
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

タフソケットビット

株式会社　マキタ
お客様ご相談窓口
フリーダイアル：０１２０－１７－１１９７
受付時間：09:00～17:00（月曜日～金曜日（祝日・当社指定休日を除
く））
http://www.makita.co.jp/company/socket_120405.html
全国営業所
http://www.makita.co.jp/network/index.html
購入販売店

・タフソケットビット DX
・タフソケットビット DX 10mm （部品番号:A-52722） 
・タフソケットビット DX 12mm （部品番号:A-52738） 
・タフソケットビット DX 13mm （部品番号:A-52744） 
・タフソケットビット DX 14mm （部品番号:A-52750） 
・タフソケットビット DX 17mm （部品番号:A-52766） 
・タフソケットビット DX 19mm （部品番号:A-52772） 
・タフソケットビット DX 21mm （部品番号:A-52788） 
・タフソケットビット DX 24mm （部品番号:A-52794）

2011年6月～
2012年2月

2012年4月5日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ビット軸部の折れ
方により、ごく稀に樹脂部分が破損しソ
ケット部が落下する可能性があること
が判明。

無償交換

冷凍冷蔵庫

シャープ株式会社
フリーダイヤル：０１２０－４０４－５１１
受付時間：09：00～18：00（月曜～土曜）
　　　　　　 09：00～17：00（日曜／祝日）
http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html

対象製造番号：対象製造番号のもののみ対象
SJ-E30B(-W) 10010001～10019910 ／SJ-E30B(-C) 20010001～
20059210／SJ-E30B(-H) 30010001～30031480 

対象製造番号：全数対象 
SJ-23B(-H) SJ-EX447(-H) SJ-W359D(-C/-H) SJ-WE44A(-H/-G) 
SJ-23D(-C/-R) SJ-S407(-H) SJ-W35A(-H/-G) SJ-WH350(-C) 
SJ-350JB(-H) SJ-V35WB(-H) SJ-W35B(-H/-G) SJ-WH380(-C) 
SJ-E35KC(-H) SJ-V35WC(-H) SJ-WA35C(-C/-H) SJ-WJ440(-H) 
SJ-EX357(-H) SJ-W358D(-H/-G) SJ-WE38A(-H/-G) SJ-WS350(-
H) 

無印良品 SJ-R35C

1996年12月～
2001年3月

2012年4月16日
＜ＨＰ＞

　当製品において、始動リレー（起動用
電気部品）の発熱故障によって、発煙・
発火の恐れがあることが判明。

無料点検（部品交換）

室内用手すり金具

株式会社ウッドワン
室内階段手すり金物受付センター
フリーダイヤル：０１２０－８８７－７８１
受付時間：08：30～17：00（土・日・祝日は除く）
http://www.woodone.co.jp/osirase/20120416_tesuri.html

1)製品名 ：木製可変自在エルボー 
種類：ジュピーノ・ピノアース
品番：TB-５３２３/色：ゴールド
　　　TB-６３２３/色：シルバー
種類：タモ
品番：TB-５３３５・色：ゴールド
　　　TB-６３３５・色：シルバー
種類：チェルード
品番：TB-５３３６・色：ゴールド
　　　TB-６３３６・色：シルバー

2)製品名 ：木製エンドエルボー 
種類：ジュピーノ・ピノアース
品番：TB-５３５９/色：ゴールド
　　　TB-６３５９/色：シルバー
種類：タモ
品番：TB-５３３７・色：ゴールド
　　　TB-６３３７・色：シルバー
種類：チェルード
品番：TB-５３３８・色：ゴールド
　　　TB-６３３８・色：シルバー

2005年1月～
2006年1月
(製造期間)

2012年4月16日
＜ＨＰ＞

　当製品において、金属部分のねじ穴
周辺で、製造過程における作業ミスが
原因の強度不足による欠けなどの破
損が8件発生したため。

無償点検(交換対象：金属
部分の不具合が有る製
品)

社告・リコール一覧表
（平成24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）
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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

自転車用前カゴ

ブリヂストンサイクル株式会社
「バスケット無償交換 お客様コールセンター」
フリーダイヤル：０１２０－３１ー５６０４
受付時間：09：00～17：00（月～金曜日(土・日・祝日と弊社特定休日
を除く)
http://www.bscycle.co.jp/company/info20120418.html

・軽快車「ジョブノ」装着用丸型ステンレス製バスケット（中国製）

・車種略号：ＪＢ４０ＴＰ，ＪＢ６０ＴＰ，ＪＢ６３ＴＰ，ＪＢ７０ＴＰ，ＪＢ７３Ｔ
Ｐ，ＪＢ４０Ｔ，ＪＢ４３Ｔ，ＪＢ６０Ｔ，ＪＢ６３Ｔ，ＪＢ７０Ｔ，ＪＢ７３Ｔ

・製造ロット：４１０８０１～４２０２２９／５１０８０１～５２０２２９

2011年8月～
2012年2月
(製造)

2012年4月18日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ステンレス部材の
一部に放射性物質が混入した可能性
があることが判明。
　＊当該自転車のバスケットから発し
ている放射線の量はわずかであり、放
射線障害のおそれはありません。

回収（無償交換）

バッテリーパック（ノー
トパソコン用）

株式会社ソーテック
（現オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社）
ソーテック製ＷＶシリーズ対応窓口
フリーダイヤル：０１２０－３３８０５５
受付時間：09：30～18：00（土・日・祝日、会社指定休業日を除く）
フォームメール窓口：https://pc-service.jp.onkyo.com/wv/
http://www.jp.onkyo.com/oshirase/120420.htm

ブランド名：ＷｉｎＢｏｏｋ　
型番：ＷＶ７００、ＷＶ７１０、ＷＶ７１１、ＷＶ７３０、ＷＶ７３０Ｂ、ＷＶ７
３１、ＷＶ７３１Ｂ、ＷＶ７３１-Ａ１、ＷＶ７３１Ｂ-Ａ１,ＷＶ７３１-T１、ＷＶ
７５０、ＷＶ７５０Ｂ、ＷＶ７６０、ＷＶ７６０Ｂ、ＷＶ７６０Ｂ-Ａ１、ＷＶ７６０
Ｂ-Ａ２、ＷＶ７６１、ＷＶ７６１Ｂ、ＷＶ８３０、ＷＶ８３０Ｂ
　
ブランド名：ＡＦｉＮＡ 
型番：WV７６０-Ａ２
＊上記ノートブック製品の一部に搭載されているバッテリーパック
（型番「G1L1」）が回収対象になります。

2005年3月～
2007年4月

2012年4月20日
＜ＨＰ＞

　当製品において、使用しているバッテ
リーパックから発火した事例が1件発
生。

無償交換(対象：ＰＣ本体)
又は買い取り（対象：バッ
テリーパック）

自転車(マウンテンバ
イク)

ライトウェイプロダクツジャパン株式会社
電話番号：０３－５９５０－６００２
受付時間：09：00～17：30（土日、祭日は休業）
http://www.riteway-
jp.com/headline_news/2012/20120420_headline_gt.html

対象製品：ＧＴ社製 アバランチェ４．０ 2012年モデル
　　　　　　 ＧＴ社製　アバランチェ４．０GTw2012年モデル
対象部品：フロントフォークSRSUNTOUR　SF１１-XCM V３PM DS ２
６
　　　　　　ＮＯ．CK１１０３０１ ～ CK１１０７３１
カラー：オレンジ ,ホワイト,ブラック ,レッド

2011年7月～
2012年4月

2012年4月20日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、フロント
フォークのサポートチューブに不良が
発生し、フロントフォークのアウターが
外れるおそれが判明。

無償交換（良品のサポート
チューブ）

バッテリー（デジタルカ
メラ用）

株式会社ニコン
ニコン受付センター
フリーダイヤル：０１２０－００７－０１２（携帯電話・ＰＨＳからの利用
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/2012/0424.htm

商品名：Ｌｉ－ｉｏｎリチウムイオンリチャージャブルバッテリー
対象機種：デジタル一眼レフカメラ Ｄ８００、Ｄ８００Ｅ、Ｄ７０００＊１ 
レンズ交換式アドバンストカメラＮｉｋｏｎ１ Ｖ１ 
型式：ＥＮ－ＥＬ１５ 
製造ロット番号：２０１ＸＸＸＸＸEＸＸＸＸＸまたは、２０１ＸＸＸＸＸＦＸＸＸＸ
Ｘ
(Ｘ部分は任意数字) 
　＊１ Ｄ７０００とＮｉｋｏｎ１ Ｖ１に付属したＥＮ－ＥＬ１５および単体販
売のＥＮ－ＥＬ１５のうち、2012年2月末日以前に購入された場合は
回収対象外です。

2012年3月1日～
2012年4月4日

2012年4月24日
＜ＨＰ＞

　当製品において、電池パック内の部
品の不具合により機能不良に至る可
能性があり、その際に稀に発熱して
バッテリーの外装が変形するおそれが
判明。

無償交換（対象バッテ
リー）

オイルヒーター

株式会社コンポジット
フリーダイヤル：０１２０－２９－０７７０
受付時間：09：30～17：30（土・日・祝日を除く）
http://www.composite8.com/oilheater/recall/

ＨＹＴ－０２９ＦＴ
2008年1月～
2010年2月

2012年5月9日
＜ＨＰ＞

　当製品において、生産初期段階での
作業不良品が混入し、長期間のご使
用中にまれに発煙、発火に至る危険性
があることが判明。

無償点検(修理)

キッチンサイドラック

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：09：00～21：00（平日）
　　　　　　 09：00～17：00（土日祝日）
http://www.nissen.co.jp/oshirase/oshirase_120511.htm

商品名：キッチンサイドラック 
管理番号：１２５３ー３７７１－１１１・１１２・１１３・１１４ 
色： 白 
サイズ：ラックなしタイプ：幅３０・４５×奥行５５×高さ８０cm
ラック付きタイプ：幅３０・４５×奥行５８×高さ１６０cm

2005年7月～2006
年3月

2012年5月11日
＜ＨＰ＞

　当製品において、引き出しと接する天
板裏側のふち部分に1mm程度段差の
ある商品が一部混在しており、その段
差部分に触れた際、怪我をする可能性
があることが判明。

注意喚起
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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

除湿機

パナソニックエコシステムズ株式会社(旧 松下エコシステムズ株式
会社)／パナソニック株式会社
フリーダイヤル：０１２０－２２８－２８５
受付時間：07：00～23：00（平成２４年６月２３日まで毎日）
　　　　　　 09：00～21：00（平成２４年６月２４日以降、日・祝日除く月
～土曜日）
http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/12052401.html

ハイブリッド方式除湿機
１）型式： Ｆ－ＹＨＡ１００ーＧ 
JANコード： Ｔ４９８４８２４６６２１８６
２）型式： Ｆ－ＹＨＡ１００ーＳ 
JANコード：Ｔ４９８４８２４６７０９６９
３）型式：Ｆ－ＹＨＢ１００ーＧ 
JANコード：Ｔ４９８４８２４７０３２７８
４）型式：Ｆ－ＹＨＢ１００ーＳ 
JANコード：Ｔ４９８４８２４７１３５３６

１）、２）2004年12
月～2005年8月
（輸入・製造）

３）、４）2006年2月
～2007年1月
（輸入・製造）

2012年5月24日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、製品内部の
ヒーターコイルの一部がヒーターコイル
保持部品から外れ、当該部品に近接
する樹脂製除湿ローターカバーに接触
して発煙・発火するおそれがあることが
判明。

無償交換（代替製品）

炭酸美顔器
株式会社高陽社
電話番号：０５８－３９８－６５４４
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

エスタージュ・シュッシュ１０
機種：ＤＶＭＲＡ/ＤＶＭＲＯ/DVFBＯ/ＤＶＡＰＡ

2012年3月6日～
2012年5月18日

2012年5月25日
＜ＨＰ＞

　当製品において、レギュレーターの
シーリング部から微小なガス漏れや瞬
間的に高圧ガスの漏れが発生し、ウレ
タンチューブ（ホース）に圧力がかか
り、ウレタンチューブ（ホース）が破裂に
至るおそれがあることが判明したた
め。

回収（改良部品との無償
交換を行う。）

電球形蛍光ランプ

東芝ライテック株式会社（製造・販売）／日立アプライアンス株式会
社（販売）／ＮＥＣライティング株式会社（販売)／三洋電機株式会社
（販売）
電球形蛍光ランプ共通受付センター
無料通話電話：０１２０－５１０－４５６
受付時間：09：00～20：00（2012年6月25日まで毎日）
　　　　　　 09：00～18：00（2012年6月26日以降毎日）
http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20120614
_neoball/20120614_neoball.htm

ブランド：ＴＯＳＨＩＢＡ　ネオボールＺ
形名：ＥＦＧ２５ＥＬ／２０―ＺＪ ＥＦＧ２５ＥＮ／２０―ＺＪ　ＥＦＧ２５ＥＤ
／２０―ＺＪ 

ブランド：ＨＩＴＡＣＨＩ　ナイスボールV
形名： ＥＦＧ２５ＥＬ／２０Ｂ　ＥＦＧ２５ＥＮ／２０Ｂ　ＥＦＧ２５ＥＤ／２０Ｂ

ブランド：ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ／ＯＳＲＡＭ　スパイラルピカ
形名： ＥＦＧ２５ＥＬ／２０・ＳＰ ＥＦＧ２５ＥＮ／２０・ＳＰ　ＥＦＧ２５ＥＤ／
２０・ＳＰ

ブランド：ＮＥＣ　ＨＧボール
形名： ＥＦＧ２５ＥＬ／２０ ＥＦＧ２５ＥＮ／２０　ＥＦＧ２５ＥＤ／２０

ブランド：ＳＡＮＹＯ　フレッシュボールＳ
形名： ＥＦＧ２５ＥＬ／２０-HX　ＥＦＧ２５ＥＤ／２０-HX

2005年5月～
2012年4月

2012年6月14日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ガラスカバーと本体
の接着強度が一部弱いものがあり、ラ
ンプ寿命時に極めて稀に内圧が高まる
とガラスカバーが破損・落下する可能
性のあることが判明。

無料交換（同対象製品）

サンダル

株式会社バロックジャパンリミテッド
営業統括本部CS部「riendaサンダル」係
コールセンター：０３－６７３０－９１９１
受付時間：10：00～18：00（平日）
http://www.baroque-
global.com/japan/jp/news/important.php?id=180

品名： トリミングコードエスパサンダル
品番： １１０５Ｓ４５５-１１７０
カラー： ベージュ、ブラウン、ブラック
サイズ： Ｓ、Ｍ、Ｌ

2012年 5月19日～
2012年6月15日

＜ＨＰ＞

　当製品において、甲部分の強度不足
により、紐が千切れてしまうケースが
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

クローゼットハンガー

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：09：00～21：00（平日）
　　　　　　 09：00～17：00（土日祝日）
http://www.nissen.co.jp/oshirase/oshirase_120615.htm

クローゼットハンガー（引き戸）
管理番号　１３８９-７２３１-１１１・１１２・１１３・１１４（白）
１３８９-７２３１-２１１・２１２・２１３・１２４（グレー）
１４１５-４６５１-１１１・１１２・１１３・１１４（ナチュラル）
１４５０-９２０１-１１１・１１２（ダークブラウン）

2010年1月～
2012年6月15日

＜ＨＰ＞

◆こちらの扉は、天板のレール溝部分
に差し込みスライドする仕様となってい
るので、使用に際しましては、本体にガ
タつきがないか確認してください。
◆天板と扉の隙間（※）が大きくなりま
すと扉がレールの溝部分より外れ、思
わぬ事故につながる危険性があるの
で、天板と扉の隙間（※）は2ｍｍ以下
になるよう、定期的にアジャスターで調
節し、隙間を埋めてください。
◆畳や毛足の長いカーペットの上に設
置されますと不安定な状態となり、傾く
恐れがあるので、必ず平らな床の上に
設定してください。

注意喚起

婦人衣料品（ニット）

イトキン株式会社
イトキンカスタマーサービス
フリーダイヤル：０１２０－８８８－３６３
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/info120626_02.html

ブランド「フランコフェラーロ」
品名： 婦人服用ニット（フラワーモチーフ） 
品番： ＮＩＦＥＧ０１５９０
カラー： ０１番（ピンク）８２番（ベージュ）９４番（ブラック） 
サイズ： ２号　３号　 

品名： 婦人服用ニット（フラワーモチーフ） 
品番： ＮＩＦＥＧ０２４３０
カラー： ０１番（ピンク）８２番（ベージュ）９４番（ブラック） 
サイズ： ２号　３号　 

品名： 婦人服用ニット（フラワーモチーフ） 
品番： NIAEG０１７９０
カラー： ０１番（ピンク）８２番（ベージュ）９４番（ブラック） 
サイズ： ２号　３号

2011年1月17日～
2012年5月6日

2012年6月26日
＜ＨＰ＞

　当製品において、まち針が混入して
いたことが判明。

無償点検

小型空気圧縮機

旧：トキコ株式会社（製造）
現：株式会社日立産機システム（販売）
フリーダイヤル：０１２０－７００－４３３
受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日は除く）
http://www.hitachi-ies.co.jp/topics/2012/0629.htm

小型空気圧縮機：軽搬型ベビコン(型式ＰＡ１８００Ｖ)
1999年3月～
2001年3月

2012年6月29日
＜新聞＞

　当製品において、制御ユニット内の
部品の不具合により、稀に溶損もしく
は発火に至る可能性があるため。
　対象製品を所有、使用されている方
は、発火防止のため、コンセントから電
源コードを抜いて使用を中止し、下記
の問合せ先に連絡してください。
*2007年10月1日より情報をホームペー
ジで公開しています。

無料で点検（部品交換）

炭酸飲料用ボトル
キャップ

株式会社アルカン
フリーダイヤル：０１２０－８５２－９２０
受付時間：9：00～17：00（月～金）
http://www.j-fla.com/company/pdf/2012/07/arcane_120720.pdf

ロリーナ フレンチ・レモネード330ml
ロリーナ ピンク・レモネード 330ml
ロリーナ レモンソーダ 330ml
ロリーナ オレンジソーダ 330ml
ロリーナ フレンチ・ベリー・レモネード 330ml
※賞味期限：2013.06.28（5 商品共通）

2010年3月～
2012年7月20日

＜ＨＰ＞

　当製品において、炭酸飲料「ロリーナ
レモネード」（製造：フランス・ジェイエル
社）5 アイテムの一部商品におきまし
て、スクリューキャップの取り付け不良
により、開栓時にキャップが飛ぶ恐れ
がある商品があることが判明。

回収（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

歯ブラシ

伊藤忠商事株式会社（輸入）／ユニー株式会社（販売）／イズミヤ株
式会社（販売）／株式会社フジ（販売）
伊藤忠商事株式会社
フリーダイヤル：０１２０－３３９－０６６
受付時間：09：00～17：00（土曜日、日曜日、祝日を除く）

ユニー株式会社
伊藤忠商事株式会社のフリーダイヤルにかけてください。
http://www.uny.co.jp/upload/pdf/news_customer_3.pdf

イズミヤ株式会社
各店舗食品サービスコーナー
伊藤忠商事株式会社のフリーダイヤルにかけてください。
http://www.izumiya.co.jp/etc/etcinfo/post_124.php

株式会社フジ
フジ各店（食料品取り扱い店舗）
伊藤忠商事株式会社のフリーダイヤルにかけてください。
http://www.the-
fuji.com/company/news/2012/pdf/20120721_kaisyu.pdf

「ＳｔｙｌｅＯＮＥ 先細毛ふつうピンク」
JAN コード：４９７０９８６８３０１３６
「ＳｔｙｌｅＯＮＥ 先細毛ふつうブルー」
JAN コード：４９７０９８６８３０１４３
「ＳｔｙｌｅＯＮＥ 先細毛ふつうオレンジ」
 JAN コード：４９７０９８６８３０１５０
「ＳｔｙｌｅＯＮＥ 先細毛かためピンク」
 JAN コード：４９７０９８６８３０１６７
「ＳｔｙｌｅＯＮＥ 先細毛かためブルー」
 JAN コード：４９７０９８６８３０１７４
「ＳｔｙｌｅＯＮＥ 先細毛かためオレンジ」
 JAN コード：４９７０９８６８３０１８１

2011年9月～
2012年6月

2012年7月21日
＜ＨＰ＞

　当製品において、製造機械の調整が
不十分で、植毛部分が破損しやすい商
品が混入している可能性があることが
判明。

回収（返金）

電球形蛍光ランプ

東芝ライテック株式会社（製造・販売）／日立アプライアンス株式会
社（販売）／三菱電機オスラム株式会社(販売）／ＮＥＣライティング
株式会社（販売)／三洋電機株式会社（販売）
お問い合わせ共通窓口
無料通話電話：０１２０－５１０－４５６
受付時間：09：00～20：00（2012年7月30日まで毎日）
　　　　　　 09：00～18：00（2012年7月31日以降毎日）
http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20120614
_neoball/20120614_neoball.htm

ブランド：ＴＯＳＨＩＢＡ　ネオボールＺ
形名：ＥＦＧ２５ＥＬ／２０―ＺＪ ＥＦＧ２５ＥＮ／２０―ＺＪ　ＥＦＧ２５ＥＤ
／２０―ＺＪ 

ブランド：ＨＩＴＡＣＨＩ　ナイスボールV
形名： ＥＦＧ２５ＥＬ／２０Ｂ　ＥＦＧ２５ＥＮ／２０Ｂ　ＥＦＧ２５ＥＤ／２０Ｂ

ブランド：ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ／ＯＳＲＡＭ　スパイラルピカ
形名： ＥＦＧ２５ＥＬ／２０・ＳＰ ＥＦＧ２５ＥＮ／２０・ＳＰ　ＥＦＧ２５ＥＤ／
２０・ＳＰ

ブランド：ＮＥＣ　ＨＧボール
形名： ＥＦＧ２５ＥＬ／２０ ＥＦＧ２５ＥＮ／２０　ＥＦＧ２５ＥＤ／２０

ブランド：ＳＡＮＹＯ　フレッシュボールＳ
形名： ＥＦＧ２５ＥＬ／２０―HX　ＥＦＧ２５ＥＤ／２０―HX

2005年5月～
2012年4月

2012年7月23日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ガラスカバーと本体
の接着強度が一部弱いものがあり、ラ
ンプ寿命時に極めて稀に内圧が高まる
とガラスカバーが破損・落下及びガラ
ス片が飛散する可能性のあることが判
明。
＊2012年6年14日ホームページ上で、
無料交換のお知らせとお願いを実施)

無料交換（代替品）
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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

電動サンダ

リョービ株式会社(製造)／リョービ販売株式会社（販売）
サンダ回収係
フリーダイヤル：０１２０－９５９－６５５
受付時間：09：00～17：45
（ 8月4日までは日曜を除く毎日、 8月5日以降は土曜・日曜・国民の
祝日を除く毎日、
ただし、2012年8月11日から19日までは夏期休暇）
http://www.ryobi―
group.co.jp/projects/powertools/topics/kokuchi_120700.html

１）商品名 ：ＭＳ―３５０ 
外観色調：ダークグリーン 
製造番号：００１００１～２０２３０９
２）商品名 ：Ｓ―３５０C 
外観色調：ピンク 
製造番号：００１００１～０１２９００
３）商品名 ：Ｓ―８０１ 
外観色調：ダークブルー 
製造番号：００３８０６～０１５７３０
４）商品名 ：Ｓ―８０１Ｓ 
外観色調：ダークブルー 
製造番号：００２３１８～００７８２８
５）商品名 ：Ｓ―８０１Ｓ
外観色調：グリーン 
製造番号：００１００１～０１１６６５
６）商品名 ：Ｓ―８０１M 
外観色調：グリーン 
製造番号：００１００１～０１６５４８

１）1999年～
2007年
２）1999年
３）1998年～
2001年
４）1998年～
2001年
５）2003年～
2010年
６）2002年～
2010年

2012年7月25日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、バランス
ウェイトが使用中に破損し、サンダの
外部に飛散してけがをするおそれがあ
ることが判明。

回収（無償交換）

自転車用幼児座席

株式会社マルイ
フリーダイヤル：０１２０－５３３－３８８
受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日を除く）
http://topeak.jp/info_babyseat.html

トピーク　ベビーシート
1) 機種ＢＴＣ００７００　 型番：ＴＣＳ２０００
２）機種：ＢＴＣ００７０１ 型番：ＴＣＳ２０００-ＢＬＫ
３）機種：ＢＣＴ０３１００ 型番：ＴＣＳ２００２

１）2008年3月～
2012年6月
２）2011年2月～
2012年6月
３）2009年9月～
2012年6月

2012年7月30日
＜ＨＰ＞

　当製品において、グラブバーを引き
起こした際に、クラブバーのヒンジ部分
に幼児の指が挟まれるという事故が発
生。

安全対策キット（隙間カ
バー）配布

キックスケーター

東方興産株式会社
フリーダイヤル：０１２０‐９６２－９９４
受付時間：09：00～18：00（祝日・弊社臨時休業日を除く、月曜日～
金曜日）
http://www.office-web.jp/tohoent/pc/contents15.html

ブランド名：ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥキックスケーター
商品名　　　：ルフィー 
ＪＡＮコード 　：４５８０３４３５０３８１ 
型　　番 　 　：ＯＰ－ＫＳＬＵ 
製造番号　　：０８７１２ＴＳＰ

商品名　　　　：チョッパー
ＪＡＮコード　　：４５８０３４３５０３７４ 
型　　番 　　　：ＯＰ－ＫＳＣＨ 
製造番号 　　：０８７１２ＴＳＰ

商品名 　　　　：パンソン 
ＪＡＮコード　　：４５８０３４３５０５５８ 
型　　番 　　　 ：ＯＰ－ＫＳＰＷ
製造番号 　　 ：０８７１２ＴＳＰ

2012年5月～
2012年8月3日

＜ＨＰ＞

　当製品において、一部のロットNo.の
製品でハンドルバーのロックが走行中
に外れる可能性があることが判明。

回収（商品交換）

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：09：30～17：00（平日のみ）
http://corp.world.co.jp/news/detail/?NEWS=1333

１）ブランド「BE AN ANGEL（ビーアンエンジェル）」
商品名：クロスストラップ ウェッジサンダル
品番：Ｃ９６－１８１０５
色：０４１（ブラウン）・０５７（ピンクベージュ）・１１９（ブラック×ホワイ
ト）
＊かかと部分のバンドが抜ける可能性あり。 

２）ブランド名：「ｏff ｔｈｅ ｗａｌｌ」（オフザウォール）
商品名：フリルリボン ウェッジサンダル
品番：Ｄ１３－１８１１４
色：０４３（キャメル）・０５１（ベージュ）・０８１（パープル）
＊バンドが抜ける可能性あり。 

1)2012年5月9日～
2012年7月29日

2)2012年6月6日～
2012年8月3日

2012年8月3日
＜ＨＰ＞

　当製品において、一部商品にバンド
が抜ける可能性のあることが判明。

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

デジタル一眼レフカメ
ラ

キヤノン株式会社
フリーダイヤル：０１２０－２２６－２７３（携帯・PHSからも利用可）
受付時間：09：00～20：00（平日）
　　　　　　 10：00～17：00（土,日,祝日）
http://cweb.canon.jp/e-support/products/eos-
d/120706eoskissx6i.html

機種：ＥＯＳ　Ｋｉｓｓ　Ｘ６ｉ 
製造番号：x3xxx1xxxxxxまたは、x4xxx1xxxxxx
(X部分は任意数字) 
＊対象製品の確認方法は下記のＵＲＬに詳細が掲載されています。

2012年5月31日～
2012年6月27日
（製造）

2012年8月3日
＜ＨＰ＞

　当製品において、外観部のラバー部
材が短期間で白く変色する可能性があ
ることが判明。

無償交換（ラバー）

ガラス製コップ

日本マクドナルド株式会社
マクドナルド・オリンピック応援コークグラス事務局
フリーダイヤル：０１２０－０３２－５３２
受付時間：09：00～18：00（含む土日祝）
ＵＲＬ：http://www.mcdonalds.co.jp/news/120808.html

「オリンピック応援コークグラス」 
・グリーン、ピンク、グレイの3色が交換対象となります。 
・ディープブルー、グリーンブルー、パープルの3色は対象ではあり
ません。

2012年6月19日～
2012年7月18日

2012年8月8日
＜ＨＰ、記者発

表、店頭ポスター
＞

　当該製品を成型する金型の補修及
び製品仕上げ時の品質管理上の不備
により、当該製品の一部に飲み口のバ
リ及び内部に突起が生じ、使用者が当
該箇所に触れると負傷に至る可能性
があることが判明。
　＊上記HP、記者発表、店頭ポスター
の他、2012年8月9日、不良品交換を実
施する旨を新聞紙上にて告知。

代替品と交換(店頭にて確
認を行い、ガラス小片が
付着し突起が出ている製
品の交換を行う。)

ベビーチェア

株式会社ティーレックス
電話番号：０６－６２７１－７５０１または、０６－６２７１－７５６６
受付時間：09：00～17：00（土日・祝日除く）
http://www.t-smartstart.com/news4.html

バンボ　ベビーソファ 
JANコード：
４９４８３２７７４８０１３　４９４８３２７７４８０２０　４９４８３２７７４８０３７
４９４８３２７７４８０８２　４９４８３２７７４８１０５　４９４８３２７７４８１１２
４９４８３２７７４８１２９　４９４８３２７７４８０７５　４９４８３２７７４８０４４
４９４８３２７７４８１３６　４９４８３２７７４８１４３　４９４８３２７７４８０９９
４９４８３２７７４８０５１　４９４８３２７７４８２１１　４９４８３２７７４８２２８
４９４８３２７７４８２３５　４９４８３２７７４８２８０　４９４８３２７７４８３０３
４９４８３２７７４８３１０　４９４８３２７７４８３２７　４９４８３２７７４８２４２
４９４８３２７７４８２６６　４９４８３２７７４８２７３

2002年9月～
2012年8月

2012年8月23日
＜ＨＰ＞

　当該製品から乳幼児が抜け出して落
下するおそれがあることが判明したた
め。

無償配布（落下防止用専
用腰ベルト）

電気食器洗い乾燥機

リンナイ株式会社
フリーダイヤル：０１２０－２０２－３８８
ＦＡＸ：０１２０－０２４－０４６
受付時間：9月2日（日）まで 9：00～19：00（土日,祝日を含む）
　　　　　　 9月3日（月）以降 9：00～17：00（土日,祝日を除く）
http://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2012/0824/

ブランド：Ｒｉｎｎａｉ（リンナイ）
機種：ＲＫＷ-V４５Ａ，ＲＫＷ-Ｖ４５Ａ-ＳＶ，ＲＫＷ-Ｖ４５Ａ-ＧＹ
ＰＲＫＷ-Ｖ４５Ａ，ＰＲＫＷ-Ｖ４５Ａ-ＳＶ
ＲＫＷ-４５８Ｃ，ＲＫＷ-４５８Ｃ-ＳＶ，ＲＫＷ-４５８Ｃ-Ｇ
ＲＫＷ-４５８Ｃ(Ａ)，ＲＫＷ-４５８Ｃ(Ａ)-ＳＶ
ＲＫＷ-４０２Ａ，ＲＫＷ-４０２Ａ-ＳＶ
ＴＫＷ-４０２Ａ，ＴＫＷ-４０２Ａ-ＳＶ
ＲＫＷ-Ｃ４０１Ｃ，ＲＫＷ-Ｃ４０１Ｃ-ＳＶ
ＲＫＷ-Ｃ４０１ＣＳＡ，ＲＫＷ-Ｃ４０１ＣＳＡ-ＳＶ

ブランド：Ｃｌｅａｎ▲ｕｐ（クリナップ）
機種：ＣＷＰＲ-４５Ｂ，ＣＷＰＲ-４５ＢＳ

ブランド：Takara　standard（タカラスタンダード）
機種：ＴKW-V４５Ａ，ＴKW-V４５Ａ-ＳＶ

＊製造番号の詳細な確認方法は下記のＵＲＬに掲載されいます。

2004年12月～
2007年10月

2012年8月24日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部機種について、製品内
部の水漏れが電装基板や内部配線に
かかり、ごく稀に電装基板またはコネク
ター部でトラッキング現象が生じて臭い
や煙が発生することがあり、場合に
よっては製品の焼損に至る可能性が
あることが判明。

無償点検・修理

ＵＳＢアダプター

株式会社バッファロー
フリーダイヤル：０１２０－９５９－８６３（携帯電話・PHS・自動車電話
可）
受付時間：09：30～19：00（ＧＷ・夏期休暇・年末年始を除く）
http://buffalo.jp/support_s/20120828.html

製品名：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ３．０＋ＥＤＲ対応 ＵＳＢアダプター(ｃｌａｓｓ２)
型番　 ：ＢＳＨＳＢＤ０４ＢＫ
シリアル番号：Ａ２０３２１/Ａ２０４２４/Ａ２０５２２/Ａ２０５１５
Ａ２０５２５/Ａ２０６０１/Ａ２０７０３

2012年4月15日～
2012年8月28日

＜ＨＰ＞

　当製品おいて、まれに内部部品の故
障により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈアダプターが発
熱し、ケースの変形が生じる可能性が
あることが判明。

無償交換
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品名 製造事業者等 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

自転車フロントフォー
ク

スペシャライズド・ジャパン合同会社
フリーダイヤル：０８００－１２３－２４５３
受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00（土・日・祝日を除く）
http://www.specialized.com/media/whatsnew/spe_Recall_poster_A2
.pdf

製品名：２００８ ＧＬＯＢＥ　ＳＰＯＲＴ
モデル：２００８年 Ｐ７０－７１ 
カラー：ボーン／ブラック 

製品名：２００８ GLOBE ＳPORT　ＷＯＭＥＮ’Ｓ
モデル：２００８年 Ｐ７０－７１ 
カラー：ボーン

製品名：２００９ ＶＩＥＮＮＡ　３ ＤＩＳＣ
モデル：２００９年 Ｐ９９ 
カラー：グロスバーガンディ

製品名：２００９ ＶＩＥＮＮＡ　３ 
モデル：２００９年 Ｐ９９ 
カラー：グロスチャコール

製品名：２００９ ＶＩＥＮＮＡ　４ 
モデル：２００９年 Ｐ９９ 
カラー：サテンガンメタル

2007年7月～
2009年7月

2012年8月31日
＜ＨＰ＞

　当製品において、フロントフォークの
ステアチューブが破損し、フロント
フォークが脱落するおそれがあること
が判明。

回収（フロントフォークの無
償交換）

折りたたみチェア

プラス株式会社
お客様サービスセンター
電話番号：０１２０－４３２－２９８
受付時間：09：00～12：00/13：00～17：00（土・日・祝日、夏季休業
日・年末年始を除く）
http://www.plus.co.jp/

プラス折りたたみチェアＦＣ５３２シリーズ
品番：ＦＣ―５３２Ｅ（張地色:ブラウン/ダークグレー/ブルー） 
ＦＣ―５３２Ｎ（張地色:ブルー）
製造番号：０００２０９

2000年2月9日
（製造）

2012年9月13日
＜ＨＰ＞

　当製品において、座面と脚部の可動
部分に使用している金具の溶接工程
に不具合があり、金具が外れて転倒す
るおそれのある事が判明。
＊2003年1月8日より回収・交換のお知
らせを開始

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

テーブルタップ

大和電器株式会社（製造）／朝日電器株式会社（販売）
配線スイッチ付テーブルタップ窓口（平成24年9月30日迄）
フリーダイヤル：０１２０－１５０－０２６
受付時間：9：00～17：30

平成24年10月1日以降は、下記お問い合わせ窓口へご連絡くださ
い。
フリーダイヤル：東京 ０４２－４７３－０１５９
　　　　　　　　　　大阪 ０７２－８７１－１１６６
受付時間：9：00～12：00、13：00～17：30（土・日・祝、年末年始等は
除く）
http://www.yamatodenki.com/order/inform-1/

配線スイッチ付テーブルタップ
ブラン名：ＥＬＰＡ 

商品名：スイッチ付タップ　３個口 
型番 ：ＷＬＳ-Ｎ３１ＥＢ（Ｗ）/ＷＬＳ-Ｎ３２ＥＢ（Ｗ）
　　　　 ＷＬＳ-Ｎ３３ＥＢ（Ｗ）/ＷＬＳ-Ｎ３５ＥＢ（Ｗ） 
　　　　 ＷＬＳ-Ｎ３１ＥＢＤ（Ｗ）/ＷＬＳ-Ｎ３３ＥＢＤ（Ｗ）
　　　　 ＷＬＳ-Ｎ３５ＥＢＤ（Ｗ）
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５

商品名：スイッチ付タップ　４個口 

型番 ：WＬＳ-N４１ＥＢ（Ｗ）/WＬＳ-N４２ＥＢ（Ｗ）
　　　　 WＬＳ-N４３ＥＢ（Ｗ）/WＬＳ-N４２ＥＢＤ（Ｗ）
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
　　　　　　　ＱＦ０１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５

商品名：スイッチ付タップ　６個口 
型番 ：WＬＳ-N６１ＥＢ（Ｗ）/WＬＳ-N６２ＥＢ（Ｗ）
　　　　 WＬＳ-N６３ＥＢ（Ｗ）
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
　　　　　　　ＱＦ０１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５

商品名：プレミアムタップ　５個口 
型番 ：ＷＢＳ-Ｎ３Ｂ(ＲＤ)/ＷＢＳ-Ｎ３Ｂ(ＢＬ)／ＷＢＳ-Ｎ３Ｂ(ＤＧ)/Ｗ
ＢＳ-Ｎ３Ｂ(ＳＬ)／ＷＢＳ-Ｎ３Ｂ(CＧ)
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
ＱＦ０１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５

商品名：耐雷サージタップ　５個口
型番 ：WＬＳ-５０１５Ｂ（Ｗ）
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
ＱＦ０１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５

2012年3月1日～
2012年7月15日

2012年9月13日
＜ＨＰ＞

　当製品において、スイッチツマミが極
めて稀ではありますが脱落する可能性
のあることが判明。

無償交換（対象ロットで不
具合が見られた場合）
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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

商品名：スイッチ付　耐雷サージタップ　４個口

型番 ：WＬＳ-N４１０MＢ（Ｗ）/WＬＳ-N４２０MＢ（Ｗ）
／ＷＬＳ-N４３０MＢ（Ｗ）/WＬＳ-N４５０MＢ（Ｗ）
／WＬＳ-N４２０MＢＤ（Ｗ）/WＬＳ-N４３０MＢＤ（Ｗ）
／WＬＳ-N４１０MＢＤ（Ｗ）
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
ＱＦ０１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５

商品名：スイッチ付　耐雷サージタップ　６個口
型番 ：WＬＳ-N６１０MＢ（Ｗ）/WＬＳ-N６２０MＢ（Ｗ）
／WＬＳ-N６３０MＢ（Ｗ）/WＬＳ-N６５０MＢ（Ｗ）

商品名：スイッチ付　耐雷サージタップ　３個口
型番 ：ＷＢＳ-３０１Ｂ（Ｗ）/ＷＢＳ-３０２Ｂ（Ｗ）
／ＷＢＳ-３０３Ｂ（Ｗ）/ＷＢＳ-３０５Ｂ（Ｗ）
／ＷＢＳ-３０１ＢＤ（Ｗ）/ＷＢＳ-３０３ＢＤ（Ｗ）／ＷＢＳ-３０５ＢＤ（Ｗ）
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
ＱＦ０１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
ＱＦ０１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５

商品名：安全節約タップ　４個口
型番 ：WＢＳ-N４２０ＳＢ（Ｗ）/WＢＳ-N４５０ＳＢ（Ｗ）
／WＢＳ-N４１００ＳＢ（Ｗ）/WＢＳ-N４２０ＳＢＤ（Ｗ）
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
ＱＦ０１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５

商品名：安全節約タップ　６個口
型番 ：WＢＳ-N６２０ＳＢ（Ｗ）/WＢＳ-N６５０ＳＢ（Ｗ）
／WＢＳ-N６１００ＳＢ（Ｗ）
対象ロット：ＱＣ０１～ＱＣ３１　ＱＤ０１～ＱＤ３０　ＱＥ０１～ＱＥ３１
ＱＦ０１～ＱＦ３０　ＱＧ０１～ＱＧ１５

布製鞄

株式会社サザビーリーグ
お客様窓口（担当：高橋、大川）
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.sazaby-league.co.jp/info/120920.html

回収対象商品 ： スカーフトート 
商品番号 ： ３２２５０１７
カラー ： 紺、ベージュの２色 
※商品番号はバッグの品質表示ラベルに記載されております。

2012年7月18日～
2012年9月5日

2012年9月20日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、製造過程の
不具合によりマチ針が混入しているこ
とが判明

商品回収（返金もしくは交
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

全自動洗濯機

ハイアールジャパンセールス株式会社／三洋ハイアール株式会社
（2007年3月解散）
フリーダイヤル：０１２０－８６５－１２３
受付時間：09：00～17：30（土、日、祝日を除く）
http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/index.sht
ml

ブランド名：Ｈａｉｅｒ（ハイアール）
1)商品名：2.0kg全自動洗濯機
品番：ＪＷ－Ｚ２０Ａ
Ａ／ブルー JANコード 4562117080048　Ｙ／イエロー JANコード
4562117080055　Ｃ／ベージュ JANコード 4562117080062
製造番号全て対象
2)商品名：2.0kg全自動洗濯機
品番：ＢＷ－Ｚ２０Ａ
-／- JANコード 4562117080185　製造番号全て対象
品番：ＢＷ－Ｚ２０Ｂ
Ａ／ブルー JANコード 4562117080260　製造番号全て対象
3)商品名：2.3kg全自動洗濯機
品番：ＪＷ－Ｚ２３Ａ
Ｗ／ホワイト JANコード 4562117080321　Ａ／ブルー JANコード
4562117080338　P／ピンク JANコード 4562117080345
製造番号全て対象
4)商品名：4.5kg全自動洗濯機
品番：ＪＷ－Ｚ４５Ａ
Ｗ／ホワイト JANコード 4562117080475　製造番号全て対象
5)商品名：5.0kg全自動洗濯機
品番：ＪＷ－Ｚ５０Ａ
Ｗ／ホワイト JANコード 4562117080925　製造番号全て対象
品番：ＪＷ－Ｚ５０Ｂ
Ｗ／ホワイト JANコード 4562117080864　製造番号全て対象
品番：ＪＷ－Ｚ５０Ｃ
Ｗ／ホワイト JANコード 4562117081236　製造番号全て対象
品番：ＪＷ－Ｚ５０Ｄ
Ｗ／ホワイト JANコード 4562117081298　製造番号全て対象
6)商品名：3.3kg全自動洗濯機
品番：ＪＷ－Ｋ３３Ａ
Ｗ／ホワイト JANコード 4562117081205
製造番号：E100001~E102484/F100001~F103036/
G100001~G100552
7)商品名：5.0kg全自動洗濯機
品番：ＪＷ－Ｋ５０Ｂ
Ｗ／ホワイト JANコード 4562117081182
製造番号：E100001~E100800/F100001~F109280

1）2002年4月～
2005年10月　/
2）2002年4月～
2003年3月　/
3）2002年10月～
2005年10月　/
4）2003年1月～
2004年7月　/
5）2003年11月～
2005年11月　/
6）2005年3月～
2008年8月　/
7）2005年3月～
2008年8月　/

2012年9月21日
＜ＨＰ＞

　当製品において、運転用コンデン
サーが絶縁劣化を起こし、発煙する事
故が発生。

無償点検・部品の無償交
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

8)商品名：５．０ｋｇ全自動洗濯機
品番：ＪＷ－Ｋ５０Ｃ
Ｗ／ホワイト JANコード 4562117081489
製造番号：E100001~E101440/F100001~F115840
9)商品名：2.3kg全自動洗濯機
品番：ＨＳＷ－２３Ｍ１
Ｗ／ホワイト JANコード 4973934365070
製造番号全て対象
10)商品名：2.3kg全自動洗濯機
品番：ＨＳＷ－２３３Ｍ
Ｄ／オレンジ JANコード 4973934365186
製造番号全て対象
品番：ＨＳＷ－２３３Ｍ
Ｇ／グリーン JANコード 4973934365179
製造番号全て対象
11)商品名：5.0kg全自動洗濯機
品番：ＨＳＷ－５０Ｓ１
Ｗ／ホワイト JANコード 4973934355514
Ｙ／イエロー JANコード 4973934365193
Ｌ／ブルー 　JANコード 4973934365209
製造番号全て対象
12)商品名：5.0kg全自動洗濯機
品番：ＨＳＷ－５０Ｓ２
Ｗ／ホワイト JANコード 4973934374669
製造番号全て対象
13)商品名：5.0kg全自動洗濯機
品番：ＨＳＷ－５０Ｓ３
Ｗ／ホワイト JANコード 4973934392861
製造番号全て対象
14)商品名：5.0kg全自動洗濯機
品番：ＨＳＷ－５０Ｓ５
Ｗ／ホワイト JANコード 4973934426108
製造番号：2200001~2213800

8）2005年11月～
2007年3月　/9）
2003年1月～2003
年3月　/10）2003
年1月～2004年5
月　/11）2002年5
月～2003年8月
/12）2003年5月～
2005年12月　/13）
2004年10月～
2006年5月　/14）
2006年5月～2007
年2月

自転車用タイヤ

パナソニック ポリテクノロジー株式会社
お客様相談室
フリーコール：００８８－２２－５３８１
受付時間：09：00～20：00（土日祝祭日を除く）

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

2012年3月～
2012年8月

2012年9月25日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部ロットで、リムテープの
接着用に塗布している糊ゴムの着量に
ばらつきが生じたためにリムテープの
接着力が低く、リムテープのはがれが
発生する可能性があることが判明。

無償交換（代替品）
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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

ビルトイン式電気食器
洗機

株式会社ハーマン
点検受付センター
フリーダイヤル：０１２０－２４－８６６３
受付時間：09：00～17：30（平日）
http://www.harman.co.jp/important/jisyutenken/2012/09/post-
16.html

ブランド：ハーマン
 型式： ＦＢ４５０３ＰＣ／ＦＢ４５０３ＰＦ／ＦＢ４５０４ＰＦ／ＦＢ４５０４Ｗ
Ｃ／ＦＢ４５０４ＷＦ

 ブランド：パナソニック（※旧松下電工）
 型式：ＱＧ２４ＥＷ２／ＱＧ２４ＥＷ２Ｑ／ＱＧＳ２４ＥＷ２／ＳＵＥ２４Ｅ
Ｗ２／ＳＵＳ２４ＥＷ２
 ブランド：ナスラック（※旧ナスステンレス）
 型式：ＥＫＷ－４５３Ｃ／ＥＫＷ－４５３Ｄ

 ブランド：クリナップ 
 型式：ＣＷＦＡ-４５Ａ 

 ブランド：トーヨーキッチン
 型式：ＦＢ４５０４ＰＣ

2000年8月～
2006年12月
（製造期間）

＊2002年4月～
2007年4月の間に
修理点検を受けた
点検対象型式に
該当する製品

2012年9月27日
＜ＨＰ＞

　当製品において、2002年4月から
2007年4月の間に行った機器修理作業
で電装基板交換に伴う電線接続作業
の不具合により、ごく稀に接触不良が
発生し接続部が高温になり、場合に
よって発火に至る可能性があることが
判明。

無償点検及び修理

自転車用フロント
フォーク

株式会社 岩井商会
電話番号：０７４８－３７－０２４５
受付時間：09：00～18：00（土・日・祝・祭日を除く）
http://www.iwaishokai.co.jp/ganwell_news/entrino_20120928.pdf
Ｅメールアドレス：shiga@iwaicycle.com

対象製品： 「ｇａｎ ｗｅｌｌ ＥＮＴＲＩＮＯ（エントリノ） ７００Ｃ　ロードレー
サー」
・対象車体番号： ＦＤＲＤ０１＊＊＊～ＦＤＲＤ０２＊＊＊の番号表記
の有無
※「＊＊＊」部分は３ケタの数字が入ります
（車体番号はフレームＢＢ裏に刻印されています。）
なお「Ｕ９３Ｋ＊＊＊＊＊」と刻印されている場合は対象外です。
・対象製品の確認方法 
下記、「問い合わせ先等」欄のＵＲＬに掲載されていますので、参考
にしてください。

2008年10月～
2010年12月

2012年9月28日
＜ＨＰ＞

　当製品のフロントフォークにおいて、
溶接の不具合があり接合部に亀裂が
入り破断する恐れがある事が判明。

無償交換（フロントフォー
ク）

リチウムバッテリー

グローブライド株式会社
フリーダイヤル：０１２０－５０６－２０４
受付時間：09：00～17：00（土日祝祭日は休み）
http://all.daiwa21.com/fishing/news/important/121001/index.html

スーパーリチウム８０００ＷＰ－Ｌ
2005年～2008年 2012年10月1日

＜ＨＰ＞

　当製品において、長年のご使用のな
かで本体ケースにひび割れが生じ、内
部に水分が浸入した場合、「内蔵電
池」や「回路」においてショート（短絡）
が発生し、そのまま使用した場合、発
熱またはごくまれに発火にいたる可能
性があることが判明。
　＊万が一、外部に「ひび割れ」などの
損傷があった場合は、修理不能のた
め、直ちにご使用を中止して下さい。ま
た、充電中に本体が発熱した場合は直
ちに充電を中止して下さい。

注意喚起

靴

株式会社馬里奈（輸入元）／株式会社ワールド（販売元）
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）
ＵＲＬ：http://www.world.co.jp/theemporium/news/brand/4487/

ブランド名：ＴＨＥ ＥＭＰＯＲＩＵＭ（ジ・エンポリアム）
商品名：素材コンビブーティー
品　番：５６５－１９４２３
色　　：０２２（グリーン系）・０５１（ブラウン系）・５１９（ブラック系）・５６
３（レッド系）
サイズ：３５（Ｍ）・４５（Ｌ）

2012年9月3日～
2012年9月19日

2012年10月1日
＜ＨＰ＞

　当製品において、て、一部の商品で
ヒール部分に強度不足があり、取れて
しまう可能性があることが判明。

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

扇風機

株式会社スイデン
フリーダイヤル：０１２０－２８５－２４０（携帯電話、ＰＨＳ可/ＩＰ電話
回線不可）
電話番号：０７４５－７３－７４１１（有料）
受付時間：08：30～12：00、12：45～17：30
　　　　　　（土日祝日、臨時休業日１１月１６日、年末年始を除く）
http://www.suiden.com/nedius_oshirase.htm

ブランド名：ｎｅｄｉｕｓオフィス扇
対象機種：ＮＦ－４０Ｈ１ＦＬ（ＪＡＮコード＝４５３８６３４７８７０１２）
　　　　　　  ＮＦ－４０Ｈ１ＦＬーＡ（ＪＡＮコード＝４５３８６３４７８７０３６）
対象製造番号 ：ＭＦ２００００１～ＭＦ２０７６７４／ＭＦ６０７６７１～ＭＦ
６１１８７７

2012年3月～
2012年9月

2012年10月5日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、製品の頭部
（ハネ・ガード部分）を支えるネック部分
に亀裂が生じたり折れたりする不具合
品が混入している可能性があることが
判明。

無償交換（代替部品）

自転車用ブレーキ

ゼータトレーディング有限会社
フリーダイヤル：０４５－２４３－９０５５
受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日は除く）
http://www.zetatrading.jp/news/index_recall.html

ｅｅｃｙｃｌｅｗｏｒｋｓ,ＬＬＣ(イーイーサイクルワークス社)製　ｅｅｂｒａｋｅ
（イーイーブレーキ）
対象型番：８０ＸＸＸ及び０９ＸＸＸ（ＸＸＸには数字が入る） 
　対象製品の識別に関しては下記の［問い合わせ先等］欄のＵＲＬ
に詳細が記載されていますので、参考にしてください。

2009年1月～
2011年7月

2012年10月5日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ブリッジ部分の強
度不足のため、使用中に亀裂が入り、
事故や怪我のおそれのあることが判
明。
　使用者の方は使用を中止し、購入
店、若しくはゼータトレーディング（有）
に連絡してください。

回収（対策済み部品と無
償交換）

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：09：00～17：00（土、日、祝日を除く）
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

2012年10月9日
＜新聞＞

　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8月1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

自転車

株式会社あさひ
フリーダイヤル：０１２０－１７７－３１９
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）
ＵＲＬ：：http://www.cb-asahi.jp/news/2007/

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

2012年3月10日～
2012年9月30日

2012年10月9日
＜ＨＰ＞

　当製品において、納品時にハンドル
部分の適正な締め付け確認を実施し
ておりましたが、フロントフォークに一
部不具合品が混入し、ハンドル部が十
分に固定されない恐れがあることが判
明した。
　＊対象車体番号、対象ロットＮｏ，と
対象ロットＮｏ，識別方法は下記の［問
い合わせ先等］欄のＵＲＬを参照してく
ださい。

無償交換（フロントフォー
ク）

ワイヤレスファイルトラ
ンスミッター　（デジタ
ル一眼レフカメラ用）

キヤノン株式会社
ＷＦＴ-Ｅ７Ｂコールセンター
フリーダイヤル：０１２０－８８０－３７３
受付時間：09：00～20：00（平日）／10：00～17：00（土日祝日）
http://cweb.canon.jp/e-support/products/eos-d/121016wft-
e7b.html

デジタル一眼レフカメラ 「ＥＯＳ ５Ｄ Ｍａｒｋ III」 用
ワイヤレスファイルトランスミッター 「ＷＦＴ-Ｅ７Ｂ」

2012年4月9日～
2012年7月13日
（製造）

2012年10月16日
＜ＨＰ＞

　当製品おいて、外観部のラバー部材
が短期間で白く変色する可能性がある
ことが判明。

無償交換（ラバー）
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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

液晶プロジェクター

（製造・販売）三洋電機株式会社　／（製造・販売）松下電器産業株
式会社（現 パナソニック株式会社）
フリーダイヤル：０１２０－８７８－５６０
受付時間：2012年11月18日まで 7：00 ～23：00（毎日）
　　　　　　2012年11月19日以降 9：00 ～ 21：00まで（日・祝日を除く
月～土曜）
http://panasonic.jp/support/info/ZA.html

◎三洋電機株式会社 
　1)品番ＬＰ－Ｚ３　ＪＡＮコード：（Ｓ）４９７３９３４３９２１２０/(K)４９７３
９３４３９２１１３ 
 
◎松下電器産業株式会社 
　2)品番：ＴＨ－ＡＥ２００ ＪＡＮコード：４９８４８２４５３７１７０ 
　3)品番：ＴＨ－ＡＥ３００ ＪＡＮコード：４９８４８２４５３７１８７ 
　4)品番：ＴＨ－ＡＥ５００ ＪＡＮコード：４９８４８２４５８１９３７
　5)品番：ＴＨ－ＡＥ７００ ＪＡＮコード：４９８４８２４６３０９３２

1)2004年9月～
2005年12月
2)2002年9月～
2003年9月
3)2002年10月～
2003年8月
4)2003年10月～
2004年8月
5)2004年9月～
2005年8月

2012年10月17日
＜ＨＰ＞

　当製品において、一部の製品におき
まして、電源コードのコネクタ内部の絶
縁劣化により、発煙・発火に至る可能
性があることが判明。

電源コードを無料にて交
換・回収

ＬＥＤ電球

株式会社オーム電機
お客様相談室
電話番号：０１２０－９６３－００６（通話料無料）
０４８－９９２－２７３５（携帯電話・ＰＨＳ・一部のＩＰ電話可)
受付時間：月～金：09：00～17：30　（土曜日は17：00まで。日・祝日
を除く）
http://www.ohm-electric.co.jp/wp/archives/10137l

ミニクリプトン形ＬＥＤ電球３．５W（Ｅ１７口金）「ＡＣＬＥＤＳ　アクレー
ズ」
型式：ＬＢ－ＬＥＤ－Ｍ４Ｌ（商品番号０４－１４９０）  
ＪＡＮコード：４９７１２７５４１４９０７
　
型式：ＬＢ－ＬＥＤ－Ｍ４Ｎ（商品番号０４－１４９１） 
ＪANコード：４９７１２７５４１４９１４

2010年4月25日～
2011年5月6日

2012年10月18日
＜ＨＰ＞

　当製品において、内部コンデンサー
の破損により、ガラスグローブが割れ、
周囲にガラスの破片が飛散する恐れ
のあることが判明。
　＊該当する製品を所有している方は
使用を中止して、［問い合わせ先等］欄
の「お客様相談室」に連絡してくださ
い。

無償交換（代替品）

三脚脚立

アルインコ株式会社
お客様問合わせ窓口
フリーダイヤル：０１２０－６０７－０１０
受付時間：09：00～17：00（土日、祝祭日及び年末年始を除く）
http://www.alinco.co.jp/information/detail.html?bbsId=B2012101900
1&y=2012

品名：三脚脚立　型式ＫＴＭ型
型式番号：ＫＴＭ－２４０ＦF　ＫＴＭ－３００ＦF　ＫＴＭ－３６０ＦF　
製造番号（ロットＮｏ）： ４５１００９４　４５１０１０２　４５１０１０４　４５１
０１２２　４５１１０３２

2010年11月8日～
2012年9月23日

2012年10月22日
＜ＨＰ＞

　当製品において、アルミ製後支柱取
付金具に亀裂が生じるおそれのあるこ
とが判明。

回収（返金）

靴

（輸入元）株式会社馬里奈／（販売元）株式会社サンエー・インター
ナショナル
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：10：00～18：00（土日・祝日を除く）
http://www.sanei.net/recall/121024nn.php

ブランド名：Ｎ．Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｅａuty　Ｂａｓｉｃ 
品番：１６６－２８７８５１ 
品名：カラーコンビレースブーティ 
カラー：
１）ブラック×ブラック（０１０） 
２）ワイン×チャ（０７０） 
３）ネイビー×ブラウン（１２０）

2012年8月17日～
2012年10月16日

2012年10月24日
＜ＨＰ＞

　当製品において、一部の商品でヒー
ル部分の強度不足によりヒールが取
れるおそれがあることが判明。

回収（代金返金）

エアコンプレッサ
株式会社パオック
フリーダイヤル：０１２０－５３－５５０１
受付時間：09：00～18：00（土・日・祝日除く）

機種名：ＰｏｗｅｒＳｏｎｉｃオイルレスエアコンプレッサ ＯＬ-１５２５
ＪＡＮコード：４９７５８４６４８９２３３ 
ロットナンバー： Ｎｏ.４９８１**　Ｎｏ.５３７２**　Ｎｏ.５３７９**　Ｎｏ.５８０
５** （ロットナンバー６桁数字の頭4桁数字が上記数字に該当する
商品）
※本体名盤下・外箱JANシール下に「検査済」シールが貼ってある
商品は安全点検済みです。

2011年10月10日
～2012年10月12
日

2012年10月26日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、初期動作中
に過剰スパークにより、本体を破損・損
傷する可能性があることが判明。

無償安全点検
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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

電子レンジ加熱式蓄
熱具

株式会社ほんやら堂
お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－６３５－３７６
受付時間：09：00～17：30（指定定休日、年末年始、土日祝日を除く）
http://www.honyaradoh.com/00e00ca/news_detail.php?cid=657

ブランド名：「よもぎの力」シリーズ
商品名：うさぎ先生の知恵よもぎの力アイピロー
 型番：ＨＯＴ８４８８０
 ＪＡＮコード：４９９１９３６８４８８０３
 商品名：うさぎ先生の知恵よもぎの力肩用
 型番：ＨＯＴ８４８８１
 ＪＡＮコード：４９９１９３６８４８８１０
 商品名：うさぎ先生の知恵よもぎの力腰用
 型番：ＨＯＴ８４８８２
 ＪＡＮコード：４９９１９３６８４８８２７

2012年8月21日～
2012年10月22日

2012年10月26日
＜ＨＰ＞

　当製品を取扱説明書で禁止している
連続加熱を行った場合、本体が破損す
るおそれがある。

回収（返金）

自転車

上尾工業株式会社
フリーダイヤル：０１２０‐２７００７０
電話番号：０４８－７２１－９７７７
受付時間：2012年11月30日まで：09：00～18：00
2012年12月1日以降 ：09：00～17：00（土日祝日・年末年始除く）

２６型軽快車 セーヌ       ＪＡＮ：４９５４６５３１６３９２５
２６型シティ シーウイング ＪＡＮ：４９５４６５３１６３９３２

2012年8月～
2012年10月9日

2012年10月26日
＜ＨＰ＞

※不具合等の内容
当製品の一部において、クランクに締
め付けの不具合があることが判明。

点検（整備）

マグット（ステンレスボ
トル）

株式会社上海調林(製造元) ／コーナン商事株式会社(販売元)
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（土日祝日除く）
http://www.hc-kohnan.com/pdf/121029recall.pdf

品名：ステンレスボトル　マグット５００ｍｌ
品番：ＫＨＤ０５－２９０８
ＪＡＮ：４５２２８３１５７２９０８
製造ロット番号：Ｋ８ｘｘｘｘ／Ｋ９ｘｘｘｘ／Ｋ０９ｘｘｘ／Ｋ０９ｘｘｘ－ｘ／Ｋ０
９ｘｘｘｘ－ｘ／Ｋ１０ｘｘ／Ｋ１０ｘｘｘ／Ｋ１０ｘｘｘｘ

2009年1月～
2012年3月

2012年10月29日
＜ＨＰ＞

　当製品において、使用中フタが外れ
る事判明。

代替品交換（中フタに不具
合がある場合）

自転車用フロント
フォーク

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

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

2011年3月～
2012年3月
（輸入）

2012年10月31日
＜店頭＞

　当製品において、フロントフォークス
テムの熱処理工程において、一部製
品に不具合が発生し、当該箇所が破
損するおそれがあることが判明したた
め。

無償交換（フロントフォーク
のみ）

ＬＥＤ３灯ライト

製造元：株式会社ヤザワコーポレーション／販売元：株式会社カイ
ンズ
株式会社ヤザワコーポレーション 商品お問い合わせセンター
フリーダイヤル：０１２０－１５２－７１１
受付時間：09：00～18：00（年内は土日祝祭日も運営）
http://www.yazawa.co.jp/information/images/led_light.pdf
カインズホーム各店舗のサービスカウンターでも受付可

1)商品名： ＬＥＤ３灯ナイトライト ＣＺＮ１１ＬＳ 　 
ＪＡＮコード：４９６６３０７３７０９００
2)商品名： ＬＥＤ３灯明暗センサーライト ＣＺＮ２１ＬＳＥ 　 
ＪＡＮコード：４９６６３０７３７０９１７
3)商品名： ＬＥＤ３灯明暗人感センサーライト ＣＺＮ３１ＪＳＥ 　
ＪＡＮコード：４９６６３０７３７０９２４

2010年5月17日～
2012年10月28日

2012年11月3日
＜ＨＰ＞

　当製品において、部品の一部に不具
合のあるものが一部混入し、内部で発
熱・ショートするおそれがある事が判
明。

製品回収（代金返金）

折りたたみ自転車

高崎自転車工業株式会社
フリーダイヤル：０２７－３２４－２３６０
受付時間： 月曜日～金曜日（祝祭日以外）:12:00 - 21:00
　　　　　   土曜日，日曜日，祝祭日:10:00 - 19:00
　　　　　   水曜日:定休日
電子メール：info@ikd21.co.jp
http://bikefriday.com/momentum/japanese_tikit_stem_replacement

Ｂｉｋｅ　Ｆｒｉｄａｙ　ｔｉｋｉｔ
全型番

2007年7月22日～
2012年9月7日

2012年11月4日
＜ＨＰ＞

　 当該製品ハンドルステムに設計強度
に足りない素材が使われたことから、
当該箇所が破損するおそれがあること
が判明したため。

無償交換（ハンドルステム
のみ）

扇風機

エスケイジャパン株式会社
サポートセンター専用ダイヤル
フリーダイヤル：０１２０－８１６－１９７
受付時間：10：00～18：00（土・日・祝　除く）
　　　　　　但し、11月10日（土）と11日（日）は10：00～18：00で受付を
行います
http://skj-felicis.com/products/fan/skj-kr382hr/skj-
kr382hr_alert.pdf

品名：ハイリビング扇風機 
機種品番：ＳＫＪ－ＫＲ３８２ＨＲ（2011年製）
ＪＡＮコード ：４５４１８８７００９５１０　
　　　　　　　 ４５４１８８７００９３８１　
                 ４５４１８８７００９３９８
※2010年製のＳＫＪ－ＫＲ３８２ＨＲは対象外です。

2011年4月～
2012年5月
（2010年販売分は
対象外）

2012年11月5日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、製品の羽根
に輸送中に傷がついたと思われる不
具合があり、傷ついた羽根をそのまま
使用すると羽根割れに至るおそれがあ
ることが判明。

自主無償部品交換
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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

ベビーベッド

イケア・ジャパン株式会社
カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル：０１２０－１５１－８７０
受付時間：09：30～18：00（年中無休）
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsitem/recall_2012_HENS
VIK

ＨＥＮＳＶＩＫ／ヘンスヴィーク ベビーベッド 
＊ベッド側部（前枠等）に添付されたラベルに「１１１３，１１１４，１１３
２」と表示されている製品が対象。

2011年7月～2012
年10月5日

2012年11月6日
＜ＨＰ＞

　当製品において、製品に同封の組み
立て説明書に誤りがあることが判明し
ました。
　＊ベッド側部（前枠等）を取り外せる
との記載がありますが、実際は側部を
取り外して使用することはできません。
すべての枠を固定した状態でお使いく
ださい。ベッド側部（前枠等）を外して使
用すると、子どもが転落するおそれが
あります。

注意喚起
＊対象製品をお持ちの方
は、下記事業者ホーム
ページより正しい取扱説
明書を入手してください。

アルカリ乾電池

モリス株式会社
電話番号：０７９－４３１－３５１５
受付時間：09：00～18：00（土日祝祭日を除く）
メールフォーム：http://www.moris.co.jp/mail_form/index.htm
http://www.moris.co.jp/hc/owabi.pdf

アルカリ電池　単1　4P　JANコード:４５８０１０２９３１１８２
アルカリ電池　単2　4P　JANコード:４５８０１０２９３１１９９
アルカリ電池　単3　4P　JANコード:４５８０１０２９３１２０５

2011年4月～2012
年11月

2012年11月7日
＜ＨＰ＞

　当製品において、液漏れの可能性が
あることが判明。

回収（商品代金返金）

カセットボンベ

株式会社ＴＴＳ
お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－７００－１３０
受付時間：09：30～17：00（土・日・祝日除く）

くらしモア カセットボンベ　３本組み
製造ロット番号：１２０８２０　１２１０１０

2012年11月3日～
2012年11月15日

2012年11月13日
＜店頭ＰＯＰ＞

　当製品の一部において、カセットボン
ベのトップカバーと本体胴部の加締め
不良及び溶接工程不良によるガス漏
れ品があることが判明。

回収（返金）

雑誌付録

株式会社講談社
「ひめぐみ」付録問い合わせ窓口
東京都文京区音羽２－１２－２１
電話番号：０３－５３９５－４０２９
受付時間：09：30～17：30（祝・祭日を除く）
（2012年11月22日まで毎日）
（2012年11月23日以降土、日、祝日・社休日を除く）
http://www.kodansha.co.jp/pdf/himegumi20_20121115.pdf

「たのしいようちえん１０月号増刊　たの幼　ひめぐみ　ｖｏｌ．２０」付
録
”リボンドレッサー＆リボンペンダント”

2012年9月24日～
2012年11月15日

＜ＨＰ＞

　当雑誌の付録にカッターナイフの刃
の一片が混入している可能性があるこ
とが判明。

カッターナイフ混入の場
合、付録のみ回収

電気掃除機

東芝ホームアプライアンス株式会社
東芝クリーナー（電気掃除機）受付センター
フリーダイヤル：０12０－０６０－４０３（無料）
　　　　　　　　　　＊携帯電話からも利用できます。
受付時間
　　2012年12月28日まで　9:00～20:00
    （但し、土・日・祝日は　9:00～18:00、年末年始12/29～1/3は休
み）
    2013年1月4日から　　 9:00～18:00　（但し、土・日・祝日は休み）
http://www.toshiba.co.jp/tha/info/121127.htm

機種名：ＶＣ－Ｙ２Ｃ（Ｌ）
対象製造番号：５１００００１～ ５１６８９９５ 
JANコード：４９０４５５０９１７５１０

機種名：ＶＣ－Ｈ２Ｃ（Ｌ）
対象製造番号：５１００００１ ～ ５１０４８５２ 
JANコード：４９０４５５０９１４９７７

2009年10月～
2011年3月

2012年11月27日
＜ＨＰ＞

　当製品において、本体内部の排気
フィルターに誤って非難燃性材料を使
用したため、高負荷状態で回転中の
モータから、まれに擦れた高温物質片
(高温のカーボン片)がクリーナー内部
に飛び排気フィルターに付着する場合
に、発煙・発火する可能性があること
が判明。

回収（代替品と交換）

靴

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/proportion-body-dressing.php

商品名：バイカラーリボンパンプス
対象品番：１２１－２８５９０７
色：ブラック　グレー　ベージュ

2012年9月13日～
2012年11月11日

2012年11月28日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部において、ヒール部分
の強度不足によりヒールが取れるおそ
れがあることが判明。

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

オイルヒーター

オカダジーエージェイ株式会社（製造）／良品計画 （販売）
オカダジーエージェイ株式会社　サービスセンター
フリーダイヤル：０１２０－４３２－２８０
受付時間：09：00～17：00
（土曜・日曜・祝日・12月29日～2013年1月6日の年末年始を除く）
※12月1日（土）・2日（日）・8日（土）・9日（日）は受付けさせていただ
きます。
http://ryohin-keikaku.jp/news/2012_1204.html

対象機種：ミニオイルヒーター（収納カバー付）
型番：ＭＵ－Ｍ７５ＡＫ
製造年：2012年製
※2011年以前に製造した商製品は、放熱板の成型が正常であるこ
とが確認済みのため対象外です。
確認方法：本体側面貼付の『定格銘板』で確認してください。

2012年9月20日～
2012年11月27日

2012年11月30日
＜ＨＰ＞

　当製品において、放熱板の成型不具
合によるオイル漏れの恐れのあること
が判明。

代金返金

オイルヒーター

オカダジーエージェイ株式会社
サービスセンター
フリーダイヤル：０１２０－４３２－２８０
受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
　　　　　　*12月14日までは9:00～18:00
http://www.eureks.co.jp/pdf/notification.pdf

製品名：ユーレックスアイ ミニオイルヒーター
製品型式：ユーレックスアイ ミニオイルヒーター／ＫＫＥ－Ｍ７Ｕ（Ｗ）
              ユーレックスアイミニオイルヒーター／ＫＫＥ－Ｍ７Ｕ（ＲＰ）
              ユーレックスアイミニオイルヒーター／ＫＫＥ－Ｍ７Ｕ（Ｏ）
              ユーレックスアイミニオイルヒーター／ＫＫＥ－Ｍ７Ｕ（Ｇ）

2012年9月20日～
2012年11月27日

2012年11月30日
＜ＨＰ＞

　当製品において、放熱板の成型不具
合によるオイル漏れのれのあることが
判明。

無償交換（検品済み品）

雑誌付録

株式会社講談社
「おともだち　ピンク」「ひめぐみ」付録問い合わせ窓口
東京都文京区音羽２－１２－２１
フリーダイアル：０１２０－９８４－５０１
電話番号：０３－５３９５－４０２９
受付時間：09：30～17：30（祝・祭日を除く）
（2012年12月14日まで毎日）
（2012年12月15日以降土、日、祝日・社休日を除く）
http://www.kodansha.co.jp/pdf/pink201211_1026.pdf

「おともだち１１月号増刊　おともだち　ピンク」付録
”まわるキラキラペン”

2012年10月15日
～

2012年12月7日
＜ＨＰ＞

　当雑誌の付録にカッターナイフの刃
の一片が混入している可能性があるこ
とが判明。

カッターナイフ混入の場
合、付録のみ回収

バッグ

イトキン株式会社
イトキンカスタマーサービス
フリーダイヤル：０１２０－８８８－３６３
電話番号：０３－３４７８－８０８８（有料）
受付時間：10：00～18：00（土日祝祭日を除く）
http://www.itokin.com/information/important/info121207.html

ブランド アー・ヴェ・ヴェ 
品番 Ｋ１５ＡＭ－０３０４６ 
カラー ８３番色（キャメル）、９４番色（ブラック）

2012年9月18日～
2012年12月3日

2012年12月7日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ミシン針の一部が
混入したという事例が一件発生。

回収（代金返金）

食器洗い機

GE Appliances Asia, Ltd(GE)
フリーダイヤル：０１２０－９９４－４２１ （日本語のみ）
受付時間：09：00～19：00（月曜日～日曜日（祝日を除く））
http://www.ge.com/jp/announcements/rcl_dec7_12.html

ブランド名：ＧＥ
モデル番号：ＧＬＤ５,ＧＬＤ６ 
シリアル番号：ＦＬ, ＧL, ＨL, LL, ＭL, ＶL, ＺL,
　　　　　　　　　ＡＭ, ＤＭ, FＭ, GＭ, HＭ, LＭ, ＭＭ,
　　　　　　　　　RＭ, SＭ, TＭ, VＭ, ＺＭ, AR, ＤR, FR, GR
*今回の修理の対象となるのは、モデル番号とシリアル番号の両方
が上記に示された文字で始まっている製品です。

2006年6月～
2010年9月

2012年12月7日
＜ＨＰ＞

　当製品において、まれに、食器洗い
機のヒーターエレメントの部分に電気
的な不具合が起きて火災事故になる
可能性があることが判明。

無償修理
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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

靴

イトキン株式会社
イトキンカスタマーサービス
フリーダイヤル：０１２０－８８８－３６３
電話番号：０３－３４７８－８０８８（有料）
受付時間：10：00～18：00（土日祝祭日を除く）
http://www.itokin.com/information/important/info121212.html

ブランド： HERE'S 
品名：ショートウエスタンブーツ 
品番：ＱＣ６ＣＭ５４０４６ 
カラー： ８２(ベージュ)８６(ブラウン)９４(黒) 
サイズ： Ｍ・Ｌ

ブランド： HERE'S 
品名： ベルテッドロングブーツ 
品番： ＱＣ６ＣＭ５６０６６ 
カラー： ８３(キャメル)８６(ブラウン)９４(黒) 
サイズ： Ｍ・Ｌ 

2012年11月14日
～2012年11月30
日

2012年12月12日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ヒール部分に強度
不足があり、取れてしまう可能性があ
ることが判明。

回収（代金返金）

タブレットＰＣ用ＡＣア
ダプター

イー・アクセス株式会社
イー・モバイル カスタマーセンター
イー・モバイルの携帯電話から：１５７ (無料)
フリーダイヤル：０１２０－７３６－１５７
受付時間：09：00～21：00（年中無休）
http://www.eaccess.net/cgi-bin/press.cgi?id=1413

ブランド名：イー・モバイル
対象機種タブレット「Ａ０１ＨＷ」（ファーウェイ社製）付属のＡＣアダプ
ター
商品コード：ＰＣＡ０１ＨＷＺ１０
Ｍｏｄｅｌ　Ｎｏ.：ＧＦＰ１０１Ｕ－０５０２００

2011年9月15日～
2012年12月13日

＜ＨＰ＞

　当製品において、ACアダプター内部
のコンセント端子がショートすることに
より、発熱・発火の原因となる可能性
があることを確認。

回収（無償交換：対策済み
ACアダプター）
*タブレット「A01HW」本体
は対象外

ガラス製テレビ台

（輸入元）住友商事株式会社  住友商事九州株式会社／（販売元）
株式会社ベスト電器
ガラス製テレビ台 お客様窓口
フリーダイヤル：０１２０－３８４－１２３
受付時間：10：00～18：00（土、日、祝日を含む）
住友商事九州株式会社
http://www.sumitomocorp-kyushu.co.jp/
住友商事株式会社
http://www.sumitomocorp.co.jp/announcement/atten7.html
株式会社ベスト電器（販売事業者）
http://www.bestdenki.ne.jp/library/image/company/20121211tvSta
nd.pdf

1) TVL900G TVL1000G 
2) TVL650G 
3) TRA120WG TRE1200K TRU1200M
    TRC12M TRW12K TRO900
4) TVL900B 　　 
5) TRH1100 
6) PD1000B 　　 
7) TRX1000K

1)2004年12月～/
2)2006年5月～ /
3)2006年10月～
4)2006年11月～/
5)2007年1月～
6)2007年2月～
7)2008年7月～

2012年12月14日
＜ＨＰ＞

　当製品において、天板、棚板に使用
されている強化ガラスが破損する事故
が発生。

回収（無償交換：木製テレ
ビ台）

ベビーカー

バガブージャパン株式会社
http://www.bugaboo.com/carryhandle
http://www.bugaboo.com/carryhandle_request（キャリーハンドル請
求用）
メールアドレス：service.asia@bugaboo.com

ブランド：Ｂｕｇａｂｏｏ　Ｃａｍｅｌｅｏｎ
型番：７５１１０ＡＮ０１ 
カラー：ＤＡＲＫ　ＧＲＥＹ
型番：７５１１０ＳＡ０１ 
カラー：ＳＡＮＤ
型番：７５１１０ＤＥ０２
カラー：ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｄｅｎｉｍ １０７
型番：７５１１０ＺＷ０２
カラー：ａｌｌ　ｂｌａｃｋ ｃｏｍｐｌｅｔｅ 

シリアルナンバー 
Ｓ／Ｎ　０４０１１０９０９００００１　～　Ｓ／Ｎ　０４０３１１０１００９９９９
Ｓ／Ｎ　０８０１１０９０９００００１　～　Ｓ／Ｎ　０８０２１１００８００３８６
Ｓ／Ｎ　１４０１０００９３６００５３１～　Ｓ／Ｎ　１４０１０３１２３３５０４１
８

2011年1月～
2012年12月

2012年12月17日
＜ＨＰ＞

　当製品において、キャリーコット／
シートにキャリーハンドルを取り付けて
使用する際、一定の状況下で接合部
のボタンが外れるおそれがあることが
判明。

無償交換（対策済みハン
ドルバー）
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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

屋外用クリスマスイル
ミネーション

イケア・ジャパン株式会社
カスタマーサポートセンター
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_christ
maslighting

屋外用クリスマスイルミネーション
・カールト
・ストローラ

2009年9月～
2012年11月

2012年12月20日
＜ＨＰ＞

　当製品において、屋内用のアダプ
ターが付属していたことが判明。
　*屋外で使用した場合、雨や水などに
濡れると感電する恐れがあります。

回収（代金返金）

折りたたみ自転車

株式会社ケイ・エイチ・エス・ジャパン
フリーダイヤル：０７２－２５２－８１８８（連絡の際には保証書を準備
してください。）
受付時間：09：00～12：00/13：00～17：00（土・日・祝日及び弊社指
定休日は休み）
http://www.khsjapan.com/EVENT/PEDAL_R2.pdf

商品名：ＫＨＳ ２０１０　Ｆ－１８ Ｃａｐｐｕｃｃｉｎｏ 　
ロットNo. Ｕ１０Ｆ００９８９～Ｕ１０Ｆ０１１３８
　　　      Ｕ１２Ｆ００４１８～Ｕ１２Ｆ００６３７

2010年4月～
2012年7月

2012年12月26日
＜ＨＰ＞

  当製品において、乗車中にペダルが
破損する事故が発生。
　*該当の自転車をお持ちの場合、直
ちに使用をやめて、至急購入した販売
店で点検・処置を受けてください。

無償交換（代替ペダル ：
VP-877(フラットタイプ））

革製手袋

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）※年末年始休業　12/29(土)～
1/3(木)）
http://www.baroque-global.com/japan/jp/news/important.php

ブランド：Ａｖａｎ　Ｌｉｌｙ
商品名： スタッズレザーグローブ 
品　番： １８０５Ａ１５６－６４６０ 
色： 全色（ＧＬＤ/ＳＬＶ） 
サイズ： ＦＲＥＥ

2012年10月25日
～2012年12月26
日

2012年12月29日
＜ＨＰ＞

　当製品において、繰り返し着用をする
中で、スタッズ留め金が変形し、手袋
裏地から飛び出すことが判明。

回収（返金）

充電式扇風機

加賀ハイテック株式会社
ＴＥＣＯＴ製品サポートセンター
フリーダイヤル：０１２０－４３２－１８３（*携帯電話・PHS可）
受付時間：09：00～12：00/13：00～17：00（月～金曜日のみ／祝祭
日を除く）

ＴＥＣＯＴ社製 バッテリー内蔵充電式扇風機
型番：ＣＦ―ＪＬ１４Ｒ
ＪＡＮコード：４５６２２２７８１７０１５
＊ＴＥＣＯＴ社は倒産していますので加賀ハイテック㈱がメーカーに
代わって自主回収を行っております。

2011年7月～
2011年8月

2013年1月8日
＜店頭（ケーヨー

Ｄ２）＞

　使用されている充電式バッテリーが
発熱し、破裂する恐れがあることが判
明。

製品回収（返金）

デスクヒーター

クレオ工業株式会社
フリーダイヤル：０１２０－９９８－３３４
受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日は除く）
http://www.kreo.co.jp/nn8920_recall.html

機種名：ピタッとヒーター 
型番：ＮＮ８９２０ 
ＪＡＮコード：４９６９６３８００１８０２ 

機種名：暖ったかＳＵＮヒーター 
型番：ＮＮ８９２０Ｂ 
ＪＡＮコード：４９５４２２３５０３５７１ 

※下記機種は対象外です。
　　機種名：３Ｈタイマー付きテーブルヒーター/型番：ＮＨ２４７０と
　　機種名：暖ったかＳＵＮヒーターＤＸ/型番：ＮＨ２４７０Ｂ

2011年9月26日～
2012年1月24日

2013年1月15日
＜ＨＰ＞

　当製品をこたつとして使用し、布団の
巻き込みなどにより本体表面生地に部
分的に長時間布団などが接触した場
合、当該製品が部分発熱を起こし、温
度コントロール用サーモスタットが作動
せず、発火に至る場合があることが判
明。
　*当製品を購入された方は、直ちに使
用を止めて、下記の問合せ先に連絡し
てください。

回収（部分発熱対策済み
改良品と交換）

介護用電動ベッド

株式会社プラッツ
カスタマーサービス課
フリーアクセス：０１２０－９３７－５４０
受付時間：09：00～17：30（土・日祝日を除く）
http://www.platz-ltd.co.jp/whatnew/pdf/20130116recoll.pdf

介護用電動ベッド「ミオレット・フォーユー」
Ｐ１００－ＦＪ２(フラットヘッドボード木部) ロット番号：ＭＳ１２０３０５５
００、ＭＳ１２０４０５５００
Ｐ１００－ＦＫ１(フラットフットボード木部) ロット番号：ＭＳ１２０３０５６
００、ＭＳ１２０４０５６００
Ｐ１００－ＦＪ３(宮付ヘッドボード木部)   ロット番号 ：ＭＳ１２０３０５７
００、ＭＳ１２０４０５７００

2012年3月～
2012年9月

2013年1月16日
＜ＨＰ＞

　当製品において、木製ヘッドボード、
フットボードの強度不足により使用中
に破損する恐れがあることが判明。

無償交換（不具合品回収）
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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

ダイニングセット

株式会社　サンコウ
営業本部
電話番号：０９４４－８７－６８０９
受付時間：09：00～17：30（月曜日～金曜日）
http://www.sankou-s.com/

商品名：ダイニング４点セット
機   種： フライ
型番／製造番号： ＮＡ／２３７３７　ＢＲ／２３７３８

2010年9月～
2012年7月

2013年1月21日
＜ＨＰ＞

　当製品において、椅子の座面を固定
するために使用しているネジの先が、
座面から突き出る事例が発生。

無償交換（改良品）

食器洗い乾燥機

三洋電機株式会社
フリーダイヤル：０１２０－３４－３５８１
受付時間：09：00～21：00（2013年2月3日まで毎日）
　　　　　　 09：00～17：00（2013年2月4日以降　土・日・祝日を除く月
～金曜日）
http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/130122.html

ブランド：三洋電機/
品 番：ＤＷ－Ｓ２０００/製造番号： ２２９７５１～２５４７４６
ＪＡＮコード：（Ｓ）４９７３９３４　３２４５５８
品 番：ＤＷ－Ｓ２1００/製造番号：２００００１～２１９０００
ＪＡＮコード：（Ｓ）４９７３９３４　３３８４１８
品 番：ＤＷ－ＳＪ２０００ /製造番号：２００００１～２０００５０
ＪＡＮコード：（Ｓ）４９７３９３４　３４３７１９

ブランド：大阪ガス
品 番：（４）１１５－１０４５/製造番号： ２００００１～２０２３００ 

 ブランド：東京ガス
品 番： ＳＮ－Ｄ５０３/製造番号： ２００００１～２００３００

2000年12月～
2001年11月
（製造）

2013年1月22日
＜ＨＰ＞

　当製品において、機器内部のヒー
ター接続部に不十分な処理がされてお
り、使用しているうちに、発煙・発火に
至る可能性があることが判明。

製品回収（一台３万円で
引き取り）

自転車用フロント
フォーク

スペシャライズド・ジャパン合同会社
フリーダイヤル：０１２０－８８６－９９１
受付時間：09：00～18：00（土日祝除く）
http://www.specialized.com/media/whatsnew/2013JanRecall.pdf

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

2011年7月～
2012年11月

2013年1月26日
＜ＨＰ＞

　2012,2013年 ＴＡＭＡＣ ＳＬ４、2013年
ＣＲＵＸ、2013年 ＳＥＣＴＥＵＲＥＸＰＥＲＴ
ＤＩＳＣにおいて、フロントフォークのステ
アチューブに不具合があり、乗車中に
フロントフォークが破損する恐れがある
ことが判明。

回収（検査）

コーヒーメーカー

タイガー魔法瓶株式会社
フリーダイヤル：０１２０－３３８－７７１
受付時間：2月8日～2月15日 09：00～20：00（土日祝を含む）
               2月18日以降　 09：00～17：00（土日祝を除く）
             （2月9日（土）・2月10日（日）・2月11日（祝）は受付致しま
す。）
http://www.tiger.jp/customer/information/info_130208.html

製品:コーヒーメーカー ＡＣＷ－Ｓ型
品番／JANコード：ＡＣＷ－Ｓ０８０／４９０４７１０３８２９６７ 
ＡＣＷ－Ｓ８Ｅ８／４９０４７１０３８７９７９ 

※品番は製品背面に記載。製造期間は製品底面の製造番号を確
認
※対象製造番号： 初の３桁の数字または５桁の数字が以下のも
の
０７１**、０８１**、０９１**、１０１**、１１１**、１２１**、
０１２**、０２２**、０３２**、０４２**、０５２**

※対象外製造番号： 初の３桁が０５２**の場合、以下の５桁の数
字が対象。
それ以外は対象外
０５２０１、０５２０２、０５２０３、０５２０４、０５２０５、
０５２０６、０５２０７、０５２０８、０５２０９

2011年7月14日～
2012年5月9日

2013年2月7日
＜ＨＰ＞

　当製品において、電源配線に不備が
あり、製品が故障した状態でスイッチを
テープ貼りで固定する等の連続的・強
制的使用が続くと、安全装置が作動せ
ず発煙・発火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

ゴルフクラブ

ヤマハ株式会社
ＲＭＸ（リミックス）ドライバー回収専用窓口フリーダイヤル
フリーダイヤル：０１２０－５３５－３７１
受付時間：2月28日まで 月曜～日曜 10:00～17:00
　　　　　　 3月1日以降＊ 月曜～金曜 10:00～17:00
　　　　　　＊（土・日・祝日および弊社休日を除く）

インターネットによる連絡先
2月15日13:00より、Webサイトでも点検・部品交換の受付を開始させ
ていただきます。今しばらくお待ちください。
http://www.yamaha.co.jp/service/2013/13021201.html

対象製品 ： ヤマハゴルフクラブ　ｉｎｐｒｅsＸ ＲＭＸ（リミックス） ドライ
バー 
対象機種名 ： ＲＭＸ

2012年12月～
2013年2月

2013年2月12日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ネジ部寸法が規格
外のＲＴＳウェイトの混入により、ネジ
の空回り、また 悪の場合、シャフトか
らヘッドが抜けるおそれがあることが判
明。
　*当該製品をお持ちの方は、使用を
中止して、下記の問合せ先まで連絡し
てください。

無償点検（部品交換）

加湿器

ＴＤＫ株式会社
（加湿器お客様係）
フリーダイヤル： ０１２０-６０４-７７７
　　　　　　　　　： ０１２０－９１７－１３７（2013年3月10日まで受付け
可）
受付時間：09：00～19：00（土・日・祝日も含む）
http://www.tdk.co.jp/

スチーム式加湿器
機種名：
１）ＫＳ－５００Ｈ　ＪＡＮコード ：４９０２０３００７４０５０
ＫＳ－３００Ｗ ＪＡＮコード ：４９０２０３００７４０４３
２）ＫＳ－３１Ｗ   ＪＡＮコード：４９０２０３００７０７６２
ＫＳ－３２Ｇ

１）1998年9月～
1999年1月
２）1993年8月～
1994年3月

2013年2月22日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ヒーター部の問題
により、 悪の場合、発煙・発火に至る
恐れがあることが判明。
　*社告履歴（ＮＩＴＥ掲載）
１）ＫＳ－５００Ｈ、ＫＳ－３００Ｗ
1999年1月27日、 1999年3月2日、1999
年11月28日、2000年12月4日、
2001年11月27日
２）ＫＳ－３１Ｗ、 ＫＳ－３２Ｇ
1994年7月19日、1994年11月15日

回収（５，０００円と交換／
台）

ウイルスプロテクター
(空間除菌剤)

株式会社ダイトクコーポレーション(販売元)／ＥＲＡ　Ｊａｐａｎ株式会
社（輸入元）
お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－９８８－０３０
受付時間：09：30～17：00（月～金）
http://www.printing-daitoku.co.jp/

ウイルスプロテクター
2013年1月15日～
2013年2月8日
（出荷）

2013年2月22日
＜ＨＰ＞

　当製品において、一部から化学熱傷
による事故が発生。

回収（代替商品交換）

ショートブーツ

株式会社 モード・ホシ
株式会社ワールド　カスタマーセンター
フリーコール：０１２０－９７７－９１７
受付時間：09：30～17：00（平日のみ）
ＵＲＬ：http://www.world.co.jp/ozoc/news/brand/5557/

商品名：ウェッジレースブーティー
品番：１４３－０２２８３
色：０１９(黒)・０５２(キャメル)

2013年2月4日～
2013年2月15日

2013年2月25日
＜ＨＰ＞

　当製品において、一部の商品でソー
ル部分に強度不足があり、取れてしま
う可能性があることが判明。

回収（代金返金）

自転車用ブレーキ

株式会社エムシー・インターナショナル
フリーダイヤル：０６－６３１８－５０００
受付時間：09：00～18：00（土・日祝日を除く）
http://www.mcinter.co.jp/

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

2011年7月21日～
2013年3月1日

2013年3月4日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部おいて、複数の条件が
重なった場合、低温下にて制動力が低
下する可能性があることが判明。

無償交換（対策部品と交
換）

ＩＨクッキングヒーター

日立アプライアンス株式会社
日立ＩＨクッキングヒーター受付センター
フリーダイヤル：０１２０－５７２－８８２
ＦＡＸフリーダイヤル：０１２０－３４０－５３８
受付時間：3月5日～3月31日（日）まで09：00～19：00（土、日、祝日
を含む毎日）4月1日（月）以降  09：00～17：00（土、日、祝日及び年
末年始、夏期休暇等の会社休日を除く）
http://kadenfan.hitachi.co.jp/ht/index.html

株式会社日立ホームテック（現　日立アプライアンス株式会社）
型式： ＨＴＣ-ＭＡ４、ＨＴＣ-ＭＢ４、ＨＴＣ-ＭＣ４ 
         ＨＴＷ-４ＤＡ、ＨＴＷ-４ＤＡＳ、ＨＴＷ-４ＳＡ 

九州変圧器株式会社（現 株式会社キューヘン） 
型式： ＨＴＷ４ＤＡ-Ｙ、　ＨＴＷ４ＳＡ-Ｙ

積水化学工業株式会社
型式：ＣＨＣＢ３Ｈ１、ＣＨＣＢ３Ｓ１

1993年～2001年 2013年3月5日
＜ＨＰ＞

　当製品の一部製品において、まれ
に、ノイズフィルタ基板のフィルムコン
デンサが故障し、発煙する場合がある
ことが判明。

無料部品交換
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品名 製造事業者等 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

ガスふろがま、ふろが
まバーナ、ガスストー
ブ

株式会社　世田谷製作所
フリーダイヤル：０１２０－６３４－１２６
受付時間：09：00～17：00（平日）
Ｅメールアドレス：recall@setagaya-seisakusyo.co.jp
http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/

・ふろがま
株式会社　世田谷製作所
Ｒ３８Ｂ、Ｒ１３７Ｂ、ＣＳ３１Ｂ、ＣＳ３２Ｂ、ＣＳ３３Ｂ、ＦＥ１５
株式会社　オカキン
ＯＫ－ＡＲ型-ＬＥ（＊１）、ＯＫ－ＢＲ型-ＬＥ（＊１）
東京ガス株式会社
ＳＴ－９１３ＲＦＡ（＊２） ,ＳＴ－９１２ＲＦＢシリーズ（＊２）,ＳＴ－９１５０
ＣＦＳ（＊２）
株式会社　ハーマン 
ＹＦ７０２（＊２）

・ふろがまバーナ
株式会社世田谷製作所
ＴＡ-０９７ＵＥＴ、ＴＡ-２７０ＵＥＴ、ＴＡ-OK２７０ＵＥＴ

・ガスストーブ
株式会社　世田谷製作所
ＧＳ－１

＊１は株式会社　世田谷製作所の対象ふろバーナを供給。
＊２は株式会社　世田谷製作所ＯＥＭ品。
○該当品の見分け方：品名または型式名の記載場所は下記のＵＲ
Ｌを参照してください。

1997年6月～
2006年8月

2013年3月7日
＜ＨＰ＞

　当製品において、部品の一部に亀裂
が入る不具合が生じ、機器内部でガス
漏れが生じた場合、機器本体の焼損
に至る恐れがあるため。
  ＊（2007年4月19日にホームページ上
で行った社告の再社告）

無償部品交換

米クーラ

GAC株式会社
フリーダイヤル：０１２０－３３６－３６１
受付時間：24時間
http://www.gacjp.com/new/komebitsu.html

機種名：定温米びつクーラ（１０ｋｇ用） 
対象型式：ＳＲＣ-１０A 
製造番号：１１０６０００１～１１０６０３７２ 

機種名：定温米びつクーラ（２０ｋｇ用） 
対象型式： ＳＲＣ-２０A 
製造番号： １１０４０００１～１１０４０２９１

2011年4月～
2011年8月

2013年3月11日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ごく稀に基板が
ショートし、冷却不良に至る故障事例
が数件発生。

無償部品交換

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
「電気ストーブ・カーボンヒーター・ハロゲンヒーター回収ダイヤル」
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）
http://www.tsannkuen.jp

・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

2013年3月11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。
　＊2008年4月21日に新聞紙上で行っ
た社告の再々社告

回収（返金）

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・カーボンヒーター・ハロゲンヒーター回収ダイヤル」
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）
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

2013年3月11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。
　＊2012年2月24日に新聞紙上で行っ
た社告の再社告

回収（返金）

ラミネーター

コクヨS&T株式会社
ジェットラミ対応受付窓口
フリーダイヤル：０１２０－０３７－７６３
受付時間：09：00～18：00　月～金曜日（土日祝日・年末年始・夏期
休業中を除く）
http://www.kokuyo.co.jp/info/20130311.html

対象品名：ラミネーター＜ジェットラミ＞
対象品番：ＫＬＭ－ＷＵ３２４

2009年12月～
2013年3月11日

＜ＨＰ＞

　当製品において、ごく稀に発煙を生
ずる可能性があることが判明。ただし、
発火には至らないことを確認してあり
ます。

回収（対策機と交換）
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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：０１２０－３３５－８５５（ＰＨＳ・携帯電話からもご利用
可能）
受付時間：月～金曜日　09：00～18：00
　　　　　　 土・日・祝日　09：00～17：00
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/130314/

ブランド名：液晶テレビ　ブラビア
対象製造番号(本体色：ブラック)
型名：ＫＤＬ-４０Ｖ５　製造番号： １０００００１～１０８８９６５
型名：ＫＤＬ-４６Ｖ５ 　製造番号：１０００００１～１０１９７３２

2009年2月～
2010年7月

2013年3月14日
＜ＨＰ＞

　当製品において、リアキャビネット（背
面部）の壁掛け用取り付け部を用いて
移動式（台車付）スタンドに設置したテ
レビが移動中に落下した事例が発生。

無償交換（リアキャビネッ
ト）

自転車用ハンドルステ
ム

株式会社川島洋行（輸入元、販売）／株式会社カワシマサイクルサ
プライ（販売）／株式会社インターマックス（輸入元、販売）／株式会
社日直商会（輸入元、販売）／株式会社深谷産業（輸入元、販売）
／イタリア・デダエレメンティ社 日本輸入販売代理店

株式会社 カワシマサイクルサプライ
電話番号：０７２－２３８－６１２６
受付時間：09:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）
http://www.riogrande.co.jp/

株式会社 インターマックス
電話番号：０５５－２５２－７３３３
受付時間：09:00～12:00、13:00～18:00（土・日・祝日を除く）
http://www.intermax.co.jp/

株式会社日直商会
電話番号：０４８－９５３－９７７１
受付時間：09:00～17:30（土・日・祝日を除く）
http://www.intermax.co.jp/

株式会社深谷産業
電話番号：０５２－９０９－６２０１
受付時間：09:00～12:00、13:00～18:00（土・日・祝日を除く）
http://www.fukaya-sangyo.co.jp/

ＤＥＤＡ ＥＬＥＭＥＮＴＩ（デダエレメンティ）社製
ＤＥＤＡ ＥＬＥＭＥＮＴＩ 　ＺＥＲＯ１００ （デダエレメンティ ゼロ１００） 
ＤＥＤＡ ＥＬＥＭＥＮＴＩ 　ＺＥＲＯ１００ ＳＥＲＶＩＺＩＯ ＣＯＲＳＥ（デダエレ
メンティ ゼロ１００セルヴィッツオ コルセ） 
ＤＥＤＡ ＥＬＥＭＥＮＴＩ 　ＺＥＲＯ １００ ＰＩＳＴＡ（デダエレメンティ ゼロ１
００ピスタ）

2006年10月～
2013年1月
（輸入）

2013年3月15日
＜ＨＰ＞

　当製品において、ハンドルクランプを
固定するボルトを締付け過ぎると、走
行中に破損する恐れが高いと判断した
ため。

回収（無償部品交換：ハン
ドルクランプ部分）

住宅用換気扇

ガデリウス株式会社（現 ガデリウス・インダストリー株式会社）
フリーダイヤル：０１２０－３４６－１１１
受付時間：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.gadelius.com/products/low_energy_housing/

ガデリウス株式会社
製品名：住宅用集中換気システム エアロスーパーＥ
型式：SIROC-T３/７ 

フクビ化学工業株式会社（ＯＥＭ先）
製品名：２４時間換気システム　「フクビ　フレッシュビーム２４」
エアサイクルホームシステム「エコビム」
型式：SIROC-T３/７

1997年4月～
2003年12月

2013年3月15日
＜ＨＰ＞

　当製品において、長期間の使用によ
り、当該製品内部のモーターコイル巻
線の絶縁が劣化し、レイヤーショートが
生じたためモーター部が過熱されるお
それがあることが判明。
　＊2013年4月5日付けの新聞紙上に
て社告を掲載

無償改修（ヒューズの取り
付け）

石油ストーブ

平城商事株式会社
フリーダイヤル：０８００－１１１－６６６４
受付時間：09：00～17：00（土日祝日を除く）
http://www.hirakishoji.co.jp/company/news250228.html

アルパカストーブ
型式：ＴＳ－７７ＳＮ

2012年11月1日～
2013年3月15日

＜ＨＰ＞

　当製品において、転倒時の消火機能
が不十分で引火等による事故が発生
するおそれがあることが判明。

回収

ベビーカー
バガブージャパン株式会社
http://www.bugaboo.com/511
メールアドレス：service.asia@bugaboo.com

ブランド：Ｂｕｇａｂｏｏ　Ｃａｍｅｌｅｏｎ3
対象シリアルナンバー：Ｓ/Ｎ１９０１０１１１５３００００１～ Ｓ/Ｎ１９０１
０５１２４８００２１５

2012年9月～
2012年3月

2013年3月21日
＜ＨＰ＞

　当製品において、キャリーハンドルの
接続箇所に破損の恐れがあり落下の
危険があることが判明。

無償交換（検査済みキャ
リーハンドル）
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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

乳幼児用押し車

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（０４４－５２２－６５６０）（一部
のIP電話不可）
受付時間：10：00～17：00（土日・祝日を除く）
http://www2.toysrus.co.jp/truj/pdf/20130322.pdf

ブランド名：イマジナリウム
製品名：アクティビティウォーカー
*デートコードは、商品本体の底部またはパッケージ底面にて確認
できます。

2012年11月20日
～2013年1月17日

2013年3月22日
＜ＨＰ＞

　当製品において、上部ハンドルを持
ち前方に推し進める際に、前輪が車軸
より外れる場合があることが判明。ま
た、前輪を車軸に固定している金属ネ
ジおよびプラスチック製ワッシャーも同
様に外れ、これらの部品を乳幼児が誤
飲する危険性があると判断した。

回収（返品または返金）

家庭用生ごみ処理機

ヤンマー株式会社
家庭用生ごみ処理機　お客様コールセンター
フリーダイヤル：０１２０－３１０－３０９
受付時間 　：9:00～17:00 (月曜日～金曜日　（土日祝日は除く）)
http://www.yanmar.co.jp/important/20100317.html

ヤンマー家庭用生ごみ処理機　：　Ｒｅ５､Ｒｅ６の全製品、全製造番
号が対象

1999年5月～
2002年11月

2013年3月28日
＜新聞＞

　当製品において、断熱材の材質が不
適切な為、ヒーター部から断熱材に着
火、製品より発火するおそれがあるこ
とが判明。
　*2010/3/17にホームページ上で実施
した社告の再社告

回収（無償交換：代替品）
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