
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

キャリング・バッグ

株式会社コルグ
　・フリーダイヤル：０１２０－００６－３７１
　・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝祭日を除く）
　・http://www.korg.co.jp/News/2010/0401/

　ブランド名　ＶＯＸ
　商品名　ＮＩＧＨＴ　ＴＲＡＩＮ
　型番　　ＮＴ１５Ｈ製造番号　＃０００００１－＃００９８８２

2009年4月～
2010年3月

2010/04/01
<ＨＰ>

　当製品において、使用中にショル
ダー・ストラップの金具が外れ、本体
が落下する可能性がある。

無償交換

歩行車

象印ベビー株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０-８４４-２８４
　・携帯電話と一部IP電話：０６－６６１８－１４０９ 
　・受付時間：09:00-12:00／13:00-18:00（月曜日-金曜日（祝日除く））
http://www.zojirushi-baby.co.jp/files_jp/ppt75-2.htm

ピウプレスト７５
　対象となるロットナンバー
　１８７５００１１２４　　１８７５００１２１１
　１９７５０００１１０　　１９７５０００２０１
　１９７５０００２０８　　１９７５０００２１４
　１９７５０００２１６　　１９７５０００２１９

平成18年11月
24日～平成19
年2月19日

2010/04/01
<ＨＰ>

　当製品において社内規格外の肉厚
パイプが該当ロットに混入していたお
それが有り、長期使用による金属疲
労、段差での衝撃などからワイヤーア
ウターを差し込んでいるスリット部分
から破損するおそれの有る事が判
明。

点検・無償修理

歩行補助車

象印ベビー株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０-８４４-２８４
　・携帯電話と一部IP電話：０６－６６１８－１４０９ 
　・受付時間：09:00-12:00／13:00-18:00（月曜日-金曜日（祝日除く））
　http://www.zojirushi-baby.co.jp/files_jp/lmgw_atn.htm

ライトミニシリーズ：ライトミニ/ライトミニグランデＷ/ライトミニＷ１２Ｌ
2004年04月21
日～

2010/04/01
<ＨＰ>

　必ず、ロックがかかっているかをご
確認の上、ご使用ください。
　ロックが掛かっていない状態での使
用は、転倒するおそれがあります。

注意喚起

液晶テレビ

ソニー株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－３３５－８５５
　・受付時間：9:00～18:00 (月～金曜日)
　　　　　　 　　9:00～17:00(土・日・祝日)
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100401/index.h
tml

　　型名：ＫＤＬ-４０Ｘ１０００　　製造番号：　7000001～7007505
　　型名：ＫＤＬ-４６Ｘ１０００　　製造番号：　7000001～7006727
　　※ 上記対象製造番号に該当しないテーブルトップスタンドは対象外で
す。

2005年11月～
2010/04/02

<新聞>

　当製品において、製造上の不備によ
りネジ穴部分の強度が不十分なテー
ブルトップスタンドが付属されていた可
能性があり、テレビ本体の角度調節を
行なう等繰返し力が加えられた場合、
まれにテレビ本体がテーブルトップス
タンドから転倒落下するおそれがある
ことが判明。

無償交換（テーブルトップ
スタンド）

自転車

サイクルヨーロッパジャパン株式会社
　・電話番号：０３－３２５５－２４３１
　・F　A　X：０３－３２５５－２７３７
　・受付時間：9:30～12:00 13:00～18:00
　http://www.cycleurope.co.jp/

2002年型/ビアンキ・バックストリート　BIANCHI・BACKSTREET
輸入期間　2001
年11月～2002
年6月

2010/04/08
<ＨＰ>

　当製品で走行中に使用者が転倒す
る事故が発生。

注意喚起（「自己点検」及
び「購入店での点検」のお
願い）

社告・リコール一覧表
（平成２２年度に新聞やホームページ等に社告・リコールを掲載して自主的に回収・交換等を実施しているもの）



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

空気清浄機

ダイキン工業株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－３３０－６９６
　・受付時間：平日、土・日・祝日ともに２４時間受付
　http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html

家庭用
空気清浄機３種類 
空気清浄機　（商品名：光クリエール）
ACM65TG-W , ACM75G-W , ACM75H-W , ACM75J-W , MC708J3-W ,
MC708K-W , MC708-W , MC709B-W , MC709J5W , MC709K-W , MC709Y-
W , MC709-W , MC75JBB-W , MC75JJ6-W , MC75JKS-W , MC75JK-W ,
MC75JY-W , MC75J-W , MC808J3-W , MC808K-W , MC808-W , MC809B-
W , MC809J5PW , MC809K-W , MC809Y-W , MC809-W , MCA70E3-W ,
MCA70E4-W , MCA75JE5-W , MCA80E3-W , MCA80E4-W 

加湿機能つき空気清浄機　（商品名：うるおい光クリエール） 
ACK75J-W , MCK75JBB-W , MCK75JE5-W , MCK75JJ6-W , MCK75JKS-
W , MCK75JK-W , MCK75JY-W , MCK75J-W 

除湿・加湿機能つき空気清浄機　（商品名：クリアフォース） 
ACZ65J-W , MCZ659-W , MCZ65JE5-W , MCZ65JJ6-W , MCZ65JKS-W ,
MCZ65J-W 

下記の機種については、右の製造番号に該当する製品のみ対策が必要で
す。 
機種名 製造番号 
ACZ65K-W C000101～C011579 
MCZ65KE6-W C000101～C003808 
MCZ65KKS-W C000101～C004210 
MCZ65K-W C000101～C006846

　2006年8月～
2009年7月
　（除湿・加湿機
能つき空気清浄
機は 2007年8月
～2010年1月22
日）

2010/04/10
<新聞>

　 当社が2006年8月から2009年7月ま
での間に製造した家庭用空気清浄機
３種類（空気清浄機、加湿機能つき空
気清浄機、除湿・加湿機能つき空気
清浄機）で、電気集塵部の不具合によ
る発煙・発火事故が発生。
　また、2007年8月から2010年1月22
日までの間に製造した「除湿・加湿機
能つき空気清浄機」については、除湿
エレメントに異物が付着すると発熱す
る可能性がある。

無償点検・修理

家庭用温熱・電位治療
器

ブリヂストン化成品株式会社
　温熱電位治療器専用コールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－５５７－９９８
　・受付時間：2010 年4 月25 日（日）まで午前９時～午後7 時
　　　　　　　　　（土日を含む）
　　　　　　　　 2010 年4 月26 日（月）以降午前9 時～午後5 時
　　　　　　　　　（平日のみ）
   http://www.bridgestone-dcp.co.jp/news/kaishunooshirase.pdf

対象商品: BLさわやかヘルシー
医療用器具承認番号
 シングル:61B第592号,01B第0872号/ダブル:63B第722号
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)
対象商品: BLさわやかヘルシーDX
医療用器具承認番号
 シングル:01B第0872号/ダブル：02B第1062号
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)
対象商品: BLさわやかヘルシーロイヤル
医療用器具承認番号
 シングル:02B第1062号 /ダブル：02B第1157号 
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)
対象商品: さわやかヘルシー
医療用器具承認番号
 シングル:61B第592号、01B第0872号、02B第1062号/ダブル：63B第722
号、01B第0874号、02B第1157号
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)
対象商品: スマイルヘルシー
医療用器具承認番号
 シングル:61B第592号、01B第0872号/ダブル：63B第722号、01B第0873号
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)

1987年～1998
年

2010/04/13
<新聞>

　当製品において、治療器本体内部
の発熱体にシワ（ずれ）が生じて異常
発熱し、発煙・発火に至る恐れがある
ことが判明。

回収



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

家庭用温熱・電位治療
器

ブリヂストン化成品株式会社
　温熱電位治療器専用コールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－５５７－９９８
　・受付時間：2010 年4 月25 日（日）まで午前９時～午後7 時
　　　　　　　　　（土日を含む）
　　　　　　　　 2010 年4 月26 日（月）以降午前9 時～午後5 時
　　　　　　　　　（平日のみ）
   http://www.bridgestone-dcp.co.jp/news/kaishunooshirase.pdf

対象商品: スマイルヘルシー
医療用器具承認番号
 シングル:61B第592号、01B第0872号/ダブル：63B第722号、01B第0873号
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)
対象商品: スマイルヘルシーDX
医療用器具承認番号
 シングル:02B第1062号 /ダブル：02B第1157号 
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)
対象商品: モアヘルス
医療用器具承認番号
 シングル:01B第0872号/ダブル：01B第0873号
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)
対象商品: ヘルシーエース
医療用器具承認番号
 シングル:02B第1062号/ダブル： 02B第1157号 
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)
対象商品: マイルドヘルス
医療用器具承認番号
 シングル:02B第1062号/ダブル：02B第1157号
販売会社 : ブリヂストンリビング九州販売(株)、ブリヂストンリビング中四国
販売(株)
対象商品:バランス 
医療用器具承認番号
 シングル:04B第0298号/ダブル： 04B第0299号 
販売会社 : ブリヂストンリビング東日本販売㈱

1987年～1998
年

2010/04/13
<新聞>

　当製品において、治療器本体内部
の発熱体にシワ（ずれ）が生じて異常
発熱し、発煙・発火に至る恐れがある
ことが判明。

回収

デスクトップパソコン

エプソン販売株式会社 /エプソンダイレクト株式会社
　エプソン電源ユニット特別対応窓口
　・フリーダイヤル：０１２０ー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
　・Ｆ ＡＸ：０１２０ー９９８－７１９（通信料無料）
　　FAXによるお申し込み用紙（ＰＤＦ）はこちら
　　　（http://shop.epson.jp/eshop/pdf/data/type_atshuri.pdf）
　http://shop.epson.jp/2010at/

デスクトップパソコンＥＰＳＯＮ Officeシリーズ
　　ＥＰＳＯＮ Ｔyｐｅ-ＳＺ
　　ＥＰＳＯＮ Ｔyｐｅ-ＢＡ
　　ＥＰＳＯＮ Ｔyｐｅ-ＢＤ
デスクトップパソコンＥｎｄｅａｖｏｒ ＡＴシリーズ
　　Ｅｎｄｅａｖｏｒ ＡＴ-９００Ｃ
　　Ｅｎｄｅａｖｏｒ ＡＴ９２０Ｃ
　　Ｅｎｄｅａｖｏｒ ＡＴ９３０Ｃ

2001年12月～
2004年1月

2010/04/14
<新聞>

　当製品の電源ユニット内部の接続コ
ネクター部分におけるトラッキング現
象により、本体背面の排気口付近か
ら発煙・発火する可能性のあることが
判明。

無償点検・修理

自転車

サイクルヨーロッパジャパン株式会社
　・電話番号：０３－３２５５－２４３１
　・F　A　X：０３－３２５５－２７３７
　・受付時間：9:30～12:00 13:00～18:00
　http://www.cycleurope.co.jp/

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

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

輸入期間　2001
年11月～2002
年6月

2010/04/16
<ＨＰ>

　事故が発生した2002年型ビアンキ・
バックストリート（BIANCHI・
BACKSTREET）以外にも、当該サスペ
ンションと同様の構造を有するサスペ
ンションフォークが付いた他のモデル
があることが判明。

注意喚起（「自己点検」及
び「購入店での定期点検」
のお願い）

ハロゲンヒーター

株式会社グラソン
　・電話：０４－７１９３－３５９１
　・受付時間：09：00～17：00（土、日、祝日は除く）
　http://www.glason.net/

アクテックハロゲンヒーター(中国製)
　　型式：ＮＳＨ-８００（平成14年9月生産）
　　型式：ＮＳＨ-８５０（平成15年9月生産）

2002年10月～
2010/04/19

<ＨＰ>

　当製品の使用中にヒ－タ－管が突
然割れ、その破片等が飛散し畳及び
絨毯等が焦げる事故が発生。

商品回収



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

フォールディングリビン
グチェア

株式会社スノーピーク
　・フリーダイヤル：０１２０－０１０－６６０
　・受付時間：09：00～17：00（月曜～金曜 ( 土日 祝祭日を除く ) 
　・ＴＥＬ：０２５６－３８－１１１０
　・ＦＡＸ：０２５６－３８－１０１５
　http://www.snowpeak.co.jp/info/collects/lv-095/lv-095.html

ＬＶ－０９５ フォールディングリビングチェア
2009年12月24
日～

2010/04/19
<ＨＰ>

　当製品において、背もたれの折り畳
み構造部品の不具合により、荷重を
掛けた際に破断する可能性がある。

回収（返金または「LV-090
ローチェア30」と無償交
換）

シャツ及びワンピース

株式会社　ジュン
　・フリーダイヤル：０１２０－２９８－１３３
　・受付時間：10：00～19：00　（日曜日定休）
　http://www.jayro.jp/#importance

デニムロングスリーブビッグシャツ：ＧＣＣ－４０１０ 
デニムフロントフリルロングシャツワンピース：ＧＣＥ－４０２５

2009年3月18日
～2009年4月11
日

2010/04/23
<ＨＰ>

　当製品の一部において、ボタン取付
け時にカシメ不良があり、ケガをする
おそれがあると判明したため。

返金又は商品交換

プラズマテレビ

日本ビクター株式会社
　プラズマディスプレイテレビ無料点検・修理対応窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－２１０－８３９　（ＰＨＳ・携帯電話可）
　・受付時間：月曜日～金曜日　9：30～18：00 /
　　　　　　　　 土曜日 9：30～12：00、13：00～17：30
　　　　　　　　（日曜日、祝日、弊社休日は休み）
　　　　※2010年5月31日までは日曜日、祝日、弊社休日も受付しま
す。
　　　　　　　　（受付時間：9:30～12:00、13:00～17:30） 
　http://www.victor.co.jp/support/info/pd-42dh4/index.html

42V型プラズマテレビ：PD-42DH4
(42V型プラズマテレビ「PD-42DH4」のうち、これまで修理を行ったことのあ
るもの)

製造期間：2003
年9月～2004年
8月

2010/04/30
<ＨＰ>

　当製品において、これまで行った修
理の際に交換した一部の電子基板に
不具合があり、それによって特定の電
子部品取り付け箇所より発煙に至る
可能性があることが判明。

無料点検・修理

防音室

ヤマハ株式会社
　ヤマハアビテックス お客様ご相談センター
　・フリーダイヤル：０１２０－２８４－８０８
　・受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00
 　　　　　　　　（月曜日～金曜、日祝祭日及び弊社休日を除く）
　http://www.yamaha.co.jp/service/2010/10050601.html

　
・ヤマハアビテックス「ＨＵＡ」シリーズ
　　対象品番： 
　　　ＨＵＡ３９ＤＫＬ 　 　　 ＨＵＡ３９ＤＬ 　　　 　 ＨＵＡ３９ＤR５０ 
　　　ＨＵＡ３９ＳＨ　　 　　　ＨＵＡ３９ＳＨ５０ 　　　ＨＵＡ３９ＳＫ５０ 
　　　ＨＵＡ４５ＤＨＬ５０ 　　ＨＵＡ４５ＳＨ６０ 
　　　ＨＵＡ５３ＤＨＨR 　　　ＨＵＡ５３ＤＨＬ５０ 　　ＨＵＡ５３ＤＨＬ６０ 
　　　ＨＵＡ５３ＤＫＲ５０ 　　ＨＵＡ５３ＤＬ　　　　　 ＨＵＡ５３ＤＬ５０ 
　　　ＨＵＡ５３ＳＨ 　　　　　ＨＵＡ５３ＳＨ６０　　　 ＨＵＡ５３ＳＫ５０

1994年3月～
1994年9月

2010/05/06
<ＨＰ>

　当製品において、経年による天井照
明器具取付部分の緩みにより、ごくま
れに落下する可能性がある。

無償点検及び補強（必要
に応じて）

カットソー

株式会社FREE’S　INTERNATIONAL

　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：10：00～18：00（土・日・祝日を除く）
　http://www.sanei.net/recall/100507mfm.php

ブランド名：FREE’S ＭＡＲＴ
１）製品名： 肩ビジューボーダードルマンＴ 
　　　品番 ：１３２-１６００９７ 
　　　色番 ：１００（赤ボーダー）、１２０（青ボーダー） 
２）製品名：肩ビジュードルマンT 
　　　品番 ：１３２-１６００６８
　　　色番 ：０２０（グレー）、０３０（ホワイト）、１８０（カーキ）

１）2010年4月23
日～2010年5月
6日 ／ ２）2010
年4月１3日～
2010年5月6日

2010/05/07
<ＨＰ>

　当製品に折れ針が混入している可
能性のあることが判明。

回収及び無償検品

電気テーブルマット

株式会社　広電
　お客様お問合せ窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－２９５－５９５
　・受付時間：9:00～18:00（平日のみ）
　 http://www.koden-j.co.jp/pressreleases.html

ＫＷＭ－１１０ＷＢ 2006年製造
2010/05/10

<ＨＰ>

　当製品において、ヒーター線が過熱
して製品の一部及び周辺を変色また
は焦がす事故が発生。

無償交換（代替品：電気
テーブルマットKWM-１１２
WB）

水筒

エル・エル・ビーン・インターナショナル
　L.L.Bean配送センター・リコール商品係
　・フリーダイヤル：０１２０－８１－２２００
　・受付時間：9:00-21:00（12/31-1/3を除く）
　http://www.llbean.co.jp/recall/Canteen/index.html

製品名：Ｂｅａｎ　Ｃａｎｔｅｅｎ
蓋部分の製品名：kｌｅａｎ　kａｎｔｅｅｎ　sｐｏｒｔ  cａｐ
型番：５７５６３、５７６９７、２６０４５３、２６０４５９、２６０４６０
蓋部分の品番：Ｓｐｏｒｔ cａｐ２．０

2009年4月10日
～2010年5月6
日

2010/05/10
<ＨＰ>

　ボトルを落とした際に、飲み口キャッ
プの先端が壊れたり、欠けたりして、
小さな破片を誤飲する可能性がある
ため。

自主回収および無償交換
（キャップのみ）



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

デッキチェア

不二貿易株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－７５２－３６１/０１２０－１１５－６６８
　・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
　http://www.fujiboeki.jp/pdf/201005news.pdf

デッキチェアＶＦＳ－ＧＣ２９ＪＰ
デッキチェアオットマンセット ＶＦＳ－ＧＣ２９ＪＰ＆ＧO０５JP

2009年3月～
2010/05/14

<ＨＰ>

　当製品において、誤って組み立てた
状態で座ろうとしたところ、折りたたま
れ、指をはさんで怪我を負う事故が発
生。

回収

自転車

サイクルヨーロッパジャパン株式会社

　・電話番号：０３－３２５５－２４３１
　・F　A　X：０３－３２５５－２７３７
　・受付時間：9:30～12:00 13:00～18:00
　http://www.cycleurope.co.jp/

「プジョーブランド」
　　1998年型 ＰＥＵＧＥＯＴ－ＶＴＴ ９００（ＥＸＯＣＥＴ） / ＶＴＴ ８０５ (ＪＥＡＮＮ
Ｅ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＶＴＴ ５０５ (ＳＡＨＡＲＡ) / ＣＯＭ ５０５（ＭＥＴＲ
Ｏ）
　　1999年型 ＰＥＵＧＥＯＴ－ＶＴＴ ９０５ （ＥＸＯＣＥＴ） / ＶＴＴ ８０５ (ＪＥＡＮＮ
Ｅ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＯＭ ５０５ （ＭＥＴＲＯ） / ＤｅＬｉｔｅ
　　2002年型 ＰＥＵＧＥＯＴ－ＣＯＭ ５０５ （ＭＥＴＲＯ）

輸入期間：1997
年8月～2002年
8月

2010/05/14
<ＨＰ>

　ＰＥＵＧＥＯＴブランドの自転車にも、
ＢＩＡＮＣＨＩブランドの自転車に搭載さ
れたサスペンションフォークと同様の
構造を有するＲＳＴ製サスペンション
フォークが付いたモデルがあることが
判明。

（参考）2010年4月8日付け掲載「【ビア
ンキ】安全に関する重要なお知らせ」。

注意喚起（自己点検及び
購入店での点検のお願
い）

生ごみ処理機

日立アプライアンス株式会社/株式会社フジ医療器
　日立生ごみ処理機受付センター
　・フリーダイヤル：０１２０－３４０－５２８
　　（ＰＨＳ可・一部のＩＰ電話からは不可）
　・Ｆ　Ａ　Ｘ：０１２０－３４０－５３８（フジ医療器共通）
　・受付時間：2010年5月30日まで09:00～19:00（毎日）
　　　　 　　　　2010年5月31日以降09:00～17:00
　　（土、日、祝日及び年末年始、夏季休暇等の会社休日を除く）
　http://kadenfan.hitachi.co.jp/bgd4/index.html

　フジ医療器生ごみ処理機受付センター
　・フリーダイヤル：０１２０－２２４－８６６
　　（ＰＨＳ可・一部のＩＰ電話からは不可）
　・受付時間：2010年5月30日まで09:00～19:00（毎日）
　　　　 　　　　2010年5月31日以降09:00～17:00
　　（土、日、祝日及び年末年始、夏季休暇等の会社休日を除く）
　http://www.fujiiryoki.co.jp/company/news/news1/i021.html

１）日立家庭用バイオ式生ごみ処理機：
　　「ＢＧＤ－Ｘ１５０」「ＢＧＤ－Ｘ１８０」「ＢＧＤ－Ｘ１８０－１」
　　「ＢＧＤ－Ｘ１５０ＳＫ－１」「ＢＧＤ－Ｖ１８」
２）フジ医療器家庭用バイオ式生ごみ処理機：
　　「ＧＡ－５３０－１」（ＯＥＭ元：日立アプライアンス株式会社）

※2004年11月の不具合と今回の原因は異なるものです。

１）2003年2月～
２）2003年5月～

2010/05/20
<新聞>

　当製品において、処理槽の摩耗によ
り穴が開き、処理物が漏れ出し脱臭
装置（高温部）に堆積した場合に、ごく
稀に発煙・発火に至る可能性があるこ
とが判明。
※製品交換が完了するまでは、コンセ
ントから電源プラグを抜いて使用を中
止してください。

無料交換（代替品：乾燥式
生ごみ処理機（ＥＣＯ－Ｖ３
０））

ノートパソコン用バッテ
リーパック

日本ヒューレット・パッカード株式会社
「ＨＰモバイルバッテリーパック自主回収プログラム窓口」
　・フリーダイヤル : ０１２０－５８９ー４５５ 
　・e-Mail : JPN_HP_Mobile_Battery@hp.com 
　・受付時間 : 2010年5月20日(木)～2010年5月23日(日)9:00～17:00
　　2010年5月24日(月)以降は土日・祝祭日を除く月曜日～金曜日の
　9:00～17:00
　　http://h50146.www5.hp.com/info/replacement/100520.html
「ＨＰモバイルバッテリーパック自主回収プログラム」ウェッブサイト
　　http://www.hp.com/jp/battery-replace-090514JP

・HP Compaq 6510b/6515b / 6710b / 6715s / 6720s Notebook PC
・HP Pavilion Notebook PC dv2405/ dv2605/ dv2705/ dv2800/
dv2805/dv6200/ dv6205/ dv6500/ dv6700/ dv6800/ dv9500/ dv9700
・HP G7000 Notebook PC

※上記製品に付属するバッテリーパックのバーコード番号を下記の「ＨＰモ
バイルバッテリーパック自主回収プログラム」ウェッブサイトで確認してくださ
い。

製造期間：2007
年8月～2008年
5月

2010/05/21
<新聞>

　当製品の一部において、製造上の
不具合が確認され、過熱、発火、火傷
のおそれがあることが判明。

全品回収及び無償交換
（バッテリーパックのみ）

ルームエアコン室外機

三洋電機株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－３４－００６５
　・受付時間：9：00 ～ 17：00 （土・日・祝日は除く） 
　http://jp.sanyo.com/info/products_safety/100521.html

室外機型式 ：
　SAP-U191C、SAP-U222C、SAP-U191CN、SAP-U221CN、SAP-U221CZ
　SAP-U221CA、SAP-U223CA、SAP-UE201C、SAP-UE221C、SAP-
U332CA
  SAP-U333CA

　※参考：室内機型式 
　SAP-W19K、SAP-W19KA、SAP-A19KN、SAP-A22KN、SAP-A22E、
　SAP-A22T、SAP-A22F、SAP-W22K、SAP-W22F、SAP-B22F、SAP-
W22E、
　SAP-B22KZ、SAP-W22KB、SAP-BE20K、SAP-BE22K、SAP-U33EA、

製造期間：1974
年～1976年

2010/05/21
<ＨＰ>

　当製品において、室外機のファン
モーターの運転コンデンサが長期使
用による経年劣化によって、内部短絡
を起こし、発煙・発火事故が発生。
　今後、同様な事故の発生を防止する
ために、1976年（昭和51年）以前に製
造された上記室外機対象機種の使用
を中止してください。

注意喚起

足けり乗用ハマーＨ２

株式会社　シー・シー・ピー
　サービスセンター
　・電話：０３－３５２７－８８６６
　・受付時間：09：30～12：00/13：00～17：00（祝祭日を除く、月～金
曜日）
　http://www.ccp-jp.com/2006_CCP-TOY/Info/info_13.html

足けり乗用ハマーＨ２
2009年7月～
2010年2月

2010/05/28
<ＨＰ>

　当製品で遊戯中、前部ストッパーが
走行面の障害物に引っかかり、幼児
が転倒、負傷する事象が発生。

部品の無償交換（ストッ
パー）



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

椅子

株式会社ワールドリビングスタイル
　・フリーダイヤル：０１２０－７７０－１３８
　・受付時間：10：00～17：00（平日）
　http://club-ones.com/news/100531_news.html

・製品名：サリナスシリーズ　サリナスデスク＆チェア
・ロットナンバー：４１０９０５１、５１０９０５１、０３１００５１、０５１００５１

2009年11月1日
～2010年5月21
日

2010/05/29
<ＨＰ>

　当製品において、材料である木材の
強度不足により椅子の脚が折れると
いう事例が発生。

回収・返金(机と椅子)

ベビーバギー（ベビー
カー）

株式会社リッチェル
　お客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－７８－３１９１
　・受付時間：9：00～17：00　(土日・祝祭日を除く)
  http://baby.richell.co.jp/static.html?fi=k_release1005

・コンパクトバギー　パニエ　(JANコード　４９７３６５５　９３６６７２)
2009年10月～
2010年5月

2010/06/01
<ＨＰ>

　当製品において、一部製造ロット品
で走行中に折りたたみ防止ロック（「フ
レームロック」）が解除され、バギーが
折りたたまれ怪我を負うおそれのある
ことが判明。

無償交換（対象ロット製品
限定）

ラジオＩＣレコーダー

サン電子株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－８６－３８１２（携帯電話、ＰＨＳからも利用
可）
　・受付時間：09：00～21：00（土・日・祝祭日も承ります）
　http://talkmaster.jp/

製品名 ＴａｌｋＭａｓｔｅｒＳｌｉｍ（トークマスタースリム） 
製品型番 ＲIＲ-９００ＷＴ、９００ＳＴ、９００ＢＴ、９００ＲＴ、９００AＴ、９００ＰＴ

2008月1月～
2010年2月

2010/06/07
<ＨＰ>

　当製品において、電池が過熱しケー
スが変形する事故が発生。

回収後、無償交換（電池
のみ）

アームカバー

東洋羽毛工業株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－４１０－８４０
　・受付時間：9：00～17：30 （土日祝日を除く）
　http://www.toyoumo.co.jp/new/archive/armcover.pdf

ノベルティ商品：「ピヨ丸ＵＶ カットアームカバー」 2010年3月～
2010/06/07

<ＨＰ>
　当製品において、ミシン針の金属片
の混入が1件確認された。

検品（検針）

水平スタッキングチェア

アイリスチトセ株式会社
　アイリスチトセ　品質管理部
　・電　　　話：０７９－５６０－０８１２
　・受付時間：10：00～12：00　13：00～17：00
　　（月曜～金曜 但し祝日は除く）
　http://www.irischitose.co.jp/news/2010/0607.html

１）水平スタッキングチェア ＳＳ-Ａ０２７Ｎ　
２）水平スタッキングチェア ＳＳ-Ａ１２７N
３）水平スタッキングチェア ＳＳ-Ａ２２７N
　
　・生産期間別生産ロット
　①2006年12月の製造品　（ロットＮｏ.1６２２□□）
　②2007年1月から11月までの期間の製造品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロットＮｏ.１７１１□□～１７２１□□）
　③2009年6月から12月までの期間の製造品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロットＮｏ.１９１６□□～１９２２□□）
　④下記期間のロットＮｏ末尾にＳ表示製品
　　　2006年12月～2008年2月、2009年6月～12月の期間の製造品
　　　 （ロットＮｏ.１６１６□□S～Ｎｏ.１８１２□□S、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロットＮｏ.１９１６□□S～１９２２□□S）

生産期間：2006
年12月～2009
年12月

2010/06/07
<ＨＰ>

　当製品において、座面と後脚パイプ
を固定しているアルミ製固定金具に規
格外の材質が混入したことにより、ま
れに破損する可能性がある。

無償交換（代替品）

ＡＣアダプター

カシオ計算機株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－９７７－６３５
　・受付時間：9:00-18:30（日曜・祝日、年末年始、夏季休暇等は除く）
  [電子楽器]
   http://support.casio.jp/information.php?cid=008&pid=995
  [電子文具]
   http://support.casio.jp/information.php?cid=005&pid=994

電子楽器用ACアダプター
　・型式:AD-12ML,AD-12MLA(2008年4月以降に購入した製品が対象)
　・付属される製品モデル名:PX-120, PX-320, PX-720, PX-1000BP, 
　　　　　　　　　　　　　　　　 AP-200, CTK-5000, CTK-5000SK, 
　　　　　　　　　　　　　　　　 LK-301BB, WK-500, WK-3800
　・型式:AD-A12150LW(全数が対象)
　・付属される製品モデル名:AP-220BN, PX-130, PX-330, PX-730

電子文具用ACアダプター
　・型式:AD-A95100LW(※2009年10月以降に購入した製品が対象)
　・付属される製品モデル名:KL-E20, KL-H75

2010/06/08
<新聞>

オイルヒーター

株式会社ディンプレックス・ジャパン
　・フリーダイヤル：０１２０－７８３－３５３
　・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）
　http://dimplex.jp/topics/2010_0608.html

2006年製
　・型式：ROF14J CADIZオイルヒーター（タイマーなしモデル）
　・型式：ROF14ECCJ CADIZオイルヒーター（電子タイマー式モデル）
　・型式：ROF14TJ CADIZオイルヒーター（メカタイマー式モデル）
　・型式：ROF14TJB CADIZオイルヒーター（メカタイマー式モデル）

2006年8月～
2007年3月

2010/06/08
<新聞>

　当製品において、電源コード接続部
端子板の接続異常による発煙・発火
事故が発生。

回収して部品交換



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

ブラウン管カラーテレビ

ソニー株式会社
　ソニーテレビ受付センター
　・フリーダイヤル：０１２０－２５６－６５４
　（ＰＨＳ・携帯電話からもご利用可）
　・受付時間：9:00～18:00(月～金曜日)
　　　　　　　　 9:00～17:00(土・日・祝日) 
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100610/index.h
tml#model

KV-1010U,KV-1020,KV-1020A,KV-1030,KV-1030PH,KV-10P1,,KV-
29DJ1,KV-29DJ2,KV-29DN1,KV-29DX1,KV-29DX1A,KV-29DX2等

生産期間：　～
1990年

2010/06/10
<ＨＰ>

　当製品において、長期の使用により
内部部品が劣化し、過剰発熱にい
たった場合、まれに内部部品が発火
し、テレビ本体の焼損及び拡大損害
につながる可能性があることが判明。

注意喚起(使用を中止のお
願い)

テニスシューズ

株式会社ダンロップスポーツ

　・フリーダイヤル：０１２０－９３８－６６９
　・受付時間：9:00～18:00(祝日を除く月曜日～金曜日)
　http://www.dunlop.co.jp/newsrelease/2010/2010_s31.htm

１） ハイブリッド・プロ・ライト
　　(オールコート) 
　　　　品番 ：ＰＲＳ-９２０ＨＤ 　サイズ ： ２３．０ｃｍ～２９．０ｃｍ 
　　(オムニ＆クレーコート用) 
　　　　品番 ：ＰＲＳ-９２５ＨＤ 　サイズ ： ２３．０ｃｍ～２９．０ｃｍ 
２）エアフィール
　　 (オールコート） 
　　　　品番 ：ＰＲＳ-７６０ＨＤ　サイズ ： ２２．５ｃｍ～２８．５ｃｍ 
　　 (オムニ＆クレーコート用) 
　　　　品番 ：ＰＲＳ-７６５ＨＤ　サイズ ： ２２．５ｃｍ～２８．５ｃｍ
　　 (カーペットコート用) 
　　　　品番 ：ＰＲＳ-１８８０　サイズ ： ２２．５ｃｍ～２８．５ｃｍ

　１）2010年4月
27日～/２）2010
年3月30日～

2010/06/11
<ＨＰ>

　当製品において、接着剤の塗布不
良によってアウトソールの一部分が剥
がれる可能性があることが判明。

回収及び返金

家庭用ミシン

ブラザー工業株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－３５５－８６２
　・Ｆ　Ａ　Ｘ　　　 　：０５２－８２４－３１６１
　・受付時間：9:00～17:30
　　2010年7月11日までは無休
　　2010年7月12日より　月曜日～金曜日
   （土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売(株)休日を除く）
　http://www.brother.co.jp/news/2010/100614hsm/index.htm

　「SC307/308、CPS50/52/54/56/70/72、EMU15/16/17」 の内製造番号9
桁の二桁目が「2から9」もしくは上二桁が「A0」「B0」（二桁目はゼロ）のも
の。
※ ただし上記該当製品においても、検査済みシールが貼られているモデル

は対象外。

製造期間：2002
年8月～2010年
2月

2010/06/14
<ＨＰ>

　 当製品において、ハンドルの折損
が発生。
　ミシンを頻繁に持ち運ぶなど、ハンド
ルに負荷が繰り返しかかった場合、ハ
ンドルが折損し本体が落下する可能
性がある。

無償交換（ハンドル）

電動アシスト付き自転車

本田技研工業株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－０８６－８１９
　・受付時間：09：00～12：00/13：00～17：00
　http://www.honda.co.jp/recall/other/100615.html

商品名        型　式   車台番号 
  ラクーン        ＵＢ０１  ＵＢ０１-１５０６９７３～ＵＢ０１-１５０９０２８  
  ラクーン        ＵＢ０２  ＵＢ０２-１０１２９２６～ＵＢ０２-１０１４３５９  
  ラクーンＣＸ    ＵＢ０３  ＵＢ０３-１０００００１～ＵＢ０３-１０００５１３  
  ラクーン        ＵＢ０４  ＵＢ０４-１０００００１～ＵＢ０４-１０５５８１０  
  ラクーン        ＵＢ０５  ＵＢ０５-１０００００１～ＵＢ０５-１００５４７５  
  ラクーン        ＵＢ０６  ＵＢ０６-１０００００１～ＵＢ０６-１０２３１１８  
  ラクーンコンポＵＢ０７  ＵＢ０７-１０００００１～ＵＢ０７-１０１５７３１ 
  ラクーンコンポＵＢ０７  ＵＢ０７-１１００００１～ＵＢ０７-１１０１５００  
  ラクーン        ＵＢ０８  ＵＢ０８-１０００００１～ＵＢ０８-１０１０４８２ 
  ラクーン        ＵＢ０９  ＵＢ０９-１０００００１～ＵＢ０９-１００７６２１

1996年5月16日
～2000年8月9
日

2010/06/15
<ＨＰ>

　当製品において、バッテリー残量を
示すお知らせランプにて内部基盤部
が発煙するものがあり、最悪の場合、
お知らせランプの焼損に至るおそれ
があるため無償修理を継続して実施
中であり、当該製品を所有されている
方は、ホンダ二輪販売店、または下記
のフリーダイヤルまで連絡してくださ
い。（平成13年2月14日に行った社告
の再社告）

無償修理



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

スイッチングハブ

株式会社アイ･オー･データ機器
　・株式会社アイ･オー･データ機器　お客様相談窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－９７７－３４５
　・受付時間：9：30～12：00、13：00～17：00
　（月～金曜日（祝・祭日を除く））
　http://www.iodata.jp/news/2010/important/lanhub.htm

１）製品名:１０００ＢＡＳＥ－Ｔ/１００ＢＡＳＥ－ＴX/１０ＢＡＳＥ－Ｔ対応 
　　　　　　 　５ポートレイヤー２ スイッチングハブ
　　　型番:ＥＴＧ-ＳＨ５
　　　Ｓ/Ｎ:ＶＬＳ００００００１ＸＸ～(末尾のＸＸは任意の英数字)

２）製品名:１００ＢＡＳＥ－ＴＸ/１０ＢＡＳＥ－Ｔ対応 ８ポートレイヤー２スイッチ
ングハブ
　　　型番:ＥＴ-ＦＳＷＨ８Ｐ
　　　Ｓ/Ｎ: ＶＤ５００００１９１Ｂ３、ＶＤ５００００７１０２Ｙ、
　　　　　　　ＶＤ５０００２１７０ＭＺ、ＶＤ５０００４３９９９３、
　　　　　　　ＶＤ５０００４７５７ＶＧ、ＶＤ５０００５９１４ＺＮ、
　　　　　　　ＶＤ５０００６００１ＸＸ(末尾のＸＸは任意の英数字)

　・ACアダプター交換お申し込みフォーム
　　https://wssl.iodata.jp/support/form/et-sh2010/

１）2004年 1月
～2008年4月
２）2002年11月
～2007年3月

2010/06/15
<ＨＰ>

(発熱・変形・やけどの恐れ)
　当製品に付属のＡＣアダプターにお
いて、樹脂ケース部の発熱、変形にい
たる故障が発生。この状態でＡＣアダ
プターに触った場合には、やけどの原
因となる可能性があるので使用を中
止してください。

無償交換（付属ＡＣアダプ
ター）

スクリュードライバー

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：09：30～19：00
　・http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsitem/fixa

ＦＩＸＡ/フィクサ スクリュードライバー３，６ ブラック
2010年5月14日
～2010年5月31
日

2010/06/15
<ＨＰ>

　当製品において、付属のＡＣアダプ
ターが２２０Ｖ仕様のため、電気用品
安全法に適合していないことが判明。

回収（代金返金）

自転車

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

　車種名：26・27インチ　ラグステンレス軽快車/27インチ　ラグステンレスシ
ティ車
　マーク：Compo lote Olnos.
　車体番号（SJ～、K～,TM～,）

2010年2月～
2010年6月

2010/06/17
<ＨＰ>

　当製品において、フレームの一部が
折損する恐れがある事が判明。

回収及び商品交換

サンダル

ミズノ株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－３２０－７９９
　・受付時間：09：30～17：00
　　　　　　　　　(祝日・弊社臨時休業日を除く、月曜日～金曜日）
http://www.mizuno.co.jp/customer/important/2010/06/20104la80la
81.html

レディースウォーキングサンダル：
　　『ＬＡ８０』（品番：５ＫＬ-０８００９，０８０４９，０８０５７）
　　『ＬＡ８１』（品番：５ＫＬ-０８１０２，０８１０９）

2010年4月～
2010/06/22

<ＨＰ>

　当製品において、工業用ホッチキス
の針が混入している可能性のあること
が判明。

回収のうえ、検品

自転車用後席幼児座席
（リヤチャイルドシート）

ブリヂストンサイクル株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－７２－１９１１
　・受付時間：6月28日（月）～7月4日（日）
　　　　　　　　　　9:00～12:00、13:00～17:00（日曜日は除く）
　　　　　　　　 7月5日（月）以降
　　　　　　　　　　9:00～12:00、13:00～17:00
　　　　　　　　　　（土・日・祝日及び弊社指定休日は除く）
　http://www.bscycle.co.jp/company/info20100628.html

　対象商品：ブリヂストンサイクル株式会社が販売した、全ての鉄製の自転
車用後席幼児座席
　　1）Ｎｅｗロイヤルチャイルドシ－ト(2007年11月～）
　　2）ロイヤルチャイルドシ－ト(2002年9月～）
　　3）その他（1987年～）

　1）Ｎｅｗロイヤ
ルチャイルドシ
－ト(2007年11
月～）
　2）ロイヤル
チャイルドシ－ト
(2002年9月～）
　3）その他
（1987年～）

2010/06/28
<ＨＰ>

　当製品の「足乗せ（幼児の足が安定
するように足を置くためのもの）」が破
損し、幼児が怪我をする事故が発生し
たため、幼児座席を、使用するにあ
たっての注意事項を喚起したもの。

●安全な使用方法と併せ、点検ポイ
ントや使用上の注意点などを以下の
ホームページに掲載しています。
http://www.bscycle.co.jp/company/in
fo20100625.html

　注意喚起
　　１）乗降時の足乗せを
ステップ（踏み台）としての
使用及び足乗せの上に立
ちあがりの禁止。
　　２）使用前の後席用幼
児座席およびリヤキャリア
の点検。
　　３）後席用幼児座席の
足乗せ板の組付けの点
検。



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

ソニー株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－５５－５０７８
　・受付時間：9:00～20:00（月～金）/9:00～17:00（土・日・祝日）
　　　　　　　　（年末年始は土日祝日の受付時間になる場合がありま
す。）
　http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2010/06/001/index.html

ＶＡＩＯ パーソナルコンピューター 
　・国内向けモデル 
　　2010年1月発売モデル 
　　Ｆシリーズ：ＶＰＣＦ１１９ＦＪ／ＢＩ、ＶＰＣＦ１１８ＦＪ／Ｗ、ＶＰＣＦ１１７ＦＪ／
Ｗ
    Ｃシリーズ：ＶＰＣＣＷ２９ＦＪ／Ｗ、ＶＰＣＣＷ２８ＦＪ／Ｐ、
                   ＶＰＣＣＷ２８ＦＪ／Ｒ、ＶＰＣＣＷ２８ＦＪ／Ｗ 
　・ＶＡＩＯ オーナーメードモデル 
　　2010年1月発売モデル 
　　Ｆシリーズ：ＶＰＣＦ１１ＡＦＪ、ＶＰＣＦ１１ＡＧJ、ＶＰＣＦ１１ＡＨＪ、
                  ＶＰＣＦ１１ＺＨＪ 
　　　Ｃシリーズ：ＶＰＣＣW２ＡＦＪ、ＶＰＣＣW２ＡＨＪ 
　・Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｍｏｄｅｌｓ（海外仕様製品） 
　　2010年1月発売 
　　　ＶＰＣＣＷ２５ＦＧ／Ｂ、ＶＰＣＣＷ２５ＦＧ／Ｐ、ＶＰＣＣＷ２５ＦＧ／Ｗ 
対象製品の確認方法ページ：
https://support.vaio.sony.co.jp/cgi-bin/notification/mbhi/ja/check.cgi

2010年1月～
2010年5月

2010/06/30
<ＨＰ>

　当製品において、温度管理機能の
制御に不備な部分があり、使用状況
によっては、過剰に発熱する場合があ
り、その場合外装が変形する恐れの
あることが判明いたしました。また、過
剰に発熱した状態のPCに触れた場
合、熱傷を負う可能性があります。

最新ＢＩＯＳへのアップデー
ト（詳細は下記のホーム
ページで確認してくださ
い。）

ベッド

双日九州株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－９３８－５７５
　・受付時間：09:00～17:00（土日・祝除く）
　http://www.sojitz-kyushu.com/1006.pdf

商品名｢ラップ｣
　・シングルベッドフレーム：サイズ Ｗ９７ｃｍ×Ｌ２０４ｃｍ×Ｈ７５ｃｍ
                                                                         <ダークブラウン色>
　・セミダブルベッドフレーム：サイズＷ１２０ｃｍ×Ｌ２０４ｃｍ×Ｈ７５ｃｍ
                                                                         <ダークブラウン色>
　・ダブルベッドフレーム：サイズＷ１４０ｃｍ×Ｌ２０４ｃｍ×Ｈ７５ｃｍ
                                                                          <ダークブラウン色>

2008年1月～
2010年6月

2010/07/01

当製品の一部製品において、部材の
強度にばらつきが有り、過度な荷重が
加わることにより、サイドフレームが折
れ、怪我をする可能性があることが判
明。

無償交換（サイドフレーム・
フットボード）

椅子

國新産業株式会社
　バランス販売課
　・フリーダイヤル：０１２０－０３１－７１５
　・ＦＡＸ：０３－５９７８－２７６１
　・受付時間：09：00～18：00（土・日曜、祝日は除く）
　・http://balans.jp/kokushin.pdf

　バランス ４．２５（ｂａｌａｎｓ．４．２５）
　製造番号：０８１１１７～１００２２８

2008年11月１7
日～2010年2月
28日

2010/07/02
<ＨＰ>

　当製品において、座面とガスシリン
ダー接続部の部品の溶接が外れ、破
損する恐れがあるため。

靴
株式会社オンワード樫山
　・フリーダイヤル：０１２０－５８６－３００
　・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

１）リボンフラットシューズ
　 品番： ＳＥ　ＯＮ　ＢＳ ０２０１ 
　 カラー： ０９０(ゴールド)、０９１(シルバー)、００５(ブラック) 
　 素材： 牛革
２）グログランリボンスェードフラットシューズ
　品番：ＳＥ　ＯＮ　ＢＳ ０２００
　カラー： ０１１(ピンク)、０７４(ブルー)、０２０(オレンジ) 
　素材： 牛革
３)スタッズフラットシューズ
　品番： ＳＥ　ＯＮ　ＢＳ ０２０２ 
　カラー： ０３３(ベージュ)、０８３(ライトパープル) 
　素材： 牛革
４)リボンスェードフラットシューズ
　品番： ＳＥ　ＯＮ　ＢＭ 　０３００ 
　カラー： ０１１(ピンク)、０７５(ネイビー) 
　素材： 牛革

　１）2010年2月2
日～2010年5月
26日　２）2010年
2月13日～2010
年6月1日
　３）2010年2月2
日～2010年6月
1日　　４）2010
年3月9日～
2010年6月1日

2010/07/05
<ＨＰ>

　当製品において、内部（底）のかかと
クッション部分より、使用中に突起物
が現れ、身体を傷つけるおそれがあ
ることが判明。

回収および無償検品（か
かとクッション部分）

サンダル

株式会社エバニュー
　株式会社エバニュー　ＭＢＴ Ｄｉｖ
　・電話番号：０３－３６４９－４７１０
　・受付時間：9：00～17：00(土・日、祝日を除く)
　http://jp.mbt.com/Assets/data-files/Panda_recall.aspx

ＭＢＴサンダル「パンダ」
　・商品名：パンダ６８Ｗ 
　　カラー：アンソラサイト 
　　品番：ＬＷＣ０６８Ｓ 
　・商品名：パンダ６９Ｗ
　　カラー：ブラック
　　品 番：ＬＷＣ０６９Ｓ

2010年3月～
2010年6月

2010/07/08
<ＨＰ>

　当製品において、バックベルトが切
れる可能性があることが判明。

点検・無償修理



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

自転車用後席幼児座席
（リヤチャイルドシート）

ブリヂストンサイクル株式会社
　リヤチャイルドシート無償点検・修理お客様コールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－２２－０３５５
　・受付時間：09:00～17:00
　　　　2010年7月中：月～土曜日（日、祝日を除く。11日(日)は受付）
　　　　2010年8月以降：月～金曜日（土、日、祝日と弊社特定休日を
除く）
　http://www.bscycle.co.jp/company/info20100709_2.html

　1）Ｎｅｗロイヤルチャイルドシ－ト　ＲＣＳＮＲＸ．Ａ
　2）ロイヤルチャイルドシ－トＳＴＤ　ＲＣＳ-ＳＲＴ
　3）ＮＥＷデラックス　チャイルドシート　ＲＣＳ-ＭＨ．Ａ

2007年11月～
2010年6月

2010/07/09
<新聞>

　当製品の「足乗せ（幼児の足が安定
するように足を置くためのもの）」が破
損し、幼児が怪我をする事故が発生。
　誤った取り付け方法によって本体に
十分に固定されていない「足乗せ部」
に、使用中に繰り返される負荷が掛っ
たことが破損の原因と推定されるた
め、誤った方法で取付けが可能な３モ
デルに対して下記の対応を行います。

　(2010年6月28日に行った「注意喚
起」の改訂版→改訂前は下記を参照）
　
http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_in
dex/2010062801.html

無償点検・修理

玩具

日本オート玩具株式会社
　・電話：０３－５７１４－５５１１
　・Ｆ　Ａ　Ｘ：０３－５７１４－５５１２
　・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日は除く）
　http://www.stuffed-toys.jp/rollercoaster/rollercoaster.html

ローラーコースター
2010年5月1日
～2010年5月10
日

2010/07/10
<ＨＰ>

　当製品において、電源スイッチの部
品において接触不良による発熱等が
発生する可能性があることが判明。

無償点検･修理

ベビーバギー（ベビー
カー）

株式会社リッチェル
　お客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－７８－３１９１
　・受付時間：9：00～17：00　（土日・祝祭日を除く）
　http://baby.richell.co.jp/static.html?fi=k_release1007

　・リベラ シエスタ　ブラウン（ＢＲ）: （ＪＡＮコード　４９７３６５５　４０９８１７） 
　・リベラ シエスタ　レッド（Ｒ） 　　: （ＪＡＮコード　４９７３６５５　４０９８３１） 
　・リベラ シエスタ エクラ 　　　　　: （ＪＡＮコード　４９７３６５５　９３６６８９） 
　・マルシェ　ローズピンク（Ｐ） 　　:（ＪＡＮコード　４９７３６５５　４０４１１９） 
　・マルシェ　ブルーシエル（Ｂ）　　: （ＪＡＮコード　４９７３６５５　４０４１２６）

2009年10月～
2010年6月

2010/07/12<ＨＰ>

　当製品において、走行中に折りたた
み防止ロック（以下「フレームロック」と
いう）が解除され、バギーが折りたた
まれることにより怪我を負うおそれの
あることが判明。

無償交換

観賞魚用サーモスタット
付ヒーター

ジェックス株式会社
　オートヒーター無償交換受付センター
　・フリーダイヤル：０１２０－７４６－００４
　・受付時間：2010年7月12日（月）～8月31日（火）
　　　　　　　　　　9：00～19：00まで(無休)
　　　　　　　　 2010年9月1日（水）以降
　　　　　　　　　　10：00～16：00まで(祝日を除く月曜日～金曜日)

　１）ＧＥＸ コンパクトスリムオートヒーター(ＣＯＭＰＡＣＴ　ＳＬＩＭ　ＡＵＴＯ　Ｈ
ＥＡＴＥＲ)
　２）ＧＥＸ ＩＣオートヒーター トラスティ(ＩＣ ＡＵＴＯ　ＨＥＡＴＥＲ　ＴＲＵＳＴＹ)

　１）2004年9月
～2007年10月
　２）2007年8月
～2010年3月

2010/07/12<ＨＰ>

　当製品において、温度コントロール
部本体からの発煙・発火事故に至る
可能性がある事が判明。
　当製品を所持している方は直ちに使
用を中止して、下記の問合せ先に連
絡してください。

無償交換（安全装置付き
製品）



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

電子ジャー付ガス炊飯
器　

リンナイ株式会社

　リンナイ株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－４７８－１１１
　・受付時間：7月30日まで　 9：00～21：00（土・日・祝日含む）
　　　　　　　　 7月31日以降は9：00～17：00（日・祝日を除く）
　http://www.rinnai.co.jp/releases/2010/0713/index.html

　東邦ガス株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－４７８－１１１
　・受付時間：7月30日まで　9：00～21：00
 　　　　　　　　７月31日以降は9：00～17：00（日・祝日を除く）
　http://www.tohogas.co.jp/press/808.html

　大阪ガス株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－７６４－７６８
　・受付時間：9：00～19：00（平日・土曜日）
　　　　　　　　 9：00～17：00（日・祝日）
http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2010/1190159_2408.h
tml

　東京ガス株式会社
  ・フリーダイヤル：０１２０－４７１－６９９
　・受付時間：8月1日（日）までは9：00～21：00（土・日・祝日含む）
　　　　　　　　 8月2日（月）からは9：00～17：00（土・日・祝日除く）
　　http://www.tokyo－gas.co.jp/important/20100709－01.html

『α かまど炊き』
　ブランド：リンナイ 
　　型式：ＲＲ－０５ＭＲＴ/０７ＭＲＴ/１０ＭＲＴ
　　　　　　ＲＲ－０５ＭＲＴ(Ａ)/０７ＭＲＴ(Ａ)/１０ＭＲＴ(Ａ) 
　　　　　　ＲＲ－Ｓ１０ＭＲＴ/ＲＲ－Ｓ１０ＭＫＴ 
　ブランド：大阪ガス 
　　型式：１１１－５０１０Ａ/５０１４Ａ/５０２０Ａ 
　　　　　　１１１－Ｒ５２０/Ｒ５２１/Ｒ５２２ 
　　　　　　１１１－Ｒ５２０Ａ/Ｒ５２１Ａ/Ｒ５２２Ａ 
　ブランド：東京ガス 
　　型式：ＲＮ－４１０ＴＡ－ＭＣＫ/ＲＮ－４１４ＴＡ－ＭＣＫ/ＲＮ－４２０ＴＡ－Ｍ
ＣＫ 
　ブランド：東邦ガス 
　　型式：ＲＡＪ－５ＭＴＫ/７ＭＴＫ/１０ＭＴＫ

製造期間：2005
年8月1日～
2009年9月上旬

2010/7/13
<新聞>

　当製品において、ガス接続口にアル
カリ性洗剤等の侵入による腐食が生
じさせた亀裂による、微量のガス漏れ
が原因で製品の一部が焼損する事故
が発生。
　
※ガスの臭いがしたり、ガス接続口が
腐食していたり、ガス接続部が容易に
回転しない場合は、直ちに使用を中
止しガスの元栓を閉めて、下記の問
い合わせ先に報告してください。

訪問点検ならび無償交換
（部品）

サンダル

株式会社 卑弥呼
　・フリーダイヤル：０１２０－０３３－７９２
　・受付時間：09：00～17：00（土曜・日曜・祝祭日を除く）
　http://www.himiko.co.jp/attention1078.html

　ブランド名 ： 卑弥呼
　・対象型番：３７２６２　　カラ ー ： クロ、オーク、ブルー
　・対象型番：３７２６３　　カラ ー ： ブラウン

2010年5月20日
～2010年7月5
日

2010/07/13
<新聞>

　当製品において、尾錠割れの可能
性があることが判明。

尾錠無料交換または返金

電動ドリルドライバー

ポップリベット・ファスナー株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－５７７－１９４
　・受付時間：09：00～17：00（祝・祭日は除く）
　http://www.blackanddecker-japan.com

ブラック＆デッカー社製電動ドリル・ドライバー
　　・イージードリルドライバー：ＫＲ１００
　　・無段変速イージードリルドライバー：ＫＲ１００ＲＥ／ＫＲ１００ＲＥＫ
　　・スマートドリルドライバー：ＫＲ１１１ＲＥ
　　・クイックコネクトドリルドライバー：ＫＲ１５０ＢＡ
　　・ソフトインパクト：ＫＲＸ１
　　・ドリルドライバー：ＢＭＲ１００

2007年11月～
2010年6月

2010/07/13
<新聞>

　当製品において、電源から電源コネ
クタを抜いて一秒後の残留電圧が基
準値を上回る可能性があることが判
明。

無償点検・修理

フロントフォーク(自転車
用)

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

　ＦＥＬＴ 社製（2009年モデル）
　１）２００９ＭＹ Ｂ１６装着のフェルトＳ３．２（又は３．３）エアロフロントフォー
ク
　２）２００９ＭＹ Ｓ３２装着のフェルトＳ３．２（又は３．３）エアロフロントフォー
ク

　1)　2009年4月
～2009年10月
　２） 2009年4月
～2009年12月

2010/07/14
<ＨＰ>

　当製品において、エアロフォークの
ステアチューブが割れたり、折れたり
する可能性があることが判明。

無償交換（代替品）

バッグ

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：10：00～19：00（日曜定休：携帯電話可)
　・http://www.adametrope.com/important/group/star_mela.php

ＳＴＡＲ ＭＥＬＡ刺繍バッグ
　商品番号： ＥＵＸ-１０３２/カラー：ブラック、ベージュ

2010年5月28日
～2010年6月24
日

2010/07/21
<ＨＰ>

　当製品において、刺繍部分に折れ
針が混入している可能性があることが
判明。

回収および検品（検針）
（希望者には返金に応じま
す



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

椅子

株式会社ニトリ
　お客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－２０９－９９３
　・受付時間：10：00～18：00（土・日・祝日含む）
　http://www.nitori.co.jp/

　木製回転イス： 
　　・リック４　ＬＢＲ
　　・リック４　ＭＢＲ

2004年9月16日
～2006年9月30
日

2010/07/24
<ＨＰ>

　当製品において、腰を掛けた際に、
脚の接合部が外れ、座面ごと落下し
腰を打ちつけるという事故が発生。

点検及び修理（金属による
補強）

ブラウン管カラーテレビ

ソニー株式会社
　ソニーテレビ受付センター
　・フリーダイヤル：０１２０－２５６－６５４
　（ＰＨＳ・携帯電話からもご利用可）
　・受付時間：9:00～18:00(月～金曜日) /9:00～17:00(土・日・祝日) 
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100610/index.h
tml#model

　今回追加分：CKV-208F,CKV-208V,CKV-2100,CKV-2900,CＰＤ-14CD1,C
ＰＶ-14CD2,KV-14MD1
　その他の対象製品の型式は下記の「対象型式」を参照してください。

生産期間：　～
1990年

2010/07/27
<新聞>

　当製品において、長期の使用により
内部部品が劣化し、過剰発熱にい
たった場合、内部部品が発火し、テレ
ビ本体の焼損及び拡大損害につなが
る可能性がある事が判明。当製品を
所有している方は、事故発生予防の
ため、電源プラグをコンセントから抜
き、使用を中止してください。
　（2010年6月10日に行った「注意喚
起」の追加情報）

注意喚起(使用中止のお
願い)

蓄熱式電気暖房器

北海道電機株式会社

　北海道電機株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－４９４－１１５
                       （北陸地区、中部地区、東海地区）
　　　　　　　　　　　：０１２０－８８１－９３５
                        （上記および東北地区を除く他の地区）
　　（携帯電話可）
　・受付時間：09：00～18：00（土・日・祝祭日は除く）
　http://www.hokkaido-denki.co.jp/index_kinkoku.html

　北日本電線株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－０５７－２４８
　・受付時間：09：00～18：00（土・日・祝祭日は除く）
　http://www.kitaniti-td.co.jp/kinkoku/01/index.html#100730

●北海道電機株式会社：暖吉くん　ＭＥシリーズ 
　・型番:ＭＥ－４０００ 
   　 製造番号＊=Ｍ４０Ａ０２１１８～Ｍ４０Ａ０２３０１
　　　　　　　　　　　 ＭＥ４Ａ００００１～ＭＥ４Ａ００５４２　
    　製造番号=ＭＥ４Ａ００５４３～ＭＥ４Ａ０２７７６ 
　・型番:ＭＥ－５０００ 
   　製造番号＊=Ｍ５０Ａ０２１１６～Ｍ５０Ａ０２２７９
                     ＭＥ５Ａ００００１～ＭＥ５Ａ０１２６７ 
   　製造番号=ＭＥ５Ａ０１２６８～ＭＥ５Ａ０３４３７ 
　・型番:ＭＥ－７０００ 
　　製造番号＊= Ｍ７０Ａ０２７０２～Ｍ７０Ａ０２９０８
                     ＭＥ７Ａ００００１～ＭＥ７Ａ００９０２ 
　　製造番号=ＭＥ７Ａ００９０３～ＭＥ７Ａ０５２８０ 
●北日本電線株式会社：蓄暖王　ＨＨＫⅢシリーズ（ＯＥＭ） 
　・型番:ＨＨＫⅢ-４０００ 　
　　製造番号＊=ＨⅢ４Ａ００００１ ～ＨⅢ４Ａ００５９５ 
　　製造番号=ＨⅢ４Ａ００５９６ ～ＨⅢ４Ａ０２３１５ 
　・型番:ＨＨＫⅢ-５０００
　　製造番号＊= ＨⅢ５Ａ００００１ ～ＨⅢ５Ａ０１３１１ 
　　製造番号=ＨⅢ５Ａ０１３１２ ～ＨⅢ５Ａ０２８７８
　・型番:ＨＨＫⅢ-７０００ 
　　製造番号＊= ＨⅢ７Ａ００００１ ～ＨⅢ７Ａ００６０８ 
　　製造番号=ＨⅢ７Ａ００６０９ ～ＨⅢ７Ａ０

＊2008年8月から無償点検・改修を実施しましたが、故障に至る可能性が
残っており、再度該当部品を点検・改修します。

製造期間：2006
年6月～2008年
12月

2010/07/30
<ＨＰ>

　当製品において、暖房器内部の電
源端子が過熱し、発煙や異臭が発生
する可能性があることが判明。

無償点検・改修

バック

株式会社バロックジャパンリミテッド
　コールセンター
　・電話：０３－６７３０－９１９１
　・受付時間：10：00～18：00（平日）
　・http://www.baroque-japan.jp/popup/sly_note1.html

　・ブランド　：　SLY
　・商品名　：　SLYカラーかごBAG
　・品番 　　：　０３０３S７５５－０６１０
　・色　　　　：　BLK,PUR

2010年3月27日
～2010年7月20
日

2010/07/30
<ＨＰ>

　当製品において、折れ針が混入して
いる商品が一点判明。

回収及び返金

カットソー

双日インフィニティ株式会社
　お客様窓口
　・電話：０３－３６６０－１９００
　・受付時間：09：30～18：00（土・日・祝祭日は除く）
　・http://www.sojitz-infinity.com/corporate/info/2010_08/index.html

　ブランド「BROLLY（ブローリー）」
　カットソー：ツインセット
　品　番：WB81-0571

2010年2月～
2010年6月

2010/08/03
<ＨＰ>

　当製品の一部に、金属片（針）が混
入している可能性があることが判明。

回収および検品（検針）
（希望者には返金に応じま
す）



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

ベビーベッド

株式会社　西松屋チェーン
　お客様相談課 商品回収係
　・フリーダイヤル：０１２０－７－２４０２８
　・受付時間：10：00～18：00（祝・祭日は除く）
　http://www.24028.jp/news_release/system/pdf/00000374.pdf

ベビーベッド「インリッチ」
2009年8月～
2010年7月

2010/08/05<新聞
>

　当製品において、フレームの格子部
が外れ、床板が脱落する事故が発
生。

代替品交換または、代金
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
　・受付時間：午前１０時～午後６時（土・日・祝日を除く）
　http://www.sanei.net/recall/100806bb.php

　ブランド名：「Ｂａｒｂｉｅ　（バービー）」
　商 品 名：ｅｔｈｎｉｃサンダル 
　品 番：３６１－１８５５２９ 
　カ ラ ー： ベージュ（０４０）、ブラウン（０５０）

2010年4月29日
～2010年8月2
日

2010/08/06
　当製品において、ソールの製造不良
により、歩行中にストラップが外れ、転
倒するおそれがあることが判明。

回収のうえ返金

携帯音楽プレイヤー

アップルジャパン株式会社
　アップルサポート
　・フリーダイヤル：０１２０－２７７５３－５（テクニカルサポート）
　・受付時間：09：00～19：00（平日）
　　　　　　　　 09：00～17：00（土・日・祝日）
  URL：http://www.apple.com/jp/support/contact/

ｉPｏｄ ｎａｎｏ（初期発売分）
2005年9月～
2006年12月

2010/08/10
<ＨＰ>

　当製品において、バッテリーが過熱
を起こし、使用できなくなったり変形す
る事象が発生。
　＊万一バッテリー過熱の兆候 (変色
や変形など) が見られたらすぐに使用
を中止し、アップルサポートまで至急
連絡してください。

注意喚起

レギンス

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：10：00～18：00（土・日・祝日を除く）
　http://www.sanei.net/recall/100810apd.php

ブランド「＆ ｂｙ Ｐ＆Ｄ（アンドバイピーアンドディー）」
商 品 名：カットデニムレギンス 
品 　　番： （１）４４２－１６０２７６、（２）４４２－１６０２７９

2008年1月21日
～2009年1月末

2010/08/10
<ＨＰ>

　当製品において、レギンスに折れ針
が混入している可能性がある。

回収（無償検品）

ＩＣレコーダー

サン電子株式会社
　トークマスター電池交換受付
　・フリーダイヤル：０１２０－８６－３８１２
　・受付時間：09：00～21：00（土・日・祝祭日も承ります）
　http://talkmaster.jp/

　トークマスターⅡ
　型番：ＲＩＲ-５００Ｓ/ＲＩＲ-５００ＳＲ/ＲＩＲ-５００ＳＷ/ＲＩＲ-５００Ｈ/
　　　 　 ＲＩＲ-５００ＨＷ/ＲＩＲ-５００ＧＷ/ＲＩＲ-５００ＧＢ/ＲＩＲ-５００ＧＲ

2005年4月～
2010/08/16

<ＨＰ>

　当製品おいて、内蔵リチウムイオン
電池が異常に過熱し焼損する事故が
発生。

回収及び電池の無償交換

室内用遊具

株式会社アガツマ
　お客様相談室
　・電話番号：０４－７１２６－６６１１
　・受付時間：09：00～12:00／13:00～16：00（月曜日～金曜日）
　http://www.agatsuma.co.jp/

　１）アンパンマンブランコパークDX（ ＪＡＮ　４９７１４０４－２９４８８２）
　２）アンパンマンのブランコ　　　 　（ ＪＡＮ ４９７１４０４－ ２９０９８３）
　３）アンパンマンにこにこブランコ　（ ＪＡＮ ４９７１４０４－ ２９２８５７）
　４）アンパンマンにこにこブランコたのしい音付き(ＪＡＮ　４９７１４０４－２９７
１９７)

　１）2002年10月
～2008年6月
　２）1993年8月
～2001年9月 
　３）2000年9月
～2004年5月
　４）2004年2月
～2009年12月

2010/08/19
<新聞>

　当製品を使用中に幼児が落下し、構
成部品（回転止めピン）が刺さり、負傷
するという事故が発生。

無償交換（「ネジ止め仕様
済み「回転止めピン」「支
柱板」）

ワイヤレスレーザーマウ
ス

ソフトバンクBB株式会社
　ソフトバンクセレクション ワイヤレスマウス交換窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－４８８－８４８
　　（通話料無料 携帯・PHSからも利用可）
　・受付時間：9:00～19:00（月～日曜日、祝日）
http://www.softbankbb.co.jp/ja/news/press/2010/20100824_01/ind
ex.html

ＳｏｆｔＢａｎｋ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ（ソフトバンクセレクション）ブランド
　ワイヤレスレーザーマウスＭＯ０３　「ＳＢ－ＭＯ０３-ＷＬＬＳ」
　型番：ＳＢ－ＭＯ０３-ＷＬＬＳ/ＢＫ、ＳＢ－ＭＯ０３-ＷＬＬＳ/ＳＶ、
　　　　　ＳＢ－ＭＯ０３-ＷＬＬＳ/ＷＨ

2010年3月12日
～

2010/08/24
<ＨＰ>

　当製品において、電源が入らなくな
る場合や、まれに本体や電池が発熱
する事象が発生する可能性がある。
＊当該製品の使用を中止するととも
に、電池カバーを外したり、内部の電
池に触れないようしてください。

無償交換（改善品）

産前産後用ブラジャー

株式会社　ルシアン（製造） 株式会社赤ちゃん本舗（販売）

　・フリーダイヤル：０１２０－７００－７９２
　・受付時間：09：30～17：30（土・日・祝日は除く）
　http://www.lecien.co.jp/news/20100811.html

「ｍａｍａｌａｂｏ すっきりブラ」品番 ８９１００２ 
サイズ (カップ) Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ　(アンダー) ７０・７５・８０ 
カラー ブラウン・ブラック 
製造ロット番号 ＢＨＡ０１５－０８７, ＢＨＡ０２２-０８７

2009年12月29
日～2010年8月
2日

2010/08/25
<ＨＰ>

　当製品において、ワイヤー部（脇部
分）の縫製強度が不足により、まれに
ワイヤーが外にとびだす可能性があ
る。

無償交換



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　西松屋チェーン
　お客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－７－２４０２８
　・受付時間：10：00～18：00（月～金曜日）
　http://www.24028.jp/news_release/system/pdf/00000384.pdf

・シティスポーツＥＤＴ　ミッキーマウス 　：　商品番号　６Ｎ９１ＭＫＭ３Ｊ
・シティスポーツＥＤＴ　ブロサッム 　　 　：　商品番号　６Ｎ９０ＧＯＰ３Ｊ
・シティスポーツＥＤＴ　メトロポリタン　 　：　 商品番号　６４６８ＭＴＲ３Ｊ

2010年4月5日
～

2010/08/26
<ＨＰ>

　当製品において、幼児が座席に座っ
ている時、折りたたみストッパーの先
端部で右太腿に擦り傷を負うという事
故が発生。

＊傷を負わせる恐れのある該当箇所
を覆うカバー（安全カバー）を現在生
産しており、使用者の元に発送するま
でに約1ヶ月程度を要する見込みで
す。

無償配布（安全カバー）

ブーツ

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：10：00～18：00（土・日・祝日を除く）
　http://www.sanei.net/recall/100830bbk.php

ブランド「Ｂａｒｂｉｅ Ｋｉｄｓ」
商品名：女児用レースアップムートンブーツ 
品　番 ：４５１-２８０３１０ 
カラー： ブラック（０１０）/ ベージュ（０４０）/ ピンク（０９０）

2010年8月11日
～2010年8月17
日

2010/08/30
<ＨＰ>

　当製品において、製造工程で使用し
た釘を抜き忘れた商品が混在してい
ることが判明。

　*着用の際、この釘が足に刺さる危
険性ある為に、直ちにご使用を中止し
てください。

回収（無償検品）

石油ストーブ

株式会社　千石(輸入元)／
株式会社　グリーンウッド（販売元）／
日本エー・アイ・シー株式会社（販売元）
　お客様相談窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－１５－１０５９
　・受付時間：09：00～19：00（土・日・祝日を除く）
　株式会社　千石
　　http://www.sengokujp.co.jp/
　株式会社　グリーンウッド
　　http://www.gwgw.co.jp/
　日本エー・アイ・シー株式会社
　　http://www.aladdin-aic.com/mt_download_data/ADHP0831.pdf

　株式会社　グリーンウッド
　　・グリーンウッド
　　　ＧＫＰ－Ｓ２４１Ｎ、ＧＫＰ－Ｍ２４０１Ｎ、ＧＫＰ－Ｗ３０１Ｎ

　日本エー・アイ・シー株式会社
　　・アラジン
　　ＡＫＰ－Ｕ２８Ａ、ＡＫＰ－Ｓ２８０、ＡＫＰ－Ｓ３００

2009年9月～
2010年3月

2010/09/01<新聞>

　当製品において、口金キャップを正
しく確実にしめないと、口金キャップが
外れて、油が漏れるおそれがある。
　＊交換までの間、取扱説明書、注意
ラベルに従って、正しく確実に閉めて
使用してください。

償交換（カートリッジタン
ク）

除雪機

ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
　ヤマハ発動機株式会社　お客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－０９０－８１９
　・受付時間：09：00～12：00、13：00～17：00
　(祝日等、弊社所定の休日を除く)
　http://www.ympc.co.jp/news/100901.html

　機種名称 　：製造番号 
　ＹＳ８７０ＪＴ　：７ＶＹ－３１００１０１～３１００５００ 
　ＹＳ１０７０ＪＴ：７ＸＥ－４１００１０１～４１００５８０

製造期間：2009
年9月～2009年
10月

2010/09/01
<ＨＰ>

　当製品において、走行クラッチレ
バーが戻らなくなり、走行が停止しな
いことが判明。

無償修理

レーザーポインター

白塚山　賢一
　・電話番号：０９０－３３０４－４３２７
　・受付時間：11：00～15：00（土日祝日除く）
　・shiratsu@nifty.com
　http://1st.geocities.jp/kenshiratsu/LED1.html

ＬＥＤライト＆レーザーポインターフレキシブル
2009年10月～
2010年2月

2010年9月1日
<ＨＰ>

　当製品が特定製品の技術基準に適
合しない製品であったため。

製品回収および代金返金

蚊やり器
株式会社ヤマキイカイ
　・電話：０５６９－３５－３５１１
　http://www.yamakiikai.co.jp

ガラス水玉蚊やり器ブルー
2010年5月20日
～2010年7月2
日

2010年9月1日
<ＨＰ>

　当製品が使用中に破損し、床が焦
げる事故が発生。

回収(返金)



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

エレクトーン

ヤマハ株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－１２６－８０８
　・受付時間：2010年9月12日まで
　　　　　　　　　　月曜～金曜 10:00～18:00、土・日曜10:00～17:00
　　　　　　　 　2010年9月13日以降*
　　　　　　　　　　月曜～金曜 10:00～18:00、土曜 10:00～17:00
　　　　　　　　 *祝日および弊社指定休日を除く
　http://www.yamaha.co.jp/service/2010/10090101.html

　ヤマハエレクトーン
　　　１）ＥＬ－９０　２）ＥＬ－９０Ｉ（アイボリー）　３）ＥＬ－７０

製造期間：1991
年～1997年

2010年9月2日
<新聞>

　当製品において、電源部に使われて
いるコンデンサの液漏れにより、発煙
に至る事故が発生。

無償点検及び部品交換

玩具

株式会社タカラトミー
　お客様相談室
　・電　　　話：東京相談室：０３－５６５０－１０３１
　　　　　　　　 大阪相談室：０６－６３９５－１０３１
　・受付時間：10：00～17：00（祝祭日を除く　月～金曜日）
　http://www.takaratomy.co.jp/

マジカルポップコーン
2010年8月5日
～

2010年9月3日
<ＨＰ>

　当製品を過剰に加熱すると、発火、
発煙、やけどの恐れがあります。

注意喚起

バッグ

株式会社バロックジャパンリミテッド
　コールセンター
　・電　　　話：０３－６７３０－９１９１
　・受付時間：10：00～18：00（平日）
　http://www.baroque-japan.jp/popup/moussy_note6.html

ブランド名：ｍｏｕｓｓｙ
　1)商品名：リアルファー２ＷＡＹ　ＢＡＧ
　　品番：０１０３ＡＡ５５－６２７０
　　色/サイズ：全色/全サイズ　
　2)商品名：リアルファー巾着ポシェット
　　品番：０１０３ＡＡ５５－６２６０
　　色/サイズ：全色/全サイズ
*使用者の安全性を考慮して、同製造業者が同時期に製造した商品も対象
になります。

　1)2010年8月4
日～2010年8月
20日
　2)2010年8月4
日～2010年8月
24日

2010年9月4日
<ＨＰ>

　当製品において、折れ針が混入して
いることが判明。

回収及び返金

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：09：00～17：00（平日のみ）
　http://www.world.co.jp/news/precious/2010/0909.html

商品名：ＬＡＴＩＴＵＤＥ ＦＥＭＭＥ
品番：３９９－２４０１７
色番：０１９（ブラック）

2010年3月7日
～2010年6月21
日

2010年9月9日
<ＨＰ>

　当製品において、着用条件により不
具合(ヒールが取れる)が発生する可
能性がある。

回収（返金）

婦人用サンダル

神戸レザークロス株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－３４７－６３６
　・受付時間：10：00～17：30（月曜～金曜、土日祝日除く）
　http://www.kobe-leather.co.jp/news/detail/100913.html

ブランド名：エスペランサ
１)品番： ０４７-２３９-９５０１ 
　 カラー： ２１（ブラック）２６（キャメル）９６（ブルー）
２)品番： ０４７-２３９-９５０３ 
　 カラー： ブラック（２１）キャメル（２６）ピンク（２５）ブラウン（２７）ベージュ（３
２）
　　　　　　 グリーン（３４）
３)品番： ０４４-２３９-９５０４ 
　 カラー： ブラック（２１）ホワイト（２３）キャメル（２６）ダークブラウン（２８） 
４)品番： ０４４-２３９-９５０５ 
　 カラー： ブラック（２１）キャメル（２６）ダークブラウン（２８）アイボリー（３０） 
５)品番： ０６５-２３９-９５０７ 
　 カラー： ピンク（２５）キャメル（２６）ダークブラウン（２８）ベージュ（５２） 
６)品番： ０６５-２３９-９５０８ 
　 カラー： ブラック（２１）ダークブラウン（２８）ベージュ（３２）カーキ（３５）

　１）2010年2月
25日～20108月
27日/２）2010年
2月17日～2010
年8月27日
　３）2010年4月
24日～20108月
27日/４）2010年
2月25日～2010
年8月27日
　５）2010年2月
25日～20108月
27日/６）2010年
6月16日～2010
年8月27日

2010年9月13日
<ＨＰ>

　当製品の一部に、ソールの製造不
良により、着用中に靴底が破損するこ
とが判明。

回収（返金）



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
リーパック

エプソンダイレクト株式会社
　バッテリー特別対応窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－９５２－４５５（携帯電話可）
　・受付時間：09：00～18：00（月～日曜日、祝日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※弊社指定休日は除く。 
　・Ｆ　Ａ　Ｘ：０１２０-９９８-７１９　
　http://shop.epson.jp/2010njb/

機種名: Ｅｎｄｅａｖｏｒ　ＮＪ３１００
・ＮＪ３１００/ＮＪ３１００Ｅ 用標準バッテリーＢＴ３２０３－Ｂ(オプション品)
・交換対象となるバッテリーパックの製造ロット番号:８４７,８５１,９０２,９０３
・出荷段階で交換対象のバッテリーパックが添付された可能性のあるパソコ
ン本体の製造番号※ 
　７１４００１５８６～７１４００５１１０/７１４００５３８４,７１４００５７５１
　７１４００５９３６～７１４００６０２６/７１４００７２０１,７１４０１０１３８

　※複数台の所有者は、設置時などにバッテリーパックが入れ替わっている
可能性があるため、バッテリーパックの製造ロット番号で確認してください。

2008年10月～
2010年7月

2010年9月14日
<新聞>

　当製品において、発火の可能性が
あることが判明。

　*交換が完了するまでの間、バッテ
リーパックをはずし、ACアダプターを
接続した状態で使用してください。

無償交換（バッテリーパッ
クのみ）

冷凍冷蔵庫

ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－００４－０２７
　・受付時間：9:00～18:00(土・日祝日除く)
　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）

2010年9月14日
<新聞>

　当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。
*2008年12月17日に新聞紙上にて
行った社告の再社告

無償部品交換

ブーツ

株式会社　千趣会
　ベルメゾンコールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－０３－１０００
　・携帯電話から：０５７０－０８－１０００　（通話料は利用者負担）
　・受付時間：09：00～21：00

くしゅくしゅショートブーツ：
　対象注文番号１２６-８４７２０～８４７８５　５９７-３７２６０～３７３２５

2010年7月23日
～2010年8月25
日

2010年9月14日
<ＨＰ>

　当製品において、仮止め用のタック
ス（釘）が残留している可能性ある。

注意喚起（全ての購入者
にお知らせ状を郵送）

ショートブーツ

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：10：00～18：00（土・日・祝日を除く）
　http://www.sanei.net/recall/100915vy.php

ブ　ラ　ン　ド：「ＶＩＶＡＹＯＵ」
商 　品　名　： ２ＷＡＹボア付レースアップサボ 
品 　　　　番　： ０１１-２８５７０４ 
カラー：ブラック（０１０）/キャメル（０４０）/ブラウン（０５０）

2010年8月21日
～2010年9月13
日

2010年9月15日
<ＨＰ>

　当製品の一部において、スタッズ釘
の先端がシューズ内に飛び出してい
る為に、着用の際、この釘が足に刺さ
る危険あることが判明。

回収（返金）

運動器具

株式会社　オークローンマーケティング
　エクサボディ　カスタマーサービスセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－０７０－９６８
　・受付時間：09：00～21：00
　・http://www.oaklawn.co.jp/lgmc/lgmc_oshirase.pdf

レッグマジック　サークル 2010年5月～
2010年9月17日

<ＨＰ>

　当製品のハンドルを正しく取り付け
ていない場合、使用中にバランスを崩
した時、ハンドルが回転し転倒などに
より、けがをするおそれがある。

　注意喚起（取扱説明書に
従って正しく組み立ててく
ださい。）



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

携帯発電機

富士重工業株式会社

　・フリーダイヤル：富士重工業(株)  ：０１２０－７８８－９９７
　　　　　　　　　　　　エクセン(株)　　  ：０１２０－３３７－６７２
　　　　　　　　　　　　デンヨー(株)　 　 ：０１２０－５６５－９７７
　　　　　　　　　　　　(株)マキタ　　　   ：０１２０－３８５－５３１
　　　　　　　　　　　　(株)やまびこ<旧･新ダイワ工業(株)>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ：０１２０－２２９－４９９
　　　　　　　　　　　　ヤンマー建機(株)：０１２０－６９６－９１３
　・F　A　X　　　　　：富士重工業㈱    ：０４８－５９３－７９６５　
　・受付時間：9:00～17:00 （土･日･祝日･会社所定休日を除く）
　・http://www.fhi.co.jp/recall/data/10-09-21.html

●インバーター仕様
販売元: 富士重工業(株) 
　モデル名: SGi14  
　製品番号:RAS17031000/RAS17031001
販売元: デンヨー(株) 
　モデル名:GE-1400SS-IV 
　製品番号:RAS17031020 /RAS17031021 
販売元:  (株)マキタ
　モデル名: G140IS
　製品番号: RAS17031200 / RAS17031201 
販売元: (株)やまびこ<旧･新ダイワ工業(株)> 
　モデル名: iEG1400M-R
　製品番号: RAS17031010/RAS17031011
販売元:ヤンマー建機(株)
　モデル名: GF1400iS 
　製品番号:RAS17031030 
　　対象号機範囲（下7桁）
　　　#3000003～3000688/#3010003～3021505
　　　#6000001～6017296/#8000001～8004382

※対象号機範囲には対象とならない号機も含まれておりますので、詳しくは
問い合わせ先へお問い合わせください。

製造期間：2003
年9月～2009年
2月

2010年9月21日
<ＨＰ>

　当製品において、燃料タンク出口
ニップル部の劣化による亀裂や折損
が生じ燃料漏れが発生。

無償交換（対策済み燃料
タンク）

携帯発電機

富士重工業株式会社

　・フリーダイヤル：富士重工業(株)  ：０１２０－７８８－９９７
　　　　　　　　　　　　エクセン(株)　　  ：０１２０－３３７－６７２
　　　　　　　　　　　　デンヨー(株)　 　 ：０１２０－５６５－９７７
　　　　　　　　　　　　(株)マキタ　　　   ：０１２０－３８５－５３１
　　　　　　　　　　　　(株)やまびこ<旧･新ダイワ工業(株)>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ：０１２０－２２９－４９９
　　　　　　　　　　　　ヤンマー建機(株)：０１２０－６９６－９１３
　・F　A　X　　　　　：富士重工業㈱    ：０４８－５９３－７９６５　
　・受付時間：9:00～17:00 （土･日･祝日･会社所定休日を除く）
　・http://www.fhi.co.jp/recall/data/10-09-21.html

●AVR仕様
販売元:富士重工業(株)
　モデル名:  SG9 
　製品番号:RGS17031000 /RGS17031001
販売元:ヤンマー建機(株) 
　モデル名: GF900S 
　製品番号:RGS17031010 
　　対象号機範囲（下7桁）
　　　#4000001～4000376/#4010001～4015102
　　　#7000001～7002206/#9000001～9000487
販売元:エクセン(株) 
　モデル名: HAG112MFR 
　製品番号:EH092DN831M /EH092DN8310 /EH092DN8311/RGS17009010

　　対象号機範囲（下7桁）
　　　#2013110～2013114/#5003844～5014751
　　　#5031694～5067939/#9000360～9000389 

※対象号機範囲には対象とならない号機も含まれておりますので、詳しくは
問い合わせ先へお問い合わせください。

製造期間：2003
年9月～2009年
2月

2010年9月21日
<ＨＰ>

　当製品において、燃料タンク出口
ニップル部の劣化による亀裂や折損
が生じ燃料漏れが発生。

無償交換（対策済み燃料
タンク）



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

鉄製自転車用後席幼児
座席(リヤチャイルドシー
ト)

ブリヂストンサイクル株式会社

　ブリヂストンサイクルリヤチャイルドシート
　・フリーダイヤル：０１２０－２２－０３５５
　・受付時間：09：00～19：00
　　　　　　　　2010年9月30日まで：毎日（土日・祝日を含む）
　　　　　　　　2010年10月01日以降：月～金曜日（祝日と弊社特定休
日を除く）
　http://www.bscycle.co.jp/childseat/index.html

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

　1)2007年11月
～2010年05月
2)2008年05月～
2010年06月　
　3)2008年03月
～2010年06月
4)2009年06月～
2010年09月 
　5)2002年09月
～2008年09月
6)2007年01月～
2009年09月
　7)2000年02月
～2009年11月
8)2000年02月～
2008年03月　
　9)2000年03月
～2009年08月
10)1995年04月
～2006年04月
11)2003年04月
～2007年10月
12)2009年07月
～2010年09月

2010年9月21日
　当製品において、「足乗せ部」が破
損し、幼児が怪我をする事故が発生。

　回収及び無償交換（樹脂
製リヤチャイルドシート）

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：09：00～17：00（平日のみ）
　http://www.world.co.jp/news/precious/2010/0909.html

商品名：ＬＡＴＩＴＵＤＥ ＦＥＭＭＥ
品番：３９９－２４０１８
色番：０１９（ブラック）

2010年3月3日
～2010年7月14
日

2010年9月22日
<ＨＰ>

　当製品において、着用条件により不
具合(ヒールが取れる)が発生する可
能性がある。

回収（返金）

ベビーベッド

株式会社　西松屋チェーン
　お客様相談課　ベッド・ベビーカー係
　・フリーダイヤル：０１２０－７－２４０２８
　・受付時間：10：00～18：00（(土・日曜日を除く）
　㈱加名市
　・電　　　話：０５２－２３１－３３８１

ベビーベッド（品名ベーシック）
2009年09月～
2010年07月

2010年9月24日
<ＨＰ>

　当製品において、接着不良によりフ
レームの格子部が外れ、床板の一方
が脱落する事故が発生。
　当製品の使用をただちに中止し、下
記の連絡先か、最寄りの店舗に連絡
してください。

無償送付（部品）

ムートンブーツ

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：09：00～17：00（平日のみ）
　http://www.world.co.jp/news/precious/2010/1004.html

1)ブランド：ＨＵＳＨＵＳＨ／ハッシュアッシュ 
　 　商品名：ムートンブーツ（キッズ用）
　　 品番：５１３－９５４１２
　 　色番：０１９（ブラック）、０４１（キャメル）、０５１（ベージュ）、０７２（ピン
ク）、
　　　　　　０８２（パープル）
2)ブランド：ＨＵＳＨＵＳＨ／ハッシュアッシュ 
　　商品名：ムートンブーツ（レディース用）
　　品番：５１３－３５４１０
　　色番：０１４（グレー）、０１９（ブラック）、０４１（キャメル）、０５１（ベー
ジュ）、

1)2010年9月1日
～9月25日
2)2010年9月1日
～9月29日

2010年10月1日
<ＨＰ>

　当製品において、靴底及びキッズ用
のラバー部分の貼り合せ強度が弱く、
剥がれやすいものがあることが判明。

返金（商品と交換）

エアーブラシ用コンプ
レッサ

アネスト岩田株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－５３－４３３１
     （携帯電話・ PHS可/一部のＩＰ電話不可）
　・受付時間：09：00～17：30（土・日・祝日は除く）
　http://www.anest-iwata.co.jp/IS-50.htm

形式：ＩＳ―５０
表記製品名：ＯＩＬ ＦＲＥＥ ＭＩＮＩ ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ オイルフリーミニコンプ
レッサ

2003年7月～
2010年6月

2010年10月4日
<ＨＰ>

　当製品において、発煙・発火の恐れ
があることが判明。

無償交換（代替品）



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

サイクルヨーロッパジャパン株式会社
　・電話番号：０３－３２５５－２４３１
　・F　A　X：０３－３２５５－２７３７
　・受付時間：9:30～12:00 13:00～18:00（平日）
　http://www.cycleurope.co.jp/

2010年型Ｂｉａｎｃｈｉ（ビアンキ）ＲＯＭＡ
 該当フレームナンバー　：Ｆ１００１２３１９５ ～Ｆ１００１２３４６４
　　　　　　　　　　　　　　　 　　Ｆ１００４１１１２８ ～Ｆ１００４１１２１７

　保証書または現車でフレーム番号をご確認ください。
　（番号は車体の裏側のボトムブラケット(ＢＢ)の下に打刻されています。

2010年6月～
2010年9月

2010年10月7日
<ＨＰ>

　当製品において、フロントフォークの
熱処理不足により十分な強度が確保
されず、強い衝撃や強いフロントブ
レーキングにより、フォークが変形す
る事故が発生。

無償交換（フロントフォー
ク）

リムーバブルRAIDケー
ス

ラトックシステム株式会社
　サポートセンター
　・電　　　話：大阪 ０６－６６３３－０１９０/東京 ０３－５２０７－６４１０
　・受付時間：10:00～13:00 14:00～17:00
　　（弊社指定休業日および祝祭日を除く）
　・メール ： http://web1.ratocsystems.com/mail/support.html 
　http://www.ratocsystems.com/info/announce/2010/1007.html

・製品名：USB３．０ リムーバブルRAIDケース 
・型番 　：ＳＡ－ＤＫ２－Ｕ３Ｒ
・シリアル番号 ：ＳＤ２ＵＲ０xxxxxxの下６桁が、００００２６～０００２０８

製造期間：2010
年7月26日～
2010年9月17日

2010年10月7日
<ＨＰ>

　当製品において、内部電源スイッチ
の絶縁が不良になる場合があること
が判明。
　絶縁不良となった場合、漏電して漏
電ブレーカー（遮断器）が落ちる症状
や、製品の金属部分に触れると感電
する危険性がある。

　*対象製品をお持ちの方は、直ちに
使用を中止し、電源プラグをコンセント
から抜いてください。

無償点検・修理

靴（婦人用パンプス）

株式会社ルック
　お客様相談室
　・電話番号：０３－３７９４－４３４３
　・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）
　http://www.look-inc.jp/info/20101008.html

・ブランド名：Ｌｅｘｘ Ｍｏｄａ
・品番：５３０４４００６０５　色番：#８８(茶)、#９４(グレイ)、#９９(黒)
・品番：５３０４４０１２０５　色番：#８２(ベージュ)、#９９(黒)

2010年8月25日
～2010年10月1
日

2010年10月8日
<ＨＰ>

　当製品において、強度不足により
ヒールが折れる可能性があることが
判明。

回収（返金）

玩具

株式会社セガトイズ
　お客様相談センター
　　「アンパンマンごきげんボール商品回収直通ダイヤル」
　・フリーダイヤル：０１２０－７２０－２８０（携帯電話・PHS可）
　・受付時間：
　　平成22年10月31日まで
　　　 月曜日～金曜日 10:00～17:00、土曜日・日曜日 10:00～17:00
　　平成22年 11月1日以降
　　　 月曜日～金曜日 10:00～17:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(土曜・日曜・祝日、当社指定日を
除く)
　・メールアドレス：Recall_Toys@soj.sega.co.jp
　
http://www.segatoys.co.jp/support/learn/anpan/101019_anpan.html

「赤ちゃんの気になる音いっぱい！ポンポンごきげんボール」
2010年6月17日
～2010年10月
19日

2010年10月20日
<新聞>

　当製品において、交換のために取り
外して置いていた内蔵電池が破損す
るという事故が発生。

　購入された方は、当製品の使用を中
止し（破損する恐れがあるので、電池
は取り出さないでください。）、下記の
問合せ先まで連絡してください。

回収（返金）

ポータブルマルチミキ
サー

株式会社　オーディオテクニカ
　・フリーダイヤル：０１２０－９９８－４９６(携帯電話、PHS可）
　・受付時間：09：00～17：30（月～金(休日除く)）
　・Ｅメール：pmx5p@audio-technica.co.jp
　http://www.audio-technica.co.jp/info/at-pmx5p.html

・ブランド名：ａｕｄｉｏ－ｔｅｃｈｎｉｃａ 
・機種：ＡＴ－ＰＭＸ５Ｐ 
・製造番号：１０３０（本体電池室内の製造時期表示ラベルに記載）

出荷期間：2010
年8月～2010年
10月

2010年10月21日
<ＨＰ>

　当製品において、電池をいれたまま
アダプターを接続したところ、DCジャッ
クの切替機構の不具合により電池の
液漏れ事故が発生。

回収（製品交換）

電気式床暖房

ミタケ電子工業株式会社
　・フリーダイヤル：０８００－２００－４５８８
　・受付時間：09：00～17：30（土・日・祝日は除く）
　http://www.mitake-electronic.co.jp/

機種：パセロ２００Ｖ
型式：ＦＬ２－１８１８

2005年10月～
2007年4月

2010年10月25日
<ＨＰ>

　当製品の一部において、取り扱いの
仕方によっては、電極が断線・ショート
（発煙）し、温まらなくなる等の不具合
が発生することが判明。

無償点検



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

石油ファンヒーター

三洋電機株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－１２－１３８１
　・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日・弊社の休日を除く）
　http://jp.sanyo.com/info/products_safety/070129.html

CFH-S221F
1984年8月～
1985年9月

2010年10月25日
<ＨＰ>

　当製品において、使用中に一酸化
炭素中毒による死亡事故が発生。
　該当製品をご使用のお客様はすぐ
に使用を中止し、＜ご相談窓口＞へ
至急連絡してください。

*今回は1985年7月1日に新聞紙上に
て行った社告の改訂版となります。

回収

玩具

株式会社　エポック社
　お客様サービスセンター 　
　・電話番号：０２９－８６２－５７８９
　・Ｆ　Ａ　Ｘ　：０２９－８６２－１１８０
　・受付時間： 月～金　(除祝祭日と弊社特定日）
　　　　　　　　　10：00～12：00、13：00～17：00
　・ホームページ相談室：https://secure.epoch.jp/sv/
　http://epoch.jp/sv/important_11.html

「アクアビーズアート」シリーズ
2010年10月28日

<ＨＰ>
　当製品において、ビーズが幼児の耳
に入ってしまった事故が７件発生。

注意喚起
　（ビーズを絶対に耳に入
れないでください。入った
場合は、必ず早期に耳鼻
科の受診をしてください。）

ブーツ
ギャップジャパン株式会社
　・各Ｇａｐ店
　・http://news.gap.co.jp/news/2010/1028-279.php

製品名：レースアップブーツ
品番：＃７６６７４３
色：キャメルヘアー、スモークパール

2010年8月30日
～2010年10月
22日

2010年10月28日
<ＨＰ>

　当製品において、着用時にヒールが
取れるおそれがある。

回収（代金の払い戻し）

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（携帯電話可）
　・Ｆ　　　Ａ　　　Ｘ：０１２０－０５４－５４７
　・受付時間：平日9：00～18：00（2011年1月1日～1月4日は除く）
　　　　　　　　　＊2010年12月31日までは土・日・祝日も受付します。
　http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/important/sd-
p120dt_imp2.html

・ＳＤ－Ｐ１２０ＤＴ（ポータロウ）のバッテリーパック
・対象バッテリーパックの製造ロット番号：２００７１２００１ ～ ２００８１０９９９

2007年12月～
2008年10月

2010年11月1日
<新聞>

　当製品において、一部の付属バッテ
リーパックが、発煙、発火に至る可能
性がある。

　*2009年10月20日付の新聞と2009
年10月15日・2010年10月26日付の
ホームページにて社告。

無償交換（バッテリーパッ
ク）

穴あけパンチ

コクヨS&T株式会社
　穴あけパンチ　安全パーツ取り付け　お問合せ窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－５５４２２８
　・受付時間：09：00～18：00（月曜日～金曜日（祝祭日除く））
　http://www.kokuyo.co.jp/info/20101104.html

品名：　穴あけパンチ（２穴パンチ）
品番：　ＰＮ-９２Ｂ、ＰＮ-９２DＭ、ＰＮ-９２ＮＢ、ＰＮ-９２ＮDＭ、
　　　　　ＰＮ-９３Ｂ、ＰＮ-９３DＭ、ＰＮ-９３ＮＢ、ＰＮ-９３ＮDＭ

2002年1月～
2010年4月

2010年11月4日
<ＨＰ>

　当製品において、ハンドル部分のバ
ネが破損した場合、ごく稀に折れたバ
ネが飛び出す可能性がある。

部品配布（安全パーツ）

穴あけパンチ

マックス株式会社
　DP-23、DP-45専用穴あけパンチ　安全パーツ取り付け　お問合せ
窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－７７２０９９
　・受付時間：09：00～18：00（月曜日～金曜日（祝祭日除く））
　http://wis.max-ltd.co.jp/op/op_osirase_20101104.html

品名：　穴あけパンチ（２穴パンチ）
品番：　ＤＰ-２３ブルー、ＤＰ-２３ダークグレー、ＤＰ-４５ブルー

2004年1月～
2010年2月

2010年11月4日<ＨＰ>
　当製品において、ハンドル部分のバ
ネが破損した場合、ごく稀に折れたバ
ネが飛び出す可能性がある。

部品配布（安全パーツ）

ヘアアイロン

株式会社ケイハン
　・電話番号：０９７－５３３－００４０
　・Ｆ　Ａ　Ｘ：０９７－５３６－０５３３
　・受付時間：09：00～17：00
　http://www.keihan-hair.jp/cgi-bin/kh/event.cgi

ブランド名：LACIO　ミニアイロン
型 　　番：BML-２０８１

2010年11月8日
<ＨＰ>

　当製品において、コード部の断線に
より、ショートし火傷するおそれがある
ことが判明。
　当製品を所有している方は使用を中
止し、下記の問い合わせ先に連絡し
て下さい。

回収（対策品と交換）



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

フライパン

アイク株式会社（輸入）/イオン株式会社（販売）
　トップバリュお客様サービス係
　・フリーダイヤル：０１２０－２８－４１９６
　・受付時間：10：00～17：00（日曜は除く）
　http://www.aeon.info/company/data/2010/pdf/101109R_2.pdf

ベストプライス ｂｙ トップバリュ「フッ素コートフライパン（ガス火用）２６ｃｍ」
　サイズ：２６ｃｍ
　カラー：シルバー
　ＪＡＮコード：４９０１８１０４７６９１６

2010年8月18日
～2010年10月8
日

2010年11月10日
<新聞>

　取っ手が取れるおそれがあるため。 商品回収(返金)

LEDライト(電飾用)

株式会社TIMUS
　・電話番号：０３－６６７４－０６４５
　・受付時間：10：00～17：00（土日、祝・祭日は除く）
　http://www.timus.co.jp/

ＬＥＤマルチカラー２００球
2008年11月～
2009年12月

2010年11月10日
<ＨＰ>

当製品において、電球部分が熱くなり
点灯しなくなる事例が発生。

回収

婦人用コート

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：09：00～17：00（平日のみ）
　http://www.world.co.jp/news/precious/2010/1111.html

　ブランド：ａｄｌｉｆｅ／エーディライフ
　商品名：ファーフード付きダウンコート
　品番：４００－９５１０５
　色番：０２６（カーキ）、０５３（ベージュ）、１１９（黒）

2010年10月28
日～11月1日

2010年11月11日
<ＨＰ>

　当製品の一部にミシン針またはその
破片が混入していることが判明。

回収（返金または、正常品
と交換）

婦人用ジャケット

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：09：00～17：00（平日のみ）
　http://www.world.co.jp/news/precious/2010/1111.html

　ブランド：ａｄｌｉｆｅ／エーディライフ
　商品名：中綿リバーシブルボアジャケット
　品　番：４００－４５１０７
　色　番：０２６（カーキ）、０７４（ピンク）、１１９（黒）

2010年10月28
日～11月4日

2010年11月11日
<ＨＰ>

　当製品の一部にミシン針またはその
破片が混入していることが判明。

回収（返金または、正常品
と交換）

洗濯機

ハイアールジャパンセールス株式会社（旧三洋ハイアール株式会社）
　・フリーダイヤル：０１２０－８６５－１２３
　・受付時間：09：00～20:00（平成22年11月12日から25日まで毎日）
　　　　　　　　 09：00～17：00（平成22年11月26日以降土日祝日を除
く）
　http://www.haierjapan.com/support/index.html

　１．ＪＷ－Ｚ２０Ａ 、ＪＷ－Ｚ２３Ａ、ＪＷ－Ｚ４５Ａ、ＪＷ－Ｚ５０Ａ、ＪＷ－Ｚ５０
Ｂ 、
　　　ＪＷ－Ｚ５０Ｃ 、ＪＷ－Ｚ５０Ｄ
　２．ＢＷ－Ｚ２０Ａ、ＢＷ－Ｚ２０Ｂ
　３．ＨＳＷ－２３Ｍ１、ＨＳＷ－２３３Ｍ、ＨＳＷ－５０Ｓ１、ＨＳＷ－５０Ｓ２、
　　　ＨＳＷ－５０Ｓ３、ＨＳＷ－５０Ｓ５
　４．ＪＷ－Ｋ３３Ａ、ＪＷ－Ｋ５０Ｂ、ＪＷ－Ｋ５０Ｃ

　1.2002年4月
～2005年11月
　2.2002年4月
～2003年3月
　3.2003年1月
～2007年2月
　4.2005年3月
～2008年8月

2010年11月12日
<ＨＰ>

当製品において、コンデンサーが過熱
し、発煙に至る事故が発生。

無償点検（部品交換）

縁台

旭興進株式会社
　・フリーダイヤル：０４３－３０４－８８８１
　・受付時間：09：00～18：00（土曜・日曜・祝祭日除く）
　http://www.aksk.jp/info.html

　・ 商品名：人工木縁台
　・ 品番：ＪＪＷＯ１９Ｂ１８６０
　・サイズ：１８００×６００×４００

2010年5月～
2010年8月

2010年11月12日<ＨＰ
>

　当製品において、使用中に天板が
外れるという事例が１件発生。

回収（返金）

ポータブルDVDプレイ
ヤー

株式会社シィー・ネット
　・フリーダイヤル：０１２０－３５７－１９１（携帯電話・ＰＨＳ可）
　・受付時間：09：00～18：00（土・日・祝日を除く）
　http://www.cnet-coltd.co.jp/info/20101201/index.html

1.品番：ＫＪ―ＤＶＤ７３００
2.品番：ＫＪ―ＤＶＤ７１００

1.2007年7月～
2008年8月
2.2007年1月～
2008年4月

2010年11月15日
<ＨＰ>

　当製品において、付属の充電池パッ
クの不具合により発火する可能性が
ある。
　対象機種を使用する時は、バッテ
リーをはずし、ACアダプターを接続し
て使用してください。

無償交換（他社製品の同
等機種）

電動給湯ポット（電気湯
騰器）

ツインバード工業株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－２１０－８０６（携帯電話可）
　・受付時間：09：00～17：30（土曜日・日曜日・祝日を除く） 
　　　　　　　　　（平成22年11月28日まで土・日・祝日も受付）
　http://www.twinbird.jp/docs/osirase/20101116/

型番：ＴＰ－Ｄ２５Ｊ２型 
製造番号：GK９B２０５/GK９Ｉ１８５/GK０Ａ２６５

2009年6月～
2010年10月

2010年11月16日
<ＨＰ>

　当製品において、プラスチック製の
本体枠が熱劣化し、ポットが倒れた際
に破断してお湯がこぼれ、火傷を負う
事故が発生。

無償交換



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

株式会社アイ･オー･データ機器
　・フリーダイヤル：０１２０－１１１－０５６
　・受付時間：9：30～12：00、13：00～17：00（祝・祭日を除く）
　http://www.iodata.jp/news/2010/important/lcdmf242x.htm

ＬＣＤ－ＭＦ２４２Ｘシリーズ
　　　　　製品型番 　　　　　　　製造番号（１２桁）※ 
　１．ＬＣＤ－ＭＦ２４２ＸＢＲ：Ｇ２Ｌ００００００１ＸＸ ～ Ｇ２Ｌ００１５４４０ＸＸの一
部
  ２．ＬＣＤ－ＭＦ２４２ＸＷＲ：Ｇ２K００００００１ＸＸ ～ Ｇ２Ｋ０００3２１６ＸＸの一
部 
　３．ＬＣＤ－ＭＦ２４２ＸＨＲ：Ｇ２J００００００１ＸＸ ～ Ｇ２Ｊ０００４００９ＸＸの一
部 

　１．2009年3月
～2010年6月
　２．2009年4月
～2010年6月
　３．2009年3月
～2010年7月

2010年11月24日
<ＨＰ>

　当製品において、電源部の故障に
際してごく稀に異臭もしくは煙を発生
する可能性がある。

無償交換修理

玩具(景品用電動ぬいぐ
るみ)

株式会社　セガ
　・フリーダイヤル：０１２０－６８０－０４３
　・受付時間：10：00～12：00/13：00～17：00（弊社指定日を除く）
　http://sega.jp/topics/100913_1/

　Ｓｕｚｙ’ｓ Ｚｏｏハイクオリティゆらゆら木馬ぬいぐるみ(白地に青文字のタグ
付)
　・ウィッツィー/ブーフ

2010年7月28日
～2010年9月10
日

2010年11月24日
<ＨＰ>

当製品の一部において、電池を装着
後、スイッチOFFの状態で発煙したこ
とが判明。

無償交換

保温器

コンビ株式会社
　コンビクイックウォーマーお問合せ窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－８８－１８７８
　・受付時間：10：00～17：00（日祝日・年末年始を除く）
　http://www.combi.co.jp/topics/files/101125_3.pdf

　クイックウォーマーＨＶ
　製造番号
　１．Ａ－０２００１～９９９９９
　２．Ｂ－００００１～８８２４７
　３．Ｋ－０２０５１～１７３１８２
　４．Ｃ－０２０３１～２０６４７０

　１．1999年9月
～2000年9月
（製造期間）
　２．2000年10
月～2001年6月
(製造期間)
　３．2001年7月
～2002年12月
(製造期間)
　４．2003年6月
～2005年12月
(製造期間)

2010年11月25日
<ＨＰ>

　当製品において、電源コード付け根
部の短絡による火傷のおそれがあ
る。
　当製品をお持ちの方は、使用を中止
し、下記の問い合わせ先に連絡してく
ださい。

有償交換（電源コード）

システムキッチン

トステム株式会社
　キッチン包丁差し回収　事務局
　・フリーダイヤル：０１２０－７０６－７０８
　・Ｆ　Ａ　Ｘ：０３－３６３８－１４９２
　・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日は除く）
　http://www.tostem.co.jp/oshirase/drier_8/

ブランド名：TOSTEM
１．.システムキッチン「 クレディア」
２．システムキッチン「 プラータ」

１．2006年3月～
2009年2月
２．2007年3月～
2009年2月

2010年11月29日
<ＨＰ>

　当製品において、引出しの清掃中に
包丁の刃先に触れ手指を受傷する事
故が発生。

無償交換（部品）

ガソリン携帯缶

岡田商事株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－６６８－６７７
　・電話番号：０３－５４７３－０３７１
　・受付時間：09：00～18：00 (平日)
　http://www.okada-corp.com/news/pdf/news_20101203.pdf

製品名： Ｘ－ＥＵＲＯＰＥ ガソリン携行缶
品 番： Ｔ－２ ２リットル ＪＡＮ：４９５０５４５０００９０３
　　　　　Ｔ－５ ５リットル ＪＡＮ：４９５０５４５０００８９７
　　　　　ＫＴ－１０ １０リットル ＪＡＮ：４９５０５４５００１９７９
　　　　　ＫＴ－２０ ２０リットル ＪＡＮ：４９５０５４５００１９８６

　対象ロット：上記各品番に共通です。 ロットナンバーの無い製品は対象外
です。
　　ＥＡ （イーエー）、ＯＯ （オーオー） 、ＯＫ （オーケー）
　　　※ ガソリン携行缶本体底部に、ロットナンバーが記載されています。

2010年6月25日
～

2010年12月3日
<ＨＰ>

　当製品において、熔接の不十分な
製品が混入しており、ガソリンがにじ
み出る恐れのあることが判明。

回収（交換）

椅子

双日九州株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－９３８－５７５
　・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝祭日を除く）
　http://www.sojitz-kyushu.com/info/index.html

ダイニングチェアー
　商品名：バチカン

2008年2月21日
～2010年9月30
日

2010年12月8日
<ＨＰ>

　当製品において、脚部キャスターネ
ジの取付けに不具合があることが判
明。

無償点検・修理



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

自転車用フロントフォー
ク

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

　ＦＥＬＴ 社製（2010年モデル） 
　　１）２０１１ＭＹ Ｆ７５装着のＵＨＣ Ａｄｖａｎｃｅｄ カーボンフォーク（フロント
用） 
　　２）２０１１ＭＹ Ｆ５ 装着のＵＨＣ Ａｄｖａｎｃｅｄ カーボンフォーク（フロント
用）
　　３）２０１１ＭＹ Ｆ４装着のＵＨＣ Ａｄｖａｎｃｅｄ カーボンフォーク（フロント用）

１）2010年9月～
2010年11月
２）2010年9月～
2010年10月
３）2010年9月～
2010年10月

2010年12月10日
<ＨＰ>

　ＦＥＬＴ社の安全基準を満たしていな
いため。

無償交換（代替品）

運動器具

株式会社オークローンマーケティング
　・フリーダイヤル：０１２０－５３０－９６５
　・受付時間：09：00～18：00
　http://www.oaklawn.co.jp/abc/abc_oshirase.pdf

アブサークルプロ
2010年2月24日
～2010年11月2
日

2010年12月17日
<ＨＰ>

　当製品において、本体裏側の締め
付ナットが外れ、スイングアームと共
に落下し怪我をした事故が発生。

注意喚起

スキービンディング

マーカーフォルクルジャパン株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－３００－８１６
　・受付時間：2011年1月31日迄　　09：00～17：00（平日、土日祝）
　　　　　　　　 2011年2月1日以降　 09:30～17:00（土日祝は除く）
　http://www.marker.co.jp/recall.html

・Ｒ ＭＯＴＩＯＭ １２．０Ｄ
　　ホワイトｘレッド
　　品番：６８７７Ｋ１．ＶＡ
　　解放値:　４－１２
　　フォルクルスキー専用
　　(2010/2011シーズンスピードウォールモデル)

・Ｓ ＭＯＴＩＯＭ １２．０ ＴＣ Ｄ
　　ブラックｘシルバー
　　品番：　７３３４Ｋ１．ＶＤ
　　解放値：　４－１２
　　フォルクルスキー専用
　　(2010/2011シーズンPsiﾓﾃﾞﾙ)
　　　※海外でご購入されたスキーの場合、上記モデル以外にも回収対象と
なるモデルがあります。お問合せは専用ダイヤルまでお願い致します。

・１２．０ ＴＣ ＣＯＭＰ ＥＰＳ
　　ホワイトｘレッド
　　品番：６８２０Ｊ１．ＷＡ
　　解放値：　４－１２
　　マーカー単品モデル

2010年1月1日
～2010年12月
22日

2010年12月22日
<ＨＰ>

　当製品の一部において、ヒールピー
ス内のスプリングの不具合により、ス
プリングが破損し、滑走中に適正な強
度でスキーブーツを保持できなくなる
事象が発生。
　
　　＊対象ビンディングが装着された
スキーでの滑走を停止してください。

回収（無料交換：ヒール
ピース）

観賞魚用サーモスタット
付ヒーター

ジェックス株式会社
　オートヒーター無償交換受付センター
　・フリーダイヤル：０１２０－７４６－００４
　・受付時間：10:00～16:00（祝日を除く月曜日～金曜日）
　　　　2010年12月25日～2011年1月31日の間は9:00～18:00まで（無
休）
　http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html
　　※インターネットでは、24時間交換受付をしております。

１）ＧＥＸ コンパクトスリムオートヒーター(ＣＯＭＰＡＣＴ　ＳＬＩＭ　ＡＵＴＯ　ＨＥ
ＡＴＥＲ)
２）ＧＥＸ ＩＣオートヒーター トラスティ(ＩＣ ＡＵＴＯ　ＨＥＡＴＥＲ　ＴＲＵＳＴＹ)

１）2004年9月～
2007年10月
２）2007年8月～
2010年3月

2010年12月24日
<ＨＰ>

　当製品において、温度コントロール
部本体からの発煙・発火事故に至る
可能性がある事が判明。　（2010年7
月12日にホームページ上で行った社
告の再社告）
　当製品を所持している方は直ちに使
用を中止して、下記の問合せ先に連
絡してください。

無償交換（安全装置付き
製品）

自転車

宮田工業株式会社/株式会社ミヤタサイクル
　宮田工業株式会社 お客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－８５－１３８３
　・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日および所定の休日を除く）
　http://www.miyatabike.com/topics/img/101224.pdf

200８年モデル　シュガーＷシリーズ
　・フレームのタテパイプに貼付されたシール
　　ＤＳＷ：６０８、６０８ＮＳ、６３８ＦＰ、６３８ＮＳ、６３A８ＮＳ、６３Ｌ８、６３Ｌ８Ｆ
Ｐ、
　　　　　　 ６３Ｌ８ＭＣ、７０８、７０８ＮＳ、７３８、７３８ＭＣ、７３８ＮＳ、７３A８Ｎ
Ｓ、
　　　　　　 ７３Ｌ８、７３Ｌ８ＦＰ、７３Ｌ８ＭＣ、７３Ｌ８Ｎ、７３Ｌ８ＮＲ

　・フレーム下ブリッジに刻印している車体番号の上2桁がKA、KC

2008年1月～
2008年2月

2010年12月24日
<ＨＰ>

　当製品において、フレームの溶接強
度に一部バラツキがあり、稀にフレー
ムのパイプのラグ部(パイプを接ぐも
の)に亀裂等が入り徐々に亀裂進展
し、最悪破断する可能性があることが
判明。

注意喚起（自己点検のお
願い）
※問題がある場合はフ
レームの無償交換



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

子供服

ブランシェス株式会社
　ニット回収係
　・フリーダイヤル：０１２０－３３９－０７７
　・受付時間：09：00～17：00　（土、日、祝日は除く）
　https://www.branshes.com/news2/2010/12/1079.php

商品名：エミューロッタ さくらんぼモチーフ横編みニットベスト
品 　番：＃０４１０－２１０

2010年11月18
日～2010年12
月26日

2010年12月27日
<ＨＰ>

　当製品の一部において、マチ針が混
入していたことが判明。

商品回収

電気カーペット

東レ株式会社
　　ダンポッポお客様センター
　・フリーダイヤル：０１２０－５４５－１１５
　・受付時間：09：00～12：00/13：00～17：00（月～金、祝日を除く）
　http://www.toray.co.jp/inf_009.html

ダンポッポ・だんぽっぽ・ほかにか・ほかほかオーケーの全ての型番
1976年～1983
年

2011年1月11日
<新聞>

　発火のおそれ
　当製品を使用中、周囲の布団や畳
を焦がす事故が発生。
（2008年5月に続いて、2回目のリコー
ル社告）

回収（相当品と交換）

耳かき（ブラシタイプ）

小林製薬株式会社
　｢天使の耳かき｣係
　・フリーダイヤル：０１２０－５８８４－０５
　・受付時間：09：00～17：00（土日、祝日は除く）
　　　　　　　　　2011年1月15日（土）、16日（日）は受け付けます。
　http://www.kobayashi.co.jp/info/110112.html

天使の耳かき
2008年4月～
2010年9月

2011年1月12日
<新聞>

　当製品において、外耳道に強く押し
付ける・繰り返しブラシを曲げ伸ばし
て使うなど、製品本来の「使用方法」と
異なる使い方をした場合、ブラシ付け
根部が折れる可能性がある。

回収（返金）

電気スタンド

株式会社　オーム電機
　・フリーダイヤル：０１２０－９６３－００６
　・携帯電話・PHS:０４８－９９２－２７３５
　・受付時間：09：00～17：30　土9:00～17:00（日曜･祝日を除く）
　http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/news15/inv_arm.htm

・ＯＡＬ－１３Ｓ－ＡＧ　品番：０７－０２２４ 
・ＯＣＬ－１３Ｓ　　　　　品番：０７－０２２５
・ＯＣＬ－１３Ｓ－ＡＧ　品番：０７－０２２６

2006年8月～
2008年8月

2011年1月15日
<ＨＰ>

　当製品の附属ランプは、長時間の使
用で点灯寿命に達した際に、内部部
品が破損し発煙が生じる可能性があ
る。

　*購入時の附属ランプを継続して使
用中の場合、発光管の黒ずみや樹脂
部の変色などが有るものは交換する
ことを薦めます。

注意喚起

ルーター

沖電気工業株式会社（製造）
東日本電信電話株式会社 （提供）

　ＮＴＴ東日本　電源アダプター交換ご案内センター
　　対象エリア：ＮＴＴ東日本エリア：新潟、長野、山梨、神奈川以東の
　　　　　　　　17都道県
　　・フリーダイヤル：０１２０－１０１－３３６
　　　　　　　　　　　　　　　（050ＩＰ電話からのご利用は、03－5960－
7099）
   　＊携帯電話・ＰＨＳからも利用可
　　・受付時間：09：00～21：00（土日祝含む）
　報道発表内容　http://www.ntt-
east.co.jp/release/1101/110117a.html

　ＮＴＴ西日本　電源アダプター交換ご案内センター
　対象エリア：ＮＴＴ西日本エリア富山、岐阜、静岡以西の30府県）
　　・フリーダイヤル：０１２０－３０３－１４４
　　　　　　　　　　　　　　　（050ＩＰ電話からのご利用は、03－5960－
7180）
    　＊携帯電話・ＰＨＳからもからも利用可
　　・受付時間：09：00～21：00（土日祝含む）
　報道発表内容　http://www.ntt-
west.co.jp/news/1101/110117a.html

　沖電気工業株式会社
　　OKIインフォメーションセンタ
　　　・フリーダイヤル：０１２０－２１６－６００
　　　・受付時間：09：00～18：00（土、日、祝日を除く）

ひかり電話ルーター「ＲＴ―２００ＫＩ」
2005年11月～
2010年12月（提
供期間）

2011年1月17日
<ＨＰ>

　当製品において、２件の焼損事故が
発生。

無償交換（対策済み電源
アダプター）



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

ガラスカップ

イケア・ジャパン株式会社
　コンタクトセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－１５１－８７０
　・受付時間：09：30～19：00
　http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsitem/rund

RUND/ルンド 手吹きガラス製カップ
2009年10月～
2010年3月

2011年1月19日
<ＨＰ>

　当製品において、使用中に割れる事
故が発生。

回収（返金）

ヘアゴム

株式会社バロックジャパンリミテッド
　コールセンター
　・電話：０３－６７３０－９１９１
　・受付時間：10：00～18：00（平日）
　http://www.baroque-japan.jp/news/apology-110121.html

商品名： スパンコールヘアゴム（ｒｉｅｎｄａ/リエンダ） 
品 番： １１０２Ａ４５６－２４９０ 
色/サイズ： 全色（ブラック、ピンク、シルバー、ゴールド）

2009年 10月29
日～2011年 1月
3日

2011年1月21日
<ＨＰ>

　当製品において、飾りリボンとヘアゴ
ムの接合部分に金属片（シルクピン）
が混入している商品が1点発見され
た。

回収（返金）

加熱式加湿器

株式会社ユーイング(旧社名：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

2011年1月25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。

*2010年1月20日付の新聞紙上にて
行った社告の再社告。

無償交換（代替品）

鉄製自転車用後席幼児
座席(リヤチャイルドシー
ト)

ブリヂストンサイクル株式会社
ブリヂストンサイクルリヤチャイルドシート無償交換
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お客様コールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－２２－０３５５
　・受付時間：09：00～19：00
　　　　　2011年2月末まで：毎日（土日・祝日を含む）
　　　    2011年3月1日以降：月～金曜日
       （土日・祝日及び弊社特定休日は除く）
　・http://www.bscycle.co.jp/childseat/index.html

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

　1)2007年11月
～2010年05月
2)2008年05月～
2010年06月　
　3)2008年03月
～2010年06月
4)2009年06月～
2010年09月 
　5)2002年09月
～2008年09月
6)2007年01月～
2009年09月
　7)2000年02月
～2009年11月
8)2000年02月～
2008年03月　
　9)2000年03月
～2009年08月
10)1995年04月
～2006年04月
11)2003年04月
～2007年10月
12)2009年07月
～2010年09月

2011年1月27日
<新聞>

　当製品において、「足乗せ部」が破
損し、幼児が怪我をする事故が発生。


　＊(2010年6月28日に行った「注意喚
起」はこちら)
　＊(2010年7月9日に行った「無償点
検・修理のお知らせ」はこちら
　＊(2010年9月21日に行った「無償交
換のお知らせ」はこちら

　回収(無償交換：樹脂製
リヤチャイルドシート）

自転車用空気入れ（タン
ク付きプラポンプ）

ドリームフォールディングス(輸入元：倒産)
山本ビニター株式会社(発売元)　
コーナン商事株式会社（販売元）

　
　・品名：タンク付きプラポンプ
　・品番：ＫＴＹ－７７２
　・カラー：グレー
　・ＪＡＮコード：４９６２５４４―８２３４１４

2005年3月～
2005年12月

2011年1月28日
8<ＨＰ>

　当製品において、タンク部溶着ボン
ドの塗布むらが原因でタンクが破損す
る事故が発生。

回収



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

給湯暖房用熱源機

リンナイ株式会社/東邦ガス株式会社/北海道ガス株式会社/
株式会社INAX販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなります。
　・フリーダイヤル：０１２０－００５－０２０
　・受 付 開 始 日：2011年2月3日（木）より
　・受　付　時　間 ：2011年2月13日（日）迄
　　　　　　　　　　　　　9：00～19：00（土日祝日を含む）
　　　　　　　　　　　　2011年2月14日（月）以降
　　　　　　　　　　　　　9：00～17：00（土日祝日を除く）
　リンナイ株式会社：
　
http://www.rinnai.co.jp/releases/2011/0203/index.html
　東邦ガス株式会社：http://www.tohogas.co.jp/press/840.html
　北海道ガス株式会社：http://www.hokkaido-
gas.co.jp/news/20110203_1346.html
　株式会社INAX：http://www.inax.co.jp/warnings/110203/

大阪ガス株式会社販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなりま
す。
　・フリーダイヤル：０１２０－０１３－０１８
　・受 付 開 始 日：2011年2月3日（木）より
　・受　付　時　間 ：2011年2月13日（日）迄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9：00～19：00（土日祝日を含む）
　　　　　　　　　　 　　2011年2月14日（月）以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9：00～19：00（月～土）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9：00～17：00（日祝日）
http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2011/1191964_4332.h
tml


対象製品の型式は下記の「対象型式」を参照してください。
2003年3月～
2009年10月（製
造）

2011年2月3日
<ＨＰ>

　当製品において、電装基板上の回
路部品が故障することにより、稀に浴
槽のお湯の温度が高くなるおそれの
あることが判明。

点検（無償修理：対策部品
整う2011年4月以降）

給湯暖房用熱源機

東京ガス株式会社、東京ガスエネルギー株式会社販売分の受付は
下記専用フリーダイヤルとなります。
　・ フリーダイヤル：０１２０－３８３－５７５
　・ 受 付 開 始 日：2011年2月3日（木）より
　・ 受　付　時　間 ：2011年2月13日（日）迄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9：00～19：00（土日祝日を含む）
　　　　　　　　 　　　　2011年2月14日（月）以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9：00～17：00（土日祝日を除く）
　・東京ガス株式会社：http://www.tokyo-
gas.co.jp/important/20110203-01.html
　・東京ガスエネルギー株式会社：
http://www.tgenergy.co.jp/important/details/110203.html

　・株式会社ガスター：http://www.gastar.co.jp/news/pdf/20110203-
1.pdf

対象製品の型式は下記の「対象型式」を参照してください。
2003年3月～
2009年10月（製
造）

2011年2月3日
<ＨＰ>

　当製品において、電装基板上の回
路部品が故障することにより、稀に浴
槽のお湯の温度が高くなるおそれの
あることが判明。

点検（無償修理：対策部品
整う2011年4月以降）



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

石油ファンヒーター

(販売元)日本エー・アイ・シー株式会社 
(製造元)株式会社　千石
　アラジン石油ファンヒーターお客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－１５－１０５９
　・受付時間：09：00～19：00（土、日、祝日を除く）
　　　　　　　　（2011年3月末までは土、日、祝日09：00～17：00受付）
　・http://www.aladdin-aic.com

アラジン　石油ファンヒーター　
品番：ＡＫＦ－Ｐ３２１Ｎ（Ｗ）

2010年8月1日
～2010年12月
30日

2011年2月4日
<ＨＰ>

　発煙・床面を焦がすおそれ
　当製品において、運転ボタンの押し
込み不足があると、本体内部が過熱
し、発煙や床面を焦がすおそれがある
ことが判明。

　＊運転開始時/停止時の注意
　　　　　電源スイッチを強く押し込み、
赤ランプの点灯/消灯を確認してくださ
い。

　＊正常に点火せず、Ｕ１０，Ｈ３１，Ｈ
８３のエラー表示が出た製品を所有さ
れている方は下記のフリーダイアルま
で連絡してください。

無償点検・修理

乳児用玩具

株式会社　ダッドウェイ
　・フリーダイヤル：０１２０－８８０１８８
　・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝を除く）
　・http://www.dadway.com/news/sassybw.html

Ｓａｓｓｙ Ｂｌａｃｋ＆Ｗｈｉｔｅ
　品番： ＴＹＢＷ８００２６ 　リフレッシュ・リングス

2009年10月～
2011年2月7日

<ＨＰ>

　当製品において、白黒のボール部
の表面が剥離し、誤飲するおそれが
あるため。

無償交換（代替品：白黒の
ボール部の表面に傷があ
る場合）

電話交換機

積水化学工業株式会社
北海道セキスイファミエス(株) 北海道 0120-201-816 
セキスイファミエス東北(株) 宮城 0120-816-393 
                                   福島 0120-117-816 
                                   青森（青森） 0120-180-816 
                                   東北（八戸） 0120-450-816 
                                   秋田 0120-338-160 
                                   岩手 0120-418-171 
                                   山形 0120-55-8163
茨城セキスイファミエス(株) 茨城／水戸 029-231-3061 
                                   茨城／つくば 029-823-1320
栃木セキスイハイム(株) 栃木／宇都宮 0120-119-816 
                               栃木／両毛 0120-816-209 
群馬セキスイハイム(株) 群馬 0120-353-323 
セキスイファミエス信越(株) 長野（東北信） 0120-664-816 
                                   長野（中南信） 0120-669-816 
                                   新潟 0120-816-090 

・受付時間：365日、24時間対応
http://www.sekisui.co.jp/contact/notice/__icsFiles/afieldfile/2011/0
2/15/110210_2.pdf

型式：ＭＪＳⅡ及び、ＭＪＳⅢ
（セキスイハイム、セキスイツーユーホームにオプションで設置）

2000年4月～
2003年9月

2011年2月10日
<ＨＰ>

　当製品において、電源基板が発火
元とみられる火災が１件発生。

無償交換（他社の同等製
品）



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

電話交換機

積水化学工業株式会社
セキスイファミエス東海(株) 静岡 0120-000-816 
東京セキスイファミエス(株) 東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨 
                                   0120-145-816 
セキスイファミエス中部(株) 愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井 
                                   0120-057-816 
セキスイファミエス近畿(株) 大阪、京都、兵庫（北部及び南東部）、
                                   滋賀、和歌山、福井（嶺南の一部）
                                   0120-149-816
セキスイハイム山陽(株) 兵庫（南西部） 0120-066-816 
香川セキスイファミエス(株) 香川 0120-00-8160
セキスイハイム東四国(株) 徳島 088-669-6816
高知セキスイファミエス(株) 高知 0120-83-3335
セキスイファミエス中四国(株) 岡山、広島、山口、鳥取、島根、愛媛 
                                  0120-009-816
セキスイファミエス九州(株) 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、
                                   鹿児島
                                  0120-38-0816 

・受付時間：365日、24時間対応
http://www.sekisui.co.jp/contact/notice/__icsFiles/afieldfile/2011/0
2/15/110210_2.pdf

型式：ＭＪＳⅡ及び、ＭＪＳⅢ
（セキスイハイム、セキスイツーユーホームにオプションで設置）

2000年4月～
2003年9月

2011年2月10日
<ＨＰ>

　当製品において、電源基板が発火
元とみられる火災が１件発生。

無償交換（他社の同等製
品）

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）

燦坤（サンクン）日本電器株式会社　「カーボンヒーター回収ダイア
ル」
　・フリーダイヤル：０１２０－６００－５２７
　・受付時間：09：00～17：00
　　（土・日祝日は除く。但し2011年2・3月中は受付可）
　・
http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf

電気ストーブ（カーボンヒーター）　ブランド名：EUPA（ユーパ）
機種名：ＵＨＣ－３Ｔ:（色：ベージュ）/ＵＨＣ-９Ｔ:（色：ブルー）/ＴＳＫ－５３２８
ＣＴ（2007年製）

2006年9月～
2009年2月

2011年2月15日
<新聞>

　当製品において、強弱切り替えス
イッチに使用しているダイオードの不
良により、異常発熱が生じ、火災に至
るおそれがあることが判明。

回収（返金または代替品と
無償交換）

加湿器

株式会社ラドンナ
　・電話番号：０３－５６２０－２７８０（東京営業所）
　・電話番号：０６－６２６８－３５８０（大阪営業所）
　・受付時間：10：00～18：00（祝・祭日は除く）
　http://ladonna-co.net/topicandnews_sub/TF52-
HF_callback?PHPSESSID=ibtpi2do84alvssubrl831ohn0

Ｔｏｆｆｙ HUMIDIFIER (Ｔｏｆｆｙ 加湿器)：
　・ＴＦ５２-ＨＦ-ＣＰＫ/ＴＦ５２-ＨＦ-CBR/ＴＦ５２-ＨＦ-SWH

2009年10月～
2011年2月16日

<ＨＰ>

　当製品において、通電せず製品が
動作しなくなる事例が発生。
そのまま使用を継続した場合、ACア
ダプター内部が異常発熱する可能性
がある。

無償交換（ＡＣアダプター）

テレビ台(ガラス製)

　
株式会社ジャパネットたかた　カスタマーサービスセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－５５１－６６１
　・受付時間：09：00～19：00
　http://www.japanet.co.jp/shopping/support/info15.html

１）ＳＧＶ-８０ＪＴ(ＳＬ)/サイズ：８００ｍｍ＊４００ｍｍ＊４５０ｍｍ
２）ＳＧＶ-１００ＪＴ(ＳＬ)/サイズ：１０００ｍｍ＊４００ｍｍ＊４５０ｍｍ
３）ＴＶＳ８０/サイズ：８００ｍｍ＊４００ｍｍ＊４４０ｍｍ
４）ＴＶＳ１００/サイズ：１０００ｍｍ＊４００ｍｍ＊４４０ｍｍ

2005年11月～
2009年7月

2011年2月16日
<ＨＰ>

　当製品において、天板（テレビ本体
を載せるガラス天板）、棚板（ビデオ
デッキなどを載せる中敷のガラス板）
に使用している強化ガラスが破損する
事案が発生。

無償交換

充電器(電動歯ブラシ
用）

朝日医理科株式会社（製造）
東レインターナショナル株式会社（旧東レアイリーブ株式会社）(販売)
　東レインターナショナル株式会社　ウルティマコールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－５５１－２２７
　・受付時間：10：00～17：00（土日祝祭日除く）
　・朝日医理科株式会社：http://www.asahi-irica.info
　　東レインターナショナル株式会社：http://www.toray-intl.co.jp

充電器共通識別 (品番　ＵＴ－２７０）
超音波歯ブラシ 　「ウルティマフレッシュ」（品番ＵＴ－２７０）用及び
　　　　　　　　　　 　「ウルティマフレッシュＥＸ」（品番ＵＴ－２７１）用

2004年4月～
2009年3月

2011年3月1日
<新聞>

　当製品において、発熱・変形したこと
が判明。

＊当製品をお持ちの方は、ただちに
電源プラグをコンセントから抜き、使用
を中止の上、下記の「ウルティマコー
ルセンター」へ連絡してください。

回収（無償交換：充電器）



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充電器(ｉＰｏｄ/ｉＰｈｏｎ
ｅ用)

エレコム株式会社
　お客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－５０２－５０１
　・受付時間：9:00～12：00/13：00～18：00
　　（月曜日～金曜日（祝祭日、夏期・年末年始特定休業日を除く））
　　※2011/3/5、6、12、13、19、20の土・日曜は受付可
　http://www.elecom.co.jp/support/news/2011/0301/index.html

　製品名 ｉＰｏｄ/ｉＰｈｏｎｅ用ＡＣ充電器 
　型番 ＡＶＡ－ＡＣＤＢＫ、ＡＶＡ－ＡＣＤＷＨ、ＡＶＡ－ＡＣＤＵＢＫ、
　　　　 ＡＶＡ－ＡＣＤＵＷＨ

2009年11月～
2010年11月

2011年3月1日
<ＨＰ>

　当製品において、コネクタが発熱す
るるおそれがあることが判明。

　＊当製品は、火傷や火災等の原因
となる可能性があるので、使用を中止
し、下記の［問い合わせ先］に連絡し
てください。

無償交換（充電器：2011年
3月上旬発送予定）

コーヒー/ティー メーカー
(ティーサーバー)

イケア・ジャパン株式会社　
　コンタクトセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－１５１－８７０
　・受付時間：09：30～19：00
　http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsitem/forsta

ＦＯＲＳＴＡ/フォールストー コーヒー/ティー メーカー
　サイズ：０．４Ｌ／１Ｌ

2010年2月～
2010年12月

2011年3月4日
<ＨＰ>

　当製品において、ガラスポットに取り
付けられた金属製のホルダーからの
圧力により、ガラスポットが使用中に
突然割れ、やけどや切り傷を負うおそ
れがあることが判明。

＊本製品のガラスポットが割れたとの
報告が全世界で20件寄せられまし
た。

回収（代金返金）

椅子（オットマン付）

住商インテリアインターナショナル株式会社(輸入)
株式会社良品計画（販売）
　株式会社良品計画 お客様室
　・フリーダイヤル：０１２０－６４－０７７２
　・受付時間：10:00～18:00（土・日・祝を含む）
　http://ryohin-keikaku.jp/news/2011_0308.html

ＪＡＮ：４５４８７１８３３９１２９及び４５４８７１８５４５０５６
　商品名：リラックスチェア・オットマンセット アクリル混平織／ブラウン
ＪＡＮ：４５４８７１８３５６５０８及び４５４８７１８５４５０４９
　商品名：リラックスチェア・オットマンセット アクリル混平織／ライトグレー
ＪＡＮ：４５４８７１８４７０３７２
　商品名：リラックスチェア・オットマンセット アクリル混平織／ダークグレー

2009年8月～
2011年2月

2011年3月8日
<ＨＰ>

　当製品において、オットマンの板が
落下し、使用者が怪我をするという事
故が発生。

＊板の取り付け位置とゆるみを確認
し、異常がある場合は、使用を中止し
てください。

無償提供：（パーツ（フェル
ト）：受付開始予定は2011
年4月17日）

ショルダーバッグ

ヤマハ株式会社 （配布）
オンワード商事株式会社(輸入)
　ヤマハ株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－９８８－２４６
　・受付時間：10：00～17：00（祝日及び休日を除く）
　http://www.yamaha.co.jp/service/2011/11031001.html

　ぷっぷる＆Ｈｏｐｐｙショルダーバッグ
2009年12月～
2011年1月（配
布）

2011年3月10日
<ＨＰ>

　当製品において、ベルトにつけられ
た部品の突起により、擦り傷を負うお
それがあることが判明。

無償点検（補修）

ソファ
株式会社九州電話通信機（輸入）
株式会社　千趣会（販売）

製品名：アクア2Pソファ
　色：ベージュ
　カタログ注文番号：Sumutoco 2010春夏（263-01747）、
　　　　　　　　　　　　Sumutoco10春 セレクション（145-02798）、
　　　　　　　　　　　　Sumutoco2010夏（380-28052）、
　　　　　　　　　　　　Sumutoco今コレクション2010夏（435-51071）、
　　　　　　　　　　　　Sumutoco2010冬（266-28660）
製品名：アクア2.5Pソファ
　色：ベージュ
　カタログ注文番号：Sumutoco 2010春夏（263-01754）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco10春 セレクション（145-02804）、
                        　Sumutoco2010夏（380-28069）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco今コレクション2010夏（435-51088）、
                        　Sumutoco2010冬（266-28677）
製品名：アクア3Pソファ
　色：ベージュ
　カタログ注文番号：Sumutoco 2010春夏（263-01761）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco10春 セレクション（145-02811）、
                        　Sumutoco2010夏（380-28076）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco今コレクション2010夏（435-51095）、
                        　Sumutoco2010冬（266-28069）


2010年1月～
2010年11月

2011年3月16日
<ＨＰ>

　当製品において、ソファの本体と両
肘部の木枠を固定しているネジのネ
ジ先が外側を向いて突起している可
能性があることが判明。

回収



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

ソファ
株式会社九州電話通信機（輸入）
株式会社　千趣会（販売）


製品名：アクア2Pソファ
　色：ブラウン
　カタログ注文番号：Sumutoco 2010春夏（263-01778）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco10春 セレクション（145-02828）、
      　                  Sumutoco2010夏（380-28083）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco今コレクション2010夏（435-51101）、
                      　  Sumutoco2010冬（266-28083）
製品名：アクア2.5Pソファ
　色：ブラウン
　カタログ注文番号：Sumutoco 2010春夏（263-01785）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco10春 セレクション（145-02835）、
                        　Sumutoco2010夏（380-28090）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco今コレクション2010夏（435-51118）、
                        　Sumutoco2010冬（266-28090）
製品名：アクア3Pソファ
　色：ブラウン
　カタログ注文番号：Sumutoco 2010春夏（263-01792）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco10春 セレクション（145-02842）、
                        　Sumutoco2010夏（380-28106）、
　　　　　　　　　　　　　Sumutoco今コレクション2010夏（435-51125）、
                        　Sumutoco2010冬（266-28106）

2010年1月～
2010年11月

2011年3月16日
<ＨＰ>

　当製品において、ソファの本体と両
肘部の木枠を固定しているネジのネ
ジ先が外側を向いて突起している可
能性があることが判明。

回収

IH調理器（電磁調理器）

株式会社　テスコム(販売)
株式会社　永泰産業（輸入）
　テスコムIH調理器相談窓口
　　・フリーダイヤル：０８００－８００－１４４３（携帯電話・PHS可）
　　・受付時間：09：00～17：00（土日祝日を除く）
　　http://www.tescom-japan.co.jp/info/2011/03/110318-604.html
　株式会社　永泰産業：http://www.eitai-sangyo.co.jp/
　

IH調理器・ＴＩＨ１０１
[POSコード]４９７５３０２ ８１１１１０

2004年9月21日
～2007年5月21
日

2011年3月18日
<ＨＰ>

　当製品の一部において、電気部品
の不良等複合要因により、エラー表示
のまま放置された場合、まれに事故
につながる可能性があることが判明。

注意喚起及び無償点検
（修理）

繊維強化プラスチック製
バット

株式会社アシックス
　期間：2011年3月22日～2011年5月20日
　　株式会社アシックス　「チューブファイアー」係
　　　・フリーダイヤル：０１２０－７８５－７７２
　　　・受付時間：09：00～17：00
　　　　（金曜日のみ10：00～17：00、土日祝日を除く）
　　　http://www.asics.co.jp/support/info/37

　期間：2011年5月23日以降
　　株式会社アシックス　神戸本社：お客様相談室
　　　・フリーダイヤル：０１２０－０６８－８０６
　　株式会社アシックス　東京支社：お客様相談室
　　　・フリーダイヤル：０１２０－７７６－３３８
　　　・受付時間：09：00～17：00
　　　　（金曜日のみ10：00～17：00、土日祝日を除く）
　　　http://www.asics.co.jp/support/info/37

１）ソフトボール用チューブファイアー
　品名：ＴＵＢＥＦＩＲＥ　チューブファイアー
　品番：ＲＢ５７０１　
　製造ロット番号：ＡＪ．ＡＪ
　色番：９０１９／ブラック×ピンク
　色番：９０４１／ブラック×スカイブルー

２）ジュニア軟式用チューブファイアー
　品名：ＴＵＢＥＦＩＲＥ　チューブファイアー
　品番：ＲＢ８４０２　
　製造ロット番号：ＡＪ．ＡＪ
　色番：９０４３／ブラック×ロイヤル

2010年7月～
2010年10月（製
造）

2011年3月22日
<ＨＰ>

当製品において、成型時の不良によ
りバット折損の可能性があることが判
明。

回収（返金）

充電器

株式会社ＳｔｒａｐｙａＮｅｘｔ　
　カスタマーサポート 
　・フリーダイヤル：０１２０－０９０－３４５
　・受付時間：10:30～17：30
　　月曜日～金曜日
　　（計画停電実施時、祝祭日、夏期・年末年始特定休業日を除く）
　http://www.strapyanext.com/

Ｐｒｉｍｏ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏｒｅ Ｂａｔｔｅｒｙ Ｐａｃｋプリモパワーコアーマルチアダプター
充電器
　型番 ４９６－１５５７７６

2010年12月～
2011年3月

2011年3月28日
<ＨＰ>

　当製品において、発火事故が１件発
生。

回収（返金）


