ株式会社）

～1998年
2009年11月18日

＜新聞＞

　加熱のしかたにより一部の製品で
容器が破損して中身の高温の液体
が飛散し、やけどを負う事故が発
生。
（平成11年11月12日､平成15年2月7
日､平成18年10月2日、平成18年12
月22日､平成19年2月7日、平成20年
2月27日に
行った社告の再社告)

使用中止・回収（返金）

圧力鍋

ビタクラフトジャパン株式会社　お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－０４－３３０９
受付時間　：10時～12時　13時～17時　（土・日・祝、年末年始を除
きます。）
http://www.vitacraft.gr.jp/info/20091124/index.html

ビタクラフトスーパー圧力鍋２．５Ｌ（Ｎｏ．０６０２）及び３．５Ｌ（Ｎｏ．０６０
３）圧力鍋用「ゴムパッキング」　（小）

2008年～2009
年

2009年11月24日
＜HP＞

　硬度不足のシリコン素材が使用さ
れていることが判明。
　これによりハンドル開閉強度が不
安定となり、完全に圧力が下がって
いない状態でも強い力で操作をする
とフタが開く場合がある。
　フタを開ける際は必ず圧力表示ピ
ンが完全に下がったことを確認して
いただきたい。
「取扱説明書」をよく読み、取扱説明
書の記載通りに正しくお使いくださ
い。

無償交換（ゴムパッキ
ン）・使用の注意

石油ストーブ

株式会社 トヨトミ
お客様相談窓口
フリーダイヤル：０１２０－９５６－５３４
受付時間： 11月26日～12月 6日までは　土日を含む　9:00～23:00
　　　　　　　　　　　　　 ～12月 7日以降は　土日・祝日を除く　9:00
～18:00
http://www.toyotomi.jp/news/pa239_osirase.html

芯上下式石油ストーブ「ＰＡ－２３９」
　2009年9月中
旬～11月初旬

2009年11月26日
＜HP＞

　新品を使用する前に芯に灯油が
十分なじませないで使用すると、上
下の抵抗が大きくなり火力調節つま
みが回しにくくなる場合があることが
判明。
（使用初期での症状なので、現在、
上記の症状がない場合は対象外。）

点検・処置

電動車いす

本田技研工業株式会社
お客様相談センター
フリーダイヤル：０１２０－１１２０１０
受付時間： 9:00～12:00　　13:00～17::00
http://www.honda.co.jp/recall/power/091126_monpal.html

型式：　ＵＤＡＡ　通称名：モンパル　機種名：ＭＬ１００

対象の製造番号
ＵＤＡＡ－１０００００１～１００４８８５
ＵＤＡＡ－１１００００１～１１０４７５８
ＵＤＡＡ－１２００００１～１２０２１４６
ＵＤＡＡ－１２１０００１～１２１２１０８
対象台数：１３，８７７台

1998年7月1日
～2005年6月24

日
2009年11月26日

＜新聞＞

　コントロールパネル内部部品の隙
間に余裕が無いため、高温多湿の
環境で部品が膨張した際に干渉す
ることがあり、
　走行レバーから手を放してもレ
バーが戻りきらず、電動車いすが停
止しないおそれがあることが判明。

無償交換（部品）
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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

ベビーカー

コストコホールセールジャパン株式会社　（販売）
コストコホールセールジャパン株式会社倉庫店
電話番号：０４４－２８１－２６００
（土日祝祭日を除く　月曜～金曜）
http://www.costco.co.jp/recall/maclaren.htm

コストコホールセールジャパン株式会社倉庫店で販売されたマクラーレ
ン社製のストローラー（ベビーカー） 2004年8月～

2009年11月27日
＜HP＞

　開閉時にお子様の指が接続部（ヒ
ンジ）に挟まれる事故が発生。
　（マクラーレン社製ベビーカーの安
全対策について）

無償配布（マクラーレン
社が提供しているカバー
を入手し、順次に配布）
あるいは全額返金（商品
と交換）

スイッチングハブ

株式会社コレガ（現アライドテレシス株式会社）
ＣＧ－ＳＷ０８ＴＸＷＭ　コレガ交換問い合わせ専用窓口
電話番号：０４５－４７８－０７２４
受付時間： (月～金 10:00～12:00　13:00～17:00） ※祝・祭日を除
く
http://corega.jp/support/important/info_sw08txwm.htm

製品名：８ポート・スイッチングハブ（電源内蔵、プラスティック筐体）
製品番号：　ＣＧ－ＳＷ０８ＴＸＷＭ
シリアルナンバー：
１０３１８６００４０３００００１ＲｅｖＡ１～１０３１８６００４０３０１０００ＲｅｖＡ１
１０３１８６００４０４００００１ＲｅｖＡ１～１０３１８６００４０４０１０００ＲｅｖＡ１

2004年3月～4
月

2009年12月07日
＜HP＞

　電源ユニット基板上の電気部品
（電解コンデンサ）が劣化することに
よって、当該基板に異常な電流が流
れて発熱し、
基板の一部が炭化するとともに近傍
の樹脂製外郭が変色・変形すること
が判明。

無償交換（代替品）

住宅用分電盤分岐ブ
レーカ

東芝ライテック株式会社
分岐ブレーカ　受付センター
フリーダイヤル：０１２０－９８８－７３８
受付時間： 9:00～12:00、13:00～17:00
（土・日・祝日、及び当社指定休日〈12/28～12/31、2010/1/4〉を
除きます。）
http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/breaker/breaker.htm

【対象分岐ブレーカの形式名】
輸入元：旭東電気株式会社
対象分岐ブレーカの形式名：ＮＳＢ３１Ｊ、ＮＳＢ３２Ｊ
ロット番号：０２５ＣＨＬ０１、０２６ＡＨＬ０１

＜搭載住宅用分電盤の見分け方＞
分電盤内部の漏電ブレーカ製造番号：０２０１ＨＣ、０２０２ＨＣ、０２０３Ｈ
Ｃ、０２０４ＨＣ、０２０５ＨＣ、０２０６ＨＣ
（※白色の分電盤の中に入っている。）

分岐ブレーカ
（製造期間）

2002年5月下旬
～2002年年6月

上旬

2009年12月07日
＜HP＞

　定格電流を超えた過負荷状態に
おいて分岐ブレーカが動作しない場
合があることが判明。

無償交換

住宅用分電盤分岐ブ
レーカ

旭東電気株式会社（輸入）
お問い合わせ窓口
フリーダイヤル：０１２０－１０３－３０１
受付時間　： 　9:00～12:00、13：00～17：00
（土・日・祝日、当社指定休日〈2009/12/29～12/31、2010/1/4〉を
除きます。）
http://www.kyokuto-elec.co.jp/info20091207.html

内外電機製（販売）：
形式名：ＮＰＳ－１２Ｒ、ＮＰＳ－１２Ｔ、ＮＰＳ－２２
ロット番号：０２５Ｃ、０２６Ａ

東芝ライテック製（販売）：
形式名：ＮＳＢ３１Ｊ、ＮＳＢ３２Ｊ
ロット番号：０２５ＣＨＬ０１、０２６ＡＨＬ０１

2002年5月下旬
～2002年年6月

上旬

2009年12月07日
＜HP＞

　定格電流を超えた過負荷状態に
おいて分岐ブレーカが動作しない場
合があることが判明。

無償交換

住宅用分電盤分岐ブ
レーカ

内外電機株式会社
内外電機株式会社 品質保証部
フリーダイヤル０１２０－１０－５７２１
受付時間 9：00～12：00、13：00～17：00
但し、土・日・祝日などの弊社休業日（2009年12月30･31日、2010
年1月4日）は除く。
http://naigai-e.co.jp/pdf/091207breaker.pdf

【対象分岐ブレーカの形式名】
品　名　プラグイン小型ブレーカ
品　番　ＮＰＳ－１２Ｒ、ＮＰＳ－１２Ｔ、ＮＰＳ－２２
製造番号　０２５Ｃ、０２６Ａ

＜搭載住宅用分電盤＞
品番：ＥＥ、ＥＬＥ、ＦＥ、ＦＬＥ

分岐ブレーカ
2002年5月下旬
～2002年年6月

上旬
　

＜住宅用分電
盤＞

2002年6月～
2002年年7月

2009年12月07日
＜HP＞

　定格電流を超えた過負荷状態に
おいて分岐ブレーカが動作しない場
合があることが判明。

無償交換

幼児同乗器付き自転車

ホダカ株式会社
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）
http://www.hodaka-bicycles.jp/htmls/navi/snomama.html

スヌーピーママＤＸ（デラックス）
対象車種記号
ＳＭＤＧＨ３ＤＣ－ＡＡ、ＳＭＤＧＨ３ＤＳ－ＫＧ

2007年7月～
2009年10月

2009年12月07日
＜HP＞

　継続使用により、フレームの一部
が破損し、怪我に至る可能性がある
ことが判明。

無償交換（幼児二人同乗
用自転車の基準適合車）
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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

ガソリン携行缶

株式会社おてんとさん
連絡先店舗
おてんとさん中新田店　　０２２９－６３－８８８５
おてんとさん若柳店　　０２２８－３２－６６５０
おてんとさん涌谷店　　０２２９－４４－１３２０
おてんとさん古川店　　０２２９－２７－１０６６
おてんとさん白石蔵王店　　０２２４－３２－２０５５
おてんとさん栗駒店　　０２２８－４５－１００３
おてんとさん船岡店　　０２２４－５７－１００７
おてんとさん南方店　　０２２０－５８－５６８０

受付時間：全店共通　9：00～19：00（休日：元旦）
http://www.otentosan.com/design/otentosan/owabi.htm

ＧＣ－２０、ＧＣ－１０、ＧＣ－５
2008年8月27日
～2009年11月

18日

2009年12月09日
＜HP＞

　キャップ部のゴムパッキンが硬化、
収縮してガソリンが漏れる恐れが判
明。

回収・返金

コンパクトポンプ

ケーピーエス工業株式会社（製造)
三洋電機株式株式会社（販売）
コンパクトポンプ相談室
フリーダイヤル：０１２０－３４－３７７６
受付時間： 9:00～17:00　（土・日・祝日は除く）
http://www.kps-k.co.jp/comapct%20P.htm
http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html

対象機種名（）内対象製造番号
  １．Ｐ－ＥＣ４００ＵＦ　（５００３９１～５００５３９）
　２．Ｐ－ＥＣ４００ＹＦ　（５００００１～５００１４０）
　３．Ｐ－ＥＣ４００ＵＳ （１００１４１～１００１８８）
　４．Ｐ－ＥＣ４００ＹＳ  (１００００１～１０００５５）
　５．Ｐ－ＥＣ４００Ｕ２Ｆ (５０００６２～５００１０６）
　６．Ｐ－ＥＣ４００Ｙ２Ｆ (５００００１～５０００２５）
　７．Ｐ－ＥＣ４００Ｕ２Ｓ (１０００４１～１０００８５）
　８．Ｐ－ＥＣ４００Ｙ２Ｓ (１００００１～１０００３５）
　９．Ｐ－ＥＣ６００Ｕ２Ｆ (５００１８１～５００３８０）
１０．Ｐ－ＥＣ６００Ｙ２Ｆ (５００００１～５００１１５）
１１．Ｐ－ＥＣ６００Ｕ２Ｓ (１０００８６～１００２１５）
１２．Ｐ－ＥＣ６００Ｙ２Ｓ (１００００１～１０００９５）

１．2003年05月
～2005年04月
２．2006年10月
～2008年05月
３．2003年07月
～2005年04月
４．2006年10月
～2007年06月
５．2004年04月
～2005年09月
６．2007年01月
～2008年06月
７．2004年04月
～2005年07月
８．2007年01月
～2008年06月
９．2003年06月
～2006年04月
１０．2006年10
月～2008年02

月
１１．2003年06
月～2006年04

月
１２．2006年10
月～2007年10

月

2009年12月18日
＜HP＞

　制御基板の半田付け部における
不具合を原因とする基板発火・焼損
事故が３件発生。

無償交換（制御基板とポ
ンプカバー）

ブローチ（婦人用コート
付属品）

イトキン株式会社
イトキンカスタマーサービス
フリーダイヤル：０１２０－８８８－３６３
（携帯からは０３－３４７８－８０８８）
受付時間： 　土日祝祭日を除く　午前10:00～午後6:00
http://www.itokin.com/news/important/info091222.html

ブランド名：シンシアローリー、　品番：ＣＣＵＡＤ６７３８０に付属。 2009年10月～
2009年12月22日

＜HP＞
　一部の商品に留め具の不具合が
あることが判明。

無償点検（ブローチの
み）・無償修理（点検で不
具合のあった製品）

幼児用いす

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
フリーダイヤル：０１２０－１５１－８７０
受付時間： 　　　9:30～19:00
http://www.ikea.com/ms/ja_JP/recall/recall_leopard.html

LEOPARD/レオパルド ハイチェア
2009年8月末～

12月7日
2009年12月23日

＜HP＞

　プラスチックシートのフレーム固定
部が破損し、シートがフレームから
抜け落ちるおそれがあることが判
明。
（プラスチックシートのフレーム固定
部が破損したとの報告が１１件あり、
うち、お子さまがシートごとフレーム
をすり抜け落下し、両足を打撲した
という報告が１件あり、プラスチック
の破片を子供が口に入れたという報
告も１件あった。）

使用の中止・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

寝具

株式会社オークローンマーケティング
ショップジャパンカスタマーサービスセンター
フリーダイヤル：０１２０－９７５－００９
受付時間： 　午前9時～午後6時
http://www.oaklawn.co.jp/trsp3/

１．トゥルースリーパープレミアム
２．トゥルースリーパーコンフォート
３．トゥルースリーパープレミアム　エンジェルフィットピロー
４．トゥルースリーパー丸形クッション
５．トゥルースリーパー座布団
６．トゥルースリーパーデュアルフェイス敷きパッド

2009年11月22
日～2010年1月

6日

2010年01月06日
＜HP＞

　商品のごく一部に、針状の異物が
見つかった。

注意喚起（異物の無いこ
とをご確認ください。異物
の混入が認められた場
合はカスタマーサービス
センターまでご連絡を）

加熱式加湿器

森田電工株式会社
お客様お問い合わせ先
フリーダイヤル：０１２０－９９６－００４
受付時間： 　午前９時～午後５時／月～金曜日（祝祭日・当社休
日を除く）
http://www.moritadenko.co.jp/anounce/doc/a10010701.html

ＭＬ－３０４Ｔｉ　ＫＬ－３０４２
2004年～2005

年
2010年01月08日

＜HP＞

　水槽内のパッキンの不具合等のた
めに、水が製品内部の基板に付着
し、発煙・発火する事故が発生。
（火災の発生や人的被害はありませ
ん。）

無償交換

脚温器

株式会社ＭＴＧ
お客様お問い合わせ先
フリーダイヤル：０１２０－３１５－３３２
受付時間： 9時30分～18時（土・日、祝日を除く）
http://www.mtg.gr.jp/news1.html

岩盤足浴「足の助」　ＡＳ－１８０
製造番号　０６８８５１～０６９９９９　６１００００～６２１１２８　６２１５７１～６
２１７３７

2006年12月～
2007年11月

2010年01月18日
＜HP＞

　きわめて稀に、側面ヒーターの一
部が発熱し発煙に至るという不具合
が発生する可能性が判明。
＊製品を既に破棄された方もご連絡
をお願いいたします。
（2008年2月29日に行った社告の再
社告）

無償交換（新品）

加熱式加湿器

森田電工株式会社
お客様お問い合わせ先
フリーダイヤル：０１２０－９９６－００４
受付時間： 　午前９時～午後５時／月～金曜日（祝祭日・当社休
日を除く）
http://www.moritadenko.co.jp/anounce/doc/a10011801.html

ＭＬ－５５０ＭＦ
1999年10月～

2003年3月
2010年01月20日

＜新聞＞
　基板の部品が原因と見られる発
火・火災事故が発生。

無償交換

カード型ライター

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
お客様お問い合わせ先
フリーダイヤル：０１２０－００１－７２４
受付時間： 9時～21時　（土・日・祝日を含む毎日）
http://www.batj.com/oneweb/sites/BAT_5RFHVM.nsf/vwPagesW
ebLive/DO7ZWEYT?opendocument&SID=&DTC=&TMP=1

以下の製品のキャンペーン景品：カード型ライター（ブラック・グレーの２
色）
・ケント　ナノテック１ＫＳボックス（タール１ｍｇ、ニコチン０．１ｍｇ）
・ケント　ナノテック４ＫＳボックス（タール４ｍｇ、ニコチン０．４ｍｇ）

2010年1月15日
～

2010年01月22日
＜新聞＞

　破損または破裂する場合があるこ
とが判明。

注意喚起（直ちに使用を
中止して冷暗所に保管）・
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

ホットカーペット

パナソニック株式会社　/ パナソニック電工株式会社
ナショナル電気カーペット対応窓口
フリーダイヤル：０１２０－５５０－７０３
受付時間： 　7時～23時（2月14日まで毎日）
　　　　　　　　 9時～21時（2月15日以降、日・祝日を除く）
パナソニック電工
http://panasonic-denko.co.jp/hot-carpet/index.html

パナソニック電工販売製品…ホットカーぺ　ホッと畳
【ＤＲ２で始まる品番】　【ＤＲ３で始まる品番】　【ＤＲ５で始まる品番】
【ＤＲ６で始まる品番】　【ＤＲ８で始まる品番】
ＤＲ２００６　　　　　ＤＲ２３０２　　　　　ＤＲ２４２　　　　　ＤＲ３００６
ＤＲ３３０　　　　ＤＲ３４０１　　　　　ＤＲ５２１０
ＤＲ２１３　　　　　　ＤＲ２３０５　　　　　ＤＲ２４３　　　　　ＤＲ３００７　　　　Ｄ
Ｒ３３００　　　ＤＲ３４１　　　　　　ＤＲ５２２１
ＤＲ２１３３　　　　　ＤＲ２３１２　　　　　ＤＲ２４４　　　　　ＤＲ３００８　　　　Ｄ
Ｒ３３０１　　　ＤＲ３４１６　　　　　ＤＲ５２２２
ＤＲ２１４　　　　　　ＤＲ２３２　　　　　　ＤＲ２４６　　　　　ＤＲ３００９　　　　Ｄ
Ｒ３３０２　　　ＤＲ３４２　　　　　　ＤＲ５３１０
ＤＲ２１４４Ｊ　　　　ＤＲ２３２０　　　　　ＤＲ２４９　　　　　ＤＲ３１３　　　　　Ｄ
Ｒ３３０５　　　ＤＲ３４３
ＤＲ２１４５　　　　　ＤＲ２３２１　　　　　ＤＲ２５０７　　　　ＤＲ３１３３
ＤＲ３３１　　　　ＤＲ３４４
ＤＲ２１４５Ｊ　　　　ＤＲ２３２２０　　　　ＤＲ２５０８　　　　ＤＲ３１４　　　　　Ｄ
Ｒ３３１２　　　ＤＲ３４６　　　　　　ＤＲ６２００
ＤＲ２１４６Ｊ　　　　ＤＲ２３２７　　　　　ＤＲ２５０９　　　　ＤＲ３１４４Ｊ
ＤＲ３３２　　　　ＤＲ３４９　　　　　　ＤＲ６３００
ＤＲ２１４７Ｊ　　　　ＤＲ２３３０　　　　　ＤＲ２５３　　　　　ＤＲ３１４５　　　　Ｄ
Ｒ３３２０　　　ＤＲ３７６
ＤＲ２１５　　　　　　ＤＲ２３５　　　　　　ＤＲ２５４　　　　　ＤＲ３１４５Ｊ　　　Ｄ
Ｒ３３２１　　　ＤＲ３７７
ＤＲ２２３　　　　　　ＤＲ２４０　　　　　　ＤＲ２７６　　　　　ＤＲ３１４６Ｊ　　ＤＲ
３３２２０　　ＤＲ３７８　　　　　　ＤＲ８２１５
ＤＲ２３０　　　　　　ＤＲ２４０１　　　　　ＤＲ２７７　　　　　ＤＲ３１５　　　　　Ｄ
Ｒ３３２７　　　ＤＲ３８０１　　　　　ＤＲ８３１５
ＤＲ２３００　　　　　ＤＲ２４１　　　　　　ＤＲ２７８　　　　　ＤＲ３１５６０　　　Ｄ
Ｒ３３３０
ＤＲ２３０１　　　　　ＤＲ２４１６　　　　　ＤＲ２８０１　　　　ＤＲ３２３
ＤＲ３４０

コープこうべ及び大阪北生協販売製品…コープ電気カーペット
【ＥＣで始まる品番】
ＥＣ－２３３４　ＥＣ－２３４４　ＥＣ－８２３２　ＥＣ－８２３３　ＥＣ－８２３３　Ｅ
Ｃ－８２４２

パナソニック電
工販売

　　1992年～
2005年

コープこうべ及
び大阪北生協

販売製品
　　1993年～

1995年

2010年01月26日
＜新聞＞

　温度コントローラ内部の部品が過
熱し、コントローラケースに穴があい
て周辺を変色または焦がす可能性
のあることが判明。

無料交換

冷凍冷蔵庫

シャープ株式会社
お申し出窓口
フリーダイヤル：０１２０－４０４－５１１
受付時間： 　（月曜～土曜）　午前9時～午後6時
　　　　　　　　（日曜／祝日）　午前9時～午後5時
http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_100126.html

（）内は色調コード
ＳＪ－３５０ＪＢ（-Ｈ）　　　ＳＪ－ＥＸ４１８（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｖ３８ＷＢ（-Ｈ）
ＳＪ－Ｗ４８９Ｅ（-Ｈ）　　　ＳＪ－ＷＥ４４Ａ（-Ｇ/Ｈ）
ＳＪ－３８０ＪＢ（-Ｈ）　　　ＳＪ－ＥＸ４４７（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｖ４２ＷＣ（-Ｈ）
ＳＪ－ＷＡ３５Ｃ（-Ｃ/Ｈ）　ＳＪ－ＷＥ４４Ｂ（-Ｇ/Ｈ）
ＳＪ－４２９ＥＸ（-Ｈ）　　　ＳＪ－ＥＸ４８８（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｖ４４ＷＢ（-Ｈ）
ＳＪ－ＷＡ３８Ｃ（-Ｈ/P）　　　ＳＪ－ＷＨ３５０（-Ｃ）
ＳＪ－４４０ＪＢ（-Ｈ）　　　ＳＪ－ＬＡ４１０（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｖ４８ＷＣ（-Ｈ）
ＳＪ－ＷＡ４１Ｂ（-Ｇ/Ｈ）　ＳＪ－ＷＨ３８０（-Ｃ）
ＳＪ－４８９ＥＸ（-Ｈ）　　　ＳＪ－ＬＡ４２９（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｗ３５８Ｄ（-Ｇ/Ｈ）
ＳＪ－ＷＡ４２Ｃ（-Ｃ/Ｈ）　 ＳＪ－ＷＪ４４０（-Ｈ）
ＳＪ－Ｅ３５ＫＣ（-Ｈ）　　　ＳＪ－ＬＡ４８０（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｗ３５９Ｄ（-C/Ｈ）
ＳＪ－ＷＡ４８Ｂ（-Ｇ/Ｈ）　ＳＪ－ＷＳ３５０（-Ｈ）
ＳＪ－Ｅ４１０ＪＢ　　　　　 ＳＪ－ＬＡ４８９（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｗ３５Ａ（-Ｇ/Ｈ）
ＳＪ－ＷＡ４８Ｃ（-Ｃ/Ｈ）　 ＳＪ－ＷＸ４２Ｃ（-Ａ/Ｇ/Ｖ）
ＳＪ－Ｅ４２ＫＣ（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｒ３５Ｃ　　　　　　　ＳＪ－Ｗ３５Ｂ（-Ｇ/Ｈ）
ＳＪ－ＷＤ３８Ｃ（-Ｈ）　　　ＳＪ－ＷＸ４８Ｃ（-Ａ/Ｇ/Ｖ）
ＳＪ－Ｅ４８ＫＣ（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｖ３５ＷＢ（-Ｈ）　　 ＳＪ－Ｗ４２９Ｅ（-Ｈ）
ＳＪ－ＷＥ３８Ａ（-Ｇ/Ｈ）
ＳＪ－ＥＸ３５７（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｖ３５ＷＣ（-Ｈ）　　　ＳＪ－Ｗ４５ＣＤ（-Ｈ）
ＳＪ－ＷＥ３８Ｂ（-Ｇ/Ｈ）

1996年～2001
年

2010年01月26日
＜HP＞

　冷蔵庫とドアの間に物をはさみ込
んだ状態で無理に冷凍冷蔵庫のド
アを開閉しようとすると、ドアの開閉
が重い、開かない、あるいは閉まら
ないといった症状が発生し、その状
態で無理に開閉すると、まれにドア
が外れる恐れがあることが判明。

点検・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

ブラウン管テレビ

三洋電機株式会社 / デジタルシステムカンパニー
お客様お問い合わせ先
フリーダイヤル：０１２０－３４－０１３６
受付時間：午前9時～午後7時（2010年2月28日まで毎日）
　　　　　　　午前9時～午後5時（2010年3月1日以降、土・日・祝日
は除く）
http://jp.sanyo.com/info/quality_trouble/100129.html

Ｃ－２９Ａ９０　　　　Ｃ－２８Ｗ６０　　　 Ｃ－２５Ａ１００　　　Ｃ－２１Ｂ８０
Ｃ－２９ＡＸ１００　　Ｃ－２８ＤＴ２　　　　Ｃ－２５ＡＸ１００
Ｃ－２９ＤＴ１　　　　Ｃ－２８ＳＦ６０　　　Ｃ－２５ＤＴ２
Ｃ－２９ＳＦ５０　　　Ｃ－２８ＤＴ３　　　　Ｃ－２５ＳＦ６０

2004年10月～
2005年9月

2010年01月29日
＜HP＞

　2004年10月から2005年9月の間に
製造しましたブラウン管テレビの一
部製品で、テレビの持ち手部を持っ
て本体を持ち上げた際、持ち手部ま
たはその周辺が破損することが判
明。

無償点検　※不具合が見
つかれば無料で部品交
換

ベビーカー

双日株式会社（輸入） / 株式会社赤ちゃん本舗（販売）
お客様お問い合わせ先
フリーダイヤル：０１２０－９５８－９１０
受付時間： 　9:00～18:00（毎日）
http://www.sojitz.com/jp/news/releases/20100129.html

 サイベックス社製ベビーカー
ＯＮＹＸ＜オニキス＞・ＲＵＢＹ＜ルビー＞

2009年4月～
2010年1月19日

2010年01月29日
＜HP＞

　子どもが開閉ヒンジ（開閉時の蝶
つがい）部分の作動中に怪我した事
例（１件）が海外で確認された。

無償配布（ヒンジカバー）

ベビーカー

株式会社 ティ・エヌ・ノムラ　（輸入）
問い合わせ先
電話番号：０６－６２６５－３５４０
午前9時から午後5時30分（土日祝日を除く）
http://www.tn-nomura.co.jp/press.html

株式会社 ティ・エヌ・ノムラから販売されたマクラーレン社製のストロー
ラー（ベビーカー）

2008年2月～
2009年11月

2010年02月02日
＜HP＞

　開閉時にお子様の指が接続部（ヒ
ンジ）に挟まれる事故が発生。
（マクラーレン社製ベビーカーの安
全対策について）

独自に準備したカバーを
無償配布

ステンレス製多重構造
なべ

日本アムウェイ合同会社
フリーダイヤル：０１２０－０９７－５５５
受付時間：月～土　9:00 ～ 17:00（日・祝日・第5土曜日は休止）
http://www.amway.co.jp/data/current/fileobj-89-datafile.pdf
https://www1.amwaylive.com/psl/shopping/safety/comfortable/d
etails/safety_amwayqueen.html

アムウェイ・クィーン・クックウェア（旧製品）のソースパン、フライパン
1979年～2006
年12月末日

2010年02月02日
＜HP＞

　中火からとろ火を用いるように設
計されているなべを強火で使用し、
火がハンドルに直接あたったことに
よって　使用中にハンドルが折れて
火傷を負われるという事故が発生。
※強火での断続的使用はハンドル
の劣化を早めます。ハンドルは定期
的に点検・交換してください。
(2007年06月25日より公表）

有償交換（ハンドルに金
属を入れたものと有償で
交換。）

ブラウン管テレビ

三菱電機株式会社
三菱電機受付センター（ブラザー工業ブランドで販売された対象製
品についても合わせて受付けています。）
フリーダイヤル：０１２０－２５０－３９５
受付時間： 　9:00～19:00（2010年2月28日まで、土・日・祝日も受
付）
　　　　　　　　 9:00～17:00（2010年3月1日から、土・日・祝日を除く）
http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv1001/

ブランド：三菱電機
２９Ｃ－ＡＴ１、　　２９Ｃ－ＡＴ１ＢＳ、　２９Ｃ－ＡＴ２、
２９Ｃ－ＡＴ３、　　２９Ｃ－ＡＴ８１、　　２９Ｃ－ＡＴ９１、
２９Ｃ－ＡＴ９２、
２９Ｃ－ＡＴ９３、　２９Ｃ－ＢＡ１、　　　２９Ｃ－ＤＡ２、
２９Ｃ－Ａ３Ｚ、　　２７Ｃ－ＡＴ１、　　　２７Ｃ－ＡＴ２、
２７Ｃ－ＡＴ３

ブランド：ブラザー工業
ＣＴ２９－８４４、　ＣＴ２９－８４５、　ＣＴ２９－８４６、
ＣＴ２９－８４７、　ＣＴ２７－７４２

　　1988年5月
～1991年1月

　　（昭和63年5
月～平成3年1

月）

2010年02月04日
＜HP＞

　長年のご使用による経年劣化か
ら、焼損事故が３件発生しました。
類似構造の機種も含め、上記記載
のブラウン管カラーテレビをお持ち
のお客様には、事故発生予防のた
め、すぐに使用の中止をお願いしま
す。

注意喚起（すぐに使用を
中止、連絡）

ベビーカー

丸長株式会社　（輸入）
問い合わせ先
電話番号：０５５－９７１－５６８０
受付時間：１０:００～１７:００（土・日・祝日は除く）
http://www.marucho.jp/

丸長株式会社 から販売されたマクラーレン社製のストローラー（ベビー
カー）
（ＵＳモデル、ＥＵモデル，ＵＫモデル問わず）

2008年5月～
2010年02月04日

＜HP＞

　開閉時にお子様の指が接続部（ヒ
ンジ）に挟まれる事故が発生。
（マクラーレン社製ベビーカーの安
全対策について）

独自に準備したカバーを
無償配布
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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

ベビーカー

株式会社　ガリバー（輸入・販売）
電話受付
電話番号：０４８－９９４－０５５５
受付時間：14:00～18:00　（土日祭日は休みです）
http://gulliver-online.com/gulliver5/1.1/684/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/glv/maclarenrecall.html
http://babygulliver.com/gulliver4/1.1/670/

ガリバーオンラインショッピングで2010年2月4日以前に販売されたマク
ラーレン社製のストローラー（ベビーカー）

　～2010年2月
4日

2010年02月05日
＜HP＞

　開閉時にお子様の指が接続部（ヒ
ンジ）に挟まれる事故が発生。
（マクラーレン社製ベビーカーの安
全対策について）

独自に準備したカバーを
無償配布

おしりふき

王子ネピア株式会社　お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－２０１－３０１
受付時間： 　午前9時30分～午後5時まで（土日祝日は休み）
http://genki-project.jp/pc/apology/index.html

ネピア　ＧＥＮＫＩ！　さらさらおしりふきＢＯＸ（本体７０枚）
ロット番号 ： ０２９０３　０２９０６　０３９０２　０４９０８　０５９０１　０６９０８
　　　　　　　　０９９０４　１１９０５　１５８１０　１６８１０　１６９０７　３１９０８

2008年10月15
日～2009年8月

31日
2010年02月10日

＜新聞＞

　ＰＵＳＨボタンと本体留め具の不具
合でＰＵＳＨボタンが外れる可能性
が判明。外れたＰＵＳＨボタンをお子
様が口にしたり、のみ込むおそれが
ある。

回収（料金着払い）

玩具

株式会社日本育児　（輸入）
自主回収のお問い合わせ窓口
フリーダイヤル：０１２０－２７５－４４０
受付時間：9:30～5:30 　（祝祭日除く）
http://www.nihonikuji.co.jp/news/tiny/tiny1002.html

TINYLOVE社製
タイニースマート
１．「ベビーバニー」
２．スマートギフトセットの「ベビーバニー」

ベビーズウインドチャイム
３．「オーシャン」
４．「バード」

１．2006年12月
～2009年10月
２．2007年11月
～2009年6月

３．2004年11月
～2010年1月

４．2004年11月
～2007年1月

2010年02月11日
＜HP＞

　本体下部の部品が外れる現象が
これまでに十数件発生。

回収・交換（代替品）

ブックライト

株式会社スリップオン　商品サービスセンター　コンパクトブックラ
イト係
電話番号：０３－５７９１－３８８３
受付時間： 午前10時～午後6時　(土日祝を除く）
http://www.slip-on.co.jp/important_announcement.html

コンパクト・ブックライト　ＷＥＣ－８００１
2009年4月～
2010年1月

2010年02月15日
＜HP＞

　回線不良によりボタン電池が変
形・膨張する現象が確認された。
　(ボタン電池が膨張破裂して電池の
フタが割れる事故が1件報告され
た。人体に影響はなかった。)

回収・返金

ベビーカー
株式会社春日商会 　（輸入）
問い合わせ先
電話番号：０７８－２２１－５５０１

株式会社春日商会 から販売されたマクラーレン社製のストローラー（ベ
ビーカー）

2008年12月～
2009年12月

2010年02月15日
＜メール・ＦＡＸ＞

　開閉時にお子様の指が接続部（ヒ
ンジ）に挟まれる事故が発生。
　（マクラーレン社製ベビーカーの安
全対策について）

独自に準備したカバーを
無償配布
（販売店からEメール送信
で告知）

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株式会社（輸
入代行）
株式会社ユニロット「ハロゲンヒーター回収専用ダイヤル」
フリーダイヤル：０１２０－５９８－００３
http://www.smx.co.jp/jp/news/list.php?eid=00053&publish=1

ＹＨ－６０００（Ｂ）　黒色
ＹＨ－６００１（Ｗ）　白色

2002年8月～販
売 2010年2月15日

＜新聞＞

　一部機種において、極めて稀に内
部の部品が発熱し発煙、焼損の可
能性があることが判明。

製品回収（返金）

こたつ

株式会社ニトリ　お客様相談室　コタツヒーター交換フリーダイヤ
ル
フリーダイヤル：０１２０－１０８－５８７
受付時間：午前10時～午後8時（土・日・祝日含む）
http://www.nitori.co.jp/news/2010/02/6phc130000000kcp-
att/6phc130000000reb.pdf

ＮＳＴ－７５－２　ＷＨ（正方形タイプ）
ＣＮＮ－７５－３　ＬＢＲ、ＤＢＲ（正方形タイプ）

　2009年5月18
日～2010年1月

7日

2010年02月16日
＜HP＞

　一部生産品において、通常生産時
と異なる仕様のヒーター反射板が混
入し、こたつ本体より脱落する事故
が発生。

無償交換（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

レーザーポインター

ヒロジャパンテック合同会社
電話番号：０６－６６５５－５５２３
Ｆ　Ａ　Ｘ　：０６－６６５５－５５０５
受付時間：10：00～17：00（平日のみ）
http://www.b-style-car.com/html/newpage.html?code=12

・ペン型グリーンレーザー１ｍＷ /ペン型グリーンレーザー２００ｍＷ
・ペン型グリーンレーザー４００ｍＷ /ペン型星空グリーンレーザー
・円筒型グリーンレーザー５００ｍＷ /円筒型グリーンレーザー６００ｍＷ
・円筒型レッドレーザー２００ｍＷ
・エフェクトレーザー
・スーパーポインター

2009年5月～
2009年12月

2010年03月02日
＜HP＞

　当製品は国の定める基準値を超
える強力なレーザー光を放ち、目に
入った場合、網膜の損傷を生じ、視
力の低下が生じる等の事故が起こ
る可能性があるため。

回収及び返金

室内手すりブラケット
（壁付け型）

三協立山アルミ株式会社
住宅お客様相談センター
フリーダイヤル：０１２０－２０２－４３６
受付時間：月～金曜 9：00～12：00 13：00～17：00
（土・日曜、祝日、夏期休業、年末年始を除く）
http://www.sankyotateyama-
al.co.jp/news/2010news/sa20100310.html

室内手すりのブラケット（壁付け型）　３色（シルバー・ゴールド・ブロンズ）
2004年7月～
2005年12月

2010年03月10日
＜HP＞

　国外で製造された一部の部品にお
いては折れる等のおそれがある鋳
造時の不具合品が混入していること
が判明。
※該当する商品をお使いの方は使
用を中止し、フリーダイヤルまでご
連絡ください。

無償点検・交換

婦人用サンダル
株式会社ワールド　カスタマーセンター
フリーダイヤル：０１２０－９７７－９１７
受付時間　　　：午前9：00～午後5：00（平日のみ）
http://www.world.co.jp/news/precious/2010/0312.html

ブランド名：クード シャンス　商品名：ハイグラデ
品番：１８７－０４１０１
色番：００２（シロ）０１４（ガンメタ）０１９（ブラック）

2010年2月10日
～3月1日

2010年03月15日
＜HP＞

　一部の商品で着用条件によりヒー
ルが取れる不具合が発生する可能
性のあることが判明。

回収（代金返金）

家庭用生ごみ処理機

ヤンマー株式会社　家庭用生ごみ処理機　お客様コールセンター
フリーダイヤル　：　０１２０－３１０－３０９
受付時間 ：9:00～17:00 (平成22年3月31日まで　土日祝日も含み
毎日)
　　　　　　　9:00～17:00 (平成22年4月1日以降　土日祝日を除く毎
週月曜日～金曜日)
http://www.yanmar.co.jp/aboutus/whats-
new/information/100317/index.html

ヤンマー家庭用生ごみ処理機　：　Ｒｅ５､Ｒｅ６の全製品、全製造番号が
対象

1999年5月～
2002年11月

2010年03月17日
＜HP＞

　ヒーター貼付け部の浮上りやヒー
ター線損傷による局部的発熱により
断熱材の劣化が進むことにより火災
が発生。
（平成20年3月より点検・修理を実施
してきたが、平成21年10月に点検・
修理済みの製品で２件の火災が発
生したため、2008/03/05付けの社告
内容から対処方法を変更した社告）

　無償回収・無償交換（代
替品）

ビデオカード

株式会社ＫＯＵＺＩＲＯ フロンティアカスタマーセンター
電話番号：０８００－１００－５０４６
受付時間:9:00～21:00(年末年始を除く)
http://www.frontier-k.co.jp/direct/support/s_info_100107.aspx/

ＦＲＯＮＴＩＥＲブランドのデスクトップパソコン
「ＦＲＣＡ・ＦＲＣＸ・ＦＲＧＢ・ＦＲＲＣ」シリーズで
以下のビデオカードが搭載された全製品

ＡＳＵＳＴｅＫ社製ビデオカード
「ＥＮ８６００ＧＴ／ＨＴＤＰ／２５６Ｍ　ＰＣＩ－Ｅ　ｂｕｌｋ」
 ※ビデオカードの基板製造番号が「7」、「81」、「83」及び、「84」で始まる
ものが対象。
販売台数：４，６８７台

2007年8月31日
～2008年7月31

日

2010年03月18日
＜HP＞

　対象のビデオカード基板に搭載さ
れた部品の一部に不良品が混入し
ており、ごくまれに基板上の同部品
が発煙に至る可能性がある。
（2010年3月18日付でHP上に公開さ
れた内容の更新社告）

無償点検・無償交換（点
検で当該ビデオカードの
搭載が確認された全製
品）

掃除機

ダイソン株式会社
ダイソンＤＣ０５受付センター
フリーダイヤル：０１２０－０５－１０７１
(土・日・祝日を含む9:00-17:30)
http://www.dyson.co.jp/support/dc05notice.asp

ＤＣ０５シリーズ
ＤＣ０５ＳＴパワーハンドル
＜黄色×灰色＞　０８３－ＪＰ－０１０００１～５１４３８０
　　　　　 　　　　　　０８９－ＪＰ－５１２５７９～５１５７３９

ＤＣ０５アブソリュートパワーハンドル
＜緑色×灰色＞　０８４－ＪＰ－０１０００１～５２０７４６

ＤＣ０５クリアパワーハンドル
＜青色×黄色＞　０８６－ＪＰ５１１１４１～５２０１６０

ＤＣ０５モーターヘッド
＜薄紫色×銀色＞　０８５－ＪＰ０１００６１～５２４１９９

2000年～2004
年（製造・販売）

2010年03月20日
＜新聞＞

　掃除機のハンドル部分にあるカ
バーの掛け金とネジ穴突起が壊れ、
ホースがハンドルから外れるため、
ホース上の3つの集電環が露出する
場合、電源を入れた状態で、掃除機
の集電環に触れると、感電や火傷
の恐れがある。

・必ず電源プラグを抜いてください。
・ハンドルや突起部（クリップ）の損
傷やホースの緩みが確認された場
合は、お手を触れず、直ちにダイソ
ンDC05受付センターにお電話くださ
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

折り畳み自転車

株式会社ＫＣＤ
フリーダイヤル：０１２０－４２１－４２６
受付時間：月～金曜日10:00～17:00
http://kcd.jp/news.html

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）

2006年 5月～6
月（生産・販売）

2010年03月24日
＜ＨＰ＞

　折り畳み式ペダル（右側のみ）に
通常より強度の劣るものが混入して
いた疑いがある

無償交換（ペダル）

バッグ

イトキン株式会社
フリーダイヤル：０１２０－８８８－３６３
電話：０３－３４７８－８０８８
受付時間：10：00～18：00（土日祝祭日を除く）
http://www.itokin.com/information/important/info100324.html.

ブランド名 クレージュ
品番 EM8TE05105
カラー ベージュ、グレー

2010年1月16日
～2010年3月12

日

2010年03月24日
＜ＨＰ＞

　当製品の一つにミシン針の一部が
混入していたという事例が発生。
　なお、3月24日以降に店頭展開を
再開し販売中の商品に関しては安
全性の確認がとれている。

無償点検、
商品交換又は返金

いす

シグマA・P・O システム販売株式会社
シグマ サポートセンター
フリーダイヤル：０１２０－９２１－６６５
（携帯電話・PHS:可/IP電話回線:不可）
電話番号：０３－３８６４－４６１０　（通話者負担）
受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00（土、日、祝祭日は除く）
http://www.sigma-
apo.co.jp/support/news/20100324_MTCS540.html

（１）MTCS540BL（カラー：ブルー）
（２）MTCS540GY（カラー：ブラック）
　・2008年に製造された以下の製造ロット番号のものが
　　交換対象ロットとなります。
Ｌｏｔ　Ｎｏ,　Ａ０８０１、Ａ０８０２、Ｂ０８０１、
　　　　　　　Ｃ０８０１、Ｅ０８０１、Ｆ０８０１、Ｈ０８０１

2008年2月～
2008年10月

2010年03月24日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、使用中に
背もたれが破損し、場合によっては
転倒などにより怪我をする恐れがあ
ることが判明。

部品交換

冷却パッド

株式会社オ－シン
フリーダイヤル：０１２０－８９６－９９６
電話番号：０７７８－２３－０３００／０７７８－２４－０３００
受付時間：9時～12時、13時～17時・月曜日～金曜日
（祝祭日、年末年始、夏期休暇中を除く）
http://www.osin.co.jp/

朝までクール・ジェルでクール
2007年

～2009年
2010年03月24日

＜ＨＰ＞

　当製品において、ジェルに使用さ
れている防かび剤中に含まれるイソ
チアゾール系化合物であるＯＩＴ（一
般化学名の略称）が原因で、体質に
よりアレルギー性接触皮膚炎を発症
する可能性のあることが判明。
　当製品の使用中に、赤み、はれ、
かゆみなどの症状がみられる場合
は、ただちに使用を中止し、皮膚専
門医に相談すると共に、下記問合わ
せ先に連絡してください。

注意喚起
（希望者には返品可）
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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

ＬＡＮ接続ハードディス
ク

株式会社アイ・オー・データ機器　お客様相談窓口
フリーダイヤル：０１２０－９７７－３４５
受付時間／9:30～12:00、13:00～17:00
受付曜日／月～金曜日（祝日を除く）
http://www.iodata.jp/news/2009/important/hdl-gtgtr.htm

ＨＤＬ－ＧＴシリーズ
（１）ＨＤＬ－ＧＴ１．０　　　　　ＸＧＨ００００００１ｘｘ　　　ＸＧＨ０００１９９７ｘｘ
　　　ＸＧＨ０００２００１ｘｘ　　　ＸＧＨ０００２２７９ｘｘ　　　ＸＧＨ０００２２８０ｘｘ
　　　ＸＧＨ０００２４５９ｘｘ　　　ＸＧＨ０００２４６０ｘｘ　　　ＸＧＨ００１０９９１ｘｘ
　　　ＸＧＨ００１１００１ｘｘ　　　ＸＧＨ００１１４００ｘｘ　　　ＸＧＨ００１１６０１ｘｘ
　　　ＸＧＨ００１２６００ｘｘ　　　ＸＧＨ００４７５８５ｘｘ　　　ＸＧＨ００５０５８４ｘｘ
　　　ＸＧＨ００５９７７１ｘｘ　　　ＸＧＨ００６１０７０ｘｘ
（２）ＨＤＬ－ＧＴ１．６　　　　　ＸＧＹ００００００１ｘｘ　　　ＸＧＹ０００１８００ｘｘ
　　　ＸＧＹ０００１８５１ｘｘ　　　ＸＧＹ０００１９７０ｘｘ
（３）ＨＤＬ－ＧＴ２．０　　　　　ＸＧＫ００００００１ｘｘ　　　ＸＧＫ０００３６９９ｘｘ
　　　ＸＧＫ０００３７０１ｘｘ　　　ＸＧＫ０００４４９６ｘｘ　　　ＸＧＫ０００４４９８ｘｘ
　　　ＸＧＫ０００６６５０ｘｘ
（４）ＨＤＬ－ＧＴ３．０　　　　　ＸＮＧ００００００１ｘｘ　　　ＸＮＧ００００５２９ｘｘ
（５）ＨＤＬ－ＧＴ４．０　　　　　ＸＮＪ００００００１ｘｘ　　　ＸＮＪ００００４００ｘｘ

ＨＤＬ－ＧＴＲシリーズ
（６）ＨＤＬ－ＧＴＲ１．０　　　　ＸＭ３００００００１ｘｘ　　　ＸＭ３００００３００ｘｘ
　　　ＸＭ３００００３０１ｘｘ　　　ＸＭ３００００４００ｘｘ　　　ＸＭ３００００４０１ｘ
ｘ
　　　ＸＭ３０００３１４０ｘｘ　　　ＸＭ３０００３３４１ｘｘ　　　ＸＭ３０００３５４０ｘ
ｘ
　　　ＸＭ３０００３５４１ｘｘ　　　ＸＭ３０００６４９０ｘｘ
（７）ＨＤＬ－ＧＴＲ２．０　　　　ＸＭ５００００００１ｘｘ　　　ＸＭ５０００１２９５ｘｘ
　　　ＸＭ５０００１２９６ｘｘ　　　ＸＭ５０００１４２０ｘｘ　　　ＸＭ５０００１４２１ｘ
ｘ
　　　ＸＭ５０００３１４５ｘｘ
（８）ＨＤＬ－ＧＴＲ４．０　　　　ＸＮＮ００００００１ｘｘ　　　ＸＮＮ００００４００ｘｘ
　　　ＸＮＮ００００４０１ｘｘ　　　ＸＮＮ００００４４０ｘｘ
（９）ＨＤＬ－ＧＴＲ３．０　　　　ＸＮＬ００００００１ｘｘ　　　ＸＮＬ００００５３０ｘｘ
　
ＨＤＬ－ＧＴＲ２Ｕシリーズ
（１０）ＨＤＬ－ＧＴＲ２Ｕ１．０　ＸＴＰ００００００１ｘｘ　　　ＸＴＰ００００６００ｘｘ
（１１）ＨＤＬ－ＧＴＲ２Ｕ２．０　ＸＴＳ００００００１ｘｘ　　　ＸＴＳ００００３６０ｘｘ
　　　ＸＴＳ００００３６１ｘｘ　　　ＸＴＳ００００５６０ｘｘ
（１２）ＨＤＬ－ＧＴＲ２Ｕ４．０　ＸＴＸ００００００１ｘｘ　　　ＸＴＸ０００００２０ｘｘ
　　　ＸＴＸ０００００２１ｘｘ　　　ＸＴＸ０００００３０ｘｘ　　　ＸＴＸ０００００３１ｘｘ

（１）2006/09～
2008/06

（２）2006/12～
2008/06

（３）2006/09～
2008/06

（４）2007/07～
2008/06

（５）2007/07～
2008/06

（６）2007/01～
2008/06

（７）2007/01～
2008/06

（８）2007/06～
2008/07

（９）2007/06～
2008/06

（１０）2007/12
～2009/03

（１１）2007/12
～2008/12

 （１２）2008/01
～2008/08

2010年03月26日
＜ＨＰ＞

　組み込まれている電源の一部で、
故障の状況によってごく稀に電源部
より若干の異臭、もしくは発煙を生
ずる場合のあることが判明。
※2009/11/09付け社告、
2009/12/11追加修正分社告

無償ファームウエア配布

抱っこひも

株式会社ルミカ
フリーダイヤル：０１２０－００－３９３０／０３－５５６９－６０８０
受付時間：10：00～16：00（月～金（祝日を除く））
http://www.lumica.co.jp/?p=231

Ｉｎｆａｎｔｉｎｏ（インファンティーノ）社製　ＳｌｎｇＲｉｄｅｒ（スリングライダー）

2007年10月2日
～2010年3月24

日
2010年03月25日

＜ＨＰ＞

　日本国外において、当該製品によ
る乳児の重大事故が複数件発生
し、国内においても同様の事故が発
生するおそれがあることが判明した
ため。

回収及び商品代金の返
金

アロマキャンドル

ステキ・インターナショナル株式会社
電話番号：０３－３２３９－５２３１
受付時間：10:00～19:00（平日）
http://steki.in/dd-btnk.html

メーカー： DAYNA DECKER（デイナデッカー）
製 品 名： BOTANIKA COLLECTION CHANDEL
　　　　　　　（ボタニカコレクション・キャンドル）
種　　類： Bacara, Bardou, Leila, Manzanita, Sierra, Taiga, Yasmin, Zelia
サ イ ズ： スモール（８５ｇ）およびレギュラー（１７０ｇ）
製造ロット番号： ９Ｊ３、９Ｋ１、９Ｌ１、９Ｌ２ と付されたもの。

2009年11月24
日～2010年3月

25日
2010年03月26日

＜ＨＰ＞

当該製品の使用中に、炎の異常燃
焼やガラス容器が破損するおそれ
があることが判明したため。
　海外においては、上記の事故が報
告された。

回収並びに無償交換
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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

石油ストーブ

株式会社千石（輸入）/株式会社グリーンウッド（販売）
お客様窓口
フリーダイヤル：０１２０－１５－１０５９
受付時間　　　：午前9:00～午後7:00（土日・祝日は除く）
http://www.sengokujp.co.jp/（株式会社千石）
http://www.gwgw.co.jp/（株式会社グリーンウッド）

ＧＫＰ－Ｓ２４１Ｎ、ＧＫＰ－Ｍ２４０１Ｎ、ＧＫＰ－W３０１N 2009年9月　～
2010年3月30日

＜ＨＰ＞

　口金キャップを確実に閉めないと、
キャップがはずれて火災の原因にな
りますので、
　使用に際しては取扱説明書、　注
意ラベルにしたがって、正しくご使用
ください。

注意喚起

石油ストーブ

株式会社千石（輸入）/日本エー・アイ・シー株式会社（販売）
お客様窓口
フリーダイヤル：０１２０－１５－１０５９
受付時間　　　：午前9:00～午後7:00（土日・祝日は除く）
http://www.sengokujp.co.jp/（株式会社千石）
http://www.aladdin-aic.com/（日本エー・アイ・シー株式会社）

ＡＫＰ－Ｕ２８Ａ、ＡＫＰ－Ｓ２８０、ＡＫＰ－Ｓ３００ 2009年9月　～
2010年3月30日

＜ＨＰ＞

　口金キャップを確実に閉めないと、
キャップがはずれて火災の原因にな
りますので、
　使用に際しては取扱説明書、　注
意ラベルにしたがって、正しくご使用
ください。

注意喚起

電気蓄熱式湯たんぽ

桐灰化学株式会社（販売）/フカダック株式会社（輸入）
桐灰化学株式会社「お湯ポカ」製品係
フリーダイヤル：０１２０－０１２－５６７
受付時間：午前9時～午後5時（土・日・祝日は除きます）
http://www.kiribai.co.jp/whatsnew/history.php#0

電気蓄熱式湯たんぽ「お湯ポカ」　品番：ＫＲＩ－０１０
2008年9月～
2009年6月

2010年3月30日
＜ＨＰ＞

　本体プラグ差込口の絶縁不良によ
りショートが起こり、専用カバーを焦
がす事故が３件発生。

回収（返金）

ポータブルラジカセ

株式会社ティー・エム・ワイ
株式会社ティー・エム・ワイ　無償交換対応窓口
フリーダイヤル：０１２０－４３３－０５０
受付時間　　　：土日・祝日を問わず9時～１８時
http://www.tmy2000.com/support/important_info.html

ポータブルラジカセ：ＤＳ－ＣＫ８００Ａ、ＤＳ－ＣＫ９００Ａ 2009年7月～
2010年3月31日

＜新聞＞

　ＡＣケーブルの断線・スパーク発生
事故が起こり、一部製造ロットに不
具合を生じる可能性があるＡＣケー
ブルが混入していることが判明。

無償交換
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