
品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

片手鍋(取っ手)

株式会社ベストコ（製造）／イズミヤ株式会社（販売）
イズミヤ株式会社　ご意見うけたまわり係
フリーダイヤル：０１２０－２６－５０５０
受付時間：10：00～18：00（月曜日～土曜日、日曜は留守番電話で
の受付）
http://www.izumiya.co.jp/etc/etcinfo/post_101.php

商品名： ｇｏｏｄ－ｉ　ステンレス３層底
 片手鍋１４ｃｍ／片手鍋１６ｃｍ／片手鍋１８ｃｍ

  　１０G・１.１Ｌ　Ｓ ＣＨ－ＩＨ　ＢＥＳＴＣＯ　ｇｏｏｄ－ｉ
 　１０G・１.５Ｌ　Ｓ ＣＨ－ＩＨ　ＢＥＳＴＣＯ　ｇｏｏｄ－ｉ
 　１０G・２.２Ｌ　Ｓ ＣＨ－ＩＨ　ＢＥＳＴＣＯ　ｇｏｏｄ－ｉ
 　１１Ａ・１.１Ｌ　Ｓ ＣＨ－ＩＨ　ＢＥＳＴＣＯ　ｇｏｏｄ－ｉ
 　１１Ａ・１.５Ｌ　Ｓ ＣＨ－ＩＨ　ＢＥＳＴＣＯ　ｇｏｏｄ－ｉ
 　１１Ａ・２.２Ｌ　Ｓ ＣＨ－ＩＨ　ＢＥＳＴＣＯ　ｇｏｏｄ－ｉ

　2010年9月～
2011年4月6日

＜新聞＞

　当製品において、樹脂製「取っ手」が
使用中に破損する可能性があることが
判明。

回収(交換または返金)

ガラステーブル

双日ジーエムシー株式会社
ガラステーブル自主回収窓口
フリーダイヤル：０１２０－７７１－９１7
受付時間：09：30～17：30（土・日曜日及び祝日を除く）
http://www.sojitz-gmc.com/jp/news/20110408_PressRelease.pdf

 イタリアＧｌａｓｓ Ｓｙｓｔｅｍ ｓ．ｒ．１．製ガラステーブル
 ４８２―Ｓ（幅１００ｃｍ、奥行１００ｃｍ、高さ２８ｃｍ、重さ４５ｋｇ）
 ４８２―Ｌ（幅１４０ｃｍ、奥行９０ｃｍ、　高さ２８ｃｍ、重さ４７ｋｇ）

2004年10月～
2007年10月

2011年4月8日
＜ＨＰ＞

　製品が破損し、ケガをするおそれが
ある。

回収（返金）

婦人用ニット帽子

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：09：30～17：00（平日のみ）
http://corp.world.co.jp/news/precious/2011/0411.html

 ブランド：アクアガール
 商品名：ＦＬＥＡ ＳＴＯＲＥ ＆ ＹＵＤＬＥＧ ニット帽

 品番：１３９－４６９７９

2011年2月18日～
2011年3月28日

2011年4月11日
＜ＨＰ＞

　当製品において、一部に針が混入し
ていることが判明。

回収（購入代金返金）

セラミック温風ヒーター

株式会社ユーイング（旧森田電工株式会社 )
フリーダイヤル：０１２０－９１１－５９７
受付時間：09：00～17：00（月～金曜日/祝祭日・当社休日を除く ）
http://www.uing.u-tc.co.jp/anounce/doc/a06000001.html

 ＭＤＳ－１２００ＣＴ
 ホワイト（ＷＨ）、グレー（ＧＹ）

 製造番号　Ｍ１００００１～Ｍ１３１０００
 

1989年6月～
1989年11月
（製造）

2011年4月19日
＜ＨＰ＞

　当製品の接続部において、発煙又は
発火の可能性がある事が判明。
　*1995年12月18日及び1998年2月9
日、無償点検・修理を実施する旨の告
知を新聞社告に掲載し、また、1998年9
月17日からホームページ上で注意喚
起を呼び掛けています。

無償（点検・修理）

電球型蛍光灯

コーナン商事株式会社
お客様サービス室
フリーダイヤル：０１２０－０４－１９１０ (固定電話専用)
受付時間：09：00～18：00（土日祝除く）
http://www.hc-kohnan.com/pdf/110420recall.pdf

 ＬＩＦＥＬＥＸ電球型蛍光灯ＥＦＧ２１ＥＬ　電球色　２１Ｗ　１００ワット形
ＬＩＦＥＬＥＸ電球型蛍光灯ＥＦＧ２１ＥＤ　昼光色　２１Ｗ　１００ワット形

2008年1月～
2010年11月

2011年4月20日
＜ＨＰ＞

　当製品において、回路基板上のトラ
ンジスタの故障により、発熱・発煙する
おそれがあることが判明。

商品交換

自転車用空気入れ

株式会社 エンチョー
ジャンボエンチョー・ホームアシスト各店舗
フリーダイヤル：０１２０－５７－０８０３
受付時間：09：00～18：00（土曜･日曜･祝祭日除く）
http://www.encho.co.jp/pdf/110513.pdf

 タンク付きプラポンプ
 ＥＣＬ－Ｔ０２

 Ｌｉｇｈｔ ＰｏｍＰ
 JANコード ２０６００００００５４３４

2005年2月10日～
2005年4月 3日

2011年5月13日
＜ＨＰ＞

　当製品において、タンク部が破損しけ
がを負うおそれがあるため。

商品代金の返金または他
の商品と交換

サンダル（ウッドヒール
サンダル）

Ａ．Ｐ．Ｃ．Ｊａｐａｎ株式会社
A.P.C. カスタマーサービス
電話番号：０３－５４５９－６５０２
受付時間：平日11:00～17:30 (13:00～14:00は除く)
https://ww1.apcjp.com/jpn/information.php

 「ウッドヒールサンダル」
 品番：４VD１７３１７２６１F

 色番：０６１５ ROUGE（赤）、０２８０ NOISETTE（ヘーゼルナッツ）、 ０
  １３１ BEIGE CHIC（シックベージュ）

2011年2月19日～
2011年5月10日

2011年5月16日
＜ＨＰ＞

　当製品おいて、強度不足の問題によ
り、ヒールの折れる商品があることが
判明。

回収（購入代金返金）

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23232323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

折りたたみ自転車
株式会社 あさひ
購入店または最寄りのサイクルベースあさひ
http://www.cb-asahi.co.jp/html/tokusyu_thrift.html

 折りたたみ自転車「ＴＨＲＩＦＴ(スリフト)ＤＸ」
 ２０インチ

 外装６段変速機付

2009年4月～
2010年2月

2011年5月17日
＜ＨＰ＞

　当製品を運転中にハンドル折りたた
みヒンジ部のロックが解除されても、ハ
ンドルが誤って折りたたまれない様、
新たなロック解除防止機構を追加取付
する為。

無償点検（部品交換）

デジタルビデオカメラ

キヤノン株式会社
ｉＶＩＳ　ＨＦ Ｍ３１／ＨＦ Ｍ３２　コールセンター
フリーダイヤル：０１２０－２２９－５３３
受付時間：平日09：00～20：00／土日祝日10：00～17：00（1／1～3
は休み）
http://cweb.canon.jp/e-support/info/110517ivis.html

デジタルビデオカメラ
 ｉＶＩＳ　ＨＦ Ｍ３１／ＨＦ Ｍ３２

2010年1月～
2010年12月
（製造）

2011年5月17日
＜ＨＰ＞

　当製品において、動画撮影中に“低
温やけど”を起こす可能性があること
が判明。

無償改修（保護クッション
貼付）

スライドプロジェクター
（ブック型）

富士フイルム株式会社
コールセンター　アカデミカ特別対応窓口
フリーダイヤル：０１２０－１０７－７１６
受付時間：平日9：00～17：40/土曜10:00～17:00（日・祝日・年末年
始を除く）
http://www.yazawa-jp.com/20110622.pdf

 　ブック型　スライドプロジェクター　「アカデミカ」
2002年3月～
2010年6月

2011年5月23日
＜ＨＰ＞

　当製品において、内部配線の耐熱温
度に関し、電気用品安全法の技術基
準に対する不適合箇所があったことが
判明。

回収（無償修理）

自転車ペダル（折りた
たみ式）

株式会社 三ヶ島製作所
電話番号：０４－２９４８－１２６１
http://www.mkspedal.com/fd-7kanren/fd7.htm

　ＦＤ－７　ＢＬＡＣＫ
2011年1月20日～
2011年5月13日

2011年5月23日
＜ＨＰ＞

　当製品において、踏面外縁側に強い
衝撃を加えると意図せずPUSHボタン
が引込み、側板が折畳まれる可能性
が判明。

使用中止の呼掛けと回収
（改良品と交換）

遠赤外線ヒーター

株式会社デンソー
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：09：00～18：00
（土曜日、日曜日、祝日、2011年8月6日（土）～15日（月）を除く。）
http://www.denso.co.jp/ja/news/notice/110526-01.html

 遠赤外線ヒーター　「ＥＮＳＥＫＩ（エンセキ）」
 （１） 機種：ＤＺＲ－０８ＦＲ

 　　　型番：４７９０００－２６１０／４７９０００－２６２０
   　　 機種：ＤＺＲ－１０ＦＲ

 　　　型番：４７９０００－２６３０／４７９０００－２６４０
 （２） 機種：ＮＤ－０８ＦＲ

 　　　 型番：４７９０００－２５２０／４７９０００－２５５０
  　　 　機種：ＮＤ－１０ＦＲ
　　　 型番：４７９０００－２５３０／４７９０００－２５６０

（１）1996年9月～
1998年10月
（２）1995年8月～
2000年1月

2011年5月27日
＜新聞＞

　当製品において、本体内部の電気配
線の接続部がゆるくなることによって
発煙・発火する恐れがあることが判
明。

回収（一台につき２万円を
支払い）

2



品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ノートパソコン用バッテ
リーパック

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 : 9:00～17:00（土日・祝日を除く）
http://h50146.www5.hp.com/info/replacement/fy2011/fy11-
01.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

 日本で販売した製品： 
・HP Compaq 6510b／6515b／6710b／6715b／6720s Notebook PC
 

・HP Pavilion Notebook PC dv2405／dv2605／dv2705／dv2800／
 dv2805 

・HP Pavilion Notebook PC dv6200／dv6205／dv6500／dv6700／
 dv6800 

 ・HP Pavilion Notebook PC dv9200／dv9500／dv9700 
 ・HP G7000 Notebook PC

 

 日本では未発売の製品： 
 ・HP Compaq 6520s／6710s／6715b Notebook PC 

・HP Pavilion Notebook PC dv2000／dv2500／dv2700／dv6000／
 dv9000 

 ・HP Pavilion Notebook PC dx6000／dx6500／dx6700 
 ・HP G6000 Notebook PC 

 ・Compaq Presario A900／C700／F500／F700 Notebook PC 
・Compaq Presario V3000／V3500／V3700／V6000／V6500／

 V6700 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7月～
2008年5月

2011年5月27日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、過熱、変
形、発火のおそれがあることが判明。

　全品回収（無償交換
（バッテリーパックのみ））

ガソリン携帯缶

矢澤産業株式会社
フリーダイヤル：０１２０－８３０－３８３
受付時間：09：00～18：00
http://www.yazawa-jp.com/20110622.pdf

 ＹＧ－１０ ・ ＳＳ－１０ ・ ＬＸ－１０ ガソリン携帯缶　1０ リットル
 ＹＧ－２０ ・ ＳＳ－２０ ・ ＬＸ－２０ ガソリン携帯缶　２０ リットル

 ＳＳ－５　ガソリン携帯缶　　５ リットル
 

 対象ロット：ＫＣ－３０－Ｖ　ＫＤ－１０－Ｖ
 　　　　　　　ＫＤ－２０－Ｖ　ＫＤ－３０－Ｖ

 　　　　　　　ＪＫ－１０－Ｖ　（追加ロット番号）
 （商品本体（底部）に記載してあります（末尾にＶが付いています））

2011年4月7日～
2011年5月28日

2011年5月28日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、溶接の不具
合からガソリンが漏れる恐れのあるこ
とが判明。

回収（商品交換）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

幅３０ｃｍビルトイン食
器洗い乾燥機（「長期
使用製品安全点検制
度」対象製品）

パナソニック株式会社(旧：松下電器産業)
修理相談受付専用窓口
フリーダイヤル：０１２０－８７８－５５４
受付時間：09：00～17：30
http://panasonic.co.jp/cs/service（修理のご相談）

お問い合せ相談窓口
フリーダイヤル：０１２０－８７０－６６２
受付時間：09：00～17：30（土、日、祝日除く）

本件の該当ページは以下の通りです。
http://panasonic.co.jp/ha/s/d1105

 ブランド：National
 販売元：(ナショナル) 松下電器産業(株)（現社名：パナソニック(株)）

品番：NP-3000BP /NP-3000BW/NP-3000M（フロアータイプ）
 　　 /NP-U30A1P1

  　ブランド：本体にブランド：表示なし 　
 　　品番：NP-3000BP-O/NP-3000BW-O/NP-U30A1P1AA 

  　ブランド：OSAKA GAS 
 　　販売元：大阪ガス(株)

 　　品番：38-405
  　ブランド：Cleanup 

 　　販売元：クリナップ(株)
 　　品番：CWFM-301S /CWFM-30A 

  　ブランド：sunwave 
 　　販売元：サンウエーブ工業(株)

 　　品番：SW-3000 /MSW-3011 
  　ブランド：Takara standard 

 　　販売元：タカラスタンダード(株) 
 　　品番：TDW-3000BP /TDW-3000BPN 

  　ブランド：TOKYO GAS 
 　　販売元：東京ガス(株)

 　　品番：MA-D301 
  　ブランド：TOSHIBA 、
販売元：(株)東芝、東芝設備機器(株)（現社名：東芝ホームアプライ

 アンス(株)）
 　品番：BDW-530UP 

  　ブランド：TOTO 
 　　販売元：東陶機器(株)（現社名：TOTO(株)）

 　　品番： BMW30/KNMW030/KUMW035/KUMW036
 

1990年12月～
2006年11月

2011年6月2日
＜新聞＞

　「ドアが閉まりにくい、ハンドル（レ
バー）がガタつく症状は、故障です。」
　故障状態のまま使用を継続すると、
内部配線に力が加わり、まれに臭いや
煙が発生することがあり、場合によって
は発火にいたる可能性があります。
　故障状態の場合は、使用を中止し、
電源スイッチを切り、購入先の販売
店、または、下記の問い合わせ先へ連
絡して修理（有償）を受けてください。

注意喚起（修理啓発）

ACアダプター(ガス
バーナー用)

有限会社 喜南鈴硝子
「ファン式エアバーナー用ACアダプター（旧タイプ）回収係｣
電話番号：０７９－５０６－２４９３
受付時間：08：00～16：00月曜～金曜 (土日祝祭日を除く)
http://www.tonbodama.com/kinariweb/notes/ac.php

 Kinari ファン式エアバーナー用ACアダプター（旧タイプ）
 ロットNo.０００１～３８８６（バーナー本体裏面）

 ※無印の商品も含まれる場合あります。

2001年10月1日～
2008年3月18日

2011年6月3日
＜ＨＰ＞

　当製品の差し込みプラグ付近から、
発火する可能性がある事が判明。

回収（無償交換：ACアダプ
ターおよびバーナー本体
のジャック部）

携帯電話対応変換ア
ダプター（microUSB充
電器用）

株式会社オール
ｓｍａｒｔ　ｗａｙｓ 回収窓口
フリーダイヤル：０１２０－２２１－９９７
受付時間：09：00～23：00（年中無休）
http://smartways.jp/information/i-important/477.html

ブランド名：「Ｓｍａｒｔ　ｗａｙｓ」　FOMA/SoftBank対応 microUSB 変換
 アダプタ

 型番：ＳＷ－ＨＡ０１－ＦＭＭＣ／ＷＨ
 　 　 　ＳＷ－ＨＡ０１－ＦＭＭＣ／ＢＫ

2011年5月20日～
2011年6月3日

2011年6月3日
＜ＨＰ＞

　当製品において、充電中に熱を帯び
る可能性がある。

回収（返金）

電気冷温水給湯器

アクアクララ株式会社
アクアクララコールセンター
フリーダイヤル：０１２０－３３１－６２６
受付時間：09:00-17:30（土日祝休み）
http://www.aquaclara.co.jp/important/11/0604_01.html

 アクアアドバンス
2011年2月～
2011年6月

2011年6月4日
＜ＨＰ＞

　当製品において、温水タンク部分の
不具合が確認されたため。

回収（修理）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ラジオ付き懐中電灯

株式会社スターリング
フリーダイヤル：０１２０－６３３－２２０
受付時間：09：00～17：30（土・日・祝日を除く）
http://sterling.jp/support/4505_info.html

 品番：4505
 品名：LEDパームラジオライトAM/FM

2011年3月16日～
2011年4月28日

2011年6月8日
＜ＨＰ＞

　当製品において、回路の不具合によ
りアルカリ電池使用時に、LEDライトが
消灯する現象が確認されました。また
ごく一部の商品に、LED部分が発熱、
発煙するおそれがあることが判明。
※　該当商品を所有されている方は、
使用を中止して、電池を抜いて頂き、
下記の問い合わせまで連絡してくださ
い。

回収（改良品と交換）

衣類（男児用）

日本トイザらス株式会社
　商品問い合わせ窓口
フリーダイヤル：０１２０－４４－６５６０
または０４４－５２２－６５６０（IP電話不可）
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日除く）
http://www2.toysrus.co.jp/truj/pdf/20110608_2.pdf

 製品名：ガグタグ　ボーイズ２ＰＣＳセット（男児用Ｔシャツスーツ）
 　商品番号：１０１５２５４３４

 　サイズ：８０ｃｍ、９０ｃｍ、９５ｃｍ
 

 製品名：ガグタグ　ボーイズ２ＰＣＳセット（男児用Ｔシャツスーツ）
 　商品番号：１０１５２４９３４

 　サイズ：８０ｃｍ、９０ｃｍ、９５ｃｍ
 

 製品名：ガグタグ　ボーイズ２ＰＣＳセット（男児用タンクトップスーツ）
 　商品番号：１０１５２５３３４

 　サイズ：８０ｃｍ、９０ｃｍ、９５ｃｍ

2011年4月～
2011年5月

2011年6月8日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、ボタン裏地
の突起物により使用者が擦り傷を負う
事故が発生。

回収（返金）

衣類（男女児用）

日本トイザらス株式会社
商品問い合わせ窓口
フリーダイヤル：０１２０－４４－６５６０
または０４４－５２２－６５６０（IP電話不可）
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日除く）
http://www2.toysrus.co.jp/truj/pdf/20110608_1.pdf

 ランド名：Ｇａｇｏｕ　Ｔａｇｏｕ（ガグタグ）
 　＊商品番号は洗濯ラベルに記載

  １）商品名：ガグタグ　ガールズトップス　（女児用半袖Ｔシャツ）
 　　　商品番号：１０１５７５４３４/１０１５７５６３４

 　　　サイズ：８０cm/９０cm/９５cm
  ２）商品名：ガグタグ　ガールズロンパース　（女児用半袖コンビ）

 　　商品番号：１０１５７６１３４/１０１５７６２３４
 　　サイズ：８０cm/９０cm

 ３）商品名：ガグタグ　ガールズレンギンス　（女児用スパッツ）
 　　商品番号：１０１６６０７３４

 　　サイズ：８０cm/９０cm/９５cm
 ４）商品名：ガグタグ　ガールズトップス　（女児用長袖パーカ）

 　　商品番号：１０１５７４８３４/１０１５７４９３４
 　　サイズ：８０cm/９０cm/９５cm

 ５）商品名：ガグタグ　ボーイズトップス　（男児用半袖Ｔシャツ）
 　　商品番号：１０１４８０５３４

 　　サイズ：８０cm/９０cm/９５cm

１）、２）、３）、４）、
５）、６）　2011年2
月～2011年5月
７）、８）、９）、
１０）、１１）　　2011
年4月～2011年5
月

2011年6月8日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、厚生省令第
34号に定める基準値(吸光度0.05)を超
える遊離ホルムアルデヒドが検出され
ことが判明。

回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

６）商品名：商品名：ガグタグ　ガールズパンツ　（女児用パンツ）
　　商品番号：１０１５７７５３４
　　サイズ：８０cm/９０cm/９５cm
７）商品名：ガグタグ　ガールズタンクトップ　（女児用袖なしタンクトッ
プ）
　　商品番号：１０１６６０８３４
　　サイズ：８０cm/９０cm/９５cm
８）商品名：ガグタグ　ガールズロンパース　（女児用半袖コンビ）
　　商品番号：１０１５７７３３４
　　サイズ：８０cm/９０cm
９)商品名：ガグタグ　ボーイズスイムウェア　（男児用半袖Ｔシャツ＆
海水パンツ）
　　商品番号：１０１７１８６３４
　　サイズ：８０cm/９０cm/１００cm
１０)商品名：ガグタグ　２ＰＣＳセット　（女児用チュニック＆パンツ）
　　 商品番号：１０１４９３１３４
　　 サイズ：８０cm/９０cm/９５cm
１１)商品名：ガグタグ　２ＰＣＳセット　（ブルマ付きドレス）
　　 商品番号：１０１４９３４３４
　　 サイズ：８０cm/９０cm/９５cm

スピーカー

株式会社キングジム
お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－７９－８１０７
受付時間：09：00～17：30　平日（月曜日～金曜日）
http://www.kingjim.co.jp/

  バイブレーションスピーカー「ＰＲＥＯＮ（プレオン）」ＶＳ１ 2011年5月27日～
2011年6月13日

＜ＨＰ＞

　当製品において、発熱・発煙すること
が判明。
※当製品を所有している方は、製品の
使用を中止してください。

回収(5000円返金)

加熱ヒーター（ドラム缶
用・1斗缶用）

坂口電熱株式会社
回収受付センター
フリーダイヤル：０１２０－３０８－８５２
受付時間：09：00～17：00（土、日、祝日除く）
http://www.sakaguchi.com/

 1)ドラム缶加熱ヒーター
 　 型式　　　　 　製造番号

 　1 DH1065A / 04031503A 
 　2 DH1065B / 04031503BT 
 　3 DH1065C / 04031503CT 
 　4 DH1065D / 04031503DT 

 　5 DH1100A / 02667703A 
 　6 DH1100B / 02667703BT 
 　7 DH1100C / 02667703CT 
 　8 DH1100D / 02667703DT 

 　9 DH1150A / 04067703A 
 　10 DH1150B / 04067703BT 
 　11 DH1150C / 04067703CT 

 　12 DH1150D / 04067703DT
 　13 DH1150 　/ 04067718

 　14 DH2100A / 02667702A
 　15 DH2100B / 02667702BT
 　16 DH2100C / 02667702CT
 　17 DH2100D / 02667702DT

 　18 DH2150A / 04067702A
 　19 DH2150B / 04067702BT
 　20 DH2150C / 04067702CT
 　21 DH2150D / 04067702DT

 　22 DH2150 　/04067715
 

 2)一斗缶加熱ヒーター
 　型式：DSH1010（100V）、DSH2010（200V）

１）1972年4月～
2010年12月
２）2001年4月～
2010年12月

2011年6月20日
＜ＨＰ＞

　当製品において、構成部材・機能の
安全性に問題があり、感電や発煙・発
火するおそれのあることが判明。
※当製品を所有されている方は、直ち
に使用を中止し、下記の問合せ先まで
連絡してください。

回収（一部または全額返
金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ＵＳＢ扇風機

シグマA・P・O システム販売株式会社
シグマインフォメーションセンター
フリーダイヤル：０１２０－９１７－４９８（携帯電話・PHS可/IP電話回
線不可）
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/20110620_UMF01R02.html

 １）マルチＵＳＢ扇風機ハイパワーモデル（ＵＭＦ０１Ｒシリーズ） 
 ２）マルチＵＳＢ扇風機大風量モデル（ＵＭＦ０２シリーズ）

 型　番：ＵＭＦ０１ＲＢＫ、ＵＭＦ０１ＲＷＨ、ＵＭＦ０２ＢＫ、ＵＭＦ０２ＷＨ
 対象ロット：　ＵＭＦ０１Ｒシリーズ　Ｓ／Ｎ　Ｄ１１，Ｅ１１

  　　　　　　 　ＵＭＦ０２シリーズ　Ｓ／Ｎ　Ｅ１１
 　

※当製品を所有されている方は、直ちに使用を中止し下記の問合
 せ先に連絡してください。

１）2011年4月～
2011年6月3日
２）2011年5月～
2011年6月3日

2011年6月20日
＜ＨＰ＞

　当製品において、スイッチ部品の不
具合により、本体上部のスイッチ付近
が発熱する不具合が生じる恐れがある
ことが判明。

無償交換（対策済み製品）

密閉式（ＢＦ式）ガスふ
ろがま（電池式）

株式会社ガスター（製造）
フリーダイヤル：０１２０－３７７－６７３
受付時間：2011年7月3日まで09：00～17：00(土日含む)
2011年7月4日以降09：00～17：00(土日祝日・年末年始を除く)
http://www.gastar.co.jp/news/pdf/20110622-1.pdf

東京ガス株式会社（販売）
フリーダイヤル：０１２０－５５０－１２２
受付時間：2011年7月3日まで　09：00～19：00(土日含む)
2011年7月4日以降　09：00～17：00(土日祝日・年末年始を除く)

大阪ガス株式会社（販売）
フリーダイヤル：０１２０－０１３－０１８
受付時間：09：00～19：00(月～土）
　　　　　 　09：00～17：00（日祝日)

リンナイ株式会社（販売）
フリーダイヤル：０１２０－４１８－４１０
受付時間：2011年7月3日まで　09：00～19：00(土・日含む)
2011年7月4日以降　09：00～17：00(土・日・祝日を除く)

株式会社長府製作所（販売）
フリーダイヤル０１２０－９１１－８７０
受付時間：09：00～18：00(平日）

 ＹＵＭＥＸ（ガスターブランド）：都市ガス仕様・ＬＰＧ仕様
 製品名

ＳＲ－ＡＳＮ－＊＊＊（シャワー付き ）/ＳＲ－ＡＳＢＮ－＊＊＊（シャ
 ワー付き）/ＳＲ－Ａ６０ＳＮ－＊＊＊（シャワー付き ）/ＳＲ－Ａ６０ＳＢ

２Ｎ－＊＊＊（シャワー付き）/ＳＲ－Ａ６０Ｓ２Ｎ－＊＊＊（シャワー付
き ）/ＳＲ－Ａ８０ＳＮ－＊＊＊（シャワー付き）/ＳＲ－Ａ８０Ｓ２Ｎ－＊

  ＊＊（シャワー付き ）/ＥＲ－ＡＳＮ－＊＊＊（シャワーなし）
 

 東京ガスブランド：全機種都市ガス仕様
 機種名

ＫＧ－８０６ＢＦＯシリーズ　（シャワー付き ）/ＫＧ－７０６ＢＦＯシリー
ズ　（シャワー付き）/ＫＧ－８０８ＢＦＯシリーズ　（シャワー付き ）/Ｋ
Ｇ－９１２ＢＦＤシリーズ　（シャワーなし）/ＫＧ－９１２ＢＦＢシリーズ

 （シャワーなし）
 

 大阪ガスブランド
 機器型式

 ５３１－Ｒ９４０～Ｒ９４５ （給湯・シャワー付き/都市ガス仕様）
５３１－Ｒ９５２、Ｒ９５３、Ｒ９６２、Ｒ９６３（おふろ沸かし専用/ＬＰガス

 仕様）
 

 リンナイブランド：都市ガス仕様・ＬＰＧ仕様
 シリーズ名

ＲＢＦ－Ａ３＊＊＊　（シャワー付き ）/ＲＢＦ－Ａ６０Ｓ＊＊＊　（シャ
 ワー付き）/ＲＢＦ－Ａ７０Ｓ＊＊＊　（シャワー付き ）/ＲＢＦ－Ａ８０Ｓ

＊＊＊　（シャワー付き）/ＲＢＦ－ＡＳ＊＊＊　（シャワー付き ）/ＲＢ
 Ｆ－ＡＥＲＳ＊＊＊　（シャワーなし）

 

 長府製作所ブランド：都市ガス仕様・ＬＰＧ仕様
 製品名

 ＢＦＳ－６３８Ｓ、８５８Ｓ 　（シャワー付き ）
 ＢＦ－１０８Ｓ 　　（シャワーなし）

 

2011年1月～
2011年5月
（製造）

2011年6月22日
＜ＨＰ＞

　当製品において、製品内部に微量な
ガスが漏れる恐れのあることが判明。

無償点検（部品交換）

サンダル（婦人用）

コントワー・デ・コトニエ ジャパン　株式会社
電話番号：０３－６８６５－０２５０
受付時間：平日09：00～18：00（平日12：00～13：00及び土日祝日を
除く）
http://www.comptoirdescotonniers.co.jp/jp/cms/archives/news/20
11/06/22170818.html

 商品名；ＪＡＮＧＬＥ（ジャングル）
 品　 番；ＳＳ１１ＷＳＨ０１３

2011年5月7日～
2011年6月22日

2011年6月22日
＜ＨＰ＞

　当製品において、サンダルのストラッ
プとウッドソールをつないでいる金具部
分の不具合により、ストラップが抜ける
おそれのあることが判明。

回収（商品代金払い戻し）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

遠赤外線電気暖房器

株式会社インターセントラル
グラスヒート ヘリオス コールセンター
フリーダイヤル：０１２０－８２－６２１８　（携帯電話可）
受付時間：09：00～17：30（土・日・祝日も含め毎日受付いたします）
http://www.i-central.co.jp/pdf/info_grassheat.pdf

 遠赤外線電気暖房器 グラスヒート・ヘリオス
機種名：ＪＨ－１０００

2006年9月～
（製造）

2011年6月27日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、ガラスパネ
ル発熱体の不具合によりガラスが破損
することが判明。
※当製品を所有されている方は、直ち
に使用を止めて、下記の問い合せ先に
連絡してください。

部品交換（改良品ガラス）

マグカップ

株式会社　逸品社
電話番号：０４５－５４０－３６６１
受付時間：月～金10：00～12：00/13：00～17：30（祝日を除く）
http://www.sugarland.co.jp/news/index.html

  マグカップ「ナチュレ」 ミルク色
2011年4月5日～
2011年5月13日

2011年6月27日
＜ＨＰ＞

　当製品において、熱湯を注ぐと、ヒビ
が入ったり、割れるおそれがあることが
判明。

回収（代金返金）

電気冷温水給湯器

株式会社トーエル
フリーダイヤル：０１２０－８１－１１３４
受付時間：09：00～17：00（日曜日を除く）
http://www.toell.co.jp/newsrelese/jun.html#6

 ウォーターサーバー（型式：ＹＣＨ-７２０Ｗ）
2005年4月～
2006年5月
（輸入）

2011年6月28日
＜ＨＰ＞

　当製品において、配線接続部の内部
が焼損したという事例が発生。
※当製品を所有されている方は、直ち
に使用を中止し、下記の問い合せ先に
連絡してください。

回収（別機種に交換）

保存瓶

株式会社カインズ
お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－８７－７１１１
受付時間：10：00～18：00（日曜・祝祭日除く）
http://www.cainz.co.jp/information/oshirase_bin.html

 保存瓶８００ｍｌ　　型番：ＨＡ-３７８６
保存瓶１０００ｍｌ　型番：ＨＡ-３７８７

2009年10月5日～
2011年6月16日

2011年6月30日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ガラス側面の一部
で厚みが薄く、使用中に破損するおそ
れがあることが判明。

回収（返金）

ソファクッション

株式会社藤栄
電話番号：０３－３７２３－６５２５
受付時間：09：30～18：00（平日のみ）
http://www.fujiei.co.jp/japan/index.html

 アグラ　ソファクッション/ピンク・グリーン・ブルー
2007年8月21日～
2011年5月21日

2011年7月1日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、底面部分に
木枠組立用の釘（ステイプル）が木枠
下部から突き出ていることが判明。
※直ちに使用を中止して、下記の問い
合せ先に連絡してください。

回収（購入代金返金）

サンダル（婦人用）

株式会社モーダ・クレア
フリーダイヤル：０１２０－７１２－２２７
受付時間：10：00～18：00（土・日祝を除く）
http://www.modaclea.co.jp/

 ブランド名：JILL STUART shoe （ジル スチュアート シュー）
 品番　：５５４４

 （品番はベルトの内側に印字されています。）

2011年2月12日～
2011年6月28日

2011年7月5日
＜新聞＞

　当製品において、金具の強度不足に
より、着用中に美錠が破損する可能性
のあることが判明。

回収または無償修理

電気式浴室換気乾燥
暖房機

マックス株式会社
マックス電源接続再確認の点検窓口
フリーダイヤル：０１２０－９２６－８０６
受付時間：09：00～18：00（土曜、日曜祝日は除く）
http://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/owabi_osirase_201107.html

 浴室換気・乾燥・暖房機
 機種：ＢＳ-１３１ＳＨＹ

 

※再確認の対象となるのは、特定の外部委託業者が点検修理作業
 を行った製品本体の電源線と屋内配線の接続部です。

2004年4月～
2006年3月

2011年7月12日
＜ＨＰ＞

　平成18年1月実施したリコールの点
検・改修作業において、当該製品本体
の電源線と屋内配線の接続作業に不
備があったため、接触不良から過熱
し、火災に至るおそれがあるため。

無償点検（改修）

サンダル（婦人用）

株式会社モーダ・クレア
商品部
フリーダイヤル：０１２０－７１２－２２７
受付時間：10：00～18：00（土日祝日除く）
http://www.modaclea.co.jp/information.html

 MK MICHEL KLEIN (MK ミッシェル クラン)婦人用サンダル
 品番：１）４６１７　２）４６１９　３）９４４４

1)2011年3月5日～
2011年6月30日
2)2011年3月12日
～2011年6月30日
3)2011年4月9日～
2011年6月30日

2011年7月12日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、着用中にス
トラップ部分の内部に入っている針金
が突出する可能性があることが判明。

無償修理または返金
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

サンダル（婦人用）

株式会社モーダ・クレア
商品部
フリーダイヤル：０１２０－７１２－２２７
受付時間：10：00～18：00（土日祝日除く）
http://www.modaclea.co.jp/information.html

 unReef (アンリーフ) 婦人用サンダル
品番：３１０９

2011年4月16日～
2011年6月30日

2011年7月12日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部いおいて、金具の強度
不足により、着用中に金具が破損する
可能性があることが判明。

無償修理または返金

外部入出力装置用ＡＣ
アダプター

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：月～金曜日9：30～12：00、13：00～17：00（祝・祭日を除
く）
http://www.iodata.jp/news/2011/important/20110713.htm

 製品型番　　　　　シリアル番号（(末尾のxxは任意の英数字)）
 1)DVDRW-iE4.7P2 YP40001001xx～YP40002000xx 

  2)DVDRW-iE4.7P3 YPP0000001xx～YPP0002500xx 
  3)DVDRW-iU4.7P2 YMZ0004001xx～YMZ0006000xx 
  4)DVDRW-iU4.7P3 YPN0000001xx～YPN0002300xx 
  5)DVR-iUM4 　　　　YVP0000001xx～YVP0003000xx

 　　　　　　　　　　　　 YVP0004501xx～YVP0007000xx
  6)HDA-iE200 　　　 YRP0000001xx～YRP0002000xx

 　　　　　　　　　　　　 YRP0A00001xx～YRP0A00400xx
 7)HDA-iU200 　　　 YRR0000001xx～YRR0002497xx

1)2002年9月～
2003年2月
2)2002年11月～
2003年6月
3)2002年 9月～
2003年2月
4)2002年11月～
2003年5月
5)2003年10月～
2005年2月
6)2002年12月～
2003年9月
7)2002年12月～
2003年8月

2011年7月13日
＜ＨＰ＞

　当製品付属のＡＣアダプターにおい
て、樹脂ケース部が発熱、変形にいた
る故障が発生。
※該当するACアダプターをお持ちの方
は、直ちに使用を中止し電源コードをコ
ンセントより抜いて、下記の問い合わ
せ先に連絡してください。

無償交換（ＡＣアダプター）

笛吹きケットル

ロイヤルホームセンター株式会社（販売）
パール金属株式会社（製造）
下記窓口に連絡をいただくか、近くのロイヤルホームセンター各店
舗サービスデスク係員まで申し出て下さい。
パール金属株式会社　企画部　消費者係
フリーダイヤル：０２５６－３５－３１１３
受付時間：9：00～12：00/13：00～17：00（土・日・祝日は除く）
http://www.royal-hc.co.jp/news/pdf/kettle.pdf

ＲＶステンレス製笛吹きケットル　１．６Ｌ　Ｈ－３４８１
2010年1月～
2011年7月

2011年7月13日
＜ＨＰ＞

　当製品において、、笛吹き部分の金
具が外れやすい製品がある事が判
明。

交換又は返金

デジタルカメラ

株式会社ニコン
受付センター
フリーダイヤル：０１２０－００７－０１２（フリーダイヤル、携帯電話・Ｐ
ＨＳ可）
受付時間：09：00～18：00（年末年始を除く毎日）
http://www.nikon-
image.com/support/whatsnew/2011/wnew110714.htm

 COOLPIX L２３ シルバー 製品番号：２０００００２６～２００３０８４１ 
 COOLPIX L２３ レッド 　　 製品番号：２２００００１４～２２０１６７１７

  ※製品番号はカメラ本体の底面に記載されています。

2011年2月24日～
2011年6月30日

2011年7月14日
＜ＨＰ＞

　当製品において、回路設計上の不具
合により過電流が流れ、発熱するおそ
れのあることが判明。
※対象製品を使用されている方は、電
池、あるいは AC アダプターを取り外し
てください。

回収（無償修理）

サンダル（婦人用）

株式会社ジュン
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）
http://www.jayro.jp/newsImp/

 商品名 　：【ペイズリー柄ウェッジサンダル】
 商品番号 ：GCA－１１０５

 カラー 　　：グリーン、ピンク、オレンジ

2011年3月4日～
2011年7月10日

2011年7月15日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ストラップの内側よ
り形状保持用のワイヤーが飛び出す
可能性があることが判明。

回収(返金)

座椅子

株式会社山善
フリーダイヤル：０１２０－０６９－０６０
受付時間：09：00～17：30（土・日・祝を除く）
http://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/n
ode_5584

 至高の座椅子（型番：ＭＳＺ-５３（ＤＢＲ））
2010年1月～
2011年1月

2011年7月19日
＜ＨＰ＞

　当製品において、背部のギアが破損
し、使用中に背もたれが倒れる事故が
発生。

回収（代金返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

サンダル（婦人用）

株式会社ニッセン
フリーダイヤル：０１２０－９１９－１３２
受付時間：平日09：00～21：00
　　　　　　　土日・祝日09：00～17：00
http://www.nissen.co.jp/oshirase/oshirase_110725.htm

 バックル付オープントゥパンプス（オフホワイト・黒） 
 品番： 2011年夏号　商品番号　８８３０１番

2011年1月4日～
2011年6月21日

2011年7月25日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ヒールの強度不足
によりヒールが折れ、転倒するおそれ
のあることが判明。

回収（返金）

住宅用サッシ上げ下
げ窓用網戸

株式会社ＬＩＸＩＬ（旧新日軽株式会社）
新日軽網戸コールセンター
フリーダイヤル：０１２０－５０２－２５０
受付時間：09：00～12：00/13：00～17：00　平日（月～金曜）
http://shinnikkei.lixil.co.jp/info/20110727.html

 製品シリーズ（参考） ：
 アルプラ７０/アルプラ７０ＭＳ/フォーメルト７０

 アルプラクラスＫ３/アルプラクラスＫ４/アリッツＳＧ・ＰＧ
※上記製品シリーズの上げ下げ窓の横方向の寸法： ５５センチ以

 上が対象
 

 製品シリーズ（参考） ： 
 アルプラクラスＫ３/アルプラクラスＫ４/アリッツＳＧ・ＰＧ

※上記製品シリーズの上げ下げ窓の横方向の寸法： ７０センチ以
 上が対象

 

 製品シリーズ（参考） ：
 フォルティア（オール樹脂サッシ）

※上記製品シリーズの上げ下げ窓の横方向の寸法： ５５センチ以
 上が対象

 

1998年3月～
2010年9月

2011年7月27日
＜新聞＞

　当製品において、部品破損により落
下するおそれのあることが判明。

点検（交換）

充電式扇風機

株式会社テコット
フリーダイヤル：０１２０－３４８－３３８
受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
http://tecot.jp/

ＣＦ－ＬＤ１６Ｄ
2011年7月7日～
2011年7月16日

2011年8月1日
＜ＨＰ＞

　当製品において、使用部品の強度不
足により本体ポール部分が折れ、転倒
の可能性があることが判明。

　回収（返金）

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：09：00～17：30（土、日、祝日、8月15日、8月16日を除く）
http://www.aladdin-aic.com

 アラジン　石油ファンヒーター　
 品番：ＡＫＦ－Ｐ３２１Ｎ（Ｗ）

 ＪＡＮコード：４９６２３６５０１５３７１
定格ラベル年製：2010年製のみ

2010年8月～
2011年2月

2011年8月1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。
　（2011年2月4日にホームページ上で
行った社告の再社告）
＊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，Ｈ８
３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

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/20110805.html

 ブランド名：「Ｔｏｒｙ　Ｂｕｒｃｈ」ウッドヒールパンプス
 品番：７９１３１-０３２０６

色番：３８ ｏｒ　３９（ネイビー）

2011年2月4日～
2011年7月14日

2011年8月5日
＜ＨＰ＞

　当製品において、強度不足により、
ヒールが外れてしまう可能性のあるこ
とが判明。

回収（購入代金返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

婦人用サンダル（木
製）

株式会社ビーズインターナショナル
ビーズリテイリング：お客様窓口
電話番号：０３－５７６８－２２８８
受付時間：10：00～19：00（平日のみ）
※2011年9月末までの金曜日は節電の為、営業時間は15時迄で
す。
http://www.milkfed.jp/#/news/nd/448

 ブランド　：ＭＩＬＫＦＥＤ．（ＭＩＬＫＦＥＤ．× ＢＩＡＮＣＡ）
 品　番　 ：０３１１０２５

 アイテム：ＷＯＯＤＳＯＬＥ ＳＡＮＤＡＬ
 カラー　 ：ＢＲＯＷＮ・ＢＬＡＣＫ

 サイズ　：（３５）２２．５～２３cm（３６）２３～２３．５cm
 　　　　　　（３７）２３．５～２４cm（３８）２４～２４．５cm

2011年4月22日～
2011年7月28日

2011年8月11日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ヒール及びソール
の部分が割れる事例が発生。

回収（返金）

いす（事務用）
ビーズ株式会社
電話番号：０６－６７３２－４３１０
受付時間：09：00～17：00（土日祝休、盆休、年末年始休）
http://www.bauhutte.jp/support/bm110_111/

 Ｂａｕｈｕｔｔｅ オフィスチェア ＢＭ-１１０/１１１（１９２０）
2011年2月～
2011年7月

2011年8月17日
＜ＨＰ＞

　当製品において、座部を支えている
ネジの強度が十分でないことが判明。

商品回収(返品及び返金)

自転車

スペシャライズド・ジャパン株式会社
フリーダイヤル：０８００－１２３－２４５３
受付時間：10：00～18：00（土日祝除）
http://www.specialized.com/ja/ja/bc/SBCWhatsNewDetail.jsp?artic
le=9800&refp=USHome&menuItemId=12838&articleType=CompanyN
ews

 2011年モデルＳＩＲＲＵＳ（シラス）：ＥＸＰＥＲＴ，ＣＯＭＰ，ＥＬＩＴＥ
 　　　　　　　　　　ＴＣ（ティーシー）：ＳＰＯＲＴ

　　　　　　　　　　ＶＩＴＡ（ヴィータ）：ＣＯＭＰ，ＥＬＩＴＥ

2010年5月～
2011年7月

2011年8月18日
＜ＨＰ＞

　当製品において、フロントフォークの
ブレーキ接合部の接着に不具合があ
り、ブレーキ取付部が脱落する恐れの
あることが判明。

無償交換（フロントフォー
ク：２０１１年10月初旬頃入
荷予定）

コードレス子機電話用
ACアダプター

ブラザー工業株式会社
インクジェットプリンタ・複合機　マイミーオ (MyMio)
フリーダイヤル：０１２０－５９０－３８１
受付時間：月曜～金曜 9：00～20：00/土曜 9：00～17：00
（日曜および当社指定休日を除く）

ファクス（FAX) コミュシェ(Commuche)
フリーダイヤル：０１２０－１６１－１７０
受付時間：月曜～金曜 9：00～20：00/土曜 9：00～17：00
（日曜および当社指定休日を除く）
http://solutions.brother.co.jp/support/information/ac/index.html#c
heck

 インクジェットプリンター・複合機 「マイミーオ」
 型式：MFC-650CD/ 650CDW、MFC-870CDN/ 870CDWN、

 　　　　　 　MFC-880CDN/ 880CDWN
 ACアダプター

 部品コード：LT0039001
 ロット番号：R0810 R0812 R0814 R0815 R0816 R0817 R0819 
 　　　　　　　R0821 R0822 R0824 R0825 R0826 R0828 R0829 
 　　　　　　　R0831 R0832 R0835 R0836 R0837 R0838 R0839 

 　　　　　　　R0841 R0842 R0843 R0851 
 　　　　　　　R0908 R0911 R0916 R0923

 

 パーソナルファクス 「コミュシェ」
 ACアダプター

 部品コード：LT0039001
 ロット番号： R0810 R0812 R0814 R0815 R0816 R0817 R0819 

 　　　　　　　R0821 R0822 R0824 R0825 R0826 R0828 R0829 
 　　　　　　　R0831 R0832 R0835 R0836 R0837 R0838 R0839 

 　　　　　　　R0841 R0842 R0843 R0851 
 　　　　　　　R0908 R0911 R0916 R0923

2007年4月～
2011年8月22日

＜ＨＰ＞

　当製品において、発熱する、充電で
きない、といった不具合が発生する可
能性があることが判明。
＊該当の製品を所有している場合は、
下記のブラザーコールセンター窓口ま
で連絡してください。

注意喚起

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）
http://www.kyocera.co.jp/information/2011/0801_tysk.html

KDDI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 ： ００７７－７－１１１　（通話料無料）
受付時間 ： 9：00～20：00　（日曜、祝日を含む）
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0822/index.ht
ml

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

2011年8月22日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、使用中に電
池パック内部で短絡（ショート）が発生
することで、発熱・膨張し、発煙や破裂
に至る可能性があることを確認。
(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、2009年
2月9日、2010年4月28日、2011年4月
21日および6月7日には、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。)

＊既にW42Kを解約または機種変更さ
れた後、同機種を他の用途で使用中
の方も対象となりますので、下記の「問
い合わせ先等」に連絡してください。

無償交換
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

スタビライジングジャ
ケット（浮力調整器具）

スキューバプロ・アジア株式会社
電話番号：０４５－４８９－４８００
受付時間：09：00～17：00（祝・祭日を除く）
http://www.scubapro.co.jp/news/2011/110824.html

 ２１－１２０-ｘｘｘ クラシックアドベンチャー２グレー
 ２１－１２１-ｘｘｘ クラシックアドベンチャー２レッド 

 ２１－１２２-ｘｘｘ ハイパロンリミテット 
 ２１－１０５-ｘｘｘ クラシックアドベンチャーグレー 

 ２１－１０４-ｘｘｘ クラシックアドベンチャーレッド 
 ２１－１０４-ｘｘｘ クラシックアドベンチャーTSグレー 

 ２１－１０５-ｘｘｘ クラシックアドベンチャーTSレッド 
 ２１－１０４-０００ クラシックアドベンチャーポニー 

 ２１－１０２-ｘｘｘ クラシックアドベンチャーブラックリミテッド 
 ２１－１０１-ｘｘｘ スプレンディードクラシック 

 ２１－１３０-ｘｘｘ クラシックステルス

2007年～2011年
2011年8月24日

＜ＨＰ＞

　当製品において、左胸の蛇腹ホース
（B.C.ホース）が接続されたエルボー
アッセンブリーがジャケット本体から外
れる潜在的な危険性があることが判
明。

無償検査（修理）

温熱式加湿器

吉井電気株式会社
リコール専用ダイアル
フリーダイヤル：０１２０－６５５－１６０
受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
http://www.yoshii-e.co.jp/index.html

型番：ＡＳＫ-２３３
2003年9月～
2006年2月

2011年8月26日
＜ＨＰ＞

　当製品において、使用していた基板
に不具合があったため、火災等の重大
事故が発生する可能性があることが判
明。

無償点検（基板交換修理）

ネックレス

イトキン株式会社
カスタマーサービス
フリーダイヤル：０１２０－８８８－３６３
電話番号：０３－３４７８－８０８８
受付時間：10：00～18：00（土日祝祭日を除く）
http://www.itokin.com/information/important/info110831.html

 ブランド名　：アーヴェーヴェー 
 品　　　　番 ： ＫＳ２ＪＧ１６０１９ 

カ　ラ　ー　 ： 茶紐×ゴールド(９５番色) / 黒紐×シルバー(９６番色)
 

 サ　イ　ズ 　： フリーサイズ(３８)

2011年8月6日～
2011年8月26日

2011年8月31日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ファーを結んでいる
ワイヤーに不具合があることが判明。

回収（返金）

ハロゲンヒーター

コーナン商事株式会社
フリーダイヤル：０１２０－０４－１９１０　(固定電話専用)
受付時間：09：00～18：00（土日祝除く）
http://www.hc-kohnan.com/pdf/110901%20KOK22-
9726%209719recall.pdf

 ＬＩＦＥＬＥＸ　ハロゲンヒーター　
 ＫＯＫ２２－９７２６ＧＲ（グリーン）　ＫＯＫ２２－９７１９Ｙ（イエロー）

2004年9月～
2007年2月

2011年9月1日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ヒーターの弱設定
で長期間使用すると内部部品の並列
ダイオードが異常加熱し発煙発火する
おそれがあることが判明。

無償交換

サイクロン掃除機

コーナン商事株式会社
フリーダイヤル：０１２０－０４－１９１０ (固定電話専用)
受付時間：09：00～18：00（土日祝除く）
http://www.hc-kohnan.com/pdf/110901%20KHN22-6938recall.pdf

ＬＩＦＥＬＥＸ　サイクロンクリーナー　ＫＨＮ２２－６９３８
2010年5月～
2011年6月

2011年9月1日
＜ＨＰ＞

　当製品において、本体内部の吸引
ホースに塵がつまり自動停止装置が
装備されていないこと等から、モーター
が過熱し、カーボンブラシの異常火花
が発生することが判明。

無償交換

温冷蔵庫

大自工業株式会社
フリーダイヤル：０１２０－７６０－１０２
受付時間：09：00～17：00　月～金曜日（土日祝除く）
http://www.daiji.co.jp/info/EZ12.html

 品番：ＥＺ１２
2004年4月～
2004年12月

2011年9月1日
＜新聞＞

　当製品において、基盤の不具合によ
り発火するおそれがあることが判明。

無償交換（代替品）

介護用ベッド

株式会社プラッツ
フリーダイヤル：０１２０－７７－３４３３
受付時間：09：00～17：00（土、日、祝日を除く）
http://www.platz-ltd.co.jp/whatnew/pdf/3m-switch-recal2011-9-
1.pdf

 介護保険レンタル対応ベッド「ミオレット」シリーズの３モーター仕様
 型式：ＰＺＢ-Ｍ３ＲＪ、ＰＺＢ-Ｍ３ＲＪ/M、ＰＺＢ-Ｍ３ＳＪ

 対象ロット：ＬＩ１０１１ からＬＩ１１０６ まで（手元スイッチ裏標記） 
 

 施設用低床電動ベッド「アルティレット」シリーズの３モーター仕様
型式：ＰＫＢ－ＡＳ３ＦＡ、ＰＫＢ－ＡＳ３ＦAＣ、ＰＫＢ－ＡＳ３ＦＢ、ＰＫＢ

 －ＡＳ３ＦBＣ
対象ロット：ＬＩ１０１１ からＬＩ１１０６ まで（手元スイッチ裏標記）

2011年1月1日～
2011年7月31日

2011年9月1日
＜ＨＰ＞

　当製品において、一部の商品に手元
スイッチ内の抵抗不良により、ベッドが
自然に下がる、または脚が自然に上が
るという不具合があることが判明。

無料交換（手元スイッチ）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

電動車いす

スズキ株式会社（製造・販売）
パナソニック　サイクルテック株式会社（販売）

「スズキ セニアカー」に関するお問合せ先
スズキ株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－４０２－２５３
受付時間：9:00～12:00・13:00～17:00 　（土、日、祝日を含む）
http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2011/0905/index.html

「リラクルカート」に関するお問合せ先
パナソニック サイクルテック株式会社 お客様センター
（旧社名 ナショナル自転車工業株式会社）
フリーダイヤル：０１２０－７８１－６０３
受付時間：9:00～20:00　（土、日、祝日を含む）
http://pct.panasonic.co.jp/cs/

 1)スズキ株式会社　対処製品
 製品名：スズキ セニアカ―

 型　式：ＥＴ４Ａ／ＥＴ４Ｃ
 車台番号：ＥＴ４Ａ―１０００１８～ＥＴ４Ａ―１１８１７７
 　 　　　　　　ＥＴ４Ａ―２００００７～ＥＴ４Ａ―２０４２３４
 　 　　　　　　ＥＴ４Ｃ―１００００６～ＥＴ４Ｃ―１００５４９

 

 2)パナソニック　サイクルテック株式会社　対処製品
 製品名：Ｎａｔｉｏｎａｌ リラクルカ―ト

 型　式：ＲＣ４１
車台番号：ＲＣ４１―１０００１１～ＲＣ４１―１００１１０

1)1999年2月～
2001年8月
2)2001年5月～
2001年8月

2011年9月5日
＜新聞＞

　当製品において、操作パネル部の前
後進切替スイッチ内の磁石に錆が発
生場合、磁力が低下し、レバーを後進
に切替えても、後進警告アラームが鳴
らずアクセル操作をすると前進するお
それがあることが判明。

無償修理

カメラ用外部フラッシュ

オリンパスイメージング株式会社
ＦＬ-300R 専用窓口
フリーダイヤル：０１２０－５１８－７１８（携帯電話・ＰＨＳ可）
受付時間：09：30～17：00（平日および土・日・祝日）※年末年始は休
み

 エレクトロニックフラッシュ ＦＬ-３００Ｒ
シリアルナンバー：１０１００１～１１４１１２（記載場所：フラッシュ本体

 の底面）( 海外出荷分を含む、欠番あり )
2011年7月～

2011年9月7日
＜ＨＰ＞

　当製品おいて、まれに本体の一部が
異常に発熱し、発熱部に触れると熱傷
を負う可能性があることが判明。
＊当製品を所有されている方は、使用
を注意し、下記の問い合わせ先に連絡
してください。

無償点検（修理）

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：09：00～17：00 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9月13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。
＊2011年1月27日に行った「無償点検・
修理のお知らせ」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
＊2010年6月28日に行った「注意喚起」
はこちら

無償交換(樹脂製リヤチャ
イルドシート）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

椅子

株式会社ニッセン
お客様サービスセンター
フリーダイヤル：０１２０－９１９－１３２
受付時間：平日09：00～21：00/土日祝09：00～17：00
http://www.nissen.co.jp/oshirase/oshirase_110916.htm

 商品名： オットマン付本革張りリラックスチェア　ロータイプ 
管理番号： １３１０－１４７１－１１１（ブラック） ・１３１８－７７８１－１１
１（ベージュ）

2007年4月1日 ～
2011年6月23日

2011年9月16日
＜ＨＰ＞

　当製品において、座面前縁部に着座
し続けることで、リクライニング機能部
分に負荷がかかり、座面に衝撃が加
わった際に背もたれと座面の接続部分
に荷重が集中し、背もたれ部が180度
以上倒れる可能性があることが判明。

無償改修

靴（ラグビーシューズ）

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（月曜日～金曜日）
http://www.mizuno.co.jp/customer/important/2011/09/_warriorfss
w.html

 ラグビーシューズ　ＷＡＲＲＩＯＲ(ウォーリア) ＦＳ+ＳＷ
品番：１４ＫＲ－１３００１(ブラック×ブラック)／１４ＫＲ－１３００９(スー
パーホワイト×ブラック)

2011年2月～
2011年9月

2011年9月20日
＜ＨＰ＞

　当製品において、かかと部の本体甲
材（アッパー）、ヒールカウンターと中底
の固定用釘（タックス）が突出している
おそれがあることが判明。

修理対応もしくは交換対
応

ガソリン携帯缶

矢澤産業株式会社
フリーダイヤル：０１２０－８３０－３８３
受付時間：09：00～18：00
http://www.yazawa-jp.com/20110926.pdf

 ＹＧ－１０ ・ ＳＳ－１０ ・ ＬＸ－１０ ガソリン携帯缶　1０ リットル
 ＹＧ－２０ ・ ＳＳ－２０ ・ ＬＸ－２０ ガソリン携帯缶　２０ リットル

 ＳＳ－５　ガソリン携帯缶　　５ リットル
  対象ロット：ＫF－０１　（商品本体（底部）に記載してあります）

2011年6月1日～
2011年9月26日

＜新聞＞

　当製品において、一部のロットで公的
検査機関による品質承認を受けずに
出荷したことが判明。

回収（商品交換）

ワンタッチ式給油タン
ク（よごれま栓タンク）

株式会社　コロナ
お客様相談窓口
フリーダイヤル：０１２０－６２３－２３８
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html

 対象石油ストーブ(反射型)
 製造年 型式

 1987年：SX-1800DX SX-2200DX　
 1988年：SX-1800 SX-2200 SX-1800DXA SX-2200DXA

 1989年：SX-1810 SX-2210 SX-3000　
 1990年：SX-1820 SX-2220 SX-3020

 1991年：SX-1840 SX-2240 SX-3040　
 1992年：SX-1850 SX-2250 SX-2250X SX-3050

 1993年：SX-1860 SX-2260 SX-3060　
 1994年：SX-1870 SX-2270 SX-3060

 1995年：SX-1880Y SX-2280Y SX-3080Y　
 1996年：SX-1800Y SX-2200Y SX-3080Y NX-22Y RX-D18Y

1997年：SX-B21Y SX-B26Y SX-B35Y SX-B27WY NX-26YRX-
 B21Y RX-B26Y

 1998年：SX-C210Y SX-C260Y NX-26Y　1999年：SX-D27WY
2000年：SX-E210Y SX-E260Y SX-E21Y SX-E26Y SX-B35YA SX-

   D27WYA NX-26YA KM-D27WY

製造年
1987年～2000年

2011/09/27
＜新聞＞

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

無償点検（修理）
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品名 製造事業者等 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

○対象石油ファンヒーター
製造年 型式
1993年：FH-3360AYL
1994年：FH-2570Y FH-3270Y FH-3370AYL GT-2570Y  GT-3270Y
FK-F250 FK-F320 KH-A25Y KH-A32Y KH-3207Y
1995年：FH-2580Y FH-3280Y FH-5580Y FH-2580AY FH-3380AY
NH-2580Y NH-3280Y GT-2580Y GT-3280Y   KH-B25Y  KH-B32Y
FK-G250 FK-G320 AH-3280Y
1996年：FH-A30Y FH-A37Y FH-A47Y FH-A60Y FH-A30AY FH-
A37AY NH-A30Y NH-A37Y GT-A30Y GT-A37Y GT-A30YJ KH-
A30WS KH-A37WS KH-C30Y KH-C37Y FK-H30 FK-H37
1997年：FH-B30AY FH-B37AY FH-B30BY FH-B40BY FH-B50BY
FH-B62Y NH-B30BY NH-B40BY GT-B30BY GT-B40BY KH-
B30WS KH-B40WS KH-D30BY KH-D40BY FK-J30 FK-J40
1998年：FH-C320BY FH-C430BY FH-C530BY GT-C30Y GT-
C32BY GT-C53BY FK-K32 FK-K53 KCF-A300
1999年：FH-D320BY FH-D430BY FH-D530BY FH-MD30Y GT-
D30Y GT-D32BY GT-D43BY GT-D53BY GT-EG30Y GT-KS30Y
FK-L30 FK-L32 FK-L43 FK-L53
2000年：FH-E62Y FH-EX32BY FH-EX43BY FH-EX53BY FH-
ES32BY　GT-E30Y KM-30Y KS-E30Y FK-M30 FK-M32 FK-M43
FK-M53 FJ-V30Y

携帯電話用電池パッ
ク

ＮＥＣカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社
「W52CA」｢EXILIMケータイ W53CA｣「Mobile Hi-Vision CAM Wooo」
お客さま窓口
フリーダイヤル：０１２０－９６３－０５２
受付時間：09：00～19：00（土、日、祝日を含む）
http://www.nec-casio-mobile.co.jp/news/info/1109/0901.html

KDDIお客さまセンター
フリーダイヤル：（局番なし）157：ａｕ電話から /　0077-7-111（一般
電話から）
受付時間：09：00～20：00（土、日、祝日を含む）
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0930a/index.ht
ml

  対象機種：
 カシオ計算機株式会社製：
 1)au携帯電話「Ｗ５２ＣＡ｣、

 2)au携帯電話｢ＥＸＩＬＩＭケータイＷ５３ＣＡ｣
 

 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社製：
 3)au携帯電話「Ｍｏｂｉｌｅ Ｈｉ―Ｖｉｓｉｏｎ ＣＡＭ Ｗｏｏｏ（ＨＩＹ０１）」

1)2007年6月26日
2)2007年8月2日～
3)2009年7月30日
～

2011年9月30日
＜ＨＰ＞

　当製品において、外部から電池内セ
パレータに損傷を受ける力が加わった
場合、その後の充電中に電池パック内
部で短絡（ショート）が発生することで、
発熱・膨張し、発煙や溶解に至る場合
があることが判明。

回収（無償交換）

運動器具

株式会社テレビショッピング研究所
フリーダイヤル：０１２０－０２４－２４２
受付時間：09：00～18：00（祝祭日は除く）
http://direct-teleshop.jp/information/rr.html

リズムロッカー
2011年2月～
2011年9月

2011年10月5日
＜ＨＰ＞

　当製品において、溶接の部分に「バ
ネが折れる」、「バネと座面の溶接が剥
がれる」という不良がみられるものがあ
ることが判明。

無料交換及び返品返金

テント（子供用遊具）

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：09：30～18：00
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsitem/recall_2011_BUSA

 BUSA/ブーサ 子供用折りたたみテント
2011年7月～
2011年9月

2011年10月7日
＜ＨＰ＞

　当製品のスチールワイヤー製のフ
レームが使用中に、折れるおそれがあ
ることが判明。
＊当製品を所有されている方は、ただ
ちに使用を中止し、最寄りのイケアスト
アの返品カウンターまでお持ちいただく
か、下記の問い合わせ先までご連絡く
ださい。

商品代金払戻し

椅子（ダイニングチェ
ア）

住友林業クレスト株式会社
ファニチュア部
フリーダイヤル：０１２０－８３９－１００
受付時間：09：00～17：00（土日祝日は休み）
http://www.sumirin-crest.co.jp/information/pdf/chear.pdf

 トーヨーファニチュア　ダイニングチェア　プレッサ
 対象製品型番： ＣＫ０８３１ＢＫ－ＣＭ (黒）/ ＣＫ０８３１ＩＶ－ＣＭ (白）

 サイズ：Ｗ６００×Ｄ５９0×Ｈ７４０

2006年5月～
2007年11月

2011年10月11日
＜ＨＰ＞

　当製品において、脚部と座部との接
合部分が外れ座部が落下するという不
具合が発生。

回収（交換）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

液晶テレビ

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：０１２０－６６８－８１２
受付時間：09：00～18：00（月～金）
　　　　　　 09：00～17：00（土・日・祝日）
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/111012/index.
html

 ブランド名：液晶テレビ ブラビア
機種名 ：
１）ＫＤＬ-４０Ｘ５０００
２）ＫＤＬ-４０Ｘ５０５０
３）ＫＤＬ-４０Ｗ５０００
４）ＫＤＬ-４０Ｖ５０００
５）ＫＤＬ-４０Ｖ３０００

1)2007年9月 ～
2008年12月
2)2007年9月 ～
2008年11月
3)2007年11月 ～
2008年10月
4)2007年9月 ～
2008年9月
5)2007年9月 ～
2008年11月

2011年10月12日
＜ＨＰ＞

　当製品において、特定部品に不具合
のあるものが一部混入し、まれに製品
内部で発熱・発火するものがあり、そ
の結果、熱により製品本体上部の一部
が溶解に至る場合があることが判明。

　無償点検（修理対象：不
具合のあるインバータート
ランス）

婦人用ストール

株式会社バロックジャパンリミテッド
コールセンター
電話番号：０３－６７３０－９１９１
受付時間：10：00～18：00（平日）
http://www.baroque-global.com/japan/jp/news/?id=43

 ブランド：ＢＬＡＣＫ ＢＹ ＭＯＵＳＳＹ
 商品名：ポケット付きファーストール

 品番：０７０４Ａ６５６－０４６０
色/サイズ：　全色 (ＢＥＩＧＥ / ＢＬＡＣＫ) / サイズＦ

2011年8月3日～
2011年10月3日

2011年10月22日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部に、縫い針等の金属片
が混入しているおそれがあるため。

回収（返金）

除湿機

株式会社カンキョー
フリーダイヤル：０１２０－１７３－８７７
受付時間：09：00～18：00（土日・祝日は除く）
http://www.kankyo-new.com/recall/index.html

 商品名：コンデンス除湿機
 型式：ＤＢＣ

 製造番号：４８０６３１１２～４８１０７７７１
 

 商品名：除湿乾燥機
 型式：ＤＢＣ-Ｔ

製造番号：５８０６２８２～５８１０３１２４

2006年6月～
2007年12月

2011年10月24日
＜ＨＰ＞

　当製品において、実装部品の不具合
から発煙・発火等を起こすおそれがあ
ることが判明。

無償点検（修理）

自転車

トレック・ジャパン株式会社
フリーダイヤル：０７９８－７４－９０６０（ガイダンスに従って１番をダ
イヤルしてください）
受付時間：10：00～17：00（土日祝日を除く）
http://www.trekbikes.co.jp/news/detail.php?eid=00203&flg_race=not
race

車種：2012年モデル7.3FX　：カラー：Bright Silver /Prime
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Blue/Metallic Black 

車種：2012年モデル7.4FX　：カラー：CrystalPearl
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　White/Lava Black

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：Signature Green /Chi Red 
 

 車種：2012年モデル7.4FX WSD ：カラー：Seafoam 
車種：2012年モデル7.5FX WSD ：カラー：SatinMetallic/ Black

2011年6月2日～
2011年8月10日(輸
入)

2011年10月28日
＜ＨＰ＞

　当製品において、シートポストやぐら
固定ボルトの不具合により、サドルが
シートポストから突然はずれる恐れが
あり、走行時にライダーが転落し、受傷
する可能性があることが判明。

点検（無償交換：良品ボル
ト）

運動器具

株式会社テレビショッピング研究所
フリーダイヤル：０１２０－０２４－２４２
受付時間：09：00～18：00（祝祭日は除く）
http://direct-teleshop.jp/information/rr.html

 リズムロッカー 2011年2月～
2011年10月28日

＜ＨＰ＞

　当製品において、溶接の部分に「バ
ネが折れる」、「バネと座面の溶接が剥
がれる」という不良がみられるものがあ
ることが判明。
＊当製品を所有されている方は直ちに
使用を中止のうえ、下記フリーダイヤ
ルに電話してください。(なお、すでに製
品交換対応を受けた方も含む)

回収（返金）

婦人用ブルゾン

株式会社バロックジャパンリミテッド
フリーダイヤル：０３－６７３０－９１９１
受付時間：10：00～18：00（平日）
http://www.baroque-global.com/japan/jp/news/?id=44

 商品名：ファーライナーコットンブルゾンＬＯＮＧ（moussyブランド）
 品番：０１０４ＡＴ３０－５８００ 

 色/サイズ：全色・全サイズ
 　

 商品名：コットンブルゾンＳＨＯＲＴ（moussyブランド）
 品番：０１０４ＡＴ３０－５９００ 　

色/サイズ：全色・全サイズ

2011年10月17日
～2011年10月24
日

2011年10月31日
＜ＨＰ＞

　当製品において、縫い針等の金属片
が混入しているおそれがあることが判
明。

回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

玩具（付属ボタン電池)

マルカ株式会社
お客様問い合わせ窓口
フリーダイヤル：０１２０－９８９－５９０
受付時間：09：00～17：00（土日祝日除く、但し、20１１年11月は土日
祝日も受付）
http://www.maruka.jp/syohin_info.html

「ワンワンとうーたんのマラカス」バーコードＮｏ．４９０２９２３ １２０６
 ６６

 製造ロット番号　「Ａ０９」～「Ｌ０９」・「Ａ１０」～「Ｌ１０」
 

2009年１月～
2010年12月

2011年11月17日
＜新聞＞

　当製品において、付属ボタン電池の
不具合により、電池の液もれ破損につ
ながる可能性があることが判明。

回収（交換：付属ボタン電
池）

コート

ＹＵＧＯ株式会社
お客様窓口（担当者　高橋、田上）
フリーダイヤル：０８００－１００－８２８２
受付時間：10：00～18：00（土日・祝日は除く）
http://www.and-a.com/news/2011/11/25180000/

 回収対象商品 ： フードファーツキモッズコート２ 
 商品番号 ： １７１５０１１

 カラー ： カーキ、スミクロの２色 
※商品番号はコート裏地部分の品質表示ラベルに記載されており

 ます。
 

※なお、商品番号１７１５９００及び１７１５００３の商品番号が付され
ている各商品につきましては、検査をして安全性が確認されていま

 す。

2011年11月10日
～2011年11月24
日

2011年11月26日
＜新聞＞

　当製品の一部において、製造過程の
不具合によりホチキスの針等が混入し
ていることが判明。

商品回収（返金もしくは交
換）

電気ケトル

和平フレイズ株式会社(発売元)／有限会社新津興器（輸入元）
和平フレイズ株式会社
電話番号：０２５６－６６－８５１１
受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
http://www.wahei.co.jp/topics/1774.html

有限会社新津興器
電話番号：０２５６－５７－２２３３
受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
http://site.waf.jp/niitsukouki/info.php?m_id=288

 1.アーバニア　電気ドリップケトル１．２Ｌ
 2.レギュール　電気ドリップケトル１．２Ｌ

＊メーカー品番：Ｇ-３４２５、ＲＭ-８０５６　　製造番号：０６１１２６～１
 ００８１８

2006年12月～
2010年12月

2011月11月29日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ケトルのハンドル
(黒い樹脂製の取っ手)が、使用中に外
れる事故が発生。
＊当製品を使用中の方は、安全のた
め直ちに商品のご使用を中止してくだ
さい。

無償修理（ハンドル交換）

婦人服（セーター、
カーディガン）

株式会社バロックジャパンリミテッド
コールセンター
フリーダイヤル：０３－６７３０－９１９１
受付時間：１０：00～1８：00（平日）
ＵＲＬ：http://www.blackbymoussy.jp/contents/news.html

 ブランド名：BLACK BY MOUSSY
  製品名：ｂｒｕｓｈｅｄ　ＴＯＰＳ（ブラッシュドトップス）

 品番：０７０４Ａ６７０-０２３０ 
 カラー：オレンジ、グレー、キャメル、ブラック 

 

 製品名：ｂｒｕｓｈｅｄ　ＣＤ（ブラッシュドカーデ）
 品番：０７０４Ａ６７０-０２４０

カラー：オレンジ、グレー、キャメル、ブラック

2011年11月15日
～2011年11月16
日

2011年12月3日
＜ＨＰ＞

　当製品おいて、縫い針等の金属片が
混入しているおそれがあるため。

回収（返金）

テーブル

株式会社カンディハウス
電話番号：０１６６－４７－９９３４
受付時間：09：00～18：00（土・日・祝日を除く）
http://www.condehouse.co.jp/news/news.php?n=2689

MOOV EXテーブル １４０×９０
MOOV EXテーブル ９０×９０

2009年8月～
2011年12月5日

＜ＨＰ＞
　当製品において、使用中に脚に切り
傷を負う事例が発生。

安全樹脂キャップ取り付
（2011年12月20日以降作
業実施予定）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

太陽光発電システム
用 ソーラーパワーコン
ディショナ

オムロンブランド対象パワーコンディショナ
オムロンパワーコンディショナ受付センター
フリーダイヤル： ０１２０－０６６－８７５ （携帯電話可）
受付時間 ：09：00～17：00
（月曜～金曜、但し土、日、祝日、１２月３１日、１月１日～１月３日を
除く。）
http://www.omron.co.jp/info/20111209.html

京セラブランド対象パワーコンディショナ
京セラソーラーコーポレーションパワーコンディショナ受付センター
フリーダイヤル： ０１２０－５５２－５４４（携帯電話可）
受付時間 ：09：00～17：00
（月曜～金曜、但し土、日、祝日、１２月３１日、１月１日～１月３日を
除く。）
http://www.kyocera.co.jp/information/2011/1201_suya.html

 １）ブランド：オムロン
 製品名：ソーラーパワーコンディショナ

 形式：ＫＰ４０Ｆ
 製造番号（※○はシリアルＮｏの数字）

 　　　　　　１Ｘ○○○○/１Ｙ○○○○/１Ｚ○○○○
 　　　　　　２１○○○○/２２○○○○/２３○○○○
 　　　　　　２４○○○○/２５○○○○/２６○○○○

 　　　　　　２７○○○○/２８○○○○
 

 ２）ブランド：京セラ株式会社
製品名：エコノライン４０２／３０２　ソーラー発電システム用パワーコ

 ンディショナ
 形式：ＰＶＮ－４０２/ＰＶＮ－３０２

 製造番号（※○はシリアルＮｏの英数字）
 　　　　　　ＵＫ－○○○○○○○/ＵＬ－○○○○○○○
 　　　　　　ＶＡ－○○○○○○○/ＶＢ－○○○○○○○
 　　　　　　ＶＣ－○○○○○○○/ＶＤ－○○○○○○○
 　　　　　　ＶＥ－○○○○○○○/ＶＦ－○○○○○○○
 　　　　　　ＶＧ－○○○○○○○/ＶＨ－○○○○○○○

 

＊パワーコンディショナ製品の側面に貼付の銘板シールに形式、製
造番号が表示されていますので、確認してください。

１）2001年10月～
2002年8月
２）2001年11月～
2002年8月

2011年12月9日
＜ＨＰ＞

　当製品において、製品に内蔵されて
います部品（フィルムコンデンサ）に一
部性能の低いロットがあり、雷など外
部からの異常な高電圧に対して部品
が発煙する事象が発生。

無償点検（修理）

玄関ドア

YKK AP株式会社
玄関ドア点検・修理お問い合せ窓口
フリーダイヤル：０１２０－８７－４１３４
受付時間：10：00～20：00（土・日・祝日を除く）
http://www.ykkap.co.jp/cominfo/20111209.asp

 玄関ドア デュガードTypeM・TypeS、ラフィールTypeS
 デュガード TypeM [3111] 
 デュガード TypeS [3212] 
 ラフィール TypeS [4111] 

2001年4月～
2002年8月

2011年12月9日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ドアに組み込まれ
たガラスが部品の破損により落下する
おそれがあることが判明。

無償点検（部品交換）

電気こたつ

株式会社カインズ
お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－８７－７１１１
受付時間：10：00～18：00（元旦以外年中無休）
http://www.cainz.co.jp/images/information/pdf/oshirase_table_1112
21.pdf

 ゆったりテーブルコタツ７５ｃｍ 　ＣＺ－７５ ブラウン 
 ゆったりテーブルコタツ７５ｃｍ 　ＣＺ－７５ ナチュラル

 ゆったりテーブルコタツ１０５ｃｍ ＣＺ－１０５ ブラウン
 ゆったりテーブルコタツ１０５ｃｍ ＣＺ－１０５ ナチュラル

 ゆったりテーブルコタツ１２０ｃｍ ＣＺ－１２０ ブラウン
ゆったりテーブルコタツ１２０ｃｍ ＣＺ－１２０ ナチュラル

2011年9月19日～
2011年12月20日

2011年12月21日
＜ＨＰ＞

　当製品において、他の暖房器具から
熱を取り入れるダクト等を併用した場
合、異常な高温になりコタツのフレー
ム・脚が変形する恐れがある事が判
明。
＊フレーム・脚の素材（ＰＶＣ）の軟化
温度７８度を超えてしまう場合に脚が
変形する恐れがあります。（一部内容
補足）

商品代金返金
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

加熱ヒーター（ドラム缶
用・1斗缶用）

坂口電熱株式会社
回収受付センター
フリーダイヤル：０１２０－３０８－８５２
受付時間：09：00～17：00
（土、日、祝日、2011年12月29日～2012年1月4日除く）
http://www.sakaguchi.com/

 1)ドラム缶加熱ヒーター
 型式　　　/ 　製造番号

 　1 DH1065A / 04031503A 
 　2 DH1065B / 04031503BT 
 　3 DH1065C / 04031503CT 
 　4 DH1065D / 04031503DT 

 　5 DH1100A / 02667703A 
 　6 DH1100B / 02667703BT 
 　7 DH1100C / 02667703CT 
 　8 DH1100D / 02667703DT 

 　9 DH1150A / 04067703A 
 　10 DH1150B / 04067703BT 
 　11 DH1150C / 04067703CT 

 　12 DH1150D / 04067703DT
 　13 DH1150 　/ 04067718

 　14 DH2100A / 02667702A
 　15 DH2100B / 02667702BT
 　16 DH2100C / 02667702CT
 　17 DH2100D / 02667702DT

 　18 DH2150A / 04067702A
 　19 DH2150B / 04067702BT
 　20 DH2150C / 04067702CT
 　21 DH2150D / 04067702DT

 　22 DH2150 　/04067715
 

 2)一斗缶加熱ヒーター
 型式：DSH1010（100V）、DSH2010（200V）

1）1972年4月～
2010年12月
2）2001年4月～
2010年12月

2011年12月22日
＜ＨＰ＞

　当製品において、構成部材・機能の
安全性に問題があり、感電や発煙・発
火するおそれのあることが判明。
※当製品を所有されている方は、直ち
に使用を中止し、下記の問合せ先まで
連絡してください。
・2011年6月20日ホームページ上で社
告を掲載。

回収（一部または全額返
金）

鞄

株式会社ＧＲＩＰ（輸入）
ＹＫＫファスニングプロダクツ販売株式会社（企画卸し）
株式会社デサント（販売）
株式会社ウェザーコーポレーショーン(販売)

株式会社ＧＲＩＰ
http://www.grip-inc.co.jp/index4.html

ＹＫＫファスニングプロダクツ販売株式会社
フリーダイヤル：０１２０－２５－０８６３
受付時間：09：00～18：00
http://www.ykkfastening.com/japan/info/20111226.html

株式会社デサント　お客様相談センター
電話番号：０３－５９７９-６１０１（東京）
　　　　　　 ０６-６７７４-０３５９(大阪)
受付時間：9:00～17:00（平日（月曜日～金曜日））
http://www.descente.co.jp/important/111226.html

株式会社ウェザーコーポレーショーン
電話番号：０３－５４８６－６８７１
受付時間：09：30～17：30（平日）
http://www.gests.jp/20111227.html

 株式会社デサント
 品名：ショルダーバック大 / 品番：ＤＡＣ-８１７０
 　　　　ショルダーバック中 / 品番：ＤＡＣ-８１７１

 

 株式会社ウェザーコーポレーショーン
 品名：ポケッタブルボストンＡ 　/ 品番：５１１０２２４

 　　　　 エプロンバックＡ 　　　 　 / 品番：５１１０７３１
 　　　　 ５００ｍｌボトルケースＡ 　/ 品番：５１１０７３４
 　　　　 2WAYポーチＡ 　　　　　　/ 品番：５１１０７３２

　　　　 アームポーチＡ 　　　　　 / 品番：５１１０７３３

2011年8月～
2011年12月22日

＜新聞＞

　当製品に入っている乾燥剤の一部に
混入した不純物により、内部生地が破
れている製品のあることが判明。

回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ガス栓

東京ガス株式会社
フリーダイヤル：０１２０－４７１－１０６
受付時間：平成24年2月29日（水）まで
　　　　　　　9時～19時 （月曜日～土曜日）、9時～17時 （日曜日・祝
日）
　　　　　　平成24年3月1日（木）以降
　　　　　　9時～19時（日・祝日・12/29～1/3除く）
http://www.tokyo-gas.co.jp/important/20111226-02.html

 空気抜き孔付き機器接続ガス栓
（キッチン組み込みタイプのガスコンロ接続用に設置したもの）

平成3年9月～
平成16年1月
(設置)

2011年12月26日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ビスが外れ、ガス
栓の開閉つまみが半開状態になったこ
とでガスが漏えいしたことが判明。

無償点検及び修理（ビス
の取り外し止め対策）
対象：「引出し型キャビネッ
トタイプ」のシステムキッチ
ン

階段移動用リフト

ナブテスコ株式会社
住環境カンパニー　福祉事業推進部
フリーダイヤル：０１２０－７２５－２９４
受付時間：08：15～19：00　（土・日・祝・祭日は除く）
http://www.nabtesco.com/news/pdf/20120221release.pdf

 J-MAX J-COMPACTモデル
 J-MAX J-SEATモデル

C-MAX改造品

2008年12月～
2012年1月24日

2011年12月26日
＜ＨＰ＞

　当製品において、転倒防止用のセー
フティアームがロックしない可能性があ
るため。

無償交換修理

ベビーカー

株式会社ベビマーズ（正規輸入代理店）
株式会社ガリバー(並行輸入事業者）

ベビートデート「ｐｈｉｌ＆ｔｅｄｓ　ｅｘｐｌｏｒｅｒ リコール コールセンター」
フリーダイヤル：０１２０－３１３－６４６
受付時間：09：00～24：00(月曜日～日曜日)
http://www.philandteds-shop.jp/hpgen/HPB/entries/190.html

株式会社ガリバー　お客様サポートダイヤル
フリーダイヤル：０４８－９９４－０５５５
受付時間：10：00～18：00（年中無休）
http://www.rakuten.ne.jp/gold/glv/philnteds_recall.html#recall

製品名：Ｐｈｉｌ＆Ｔｅｄｓ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（フィルアンドテッズ　エクスプロー
 ラー）

 型　　番：０６１０/０００１～０１１１/４７８８

2010年6月～
2011年01月

2011年12月27日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ブレーキ部品の不
具合により、けがをするおそれがある
ことは判明。

回収（無償部品交換）

手すり用金具(脱着タ
イプ)

住友林業クレスト株式会社
カスタマーセンター
フリーダイヤル：０８００－８８８－１３２３
受付時間：09：00～18：00（土、日、祝祭日、年末年始、お盆を除く）
http://www.sumirin-crest.co.jp/information/pdf/2012-01-05.pdf

 色：シルバー、ゴールド
 プラケット水平用：ＹＭ７０Ｓ－Ｂ１/ＹＭ７０Ｇ－Ｂ１

 プラケット水平用（首振り）：ＹＭ７０Ｓ－Ｂ２/ＹＭ７０Ｇ－Ｂ２
 プラケット垂直用：ＹＭ７０Ｓ－Ｂ３/ＹＭ７０Ｇ－Ｂ３

2005年10月～
2009年7月

2012年1月5日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、規格から外
れた原材料が使用されていたことが判
明。

無償点検（交換）

椅子（子供用）

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：09：30～18：00
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsitem/recall_2012_ANTIL
OP

子供用ハイチェア：ＡＮＴＩＬＯＰ/アンティロープ ハイチェア 安全ベル
 ト付き

 ・サプライヤー番号：１７３８９

2006年7月～
2009年11月

2012年1月6日
＜ＨＰ＞

　当製品において、安全ベルトが突然
外れ、お子さまが転落するおそれがあ
ることが判明。

無償提供（交換用安全ベ
ルト）

湯たんぽ（充電式）

株式会社イトウ／株式会社ヒロ・コーポレーション
お客様相談窓口
電話番号：０９３－４７５－８１２８
受付時間：10：00～18：00（月～金）
http://www.hiro-corpo.net/information/yutanpo.pdf

 商品名：エコ湯たんぽ
 型番：ＦＲ-１５・ＭＫ-１１・ＮＤ-１３

製造年：2011年製
2011年10月3日～

2012年1月7日
＜新聞＞

　当製品において、取扱説明書に反
し、誤った使用をした場合、身体や財
産に損害を及ぼすなど、重大な事故に
つながる可能性があることが判明。

返品（希望者対象）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ハロゲンヒーター

株式会社ドウシシャ
フリーダイヤル：０１２０－１０４－４８１
受付時間：09：00～17：00（月曜日から金曜日（土曜日、日曜日、祝
日を除く）
http://www.doshisha.co.jp/news/pdf/120110.pdf

 ＰＩＥＲＩＡ　ハロゲンヒーター
2003年9月20日～
2004年3月

2012年1月10日＜
ＨＰ＞

　当製品において、使用中の発熱によ
り製品外観の変色・変形や異臭等のお
それがあるため。

注意喚起

車いす

株式会社幸和製作所
フリーダイヤル：０１２０－５０８－０５８
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）
http://www.tacaof.co.jp/news/important/2012/

 アルミ製ミドル介助車（形式：ＢＨ０２） 
対象ロット：ＣＨＩ０００１～０１８５、ＣＨＪ０００１～０４００、ＣＨＪ０４１０

 ～０８２３
 （押し手側から見て、手押しハンドルの左側下に表記)

2009年8月～
2011年12月

2012年1月11日
＜ＨＰ＞

　当製品において、手押しハンドルの
溶接強度不足により手押しハンドル部
の溶接部が外れるおそれがあるため。

無償回収

ウォーターサーバー

さつき株式会社
フリーダイヤル：０１２０－２２９９５７
受付時間：10：00～16：00（土・日・祝日・年末年始・ＧＷ・盆休みを除
く）
http://www.satsuki.co.jp/pdf/info_2012_0111.pdf

 ＴＷＭ－Ｎ－００１
2007年7月～
2008年4月

2012年1月12日
＜ＨＰ＞

　当製品において、配線接続部が焼損
する事故が発生。

無償交換（別機種）

婦人服（カーゴパンツ）

株式会社バロックジャパンリミテッド
コールセンター
電話番号：０３－６７３０－９１９１
受付時間：10:00～ 18:00（平日）
http://www.baroque-global.com/japan/jp/news/?id=91

 １）ブランド：ＳＬＹ
 　　商品名：ニットカーゴパンツ

 　　品番：０３０４Ａ１７１－００２０
 

 ２）ブランド：ＳＬＹ
 　　商品名：ケープニットストール

 　　品番：０３０４Ａ１７２－００１０

1)2011年10月8日
～2012年1月8日
2)2011年10月8日
～2012年1月10日

2012年1月15日
＜ＨＰ＞

　当製品において、縫い針等の金属片
が混入しているおそれがあることが判
明。

回収（返金）

婦人服（ポンチョ）

株式会社バロックジャパンリミテッド
コールセンター
電話番号：０３－６７３０－９１９１
受付時間：10:00～ 18:00（平日）
http://www.baroque-global.com/japan/jp/news/?id=95

 ブランド：ｒｉｅｎｄａ
 品　名：ループショートポンチョ 

品　番：１１０４Ａ３３０－３４０

2011年10月15日
～2011年12月19
日

2012年1月16日
＜ＨＰ＞

　当製品において、縫い針等の金属片
が混入しているおそれがあることが判
明。

回収（返金）

電気ケトル

和平フレイズ株式会社(発売元)／有限会社新津興器（輸入元）
電気ドリップケトル無償修理受付センター
フリーダイアル：０１２０－７３９－１３３
受付時間：10：00～19：00（平成24年1月31日まで：土・日・祝日を含
む）
09：00～17：00（平成24年2月1日から：土・日・祝日を除く平日のみ）
和平フレイズ株式会社
ＵＲＬ：http://www.wahei.co.jp
有限会社新津興器
http://site.waf.jp/niitsukouki

 1.Ｇ-３４２５　　アーバニア　電気ドリップケトル１．２Ｌ
 2.ＲＭ-８０５６　レギュール　電気ドリップケトル１．２Ｌ

 ロット番号：０６１１２６～１００８１８

2006年12月～
2011年11月

2012年1月18日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ケトルのハンドル
(黒い樹脂製の取っ手)が、使用中に外
れる事故が発生。
＊当製品を使用中の方は、安全のた
め直ちに商品のご使用を中止してくだ
さい。
・2011年11月29日にホームページ上で
行った社告の再社告（一部内容追加）

回収及び無償修理（ハンド
ル交換）

バッテリー（携帯電話
機用）

フォーカルポイントコンピュータ株式会社
電話番号：０３－６４４７－２９６５
受付時間：10：00～18：00（平日のみ）
http://www.focal.co.jp/info/news/i_20120127.php

 製品名：ｍｏｐｈｉｅ　Ｊｕｉｃｅ　Ｐａｃｋ　Ａｉｒ　ｆｏｒ　ｉＰｏｄ　ｔｏｕｃｈ　４Ｇ
 型番：MOP-IP-０００００５、MOP-IP-０００００６、MOP-IP-０００００７

製造番号：ＴＲ１１３ｘｘｘｘｘ－ｘｘ～TR１２０ｘｘｘｘｘ－ｘｘ

2011年6月～
2011年10月

2012年1月27日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、特定の条件
下で使用した際に当該製品の一部箇
所が発熱する不具合が生じる恐れが
あることが判明。

回収（代替品無償交換ま
たは購入代金返金）

自転車(フロントフォー
ク)

スペシャライズド・ジャパン株式会社
フリーダイヤル：０８００－１２３－２４５３
受付時間：10：00～18：00（土日祝除）
http://www.specialized.com/

 2012年モデル ＴＣ　ＳＰＯＲＴ
2010年7月～
2011年7月

2012年1月27日
＜ＨＰ＞

　当製品において、フロントフォークの
ブレーキ接合部の接着に不具合があ
り、ブレーキ取付部が脱落する恐れが
あることが判明。

無償交換（フロントフォー
ク）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ズボン（婦人用ジーン
ズ）

株式会社ジーユー
ユニクロ・ジーユー オンラインストアお客様窓口
フリーダイヤル：０１２０－１７０－２９６
受付時間：09：00～17：00（年中無休）
http://www.gu-japan.com/pdf/120128.pdf

 商品名：ウィメンズ　スキニージーンズ
 商品番号：２２７９２３

カラー： ６３/６６

2012年1月7日～
2012年1月27日
（店舗販売）
　2012年1月9日～
2012年1月23日（イ
ンターネット販売）

2012年1月28日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ポケット部分のリ
ベット裏側に突起物が発生しているも
のがあることが判明。

返金または他の商品と交
換

空気浄化機

株式会社オーム電機
空気浄化機リコール係
フリーダイヤル：０１２０－９６３－００６（固定電話）
　　　　　　　　 　０４８－９９２－２７３５（携帯電話・PHS・一部のIP電
話）
受付時間：09：00～17：30（土曜日は５時まで。日曜・祝祭日を除く）
http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/AP-510/AP-510.html

 1)型番/品番：ＡＰ－５１０Ｈ/００－６６２２
 対象ロット記号番号：Ｄ７１０１２/Ｄ７１２１１/　　　　　　　　　　　　 Ｄ８

 ０１１６/Ｄ８０２１５/Ｄ８０２２７/Ｄ８０４０１/Ｄ８０５０７
 

 ２）型番/品番：ＡＰ－５１０Ａ/００－６６２３
 対象ロット記号番号：Ｄ７１０１２

1)2007年11月～
2008年7月
2)2007年11月～
2009年7月

2012年2月1日
＜ＨＰ＞

　当製品において、回路の設計不良に
より、製品より発煙・発火 するおそれ
のあることが判明。

無償修理

ＤＶＤプレーヤー

株式会社オーム電機
ＤＶＤプレーヤーリコール係
フリーダイヤル：０１２０－９６３－００６（固定電話用）
　　　　　　　　　　０４８－９９２－２７３５（携帯電話・PHS・一部のIP電
話用）
受付時間：09：00～17：30（土曜日は５時まで。日曜・祝祭日を除く）
http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/DVD-198Z/DVD-
198Z.html

 ＤＶＤプレーヤー：（ＤＶＤ-１９８Ｚ）
 対象ロット番号：Ｄ２０１１０５００００１～Ｄ２０１１０５１５０００

 

 *上記対象ロット番号の内、対象外となるもの*
本体裏面の製造番号ラベルの下側に○（白いラベル）が　貼付され
ている製品は、電源コードに問題はありません。（そのまま安全に使

 用できます。）

2010年5月～
2011年12月

2012年2月1日
＜ＨＰ＞

　当製品において、電源コードの被覆
材質不良により、電源コードの本体接
続部及び差し込みプラグ接続部で被覆
が破損し、ショートを生じるおそれのあ
ることが判明。

無償修理(電源コードの交
換)

空気清浄機（加湿、除
湿機能付）

ダイキン工業株式会社
フリーダイヤル：０１２０－３３０－６９６
受付時間：平日、土・日・祝日ともに２４時間受付可
http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2012/120203/index.html?ID=ca_?I
D=daikintop

 製品名：家庭用除加湿清浄機『クリアフォース』
 対象となる機種：ACZ65J-W　/ ACZ65K-W　/ ACZ65L-W　/ 

MCZ659-W　/　MCZ65J-W　/　MCZ65JE5-W　/ MCZ65JJ6-W　/
MCZ65JKS-W　/　MCZ65K-W　/　MCZ65KE6-W　/　MCZ65KKS-W

  / MCZ65L-W　/ MCZ65LE7-W　/　MCZ65LKS-W/

2007年9月～
2011年8月
（製造期間）

2012年2月3日
＜ＨＰ＞

　当製品において、除湿エレメントの発
熱により発煙・発火に至る可能性があ
ることが判明。

回収（2011年11月から発
売している新製品と無償
交換）

電子レンジ（オーブン
機能付き）

ツインバード工業株式会社
フリーダイヤル：０１２０－２１０－４６６
受付時間：09：00～17：00（土曜日、日曜日、祝日を除く ）
http://www.twinbird.jp/docs/osirase/20120207/

 オーブンレンジ ＤＲ－Ｄ９１７型
2011年10月～
2012年1月

2012年2月7日
＜ＨＰ＞

　当製品において、プラスチック製の天
板を持つ冷蔵庫の上に本製品を設置
し、「グリル 」モードで庫内カラ焼きをお
こなった場合に、製品底面から出る温
風により冷蔵庫の天板が変形する場
合があることが判明。
　当製品を所有されている方は、「 グリ
ル 」モードでの調理は控えていただ
き、下記の問い合わせ先まで連絡して
ください。なお、「グリル 」モード以外に
ついては問題ありません。

無償修理

カットソールームウェ
ア

株式会社ベリグリ
フリーダイヤル：０１２０－１６３－３４０
受付時間：11：00～19：00（土日祝休）
http://www.ravijour.com/news/index.html

 ブランド名：Ｒａｖｉｊｏｕｒ
 製品名：Ｄｏｌｌサテンオールインワン

2012年1月26日～
2012年2月9日

2012年2月10日＜
ＨＰ＞

　当製品において、ミシン針が混入して
いるおそれがあことが判明。

回収（交換または返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

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　ＡＵＴ
 Ｏ　ＨＥＡＴＥＲ)

２）ＧＥＸ ＩＣオートヒーター トラスティ(ＩＣ ＡＵＴＯ　ＨＥＡＴＥＲ　ＴＲＵＳ
 ＴＹ)

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

2012年2月14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）

自転車用ハンドル
バー

株式会社 日　東
フリーダイヤル：０１２０－２１０－７７３（土、日、祝祭日を除く）
受付時間：09：00～17：00
http://www16.ocn.ne.jp/~nitto210/contact.html

 自転車用ハンドルバー
 １）Ｂ２５９ＡＡ

 ・ニギリの部分に「NITTO　B259」と刻印あり
 ・中央が二重パイプ

 

 ２）Ｂ２５８－Ｔ１９
・センターカラー(二重パイプ)の左側にＴ１９ＳＫＡＴＥＳＲＩＤＥＷ／ＰＲ

 ＩＤＥの刻印、　
 右側にＮＩＴＴＯの刻印

 

※「Ｂ２５８－Ｔ１９」は日本国内のみでの販売であり、これまでに事
故の発生はありませんが、「Ｂ２５９ＡＡ」と同仕様の製品であるた

 め、対象製品としました。
 

※「Ｂ２５９ステンレス」、「Ｂ２５９スチール」、「Ｂ２５９１アルミ」は、対
 象外製品です。

 

1)2010年3月8日～
2011年2月18日
2)2007年9月6日～
2009年12月2日

2012年2月15日
＜ＨＰ＞

　当製品において、自転車の走行中に
破断する事故が海外において発生。

回収（Ｂ２６０ＡＡと無償交
換）

加湿器（超音波式）

株式会社ＫＯＭ
お客様相談窓口
フリーダイヤル：０１２０－０５－１７８３
有料ダイヤル：０９２－５２３－１７８３
受付時間：09：00～17：00（土・日・祝を除く）

 超音波加湿器『ＰＥＲＦＵＭＥ：ＨＩＲ-０１』
2011年10月～
2012年1月

2012年2月20日
＜新聞＞

　当製品において、電源コードの付け
根部分に亀裂が生じ、ショートするおそ
れのあることが判明。

無償修理

スチームクリーナー

アイリスオーヤマ株式会社
フリーダイヤル：０１２０－２１１－２９９
受付時間：09：00～17：00（平日・土日・祝日ともに）
*但し、土・日・祝日の12：00 ～13：00は除く
http://www.irisohyama.co.jp/importanttopics/20120127.html

 ・スチームクリーナーハンディタイプ ＳＴＭ－３０３
 ・ハウスクリーナーＳＴＭ３０３Ｃ

2011年6月～
2011年12月

2012年2月20日
＜ＨＰ＞

　当製品において、付属のフレキシブ
ルノズルを取り付けてお使い頂いた
際、上下左右に大きく動かしたり、ホー
スを強く引っ張る動作が続きますと、
ホースがねじれ、本体からフレキシブ
ルノズルがまれに外れるおそれのある
ことが判明。
*フレキシブルノズルが外れた状態でレ
バーを握り続けますと、高温の蒸気が
ノズル取り付け口から噴射され、やけ
どの原因となる可能性があります。

無償部品交換（フレキシブ
ルノズルと改善後本体側
ノズル取り付け部品）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

チャイルドトレーラー
pleasant（プレザント）
フリーダイヤル：０６－６３９０－１２７７

 1)チャイルドトレーラー
 ・ＣＸ１及びＣＸ２

 （2006～2010年型モデル） １２０５－ｘｘｘｘ～０７１０－ｘｘｘｘ
 ・Ｃｏｕｇａｒ１及びＣｏｕｇａｒ２　

 （2006～2010年型モデル）　１２０５－ｘｘｘｘ～０７１０－ｘｘｘｘ
 ・Ｃｈｅｅｔａｈ１及びＣｈｅｅｔａｈ２

 （2006～2010年型モデル）　１２０５－ｘｘｘｘ～０７１０－ｘｘｘｘ
 ※上記のシリアルナンバーの前半4桁は、製品の製造年月を

 表しております。
 　　　　例：1205→2005年12月～0710→2010年7月

 

2)サイクリング用取付具
 

1)2010年3月～
2012年1月
（販売）
2)2002年10月～
2012年1月
（製造）

2012年2月22日
＜ＨＰ＞

　当製品において、Ｃｈａｒｉｏｔ(チャリオッ
ト)のチャイルドトレーラーを自転車ト
レーラーとして使用するとき、特定の条
件下ではごくまれに牽引アーム（サイク
リングキット）がキャリヤーのＶｅｒｓａＷｉ
ｎｇから外れる可能性があることが判
明。

無償対策キット提供（ト
レーラー本体と牽引アー
ム分離防止用）

電気ストーブ

燦坤（サンクン）日本電器株式会社
「電気ストーブ回収ダイアル」
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2012年2月3月は土曜・日曜・祝日受付可
http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_5.pd
f

 ＴＳＫ－５３０３（Q、Y、L、）シリーズ (２００３年製～２００７年製)
 ＳＨＱ－８(２００７年製)
 ＳＨＨ－８(２００７年製)
 ＳＨＵ－８ (２００７年製)

 ＦＳ－８００W (２００５年製～２００７年製)

2003年9月～
2008年3月

2012年2月24日
＜新聞＞

　当製品において、部品の不具合によ
り、発煙・発火に至る可能性があること
が判明。

回収（返金）

カーボンヒーター/ハロ
ゲン・ヒーター

燦坤（サンクン）日本電器株式会社
「カーボンヒーター回収交換ダイヤル」
フリーダイヤル　０１２０－６００－５２７
電話受付時間　09:00～17:00
（土曜・日曜・祝日を除く、但し2月・3月中は受付いたします。）
http://www.tsannkuen.j

 カーボン・ヒーター
 ＴＳＫ－５３２８ＣＴ（2005年、2006年製）
 ＴＳＫ－５３２８ＣＲＩ（2005年、2006年製）

 ＵＨＣ-９Ｔ（2007年製）
 ＵＨＣ-３Ｔ（2008年、2009年製）

 

 ハロゲン・ヒーター
FS－９００T（2006年、2007年製）

 　

2005年9月～
2009年3月

2012年2月24日
＜新聞＞

　部品の不具合により、発煙・発火に
至る可能性があることが判明。
＊2008年4月21日に新聞紙上で行った
社告の再社告

回収（交換）

住宅用サッシ （たてす
べり出し窓、よこすべ
り出し窓）

株式会社LIXIL(旧トステム株式会社)
フリーダイヤル：０１２０－１０４－６８６
受付時間：平日（月～金曜）09：00～17：00祝日、夏期・冬期の休み
は除く）
http://tostem.lixil.co.jp/oshirase/20120301/

 「フォンテプラスⅡ（トステムブランド）」シリーズ
 ・たてすべり出し窓：台形出窓、三角出窓

 ・よこすべり出し窓
 製造番号：＊＊０８１２２２～＊＊１００７３１

2008年12月～
2010年8月

2012年3月1日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、ねじの締め
付けが不十分な製品が混入し、窓を開
閉する際に障子が落下するおそれの
あることが判明。

無償点検・修理

腕時計

株式会社マルマンプロダクツ
お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－１０５－３７９
受付時間：09：00～18：00（土・日・祝日除く）
http://www.maruman-products.co.jp/jp/support/release/index.html

 型式：ＭＲ００３
 品番：ＭＲ００３-０１
 　　　　ＭＲ００３-０２
 　　　　ＭＲ００３-０３
 　　　　ＭＲ００３-０４
  　　　　ＭＲ００３-０５

2011年2月～
2012年3月

2012年3月6日
＜ＨＰ＞

　当製品をきつめに装着するなどして、
裏蓋とリュウズが同時に肌に長時間触
れた場合に、皮膚に炎症を起こす恐れ
があることが判明。

無償点検修理

デスクトップパソコン

レノボ・ジャパン株式会社
フリーダイヤル：０１２０－２７７－８７４
受付時間：09：00～18：00
（土日・祝日・年末年始（12月30日～1月3日）を除く月曜日～金曜日
まで）
http://support.lenovo.com/ja_JP/detail.page?DocID=HT071924

 機種：ＴｈｉｎｋＣｅｎｔｒｅ Ｍ９０ｚ Ａｌｌ－Ｉｎ-Ｏｎｅ　デスクトップＰＣ 
 型式：０８００/０８５２/０８７０/２４７１/２５５７

 　　　　/３０９１/３２６５/３４２９/３６５０/４２８５
 　　　　/５２０５/５２４８/

 

 機種：ＴｈｉｎｋＣｅｎｔｒｅ Ｍ７０ｚ Ａｌｌ－Ｉｎ-Ｏｎｅ　デスクトップＰＣ
 型式：７５７０/７５７７/７５８０/７５８３/７５８４/７５８９

 　　　　/７５９４/７５９５/７５９７/７５９８

2010年5月～
2012年1月

2012年3月9日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、電源装置に
不具合があり、電源装置内の部品が
過熱して発火する可能性があることが
判明。

無償交換（電源装置）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

手すり用固定金具

榎本金属株式会社
フリーダイヤル：０１２０－６３４－５００
受付時間：09：00～18：00（日曜、祝日、夏季休業、年末年始を除く）
http://www.enomotohardware.co.jp/pages/index.html

 機種：手摺受け金具（階段、廊下、玄関使用）
 1)品番：ＹＳ３５-Ｓ

 色：ブロンズ/ゴールド/シルバー 
 2)品番：ＹＳ３５-Ｗ

 色：ブロンズ/ゴールド/シルバー 
 3)品番：ＹＳ３５-ＮＳ

色：ブロンズ/ゴールド/シルバー

1)2005年3月～
2006年5月
2)2004年6月～
2005年7月
3)2005年1月～
2007年7月

2012年3月16日
＜ＨＰ＞

　当製品に製品において、鋳造時にお
いて不純物が多く混入したことから、強
度が低下したため、使用状況により製
品が破損する可能性があることが判
明。

無償点検（不具合品は良
品と交換）

除雪機

ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
除雪機自主改修コールセンター
フリーダイヤル：０１２０－８２５－２２５
受付時間：09：00～17：00（月曜～金曜（祝日等、事業者所定の休日
を除く）
http://www.ympc.co.jp/news/120321.html

 １）機　種　名：ＹＳ８７０ 
 型 　 　番：７ＶＹ１-０１０

製造番号：７ＶＹ-１００１０９～１０１５０８/７ＶＹ-１１０１０１～１１１８０
  ３　　７ＶＹ-１２０１０１～１２１３７０/７ＶＹ-１３０１０１～１３０５００　７Ｖ

 Ｙ-１４０１０１～１４０２４０ 
 

 ２）機　種 名：ＹＳ８７０Ｊ
 型 　 　番：７ＶＹ１-０２０

 製造番号：７ＶＹ-１３５１０１～１３５８７０
７ＶＹ-１４５１０１～１４５７００

1)2001年8月～
2005年6月
2)2004年6月～
2005年8月

2012年3月21日
＜ＨＰ＞

　当製品において、貼付されているラ
ベルに誤りがあり、誤って記載された
表示に従い走行ベルトの交換を行う
と、エンジンを掛けた際、クラッチ操作
を行わなくても走行するおそれのある
ことが判明。

無償点検（修理）

サーキュレーター

アイリスオーヤマ株式会社
フリーダイヤル：０１２０－２１１－２９９
受付時間：09：00～17：00（平日・土日・祝日ともに）
但し、土・日・祝日の午後0時 ～ 午後1時は除く
http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/attencirculator_120328.html

 サーキュレーター ＥＡＣ-２　(ブラック・ホワイト)
 サーキュレーター首振りＥＡＣ-２K　(ブラック・ホワイト)

 

＊サーキュレーターＥＮＣ-２０、ＥＮＣ-２０Ｋ、ＥＮＣ-２０ＫＲ、ＥＮＣ-２
０ＫＴは対象外

2011年7月1日～
2012年3月27日

2012年3月28日
＜ＨＰ＞

　当製品において、電源コードを過度
に引っ張ったり、折り曲げた際にまれ
にコードの皮膜が剥がれ、中の電線が
剥き出しになる可能性があることが判
明。

無償点検（部品交換）

缶（ドッグフード）

日本生活協同組合連合会
日本生協連 組合員サービスセンター
フリーダイヤル：０１２０－５５６－９５０
受付時間：09：00～17：00（月～金曜（祝日含む））
　　　　　　 09：00～16：00(土曜（祝日含む）)
http://jccu.coop/info/announcement/2012/03/coop375.html

 商品名 ： CO・OPドッグフード　ビーフ　３７５ｇ
  ＊賞味期限が2014年6月1日以外の商品は対象外

2011年7月28日～
（輸入）

2012年3月28日
＜ＨＰ＞

　当商品において、開缶時に缶が破裂
し、指を打撲する事故が発生。

回収

25


