
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

鍋つかみ 株式会社まるき

・電話番号：０７２１－５４－１８２２
・受付時間：09：00～17：00
　（土日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く）
・ＵＲＬ：http://www.maruki-
youji.co.jp/information.php

フェルト製ミトン　森シリーズ：
　パンダ柄　JANコード：４９８４３４３－６００４１６
　トリ柄　JANコード：４９８４３４３－６００４２３
　イヌ柄　JANコード：４９８４３４３－６００４３０
　ウサギ柄　JANコード：４９８４３４３－６００４４７
　４色アソート　JANコード：４９８４３４３-４５３１５９

2007年9月20日
　～2009年3月31
日

2013月04月08日
＜ＨＰ＞

当製品において、加熱直
後の土鍋を持つ際などに
使用した場合、フェルトが
溶けて火傷する、おそれの
あることが判明。

回収（返金）

石油ストーブ 有限会社グローバルトラスト（輸入）
コーナン商事株式会社（販売）

　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：
　月曜日～金曜日09：00～18：00
　（土日・祝を除く）
　・ＵＲＬ：http://www.hc-
kohnan.com/pdf/kinkoku_sekiyustove_2013.
04.8.pdf

ブランド名：アルパカ
　型番：ＴＳＧ-１（Ｓ）　2010年製

2011年12月
　～2013年3月

2013月04月08日
＜ＨＰ＞

当製品おいて、対震自動
消火装置が作動しない場
合があることが判明。
＊当製品を使用されてい
る方は、商品番を確認上、
使用を直ちに中止し、最寄
りのコーナン店舗に持って
いくか、下記のフリーダイ
ヤルへ連絡してください。

＊有限会社グローバルトラ
ストが平成23年11月に輸
入・販売した石油ストーブ
アルパカ：（ＡｌｐａｃａＴＳＧ-
１（Ｓ））について、消費生
活用製品安全法に基づく
技術基準に適合していな
いことが確認され、同社の
技術基準適合義務違反が
判明しました。

回収

自転車用ハンド
ルバー

株式会社グラファイトデザイン

株式会社グラファイトデザインサイクルス
ポーツ
・電話番号：０４９４－６２－２１０１
・受付時間：09：00～17：00
　（祝日を除く月曜から金曜日）
・ＵＲＬ：http://cycle.gd-
inc.co.jp/information/2013/04/12/

ＣＬＩＭＢＡＲ．ＬＲ(クラインバーＬＲ)
　ロードハンドルバー
　サイズ：３８０ｍｍ、４００ｍｍ、４２０ｍｍ
　製品コード：ＨＢ００６Ｂ-３８０、ＨＢ００６Ｂ-４００、
　ＨＢ００６Ｂ-４２０

2013年1月11日
　～2013年4月5
日

2013月04月12日
＜ＨＰ＞

当製品において、不良品
が混入した可能性があり、
折損するおそれがあること
が判明。

回収（点検）

社告・リコール一覧表
（平成25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

食器洗い乾燥機 パナソニック株式会社
（旧　松下電器産業株式会社）

・フリーダイヤル：０１２０－８７１－２２７
・受付時間：09：00～17：00
　（土曜日、日曜日、祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://panasonic.co.jp/ap/info/important/
washing02/index.htm

対象製品：ナショナル卓上型食器洗い乾燥機
　対象品番：ＮＰ－４０ＳＸ１／ＮＰ－４０ＳＸ２
　対象製造番号：
１５*******／１６*******／１７*******／１８
*******／１９*******／１Ｏ*******
１Ｎ*******／１Ｄ*******　２１*******／２２*******
／２３*******／２４*******／２５*******

＊製造番号（本体背面の品番表示ラベルを確認）の
最初の数字（上一桁）が「１」のもの、または、最初の
数字（上二桁）が「２１」～「２５」のものが対象製品

2001年5月
　～2002年5月
（製造）

2013月04月12日
＜ＨＰ＞

当製品において、食器洗
い乾燥機内部の洗浄水が
ファンモータ部に浸入し
て、まれに発煙・発火に至
る可能性があることが判
明。

　*2006年11月1日付の新
聞紙上にて行った「お知ら
せ」の再度のお知らせ。

無償部品交換

ステンレスエ
アーポット

サーモス株式会社

　お客様相談室　ポット回収専用窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－３５６－３０４
　・電話番号：０２５６－９２－６６４６
　・受付時間：9:00～12:00,　13:00～17:00
　（土・日曜・祝日・弊社休業日を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.thermos.jp/announcement/201
3_04_26.html

製品名：サーモス　ステンレスエアーポット
　品番　：ＴＡＥ－２５００、ＴＡＥ－２５０１、
　ＴＡＥ－３０００、ＴＡＥ－３００１、
　ＴＡＧ-２５００、ＴＡＧ-３０００
　（品番は製品底面に貼り付けてある
　「製造ロットシール」で確認できます。）
　容量　：２．５リットル　あるいは　３．０リットル
　色名　：ステンレスブラック（ＳＢＫ）
　クリアステンレス（ＣＳ）
　モダンゴールド（ＭＯＧ）

2005年2月
　～2009年3月

2013月04月26日
＜ＨＰ＞

当製品において、樹脂部
品取り付けに不具合があ
り、本体を持ち運んだ際に
樹脂部品が本体からはず
れて、内容物がこぼれ出る
可能性があり、場合によっ
てはやけどに至るおそれ
があることが判明。

＊事故を未然に防ぐため
に、当製品を使用されてい
る方は使用を中止してくだ
さい。

回収（改良済
み最新機種と
無償交換）

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）

1)製品名：ＡＩＲＯＮＥ　オイルレスミニコンプレッサ
　型番：OM-１２１２
　JANコード：４９７５８４６５２５３１３

2)製品名：ＬＵＤＭＡＸ　オイルレスエアコンプレッサ
　型番：ＯＬＦ－０９２５Ｂ
　JANコード：４９７５８４６８９０２６８／
　４９７５８４６８９０２５１

1)2009年11月
　～2013年4月

2)2008年12月
　～2013年4月

2013月04月26日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
作動中にモータ内の過剰
スパークが発生し本体を
破損、焼損する可能性が
あることが判明。

回収（詳細は
下記の問い合
わせ先迄）

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）

1)　製品名：Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｎｉｃ　オイルレスエアコンプ
レッサ
　型番：OＬＢ－１０２５
　JANコード：４９７５８４６８８５２５７

2)製品名：Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｎｉｃ　オイルレスエアコンプレッ
サ
　型番：OＬ－１５２５
　JANコード：４９７５８４６４８９２３３

1)2009年6月
　～2012年12月

2)2011年10月
　～2012年10月

2013月05月07日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
作動中にモータ内の過剰
スパークが発生し本体を
破損、焼損する可能性が
あることが判明。

回収（詳細は
下記の問い合
わせ先迄）
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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

ドラム・スティック 株式会社神田商会

・電話番号０３－３２５４－３６１１
・受付時間：10：00～18：00
　（第二土曜日・日曜・祝日を除く）
・ＦＡＸ番号：０３－３２５４－３６１０
・ＵＲＬ：
http://www.kandashokai.co.jp/flos/grover_t
rophy/information/20130507_094056.html

ブランド名：Ｇｒｏｖｅｒ／Ｔｒｏｐｈｙ(グローバー/トロフィー)
　製品名：「Ｆｉｒｅｓｔｉｘ　ＦＸ－１２」ドラム・スティック
　カラー：
　レッド　：ＪＡＮコード＝００８２６５２０７９５０２
　グリーン：ＪＡＮコード＝００８２６５２０８６２４１
　ブルー　：ＪＡＮコード＝００８２６５２０７９４９６

2011年12月13日
　～

2013月05月07日
＜ＨＰ＞

当製品において、内蔵電
池を交換する際に内臓の
ボタン電池が破裂する事
故が発生。

回収（返金：詳
細は下記のＵ
ＲＬ迄）

椅子 株式会社ジョイフルエーケー

　屯田店　TEL：０１１-７７５-７７７７
　収納用品担当
　大曲店　TEL：０１１-３７０-５５５５
　収納用品担当
　帯広店　TEL：０1５５-２８-３３３３
　収納用品担当

・受付時間：09：00～20：00
・ＵＲＬ：
http://www.jak.co.jp/info/information46.ht
ml

商品名：メッシュチェア
　品番：００５３Ｂ－ＭＳＣ　ブラック
　ＪＡＮコード：４９３０８８６１１３８２１

2013年3月1日
　～2013年5月5
日

2013月05月09日
＜ＨＰ＞

当製品において、商品の
強度不足による破損事例
が発生。

回収(代金払
戻し,または同
等商品と交換)

折りたたみ自転
車

(輸入）株式会社エヌビーエス　
（販売）有限会社サイクルクリエーション

　有限会社　サイクルクリエーション
　・電話番号：０３－３７３８－６１８７
　・受付時間：09：00～17：00
　（土・日・祝日及び年末年始・
　夏期休業日を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.ternbicycles.com/jp/news/rele
ases/2013/05/2012

ブランド名：Ｔｅｒｎ（ターン）
　対象品：Tern２０１２モデル
　機種・型式：ＶｅｒｇｅX１０／ＶｅｒｇｅX２０／
　ＶｅｒｇｅX３０ｈ／ＶｅｒｇｅＳ１１ｉ

2011年
　～2012年
(製造)

2013月05月10日
＜ＨＰ＞

当製品において、折りたた
みヒンジ部（ちょうつがい）
とフレームの溶接に不具
合があり、使用を続けた場
合、破断するおそれがある
ことが判明。

＊下記の「フレームナン
バー、シリアルタグナン
バー」ページで、製品の確
認を行ってください。該当
製品を所有されている方
は、ただちにご使用を止め
て、購入した販売店へ連
絡してください。

回収（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

ガラス瓶 青い森鉄道株式会社

　「諏訪ノ平ガスグレープ受付」
　・電話番号：０１７－７５２－０３３０
　・受付時間：09：00～17：３0
　（土日祝日を除く）
　・ＵＲＬ：http://aoimorirailway.com/cgi-
local/news.cgi?f1=1372662805&f2=staff&ct
g=1

ブランド名：Ａ－ｍｏｎｏ
　商品：諏訪ノ平ガスグレープ（内容量１９８ｍｌ）

2012年10月14日
　～

2013月05月13日
＜ＨＰ＞

当商品において、瓶が破
裂する事象が発生。

*気温が上昇すると何らか
の変化で内圧が上昇し、
保管している瓶が破裂す
る可能性もあります。

回収（未使用
の物のみ返
金）

電気洗濯乾燥
機

三洋電機株式会社

　タテ型洗濯乾燥機相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－３４－９１８０
　・受付時間：09：00～21：00
　（6月14日まで毎日）
　09：00～17：00
　（6月15日以降、土･日・祝日を除く
　月～金曜日）
　・ＵＲＬ：
http://panasonic.co.jp/sanyo/info/product
s_safety/130515.html

対象製品：タテ型洗濯乾燥機
　ブランド名：三洋電機

　品番：ＡＷＤ－Ｅ１０５ＺＡ
　製造番号：すべて
　ＪＡＮコード：４９７３９３４４０９９３４

　品番：ＡＷＤ－Ｅ１０５ＺＢ
　製造番号：６００００１～６０４０００
　ＪＡＮコード：４９７３９３４４６３３４９

2005年9月
　～2009年2月

2013月05月15日
＜ＨＰ＞

当製品において、基板に
搭載した部品が、使用して
いるうち、まれに、高温とな
り発煙・発火に至る可能性
があることが判明。

＊製品の品番および製造
番号を確認の上、対象の
場合は使用を中止し、下
記の問い合わせ先に連絡
してください。

無償修理（該
当基盤の交
換）

電気温水器 株式会社キューヘン
（旧社名：九州変圧器株式会社）

　フリーコール：０１２０-０４８-５００
　（携帯電話・ＰＨＳ可）
　受付時間：　9:00～18:00
　（土・日・祝日を除く）
　ＵＲＬ：http://www.kyuhen.jp/

ユノカ電気温水器（旧社名：九州変圧器株式会社製）

・丸型Ｄ３：品番
　ＳＭ８３０ＤＢ―Ｃ１７７／ＳＭ８３7ＤＢ―Ｃ１７８／
　ＳＭ８４６ＤＢ―Ｃ１７９／ＳＭ８５５ＤＢ―Ｃ１８０

・角型Ｄ３：品番
　ＳＭ８３０ＤＢ―Ｆ０１／ＳＭ８３７ＤＢ―Ｆ０２／
　ＳＭ８４６ＤＢ―Ｆ０３

・角形Ｒ２：品番
　ＳＭ８３０ＲＢ―Ｆ０４／ＳＭ８３７ＲＢ―Ｆ０５／
　ＳＭ８４６ＲＢ―Ｆ０６

・床下用　：品番
　ＳＭ８４６D―Ｇ０１

1996年9月
　～2000年10月

2013月05月21日
＜ＨＰ＞

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

*2008年4月25日にホーム
ページに掲載した社告の
再告知

無料点検・修
理（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

玩具 株式会社　西松屋チェーン

　リンリンボール回収係
　・フリーダイヤル：０１２０－１１－８７８０
　・受付時間：10：00～18：00
　（土・日・祝日・弊社所定定休日を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.24028.jp/news/2013/05/post_
484.html

・対象商品：「はねるリンリンボール」
　（カラー：赤＆緑と、青＆黄の２通り）

・ＪＡＮコード：　（赤＆緑）４５８２１４０２２７７７７、
　（青＆黄）４５８２１４０２２７７８４

・商品特徴：直径１０ｃｍほどのボールで、さらにその
内部には鈴が入った直径４ｃｍほどの半透明のボー
ルが入っています。

2012年6月25日
　～

2013月05月30日
＜ＨＰ＞

当製品において、ボール
内部にある鈴の破片が外
部に出てくる事例が発生。

回収（代金返
金）

ステンレスマグ
ボトル

東亜金属株式会社

　カスタマーサポート
　・フリーダイヤル：０１２０－７７７－９８１
　・受付時間：09：00～17：00（平日）
　・ＵＲＬ：http://www.toa-
corp.com/kigyou/fuguai.html

製品名：アウトドア・プロダクツ
　対象型番：
　３１４－０１４　ステンレスマグボトル３００ｍｌ
　(ドット柄　ブルー＆グリーン）
　３１４－０１５　ステンレスマグボトル３００ｍｌ
　(ドット柄　ネイビー＆ピンク）
　３１４－０１６　ステンレスマグボトル３００ｍｌ
　(ドット柄　カラフル）
　３１４－０１９　ステンレスマグボトル３００ｍｌ
　(アニマルファンシー　ブルー）
　３１４－０２０　ステンレスマグボトル３００ｍｌ
　(アニマルファンシー　レッド）
　３１４－０２１　ステンレスマグボトル３００ｍｌ
　(ボーダー）
　３１４－０２３　ステンレスマグボトル３００ｍｌ
　(動物迷彩　ピンク）

2012年2月
　～2013年2月

2013月05月31日
＜ＨＰ＞

当製品において、蓋に不
具合が有る場合、蓋を閉
める際に空回りしたり、うま
く締まらずに蓋が外れる可
能性があることが判明。

＊当製品をお持ちの方
は、直ちに使用を中止し、
下記カスタマーサポートま
で連絡してください。

回収（代替品
交換）

自転車 ビーズ株式会社

・電話番号：０６－６７３２－４３１０
・受付時間：情報のご提供をお願い致しま
す。
・平日9：00～17：00
　（土日祝休、盆休、年末年始休）
・ＵＲＬ：
http://www.doppelganger.jp/support/info3
/
・PCサイトお問い合せフォーム：
http://www.be-s.co.jp/user_form/
・携帯電話用お問い合せフォーム：
　http://www.be-
s.co.jp/support/mobile_form/mobile_top.ht
ml

ブランド名：DOPPELGANGER

　１）製品名：ｄ２　ｖｉｓｃｅｒａｌ
　車台番号：Ｙ２０９０７９２６～Y２０９０８６７５
　Ｙ２１１０１０８１～Y２１１０１２３０
　Ｙ３０１００００１～Y３０１００１５０

　２）製品名：Ｄ１７　Ｃｒｏｓｓｔｏｗｎ　Ｒｕｓｈ
　車台番号：Ｙ２０９０９２７６～Y２０９０９６７５

１）2013年2月1日
　～2013年4月23
日

２）2013年2月15
日
　～2013年5月28
日

2013月06月04日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
ディスクブレーキローター
を固定するボルトの緩み
止め剤塗布量が十分でな
いままの状態で使用を続
けると、ディスクローター部
分のボルトが緩み、最悪
の場合、ローターが脱落す
るおそれのあることが判
明。

ネジ止め剤
キットの送付
（希望者のみ）
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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

カップ 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
　・ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/new
sitem/recall_201306_LYDA

LYDA/リーダ　ジャンボカップ
　５９　ＣＬ　バラ　ＡＰ　ＪＰ　（５０２－０３３－７８）

2012年8月
　～2013　年5月

2013月06月06日
＜ＨＰ＞

当製品において、カップに
熱い飲み物を入れると、
カップが突然割れ、ヤケド
を負う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
アまで持っていってくださ
い。

商品代金払い
戻し

包丁・まな板スタ
ンド

（製造）パール金属株式会社　
（販売）イズミヤ株式会社
（販売）ユニー株式会社

　パール金属株式会社
　（イズミヤ／ユニー共通窓口）
　・フリーダイヤル：０１２０－９２２－９３２
　・受付時間：09：00～17：00
　（土・日・祝日を除く）

　イズミヤ株式会社のホームページ
http://www.izumiya.co.jp/etc/etcinfo/post
_145.php

　ユニー株式会社のホームページ
http://www.uny.co.jp/upload/pdf/news_cu
stomer_7.pdf

ＳｔｙｌｅＯＮＥ　ステンレス包丁・まな板スタンド
　ＪＡＮコード：４９７６７９０５４５４６４

2013年2月21日
　～2013年6月10
日

2013月06月14日
＜ＨＰ＞

当製品において、メッシュ
部とフレーム部の溶接不
良の商品が混入している
可能性があることが判明。

回収（返金）

モップ絞り器 株式会社テラモト

・電話番号：０６－６５４１－３３３３
・受付時間：09：00～17：50
　（土･日・祝日を除く月～金曜日）
・ＵＲＬ：
http://www.teramoto.co.jp/kaishu.html

商品名：エールスクイザーＢ型
　品番：ＣＥ―４４０-１００―０
　ＪＡＮコード：４９０４７７１３９１１０６

商品名：エールスクイザーＣ型
　品番：ＣＥ―４４０-０００―０
　ＪＡＮコード：４９０４７７１１９９６０３

1993年2月
　～2013年5月

2013月06月18日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用中
に付属のバネが破損し、
金属片の一部が飛んで負
傷するという事故が発生。

回収（代替製
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

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）
　・ＵＲＬ：
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7日
　～2012年9月10
日

2013月06月21日
＜ＨＰ＞

当製品において、設置場
所などの影響により、天板
と扉の隙間が大きくなり扉
がレールの溝部分より外
れるおそれがある。

＊2012年6月15日にホー
ムページ上に「使用上の注
意と定期点検のお願い」掲
載

　2012年6月上旬頃に「商
品に関する注意事項と定
期点検のお願い」を商品
同梱もしくは別送書面送付

無償提供（補
強部材）

アルミ製踏み台 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：月曜日～金曜日09：00～18：
00
　（土日・祝を除く）
　・ＵＲＬ：http://www.hc-
kohnan.com/important/images/2013.07.08_
arumifumidai.pdf

アルミ　スリム踏み台　２段
　ＪＡＮコード：４５２２８３１５１７１３８

アルミ　スリム踏み台　３段
　ＪＡＮコード：４５２２８３１５１７１４５

2007年6月18日
　～2013年1月22
日

2013月07月08日
＜ＨＰ＞

当製品において、　樹脂製
ヒンジ（ピク色）に亀裂が生
じるおそれのあることが点
検の結果、判明。

回収（代替品
と交換：2013
年8月中旬より
開始）

ＬＥＤランプ 岩崎電気株式会社

　ビーム電球交換受付窓口
　・電話番号：０４８－５５４－１１０８
　・受付時間：09：00～17：00
　（土・日・祝日除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.iwasaki.co.jp/contact_us/iie/13
07beam.html

対象製品名：　ビーム電球形１８Ｗ　ＬＥＤランプ
ランプ形式：　ＬＤＲ１８Ｎ－Ｗ／７５５(昼白色タイプ)
　ＬＤＲ１８Ｌ－Ｗ／７３０(電球色タイプ)
製造ロット：Ｎｏ．１１Ｊ　(2011年　9月製)
　１１Ｋ　(2011年10月製)

2011年9月
　～2011年10月

2013月07月08日
＜ＨＰ＞

当製品において、ダウンラ
イトなどのランプ表面温度
が高くなる器具で使用して
いる場合、極めてまれにラ
ンプ前面のアクリルグロー
ブが落下に至る可能性が
あることが判明。

回収(代替品
に無償交換）
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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

折りたたみ自転
車

（輸入元）北日本サイクル販売株式会社　
（販売元）オートバックスセブン

　Ｕ－ＢＩＫＥ　お客様相談センター
　・フリーダイヤル：０１２０－７０７－２３７
　・受付時間：09：00～1８：00
　（土・日・祭日は除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.autobacs.com/info/customer/
u-bike.pdf

折りたたみ自転車　Ｕ－ＢＩＫＥ
　機種：ＵＢ－ＳＰＴ２０６－６Ｓ

2012年6月22日
　～2013年5月31
日

2013月07月08日
＜ＨＰ＞

当製品において、ヒンジ部
の不具合が判明。

対象商品回収
（返金）

扇風機 （製造）テコット社（2011年12月事業停止）
（販売）株式会社ユニリビング

　株式会社ユニリビング
　お客様お問合わせ窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－２５－５００９
　・受付時間：09：00～17：00
　（土・日・祝日を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.uniliv.co.jp/pop_news/04.pdf

製品名：充電式リモコン扇風機（テコット社製）
　製造番号：ＣＦ－ＪＬ１４Ｒ
　ＪＡＮコード：４５６２２２７８１７０１５

2011年7月
　～2011年9月

2013月07月09日
＜ＨＰ＞

当製品において、商品本
体、パネル部に内蔵させて
いる充電バッテリーが発
熱、最悪の場合は破裂す
る可能性が判明。

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

ガスふろ給湯器 （製造）株式会社ハウステック　
（販売）大阪ガス株式会社
　東京ガス株式会社
　株式会社　ノーリツ
　モリタ工業株式会社

○株式会社ハウステック　お客様相談窓口
　フリーダイヤル：０１２０－８０－１７６１
　受付時間：9:00～17:30
　（但し12:10～13:00の間は除く）
　URL：
http://www.housetec.co.jp/2013/07/wf-
s1601.html

○大阪ガス株式会社
　フリーダイヤル：０１２０－０－９４８１７
　受付時間：平日（月～土）：9：00～19：00
　休日・祝日：　9：00～17：00
　ＵＲＬ：
http://www.osakagas.co.jp/company/press
/pr_2013/1204483_7831.html

○東京ガス株式会社
　フリーダイヤル：０１２０-３５５-４２６
　受付時間：9：00～19：00（土日祝含む）
　7月21日（日）まで
　9：00～17：00
　（土日祝、年末年始除く）
　7月22日（月）以降

外壁貫通設置型ふろ給湯器
１）販売ブランド：株式会社　ハウステック　：ＷＦ―Ｓ１
６０１シリーズ
　製品型式名：ＷＦ―Ｓ１６０１ＡＴ/ＷＦ―Ｓ１６０１ＡＴ
―Ｃ/ＷＦ―Ｓ１６０１ＡＴ―ＫＪ
　ＷＦ―Ｓ１６０１ＡＴ―Ｃ―ＫＪ/ＷＦ―Ｓ１６０１ＡＴD

２）販売ブランド：大阪ガス株式会社
　製品型式名：１３１―Ｋ９７０/１３１―Ｋ９７１/１３１―
Ｋ９７２　１３１―Ｋ９５９

３）販売ブランド：東京ガス株式会社
　製品型式名：ＨＫ―Ｓ８１６ＲＦＷＨＢ―ＲＡ/ＨＫ―Ｓ８
１６ＲＦＷＨＢＲＡＫ

４）販売ブランド：株式会社ノーリツ：ガスふろ給湯器
(バスイング)
　製品型式名：ＧＴＳ―Ｃ１６５Ａ/ＧＴＳ―Ｃ１６５ＡＣ/Ｇ
ＴＳ―Ｃ１６５ＡＤ

５）販売ブランド：モリタ工業　株式会社：ＭＬ―Ｃ１６０
１Ｈシリーズ
　製品型式名：ＭＬ―Ｃ１６０１ＨＳ/ＭＬ―Ｃ１６０１ＨＣ/
ＭＬ―Ｃ１６０１ＨＬ

１）2012年10月
　～2013年6月

２）、３）、４）、５）
2013年3月
　～2013年6月

2013月07月10日
＜ＨＰ＞

当製品において、機器内
部の電装基板にある回路
部品の制御プログラムに
誤りがあり、大きな運転音
とともに、設定温度よりも
高い温水が出ることで、や
けどをする恐れのあること
が判明。

無償点検（部
品交換：電装
基板）

　ＵＲＬ：http://www.tokyo-
gas.co.jp/important/20130710-01.html

○株式会社ノーリツ
　フリーダイヤル：０１２０-２４４-０２６
（携帯からも可）
　受付時間：平日　9:00～17:30
　※土日祝日、夏期休暇、年末年始は休業
　ＵＲＬ：
http://www.noritz.co.jp/info/30.html

○モリタ工業　株式会社　コールセンター
　フリーダイヤル：０１２０－４７０－７９７
　受付時間：平日9:00～17:30
　（但し12:10～13:00　の間は除く）
　ＵＲＬ：
http://moritakk.co.jp/documents/Products
Info_20130710.pdf
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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 （輸入元）東光株式会社　
（販売元）株式会社ワールド

　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/3can4on/news/bra
nd/6480/

ブランド：「３ｃａｎ４ｏｎ（サンカンシオン）」
　商品名：　スタッズウエッジソールミュール
　品　番：５８７－３２２１６
　色　番：　００４(白)、０４１（薄茶）、０４２（濃茶）

2013年6月4日
　～2013年7月7
日

2013月07月10日
＜ＨＰ

当製品の一部において、
甲部分のバンドが抜ける
可能性があることが判明。

回収（返金）

婦人用靴 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）
　・ＵＲＬ：
http://www.naturalbeautybasic.com/info/i
ndex.html#news_id_008479

ブランド名：ＮＡＴＵＲＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＢＡＳＩＣ
　対象商品：商品名：レザーパンプス
　品番：０１７-１８６３１７
　カラー：
　ブラック（０１０）２３．０.ｃｍ／
　ＪＡＮコード：４５４３０５６１６８４１７
　ブラック（０１０）２３．５.ｃｍ／
　ＪＡＮコード：４５４３０５６１６８４２４
　ベージュ（０４０）２３．０.ｃｍ／
　ＪＡＮコード：４５４３０５６１６８６０８
　ベージュ（０４０）２３．５.ｃｍ／
　ＪＡＮコード：４５４３０５６１６８６１５

　＊（２４．０.ｃｍ　・　２４．５.ｃｍは対象外)

2013年4月10日
　～2013年7月9
日

2013月07月13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恐れが
あることが判明。

回収（返金）

スポーツウェア 株式会社ナイキジャパン

　ナイキジャパンお客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－５００－７１９
　・受付時間：09：00～17：00
　（土・日除く）2013年7月28日迄
　09：30～17：00
　（土・日・祝日除く）2013年7月29日以降
　・ＵＲＬ：
http://nike.jp/nikebiz/news/other_130716.
html

（１）「ナイキボーイズエッセンシャルＰＤＫジャケット」
　製品番号：５２４７０４

（２）「ナイキＤＲＩ－ＦＩＴファンダメンタルＳ／ＳＶネック
トップ」
　製品番号：５３９５５８

（３）「ナイキウィメンズＤＲＩ－ＦＩＴ　ＵＶ　レオパードニッ
トカプリパンツ」
　製品番号：５８２５４２

（１）2013年1月
　～
（２）2013年4月
　～
（３）2013年７月
　～

2013月07月16日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、ミ
シン針の破片が混入した
可能性があることが判明。

返金又は同製
品在庫品と交
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

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7月28日まで毎日）
　09：00～17：00
　（2013年7月29日以降　土・日・祝日を除く
　月～金曜日）
・ＵＲＬ：
http://panasonic.co.jp/sanyo/info/product
s_safety/130122.html

ブランド：三洋電機
　品　番：ＤＷ－Ｓ２０００/
　製造番号：　２２９７５１～２５４７４６
　９００００１～９０００８１(今回追加分)
　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
　２００３０１～２００６９７(今回追加分)

2000年12月
　～2002年11月
（製造）

2013月07月19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。

＊2013年1月22日にHP上
に掲載した内容に三洋電
機と新東京ガスに製造番
号を追加しました。

製品回収（一
台３万円で引
き取り）

サンダル 株式会社クロスカンパニー

・フリーダイヤル：０１２０－８０６－００８
・受付時間：09：00～18：00（平日）
・ＵＲＬ：
http://www.crosscompany.co.jp/news/?c=
zoom&pk=275

・ブランド名：ｅｒａｔｈ　ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ
　（１）　商品名：キャンバスウェッジ／ＳＤ
　品番：１０１３６Ｋ１００１０
　対象色：　Ｂｌａｃｋ／Ｒｅｄ／Ｂｅｉｇｅ／Ｂｒｏｗｎ／Ｙｅｌｌｏ
ｗ

（２）商品名：　Ｒｉｂｂｏｎ／ＳＤ
　品番：１０１３２Ｋ１１０５０・１０１３２Ｋ１１０５６
　対象色：Ｒｅｄ／Ｂｒｏｗｎ／Ｎａｖｙ

（３）商品名：Ｒｉｂｂｏｎ　Ｌａｍｅ／ＳＤ
　品番：１０１３２Ｋ１１０６０・１０１３２Ｋ１１０６６
　対象色：Ｂｅｉｇｅ

（４）商品名：Ｒｉｂｂｏｎ　Ｌａｃｅ／ＳＤ
　品番：１０１３２Ｋ１１０７０・１０１３２Ｋ１１０７６
　対象色：Ｉｖｏｒｙ

2013年5月29日
　～2013年7月16
日
・・・　（１）
2013年4月16日
　～2013年7月16
日
・・・（２）（３）（４）

2013月07月26日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
強度不足によるバンドの
抜け等、破損の恐れがあ
る事が判明。

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

全自動洗濯機 シャープ株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－４０４－６６０
・受付時間：09：00～18：00（月曜～土曜）
　09：00～17：00（日曜／祝日）
　※2013年8月1日までは、午前9時～午後
8時まで受付。

・ＵＲＬ：
http://www.sharp.co.jp/support/announce
/es_info_130729.html

ＥＳ－７０ＥＥ　ＥＳ－Ｃ７５Ｄ　ＥＳ－ＬＣ８０Ｂ
　ＥＳ－７２ＥM　ＥＳ－ＣＬ７５Ｄ　ＥＳ－M７Ｋ
　ＥＳ－７３ＥM　ＥＳ－ＣY７５Ｄ　ＥＳ－Ｎ７５Ｄ
　ＥＳ－７４ＥM　ＥＳ－Ｄ７５Ｄ　ＥＳ－Ｎ７Ｋ
　ＥＳ－７５Ｎ　ＥＳ－Ｄ７５Ｅ２　ＥＳ－Ｔ７３０Ｖ
　ＥＳ－８０ＥＥ　ＥＳ－Ｄ８５Ｅ２　ＥＳ－Ｔ８３０Ｖ
　ＥＳ－８２ＥM　ＥＳ－ＤＤ８Ｅ　ＥＳ－ＴＧ７４Ｖ
　ＥＳ－８３ＥM　ＥＳ－ＦＧ７４Ｖ　ＥＳ－ＴＧ８４Ｖ
　ＥＳ－８４ＥM　ＥＳ－ＦＧ８４Ｖ　ＥＳ－Ｕ７０Ｃ
　ＥＳ－Ａ７０Ｅ　ＥＳ－Ｇ７０Ｖ６　ＥＳ－Ｕ７０Ｄ
　ＥＳ－Ａ８０Ｅ　ＥＳ－Ｇ８０Ｖ６　ＥＳ－Ｕ８０Ｃ
　ＥＳ－ＡＧ７０Ｄ　ＥＳ－ＫＧ７３Ｖ　ＥＳ－Ｕ８０Ｄ
　ＥＳ－ＡＧ８０Ｄ　ＥＳ－ＫＧ８３Ｖ　ＥＳ－Ｖ７３Ｖ６
　ＥＳ－Ｂ７５Ｄ　ＥＳ－ＬＣ７０Ｂ　ＥＳ－Ｖ８３Ｖ６

1999年8月
　～2006年12月
に製造

2013月07月29日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
内部電気部品の配線にお
いて結束処理の状態や洗
濯機の設置環境による振
動等で断線し、稀に発煙・
発火に至る恐れがあること
が判明。

無料点検(修
理)

眼鏡フレーム 株式会社インターメスティック
株式会社ゾフ

　株式会社インターメスティック/株式会社
ゾフ
　相談窓口
　・電話番号：０１２０－０１３－８８３
　または　０３－５７７４－６８６８
　・受付時間：10：00～19：00
　・ＵＲＬ：
http://www.zoff.co.jp/information/
　・メールフォーム
https://www.zoff.co.jp/contact/

該当型番：
　ＺＪ３１００４Ａ：Ｂ－１／Ｂ－２／Ｂ－４／Ｃ－１／Ｃ－
２
　ＺＪ３１００５Ａ：Ｂ－１／Ｂ－２／Ｂ－４／Ｃ－１／Ｃ－
２
　ＺＪ３１００６Ａ：Ｂ－１／Ｃ－１／Ｃ－２／Ｃ－３
　ＺＪ３１００７Ａ：Ｂ－１／Ｃ－１／Ｃ－２／Ｃ－３

2013年2月22日
　～2013年7月30
日

2013月07月31日
＜ＨＰ＞

当製品において、耳にか
かるラバー製の部分（モダ
ン部分）から色落ちが発生
するケースが確認されまし
た。また、当該製品を使用
された一部の方から、肌の
かゆみや炎症の報告があ
りました。

・2013年8月7日に追加情
報をホームページに掲載
　
http://www.zoff.co.jp/infor
mation/2013/482/

回収（部品交
換、製品交
換、返品）

豆炭あんか シナネン株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－５１８－２７６
・受付時間：09：30～17：00
　（土・日・祝日を除く月～金曜日）
・ＵＲＬ：
http://www.sinanen.com/info/pdf/130801.
pdf

シナネン株式会社
　製品名：品川あんか
　ＪＡＮコード：４９８１９７３５８０２６２
　(OEM供給先)

株式会社　ミツウロコ
　製品名：ミツウロコ豆炭アンカ
　ＪＡＮコード：４９３６９６６００１０３３

株式会社十全商会
　製品名：十全あんか
　ＪＡＮコード：４９３１２０９００００８８

*止め金部分に「１２」の刻印がされたもの。

2012年4月
　～2013年3月

2013月08月01日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
金具のリベット止めの不具
合により金具がはずれる
おそれがある事が判明。

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

ぬいぐるみ 株式会社ボーネルンド

・フリーダイヤル：０１２０－３５８－５１８
・受付時間：10：00～17：00（月～金）
・ＵＲＬ：
http://www.bornelund.co.jp/img/pdf/Recall
_MT130813.pdf

商品名：ランキーキャッツＧｏｌｄ
　品番：ＭＡＮ１０３９７０
　製造ロット：HE／LD

商品名：ランキーキャッツＢｌａｃｋ
　品番：ＭＡＮ１０４１４０
　製造ロット：HE／LD　／ＩＥ

2012年8月～ 2013月08月13日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
細い小さな金属片が混入
していたことが判明。

回収（代替品
交換または返
金）

子ども用ベッド 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
　・ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/new
sitem/attention20130816_KRITTER-
SNIGLAR

２０１６７５４１　KRITTER/クリッテル
　ベッドフレーム＆ガードレール
　７０×１６０ｃｍ　パイン　ＡＰ　ＣＮ
　日付スタンプ（製造年と週を４桁の数字で表したも
の）が１１１４から１３２２のもの

７０１６７６７１　SNIGLAR/スニーグラル
　ベッドフレーム＆ガードレール
　７０×１６０ｃｍ　ビーチ　ＡＰ　ＣＮ
　日付スタンプ（製造年と週を４桁の数字で表したも
の）が１１１４から１３１８もの

　日付スタンプはヘッドボードまたはベッド裏面に表示
されています。
　＊上記以外の製造年週以外の商品については対象
商品ではありません。

2009年10月
　～2013年5月

2013月08月16日
＜ＨＰ＞

当製品において、ガード
レールとベッドフレームを
つなぐフィッティングが破損
したとの報告が世界で７件
イケアに寄せられました。
なお、これまで破損した
フィッティングによるケガの
報告はありませんが、
フィッティングが破損したま
ま使用すると、尖った先端
でケガをするおそれがあり
ます。

無償配布（修
理用キット）

椅子 株式会社コメリ

・フリーダイヤル：０１２０－３７１－１３４
・受付時間：09：00～12：00、
　13：00～17：00（月～金）
・ＵＲＬ：
http://www.komeri.bit.or.jp/company/impo
rtant/2013_08_17.html

木製チェア：バレンシア　ハードウッド　アームチェア 2013年3月1日
　～2013年8月2
日

2013月08月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用時
に破損の恐れがあること
が判明。

製品交換また
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

カレー皿 (製造)昭和製陶株式会社　
（販売）株式会社ダスキン

　商品交換窓口：昭和製陶株式会社
　・フリーダイヤル：０１２０－５９２－１９９
　・受付時間：09：00～12：00/13：00～17：
00
　（土・日・祝日・年末年始を除く）

　お客様お問い合わせ窓口：株式会社ダス
キン
　ミスタードーナツお客さまセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－１１２－０２０
　・受付時間：09：00～20：00（平日）
　09：00～17：00
　（土・日・祝日・年末年始）
　・ＵＲＬ：
http://www.duskin.co.jp/whatsnew/2013/0
822_01.html

ミスタードーナツ「ポン・デ・ライオン　カレー皿」
　絵柄：ポン・デ・ライオン／フレンチウーラー

2013年7月29日
　～2013年8月21
日

2013月08月22日
＜ＨＰ＞

当製品において、一部商
品にバリ（突起物）がある
ことが判明。

バリがある商
品のみ回収
（交換）

自転車用ブレー
キ

株式会社シマノ

・フリーダイヤル：０１２０－５０－１６２２
（受付時間：
　10：00～12：00/13：00～17：00　平日）
・ＦＡＸ：０１２０－５０－１６３３
（２４時間受付可）
・ＵＲＬ：
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content
/global_cycle/ja/jp/index/customer_center
/important/mecha-disc-br.html

製品名：シマノ　メカニカル（ケーブル式）ディスクブ
レーキ
　モデル名：　ＢＲ-ＣＸ７５,ＢＲ-Ｒ５１５,ＢＲ-Ｒ３１５

2012年7月
　～2013年7月

2013月08月26日
＜ＨＰ＞

当製品において、走行中
にブレーキが制御できなく
なり、転倒や衝突などの重
大な事故が発生するおそ
れがあることが判明。

無償交換（代
替品）

ＡＣアダプター
（冷蔵庫用）

サッポロビール株式会社

　北海道プレミアム
　うまさでっかいぞうキャンペーン配送事務
局
　・フリーダイヤル：０１２０－３２１－６０７
　・受付時間：10：00～21：00
　（受付期間　2013年9月30日まで
　土・日・祝日も受付可）
　・ＵＲＬ：
http://www.sapporobeer.jp/info/news/000
4/index.html

サッポロ　北海道PREMIUMご当選賞品
　「うまさでっかいぞう冷蔵庫」

2013年3月
　～2013年6月
(キャンペーン期
間)

2013月08月26日
＜ＨＰ＞

当製品に、同梱している
ACアダプターが取扱説明
書に記載されている想定
温度（50℃前後）よりも高
温になるものがあることが
判明。

・2013年9月17日に追加情
報をホームページに掲載

http://www.sapporobeer.jp
/info/news/0004/index.ht
ml

回収（改良品
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

ギター ヤマハ株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－００８－２２４
・受付時間：10:00～12：00、13:00～17:00
　（土・日・祝日および弊社休日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.yamaha.co.jp/service/2013/13
082801.html

品名　：　ヤマハクラシックギター
　機種名　：　ＧＣ３２Ｃ、ＧＣ３２Ｓ
　製造番号　：　ＨＩN,　ＨＩＯ,　ＨＩＰ,　ＨＩＸ,　ＨＩＹ,　ＨＩＺ,
ＨＪＨ,
　ＨＪＩ,　ＨＪＪ,　ＨＪＫ

＊機種名と製造番号の記載箇所
　機種名はサウンドホール内に貼られているシール
（GC32C、GC32S）を確認してください。

　製造番号は、同シール左下の７桁のアルファベットと
数字で記載された「Ｎｏ．*******」の頭３桁を確認して
ください。

2012年7月
　～2013年3月
　（製造）

2013月08月28日
＜ＨＰ＞

当製品において、下駒の
接着強度不足により、ごく
まれに下駒が外れ、使用
中の場合には弦の張力に
より勢いよく跳ね上がり、
怪我に至るおそれがある
ことが判明。

※上記対象製品に該当し
ないものは問題ありませ
ん。

無償点検（必
要な場合、無
償補修または
製品交換）

ダイビング用高
圧ホース

株式会社エフエル・コーポレーション

・フリーダイヤル：０４２－４８９－７３４１
・受付時間：10：30～18：00（平日）
・ＵＲＬ：
http://www.flcorp.co.jp/pdf/130829_recall.
pdf

スント社のエアーインテグレーションダイブコンピュー
ター、ダイブコンピューターコンボ、およびアナログコン
ボ用高圧ホース

１）対象の高圧ホースの見分け方：
　・　黒色のラバー高圧ホース
　・　ホースに５０００　ＰＳＩＧ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＴＥＳＴＥ
Ｄ　・　ＭＡＤＥＩＮ　ＵＳＡ
　・　直径：約１２．５　ｍｍ　(１／２　インチ)、長さ：約８
４　ｃｍ　(３３　インチ)
　・　製造ロット番号　１８１２　が印刷
＊製造ロット番号１８１２以外の高圧ホースは影響を
受けておらず、交換の必要はありません。

2012年11月
　～2013年8月

2013月08月28日
＜ＨＰ＞

当製品の一部のロットにお
いて、耐久性に影響を及
ぼす可能性をもった材料
が使用されてあり、エア漏
れまたは破裂を引き起こ
し、重大な怪我や死亡事
故につながる恐れ、また予
想以上の速さで呼吸ガス
の損失に至るおそれのあ
る事が判明。

回収（無料代
替品交換：高
圧ホース）
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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

２）該当する高圧ラバーホースを使用している製品
・　コンボゲージ
　製品番号／　製品名　／ＪＡＮコード
　ＦＬ２０９０／ＣＢ-２０６／６４１７０８４０５２４１４
　ＦＬ０２９１／ＣＢ-５００／６４１７０８４１７４７４１
　ＦＬ２０９３／ＣＢ-５０１／６４１７０８４１７４９４９
　ＦＬ２０９２／ＣＢ-５０２／６４１７０８４０５２５１３
　ＦＬ２０９４／ＣＢ-３０３／６４１７０８４１７４９２５
　ＦＬ２０９５／ＣＢ-５０３／６４１７０８４１７４８０２

・　ＳＭ-３６　残圧計
　製品番号／　製品名　／ＪＡＮコード
　ＦＬ２０３０／ＳＭ-３６　ラバーケース付／６４１７０８４
０５１１２７
　ＦＬ３００３／高圧ホース／６４１７０８４１２２３０８
　ＦＬ２０１７／ＳＭ-３６　高圧ホース付／

・　Ｃｏｂｒａ、Ｃｏｂｒａ　３
　製品番号／　製品名
　ＦＬ２０７６／コブラ３

・　コンボ製品の　Ｖｙｐｅｒ　および　Ｚｏｏｐ
　製品番号／　製品名
　ＦＬ２０５０／ＣＢ-３０３　ヴァイパー
　ＦＬ２０５２／ＣＢ-５０２　ヴァイパー
　ＦＬ２０５１／ＣＢ-５０３　ヴァイパー
　ＦＬ２０６１／ＣＢ-３０３　ズープ
　ＦＬ２０６３／ＣＢ-５０２　ズープ
　ＦＬ２０６２／ＣＢ-５０３　ズープ

子供服 ギャップジャパン株式会社

　Ｇａｐ専用お問い合わせ窓口
　・フリーダイヤル：０１２０－９９－３３１４
　・受付時間：10：00～20：00
　（土/日/祝日を除く）
　・ＵＲＬ：
http://gapjp.tumblr.com/post/6001769527
2/babygap

ブランド：ｂａｂｙＧａｐ
　商品名：スリープウェア（２４カ月未満乳幼児向け）
　品番：２９５５４７
　サイズ：８０ｃｍ、９０ｃｍ

2013年6月11日
　～2013年8月20
日

2013月09月09日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
プリント部分から基準値を
僅かに超えるホルムアル
デヒドが検出されたことが
判明。

製品回収（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

ガスランタン用
マントル

パール金属株式会社

　お客様窓口（マントル無償交換専用）
　・フリーダイヤル：０１２０－９９２－３４２
　・受付時間：
　09：00～12：00／13：00～17：00
　（土曜・日曜・祝日と弊社特定休日を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.captainstag.net/img/130911.pd
f

ブランド：ＣＡＰＴＡＩＮ　ＳＴＡＧ
　製品：ガスランタン用マントル
　型式：
　Ｍ―７９０９／マントル〈Ｌ〉３枚組
　Ｍ―７９１０／マントル〈Ｍ〉３枚組
　Ｍ―７９１１／マントル〈Ｓ〉３枚組
　Ｍ―７９０６／ガスランタン〈Ｌ〉に付属のマントル
　Ｍ―７９０７／ガスランタン〈Ｍ〉に付属のマントル
　Ｍ―６３２２／クリア　ガスランタン〈Ｓ〉に
　付属のマントル

2011年7月
　～2013年8月

2013月09月11日
＜ＨＰ＞

当製品において、ヒモ部分
に法令で規制されている
「アスベスト（クリソタイル
（白石綿））」が混入してい
ることが判明。

回収（無償交
換：マントルの
み）

電気スタンド 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
　（月～金　土・日・祝、定休日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.hc-
kohnan.com/important/images/2013.09.19_
deskStand.pdf

デスクスタンド　ＫＭＢ０８－０１４４
　＊商品型番は本体台座裏の表示シールを確認して
下さい。
　＊特徴：本体のかさ上部は青色で、　タッチスイッチ
式

2007年6月
　～2012年2月

2013月09月19日
＜ＨＰ＞

当製品において、蛍光ラン
プの寿命末期において本
体基盤から発煙、発火す
る可能性がある事が判
明。

回収（代替品
交換）

刈払機 株式会社　丸山製作所

　専用コールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－９１２－９０７
　・受付時間：09：00～17：00
　（祝日を除く月～金曜日）
　・ＵＲＬ：
http://www.maruyama.co.jp/news/2013092
5.pdf

製品名：ＢＩＧ-Ｍ刈払機
型式名：
　ＢＣ２００　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８１０３
　ＢＣ２００Ｓ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７９０８
　ＢＫ２００　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８０１１
　ＡＤ２００Ａ-Ｔ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７９７７
　ＡＤ２００ＡＬ-Ｔ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７９８４
　ＡC２００Ｓ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７９４６
　ＫＹ２００　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８１１０
　ＢＣ２００ＳＮ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８１６５
　ＢＣ２３２　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７８７８
　ＢＣ２３２Ｓ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７８９２
　ＢＣ２３２Ｍ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７８８５
　ＡC２３２Ｓ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７９５３
　ＡC２３２ＳＬ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７９６０
　ＳＶ２３２　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８１３４
　ＫＹ２３２　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８１２７
　ＡＤ２３０KＳ-Ｔ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８０２８
　KC２３２Ｍ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８１５８
　ＢＣ２３２ＳＮ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８１７２
　ＢＣ２３２ＳＮＬ　ＪＡＮコード４９４１７３５１０８２１９
　ＢＣ２０００　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７８３０
　ＫＣ２０００　ＪＡＮコード４９４１７３５１０７８５４

2013年1月
　～2013年8月

2013月09月25日
＜ＨＰ＞

当製品において、エンジン
停止後、一定の姿勢で保
持した場合に限り（下記イ
ラスト参照）、マフラーから
の熱の影響で燃料タンク
が変形し、最悪の場合、穴
があき燃料が漏れることが
判明。

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

家庭用ミシン ブラザー工業株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－３５５－８６２
・Ｆ　Ａ　Ｘ　：０５２－８２４－３１６１
・受付時間：9:00～17:30
　（土曜日、日曜日、祝日
　およびブラザー販売(株)休日を除く）
・URL：
http://www.brother.co.jp/notice/1001sewi
ng/index.htm

「ＳＣ３０７／３０８、ＣＰＳ５０／５２／５４／５６／７０／
７２、ＥＭＵ１５／１６／１７」の内製造番号９桁の上３桁
を確認してください。（詳細は下記のURLを参照してく
ださい）

＊　ただし上記該当製品においても、検査済みシール
が貼られているモデルは対象外。

製造期間：
2002年8月
　～2010年2月

2013月10月01日
＜ＨＰ＞

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

＊対象台数に変更はない
が製造番号の確認方法が
変更になったため、2010年
6月14日にホームページに
て掲載した社告の内容を
改定して再社告

無償部品交換
（ハンドル）

ワンセグチュー
ナー（ｉＰｈｏｎｅ/ｉ
Ｐａｄ用）

（製造）ｉｃｕｂｅ　Ｃｏｒｐ　
（販売）ソフトバンクBB株式会

　TV＆バッテリーお問い合わせ窓口
　・フリーコール：０８００－９１９－０９１１
　（携帯電話・PHS可）
　・受付時間：9：00～21：00
　（土・日・祝日も受付可）
　・ＵＲＬ：ｉｃｕｂｅ　Ｃｏｒｐ（アイキューブ）
http://www.icube-
japan.net/about_icube/icube_pr.htm

　ソフトバンクBB株式会社
http://www.softbankbb.co.jp/ja/news/pres
s/2013/20131004_01/

バッテリー機能付きワンセグチューナー
　製品名　：ＴＶ＆バッテリー
　製品型番　：iGB-００１、iGB-００１ｂ
　ＪＡＮコード　：４５６０１５６０４０００９、
　４５８０１５２９７１２４４

2008年12月31日
　～2013年8月8
日

2013月10月04日
＜ＨＰ＞

当製品に起因した可能性
がある発火が2件発生。

回収（オンライ
ンショップ利用
券と交換）
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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

電動アシスト自
転車

ブリヂストンサイクル株式会社
ヤマハ発動機株式会社（OEM提供先）

ブリヂストンサイクルリアキャリア
　無償交換お客様コールセンター
・フリーダイヤル：０１２０－２８－９８２８
・受付時間：月曜日～金曜日09：00～17：00
　（土・日・祝日及び弊社指定休日は除く）
・ＵＲＬ：
http://www.bscycle.co.jp/company/info20
131007.html

ヤマハ発動機販売（株）
　ヤマハPASコールセンター
・フリーダイヤル：０１２０－０２２７４４
・受付時間：月曜日～金曜日10:00～
　12:30/13:30～18:00
　（祝日、弊社所定の休日等を除く）
・ＵＲＬ：http://www.yamaha-
motor.co.jp/recall/pas/2013-10-07/

●ブリヂストンサイクル株式会社

１）車　名：アシスタスティラＬ
　車種略号／年式：　ＡＳ６Ｌ８　／　2008年
　車種略号／年式：ＡＳ６Ｌ４９　／　2009年
　車種略号／年式：ＡＳ６Ｌ４０　／　2010年
２）車　名：アシスタスティラ　ブラック
　車種略号／年式：ＡＳ６Ｌ７Ｇ　／　2007年
３）車　名：ボーテアシスタ
　車種略号／年式：ＢＡ６Ｌ６９　／　2009年
４）車　名：アンジェリーノ　アシスタ
　車種略号／年式：ＡG２６Ｌ８／　2008年
　車種略号／年式：Ａ２６Ｌ４９／2009年
５）車　名：アンジェリーノ　アシスタＳＰ
　車種略号／年式：ＡＳL２６３　／　2007年
　車種略号／年式：ＡＳ２６３L　／　2007年
６）車　名：アンジェリーノ　アシスタＤＸ
　車種略号／年式：Ａ２６Ｌ６９　／　2009年
　車種略号／年式：Ｎ２６Ｌ６９　／　2009年

ブリヂストンサイ
クル株式会社
１）～６）
2007年3月
　～2011年1月
(製造)

2013月10月07日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用状
況によりキャリヤ（荷台）の
接続部が破損するおそれ
があることが判明。

「分割式リヤ
キャリヤ（荷
台）」を「一体
式リヤキャリヤ
（荷台）」と無
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

●ヤマハ発動機株式会社（OEM提供先）
　ブランド名：PAS（電動アシスト自転車）
７）機種名：ＰＺ２６ＣＭ
　モデル名：ＰＡＳ　ＣＩＴＹ-Ｍリチウム
　年式名：2009年
　対象車両のＰＡＳ号機番号：Ｘ５６１-０００１００１
　～０００３４２５
８）機種名：ＰＺ２６ＣＭ
　モデル名：ＰＡＳ　ＣＩＴＹ-Ｍリチウム
　年式名：2010年
　対象車両のＰＡＳ号機番号：Ｘ５６１-１００１００１
　～１００２０００
９）機種名：ＰＺ２６ＲＭ
　モデル名：ＰＡＳ　Ｒａｆｆｉｎｉ
　年式名：2009年
　対象車両のＰＡＳ号機番号：Ｘ５６６-０００１００１
　～０００７１７５
１０）機種名：ＰＣ２６
　モデル名：ＰＡＳ　リトルモアリチウム
　年式名：2009年
　対象車両のＰＡＳ号機番号：Ｘ５６２-０００１００１
　～０００５１２５
１１）機種名：ＰＺ２６ＬＳ（限定車）
　モデル名：ＰＡＳ　リチウムＳ（限定車）
　年式名：2010年
　対象車両のＰＡＳ号機番号：
　Ｘ５４１-１０１１４７６～１０１１８７５
　Ｘ５４１-１０１２４７６～１０１２８７５
　Ｘ５４１-１０１４９２６～１０１５１２５
　Ｘ５４１-１０１６０２６～１０１７０２５

ヤマハ発動機株
式会社
７）2009年2月
　～2009年12月
(製造)
８）2010年2月
　～2010年7月
(製造)
９）2009年6月
　～2010年4月
(製造)
１０）2009年5月
　～2010年4月
(製造)
１１）2010年4月
　～2010年7月
(製造)

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）
　・ＵＲＬ：
http://www.honyaradoh.com/00e00compan
y/news_detail.php?id=611

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目元用
　型番：ＨＯＴ８４９３６
　ＪＡＮコード：４９９１９３６８４９３６７

　商品名：うさぎ先生の知恵よもぎの力肩用
　型番：ＨＯＴ８４９３７
　ＪＡＮコード：４９９１９３６８４９３７４

　商品名：うさぎ先生の知恵よもぎの力腰用
　型番：ＨＯＴ８４９３８
　ＪＡＮコード：４９９１９３６８４９３８１

2013年8月9日
　～2013年10月
17日

2013月10月18日
＜ＨＰ＞

当製品において、異物が
混入している可能性があ
ることが判明。

回収（返金）
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品名 製造事業者等 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

婦人靴 株式会社卑弥呼

・フリーダイヤル：０１２０－０３３－７９２
・受付時間：09：00～17：00
　（土曜・日曜・祝祭日を除きます）
・ＵＲＬ：
http://www.himiko.co.jp/attention1018.htm
l

ブランド名：ＷＡＮＯ　ＮＡＮＯ
　婦人靴パンプス
　型番：５２９０３２　カラー：クロ・ノウチャ・Dグレー
　型番：５２９０３３　カラー：ブラウン/ｃ・グリーン/ｃ

　婦人靴ショートブーツ
　型番：５２９０４４　カラー：クロ・ノウチャ・アカ
　型番：５２９０４５　カラー　：　キャメル

　※型番は履き口内側に印字されています。

2013年8月1日
　～2013年10月
10日

2013月10月18日
＜ＨＰ＞

当製品において、ヒール部
分の取り付け強度不足に
より、ヒールが取れるおそ
れがあることが判明。

回収（返金ま
たは無償修理
（希望者の
み））

ポータブルトイレ 積水ライフテック株式会社(製造)
積水化学工業株式会

積水化学工業株式会社
　ポータブルトイレ専用
・フリーダイヤル：０１２０－０１１－５７８
　・ＦＡＸ：03-5521-0506
・受付時間：09：00～17：30
　（土曜日、日曜日、祝日と
　弊社特定定休日を除く）
・ＵＲＬ：ＨＴＴＰ://www.ＳekiＳui.co.jＰ/noＴ
ice/1238007_1969.ＨＴml

◎対象製品１
品名：ポータブルトイレ座楽背もたれ型ＳＰ
品番：　ＳＰＴＳＰ　／ＳＰＴＳＰＳ　／ＡＰＴＳＰ　／ＳＰＴＳ
ＰMＢ

◎対象製品２
品名：ポータブルトイレ座楽背もたれ型
品番：ＳＰＴＳＤ

品名：ポータブルトイレ座楽背もたれ型ＳＢ
品番：ＳＰＴＳＢ

品名：ポータブルトイレ座楽背もたれ型ＨＤ
品番：ＳＰＴＨＤ

＊「折りたたみフタの裏面に「ＳＥＫＩＳＵＩ」と表記あり
（ＳＰＴＳＰＳ除く）」

1）2000年11月1
日
　～2002年6月30
日
頃
2）1996年11月1
日
　～2002年3月頃

2013月10月28日
＜ＨＰ＞

当製品において、転倒など
の際にひじ掛けと背もたれ
のすき間に体の一部を挟
むおそれがある。

無償交換
（2013年12月
初旬よりすき
間の無い他社
製品）

炭酸飲料用瓶 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

　お客様相談室「ビタエネＣ」係
　・フリーダイヤル：０１２０－７０６－００７
　・受付時間：09：00～17：00
　（土・日・祝日を除く）
　（11月2日（土）～11月4日（月・祝）は
　午前9時～午後5時まで受付）
　・ＵＲＬ：http://www.pokkasapporo-
fb.jp/em/info_131030.html

炭酸飲料「ビタエネＣ（２４０ｍｌ・ビン入り）」

　＊賞味期限：2014年9月10日：賞味期限はキャップ
天面に印字してあります。

2013年9月
　～2013年10月

2013月10月30日
＜ＨＰ＞

当製品の一部製品におき
まして、ビンの成型不良に
より開栓時に飲み口部外
側のねじ山（スクリュー）が
一部欠ける場合があること
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

キックボード 株式会社Ｋ２ジャパン

　専用コールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－６２６－６６５
　・受付時間：10：00～18：00（平日）
　・ＵＲＬ：
http://www.k2japan.com/KB_ReCall.pdf

製品名：Ｒｅｖｏ　Ｋｉｃｋ　レボキック
　ＪＡＮコード：４０４８３８７４５７２２８
　４０４８３８７７１３５４６

製品名：Ｕｒｂａｎ　Ｋｉｃｋ　アーバンキック
　ＪＡＮコード：４０４８３８７７１３５５３

2011年3月31日
　～2013年4月10
日

2013月11月01日
＜ＨＰ＞

当製品において、ハンドル
に接続されているフロント・
アセンブリの一カ所以上が
折れ、当該部分が部分的
にまたは完全に外れる等
のおそれがある事が判
明。

＊当製品を所有されてい
る方は直ちに下記の問合
せ先に連絡してください。

回収（返金）

スキー用エア
バッグ

株式会社ソネ(輸入)
株式会社キャラバン(販売)

　株式会社キャラバン第２営業部
　「ＢＣＡフロートリコール係」
　・フリーダイヤル：０１２０－９３７－５６５
　・受付時間：09：15～18：00
　（土・日・祝日除く）
　・ＵＲＬ：http://www.caravan-
web.com/notice/07.html

ＢＣＡ　フロートアバランチ・エアバッグ
　７９００２５３フロート１８
　７９００２５４フロート３０
　（*トリガーがＴハンドルのフロートは対象外です）
　７９００２９４フロート２２　１９０ブラック
　７９００２９４フロート２２　６６０ブルー
　７９００２５５フロート３６
　７９００２９５フロート３２　レッド

2011年8月
　～2013年1月

2013月11月07日
＜ＨＰ＞

当製品において、トリガー
を引いてもエアバッグが膨
らまない可能性があること
が判明。

部品交換（トリ
ガー）

腕時計 セイコーウオッチ株式会社

　お客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－０６１－０１２
　・受付時間：09：30～17：30
　（土、日、祝日、年末年始を除く）
　・ＵＲＬ：http://www.seiko-
watch.co.jp/popup/wired/notice.html

ブランド名：ワイアード
　型番：ＡＧＡＷ４１９･ＡＧＡＷ４２０
　･ＡＧＡＷ４２１･ＡＧＡＷ４２２
　ＡＧＡＷ６３７･ＡＧＡＷ４２５
　･ＡＧＡＷ４２６･ＡＧＡＷ６４５

　*対象製品の確認方法
　時計の裏蓋に「ＶＫ６７－Ｋ０９０」と刻まれている製
品が対象です。

2013年1月7日
　～2013年11月
22日

2013月11月29日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
ケースの12角形のガラス
縁（ベゼル）の仕上げに不
具合があるものが混入し
ていることが判明。

点検・修理（現
品を確認の
上、異常が
あった場合）
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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

マグカップ（景
品）

株式会社　ローソン

　リラックマティーマグ交換事務局
　・フリーダイヤル：０１２０－４８２－２６１
　・受付時間：9:00～17:45（日・祝日除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.lawson.co.jp/emergency/detail
/detail_84331.html
　
　・景品送付先
　〒352-0011埼玉県新座市野火止
　7-21-33
　TCP　朝霞工場　北門
　リラックマティーマグ交換事務局行

リラックマティーマグ
　＊引渡し期間　：　2013年9月3日～2013年11月25日

2013年9月3日
　～2013年11月
18日
（販促期間）

2013月12月02日
＜ＨＰ＞

当製品において、熱湯を
注ぐ等が原因で劣化し破
損する恐れがあることが判
明。

注意喚起（希
望者には代替
品と交換）

マグカップ 三郷陶器株式会社（製造）
株式会社ユー・エス・ジェイ（販売）

・電話番号：０６－６４６５－３５５６
・受付時間：09：30～17：30
・ＵＲＬ：http://www.usj.co.jp/20131203/

マグカップ、「マグSNK１３」
　商品特徴：陶器製マグカップ、赤色の本体に白色水
玉模様、正面にスヌーピーのイラスト。

2013年5月19日
　～11月25日

2013月12月03日
＜ＨＰ＞

当製品に熱湯を入れると
底が抜ける事例が１件、ヒ
ビから飲み物が漏れる事
例が２件寄せられました。

回収（代金返
金）

ガラス製コップ 日本マクドナルド株式会社

　お客様サービス室
　・フリーダイヤル：０１２０－０１０－９１６
　・受付時間：09：00～17：00（含む土日祝）
　・ＵＲＬ：
http://www.mcdonalds.co.jp/news/131122.
html

キャンペーン用景品：
　2012年度オリンピック応援コークグラス

（2013年のキャンペーン（6月26日から8月まで）グラス
は対象外）
　対象色：グリーン、ピンク、グレイ
（ディープブルー、グリーンブルー、パープルの3色は
対象外）

2012年6月19日
　～2012年7月18
日（キャンペーン
期間）

2013月12月03日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
グラスの内側やふちに小
さな突起のある製造不良
が確認。

*該当のグラスで内側やふ
ちに小さな突起のあるもの
は使用をやめて、下記の
問い合わせ先まで連絡し
てください。

　*2012年8月8日に事業者
ホームぺージに掲載した
告知の追加情報

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

刈払機 日立工機株式会社

　日立ブランド専用コールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－９５－０３４３
　・受付時間：09：00～17：00
　（土・日・祝日及び社休日を除く）
　・ＵＲＬ：http://www.hitachi-
koki.co.jp/information/131205_info/info_13
1205.html

　タナカブランド専用コールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－７７－５９７１
　・受付時間：09：00～17：00
　（土・日・祝日及び社休日を除く）
　・ＵＲＬ：http://www.nikko-tanaka-
eng.co.jp/information/131205_info/info_131
205.html

製品名：エンジン刈払機
型番：１
　日立ブランド
　ＣＧ２２ＥＡＳＰ、ＣＧ２２ＥＡＳＰ（Ｓ）
　ＣＧ２２ＥＡＳＰ（Ａ）、ＣＧ２２ＥＡＳＰ（ＡＳ）
　ＦＣＧ２２ＥＡＳＰ、ＦＣＧ２２ＥＡＳＰ（Ｓ）
　ＣＧ２４ＥＡＳＰ（Ｓ）、ＣＧ２４ＥＡＳＰ（ＳＬ）
　ＣＧ２４ＥＡＳＰ（ＡＳ）、ＣＧ２４ＥＡＳＰ（ＡＳL）
　ＦＣＧ２４ＥＡＳＰ（Ｓ）、ＦＣＧ２４ＥＡＳＰ（ＳL）

　タナカブランド
　ＴＣＧ２２ＥＡＳＰ、ＴＣＧ２２ＥＡＳＰ（Ｆ）
　ＴＣＧ２２ＥＡＳＰ（Ｌ）、ＴＣＧ２２ＥＡＳＰ（Ｓ）
　ＴＣＧ２２ＥＡＳＰ（Ｓ）ＡＡ、ＴＣＧ２２ＥＡＳＰ（ＶＷ）
　PＣＧ２２ＥＡＳＰ、PＣＧ２２ＥＡＳＰ（F）
　PＣＧ２２ＥＡＳＰ（Ｓ）、PＣＧ２２ＥＡＳＰ（Ｓ）ＡＡ
　ＴＣＧ２４ＥＡＳＰ（Ｓ）、ＴＣＧ２４ＥＡＳＰ（Ｓ）ＡＡ
　ＴＣＧ２４ＥＡＳＰ（ＳＬ）、ＴＣＧ２４ＥＡＳＰ（ＳＶＶ）
　ＴＣＧ２４ＥＡＳＰ（ＳＶＷ）、PＣＧ２４ＥＡＳＰ
　PＣＧ２４ＥＡＳＰ（Ｓ）、PＣＧ２４ＥＡＳＰ（ＳＦ）

１．2011年1月～
２．2011年2月～
３．2010年12月～
４．2010年2月～
５．2013年8月～

2013月12月05日
＜ＨＰ＞

マフラーカバー部が高温に
なり、触れた場合火傷をす
る可能性があることが判
明。

部品の無料交
換

型番：２
　日立ブランド
　ＣＧ２７ＥＡＳＰ（Ｓ）
　ＣＧ２７ＥＡＳＰ（ＡＳ）
　ＦＣＧ２７ＥＡＳＰ（Ｓ）
　ＦＣＧ２７ＥＡＳＰ（ＳL）
　タナカブランド
　ＴＣＧ２７ＥＡＳＰ（Ｓ）
　ＴＣＧ２７ＥＡＳＰ（Ｓ）ＡＡ
　ＴＣＧ２７ＥＡＳＰ（ＳＶＶ）
　ＴＣＧ２７ＥＡＳＰ（ＳＶＷ）
　PＣＧ２７ＥＡＳＰ（Ｓ）
　PＣＧ２７ＥＡＳＰ（Ｓ）ＡＡ

　型番：３
　日立ブランド
　ＣＧ２５ＥＵＳ
　ＣＧ２５ＥＵＳ（Ａ）
　型番：４
　タナカブランド
　ＴＣＧ２２ＥＡＳ（ＳＰ）
　型番：５
　タナカブランド
　ＴＣＨ２２ＥＰＡＰ（Ｓ）
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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 株式会社アピックスインターナショナル

・フリーダイヤル：０１２０－１９－２０００
・受付時間：09：00～18：00（月～日曜）
　09：00～17：00
　（2013/12/31～2014/1/3）
・ＵＲＬ：http://www.apix-intl.co.jp/

製品名：タワーファン（扇風機）
　型番：ＡＦＴ-６７７ＲＩ（ＷＣ）／（ＩＳ）

2007年4月
　～2009年8月

2013月12月06日
＜ＨＰ＞

当製品において、電源コー
ドの断線による発火・火災
事故が発生。

無償製品交換

電気ストーブ 株式会社ピーナッツ・クラブ（販売）
株式会社ヨシナ（輸入）

　株式会社ピーナッツ・クラブ　第２営業部
　・電話番号：０６－６７８９－０８７７
　・受付時間：09：00～17：00
　（土・日・祝を除く月～金曜日）
　・ＵＲＬ：http://www.peanuts-
club.co.jp/content/item-info.html#pfh

Ｓｍａｒｔ-Ｓｔｙｌｅ　パワフルヒーター
　型番：ＮＳＢ－Ｃ５６
　商品コード：ＫＫ－００１３１

2013年10月25日
　～2013年12月
25日

2013月12月10日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
ヒーターの熱により本体プ
ラスチックが変形及び溶解
し、発煙、発火に至る可能
性があることが判明。

回収（無償修
理）

照明器具 イケア・ジャパン株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－１５１－８７０
・受付時間：09：30～18：00（祝・祭日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/new
sitem/attention20131212_SMILA

製品名：ＳＭＩＬＡ／スミーラ　ウォールランプ
　型番：
　１）ＳＭＩＬＡ／スミーラ　バッゲ
　ウォールランプ　グリーン　ＪＰ
　２）ＳＭＩＬＡ／スミーラ　ブロマ
　ウォールランプ　ライトピンク　ＪＰ
　３）ＳＭＩＬＡ／スミーラ　ブロマ
　ウォールランプ　ホワイト　ＪＰ
　４）ＳＭＩＬＡ／スミーラ　イェルタ　Ｎ
　ウォールランプ　ＪＰ
　５）ＳＭＩＬＡ／スミーラ　モーネ
　ウォールランプ　３１×２２　イエロー　ＪＰ
　６）ＳＭＩＬＡ／スミーラ　ショーヘスト
　ウォールランプ　オレンジ　ＪＰ
　７）ＳＭＩＬＡ／スミーラ　スネッカ
　ウォールランプ　ライトブルー　ＪＰ
　８）ＳＭＩＬＡ／スミーラ　シェールナ
　ウォールランプ　２８　ブルー　ＪＰ

１）、２）
　2006年4月
　～2013年5月
３）2006年4月
　～2011年2月
４）2012年2月
　～2013年5月
５）2012年2月
　～2013年5月
６）2006年6月
　～2009年2月
７）2006年8月
　～2009年2月
８）2012年2月
　～2013年5月

2013月12月12日
＜ＨＰ＞

当製品において、海外で
幼児がウォールランプの
コードに絡まる重大事故が
発生したため。

無償提供
（コード固定
キット）

自転車 トレック・ジャパン株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－９３９－００７
・受付時間：09：00～17：00（祝・祭日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.trekbikes.co.jp/news/news_201
31213a.pdf

ＴＲＥＫ２０１３年モデル
　Ｍａｄｏｎｅ５．２　／Ｍａｄｏｎｅ５．９
　Ｍａｄｏｎｅ６シリーズ／Ｍａｄｏｎｅ７シリーズ

2012年6月27日
　～2013年11月
29日

2013月12月13日
＜ＨＰ＞

当製品において、フロント
ブレーキキャリパーの調整
ボルトが緩み、ブレーキの
部品が外れ、フロントブ
レーキの制動力を失う恐
れのあることが判明。

無償交換（良
品ブレーキ）
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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

自転車用ヘル
メット

スペシャライズド・ジャパン合同会社

　カスタマーサービス
　・フリーダイヤル：０８００－１２３－２４５３
　・受付時間：10：00～12：00/
　13：00～17：00
　（土・日・祝日除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.specialized.com/ja/ja/news/la
test-news/17561

ＳＰＥＣＩＡＬＩＺＥＤ　２０１４年モデル
　Ｓ－ＷＯＲＫＳ　ＥＶＡＤＥ（エスワークス　イヴェード）

　型番：６０７１４－７７４２/６０７１４－７７４４/
　６０７１４－７７１２/６０７１４－７７１４/
　６０７１４－７７２２　/６０７１４－７７２４/
　６０７１４－７７３２/６０７１４－７７３４

2013年11月
　～2013年12月

2013月12月13日
＜ＨＰ＞

当製品において、ストラッ
プのマウントが破損するお
それがあることが判明。

無償交換

マグカップ(景品) (配布)UCC上島珈琲株式会社　
（製造）株式会社サンワ

株式会社サンワ
「UCCオリジナルマグカップ交換事務局」
・フリーダイヤル：０１２０－０５０－１８３
・受付時間：10：00～17：00（土日祝を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.ucc.co.jp/company/news/mug
2013/

店頭配布用景品「ＵＣＣオリジナルマグカップ」
　（白色の本体にピンク又は茶色のイラスト）

2013年4月
　～（販売促進期
間）

2013月12月19日
＜ＨＰ＞

当製品において、熱湯を
注いだ時に破損する恐れ
があることが判明。

代替品交換

カメラ キヤノン株式会社

　ＰｏｗｅｒＳｈｏｔ　ＳＸ５０　ＨＳコールセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－２７２－３１３
　（携帯・PHS可）
　・受付時間：平日　09：00～20：00
　土、日、祝日　09：00～17：00
　（（１/１～１/３除く））
　・ＵＲＬ：http://cweb.canon.jp/e-
support/products/dcam/131224pssx50hs.
html

商品名：キヤノンコンパクトデジタルカメラ
　ＰｏｗｅｒＳｈｏｔ　ＳＸ５０　ＨＳ
　ＪＡＮコード：４９６０９９９９１４２４４

＊対象製品の確認方法＊
　カメラ本体底部に記載のシリアル番号の左から１お
よび２桁目の数字が
　“６９”　“７０”　“７１”の製品が対象です。
（対象製品例）　“６９xxxxxxxxxx”　“７０xxxxxxxxxx”
“７１xxxxxxxxxx”
（　x　は任意の数字です　）

2013年9月1日
　～2013年11月
15日
（製造）

2013月12月24日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
ビューファインダーのラ
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
（ビューファイ
ンダーのラ
バー部：保証
期間を過ぎて
も対応可）
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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

空気清浄機 株式会社アントレックス

　お客様サポートセンター
　ＶＩＫＴＯＲ（ビクトール）係
　・フリーダイヤル：０１２０－８１３－３２１
　・受付時間：09：30～12：00、13：00～17：
00（土日祝休み）
　・ＵＲＬ：
http://www.entrex.co.jp/news/2013/12/25
/viktor%20%E4%BF%AE%E7%90%86%E5%AE%
9F%E6%96%BD%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%8
1%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E8%A9%AB%E3
%81%B3%E3%81%A8%E3%81%8A%E9%A1%98%
E3%81%8420131224.pdf

製品名：　ＶＩＫＴＯＲ　エアコンディショナー
　品番：２２５７　ＶＩＫＴＯＲ　エアコンディショナー　ＷＨ
　２２５８　ＶＩＫＴＯＲ　エアコンディショナー　ＢＫ

2009年12月～
：（販売）

2013月12月24日
＜ＨＰ＞

当製品において、フィル
ターのお手入れ時の水分
の残存、また埃の堆積に
より、集塵板ユニット内部
で放電を起こし、場合に
よっては製品外殻部品に、
焦げ、発煙を伴う恐れがあ
ることが判明。

回収（修理）

子供服 有限会社ラスタ・アート・デザイン

・電話：０６－６５４１－６８８１
・受付時間：月～金10:00～17：00
　（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.manis-
rasta.jp/news.html

ブランド名：Ｍａｎｉｓ
　ローズニットワンピース（Ｏ－１３５２４）
　ローズニットスカート（Ｓ－１３５３１）
　ローズニット帽子（Ａ－１３５１４）
　フラワー付ニット帽子（Ａ－１３５１２）

2013年9月
　～2014年1月2
日

2014月01月08日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
花コサージュ取りつけ時、
仮止めの針が入ってる可
能性があることが判明。

注意喚起

オーブントース
ター

イオン株式会社

　トップバリュお客さまサービス係
　・フリーダイヤル：０１２０－３０１－５８０
　・受付時間：10：00～17：00（日曜を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.aeon.info/news/important/pdf
/140110R_4.pdf

商品名：
トップバリュ　温度調節機能付きオーブントースター

　品　番：ＡＢＭ－ＴＶ１０１―Ｗ（白色）
　ＪＡＮ：４９０２１２１７６９８３４

　品　番：ＡＢＭ－ＴＶ１０１―Ｒ（赤色）
　ＪＡＮ：４９０２１２１７６９８４１

2013年8月
　～2014年1月

2014月01月10日
＜ＨＰ＞

当製品の一部商品におき
まして、使用中にガラス扉
が破損する恐れのあること
が判明。

回収（代金返
金）

ベビーカー コンビ株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－０５５－０５１
　（公衆電話不可）
・受付時間：10：00～17：00
　（土日祝日を除く※2014年1月の土曜日・
日曜日は受け付けいたします。）
・ＵＲＬ：
http://www.combi.co.jp/topics/ent_201401
16.html

Ｆ２（エフツー）／ＡＢ－２４０及びミッキーマウス 2012年1月
　～2012年12月

2014月01月16日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用環
境による複合要因により一
部製品のアームレストが破
損する不具合が発生。

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

蓄熱式温水ポー
チ

株式会社トラストレックス

・電話番号：０６－６３７８－１６１１
・受付時間：09：00～17：00
　（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.trustlex.co.jp/products/pochi2.
html

製品名：湯ぽかポーチ
　JANコード：４５８２３５１８６００８４

2012年10月
　～2013年2月

2014月01月17日
＜ＨＰ＞

当製品おいて、充電中に
破裂する事故が数件発生
したため。

注意喚起及び
回収・返金

オーブントース
ター

株式会社山善

　「お客様サポートセンター」
　・フリーダイヤル：０１２０－６８０－２８６
　・受付時間：09：00～17：30
　（土・日・祝を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/q
uality03/important/list/node_10077

製品名：YAMAZEN　オーブントースター
　型番：ＢＴＭ－Ｅ１０００（Ｒ）、ＢＭ－Ｙ１００（ＷＲ）

2013年2月
　～2014年1月

2014月01月22日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
使用中にガラス扉が破損
する事故が発生。

回収（購入代
金返金）

液晶テレビ 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社

　ご連絡窓口
　[日立薄型テレビ受付センター]
　・フリーダイヤル：０１２０－０６２８－００
　＊携帯電話・ＰＨＳからもご利用になれま
　す。
　＊一部のＩＰ電話からはご利用いただけま
　せん。

　・受付時間：09：00～19：00
　（2014年2月28日まで毎日）
　09：00～17：00
　（2014年3月1日以降、
　土・日・祝日および年末年始、
　夏季休暇等の弊社休日を除く）
　・ＵＲＬ：http://av.hitachi.co.jp/link/tv-
ut.html

販売型式
　（モニター表示型式(前面左下に表示))
ＵＴ３２-ＨＶ７００Ｂ　（ＵＴ３２-MH７００ＪＢ）
ＵＴ３２-ＨＶ７００Ｗ　（ＵＴ３２-MH７００ＪＷ）
ＵＴ３２-ＨＶ７００Ａ　（ＵＴ３２-MH７００ＪＡ）
ＵＴ３２-ＨＶ７００R　（ＵＴ３２-MH７００ＪＲ）
ＵＴ３２-ＷＰ７７０Ｂ　（ＵＴ３２-MＷ７７０ＪＢ）
ＵＴ３２-ＷＰ７７０Ｗ　（ＵＴ３２-MＷ７７０ＪＷ）
ＵＴ３７-ＸＶ７００　（ＵＴ３７-ＭＸ７００J　）
ＵＴ３７-ＸＰ７７０Ｂ　（ＵＴ３７-ＭＸ７７０ＪＢ）
ＵＴ３７-ＸＰ７７０Ｗ　（ＵＴ３７-ＭＸ７７０ＪＷ）
ＵＴ４２-XV７００　（ＵＴ４２-ＭＸ７００J　）
ＵＴ４２-ＸＰ７７０Ｂ　（ＵＴ４２-ＭＸ７７０ＪＢ）
ＵＴ４２-ＸＰ７７０Ｗ　（ＵＴ４２-ＭＸ７７０ＪＷ）
ＵＴ４７-XV７００　（ＵＴ４７-ＭＸ７００J）
ＵＴ４７-ＸＰ７７０Ｂ　（ＵＴ４７-ＭＸ７７０ＪＢ）
ＵＴ４７-ＸＰ７７０Ｗ　（ＵＴ４７-ＭＸ７７０ＪＷ）

2007年12月
　～2010年9月

2014月01月22日
＜ＨＰ＞

弊社製品の液晶テレビ一
部において、付属のＡＣア
ダプターのＤＣプラグ部に
不具合があり発熱・発煙を
伴って故障する場合があ
ることが判明。

*本製品に付属のＡＣアダ
プターが、発熱・発煙を
伴って故障し画面が映らな
くなります。
この際、ＤＣプラグ部が高
温となっているため、触れ
ると火傷をするおそれがあ
ります。
なお、火災や類焼などの
拡大被害に至るおそれは
ありません。

ＡＣアダプター
を改善品に無
料交換させて
いただきます。
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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

対象製品をご使用のお客
様には誠に申し訳ござい
ませんが、下記の窓口ま
でご連絡くださいますよう
謹んでお願い申し上げま
す。

ご迷惑をおかけいたします
ことを深くお詫び申し上げ
ます。何卒ご理解とご協力
をお願い申し上げます。

ご連絡をいただいたお客
様には、弊社のサービス
員または協力会社が改善
品のＡＣアダプターをお届
けし、ご使用されていたＡ
Ｃアダプターを回収させて
いただきます。

テレビ用デジタ
ル　チューナー

日立コンシューマエレクトロニクス株式会社

　ご連絡窓口　[日立薄型テレビ受付セン
ター]
　・フリーダイヤル：０１２０－０６２８－００
　＊携帯電話・ＰＨＳからもご利用になれま
　す。
　＊一部のＩＰ電話からはご利用いただけま
　せん。
　・受付時間：09：00～19：00
　（2014年2月28日まで毎日）
　09：00～17：00
　（2014年3月1日以降、
　土・日・祝日および年末年始、
　夏季休暇等の弊社休日を除く）
　・ＵＲＬ：http://av.hitachi.co.jp/link/tv-
ut.html

型式：ＩＶ－Ｒ１０００ 2007年12月
　～2010年9月

2014月01月22日
＜ＨＰ＞

弊社製品のテレビ用デジタ
ルチューナーの一部にお
いて、付属のＡＣアダプ
ターのＤＣプラグ部に不具
合があり発熱・発煙を伴っ
て故障する場合があること
が判明。

*本製品に付属のＡＣアダ
プターが、発熱・発煙を
伴って故障し画面が映らな
くなります。

この際、ＤＣプラグ部が高
温となっているため、触れ
ると火傷をするおそれがあ
ります。

なお、火災や類焼などの
拡大被害に至るおそれは
ありません。

ＡＣアダプター
を改善品に無
料交換させて
いただきます。
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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

対象製品をご使用のお客
様には誠に申し訳ござい
ませんが、下記の窓口ま
でご連絡くださいますよう
謹んでお願い申し上げま
す。

ご迷惑をおかけいたします
ことを深くお詫び申し上げ
ます。何卒ご理解とご協力
をお願い申し上げます。

ご連絡をいただいたお客
様には、弊社のサービス
員または協力会社が改善
品のＡＣアダプターをお届
けし、ご使用されていたＡ
Ｃアダプターを回収させて
いただきます。

ガスコード （販売）大阪ガス株式会社　
（製造）住友ゴム工業株式会社

　「大阪ガス株式会社専用窓口」
　・フリーダイヤル：０１２０－０６７－７０６
　・受付時間：09：00～19：00（月～土）
　：09：00～17：00（日祝日）

　大阪ガス株式会社
　URL：
http://www.osakagas.co.jp/company/press
/pr_2014/1207256_10899.html

　住友ゴム工業株式会社
　URL：
http://www.srigroup.co.jp/important/cord.
html

大阪ガスブランド「ガスコード」
　都市ガス用　５ｍ
　型式１－１８０－００５０
　JANコード：４９８５２０６００６４１３

2013年2月
（製造期間）

2014月01月24日
＜ＨＰ＞

当製品の一部(199本)にお
いて、製造工程のミスによ
り、ガス栓継手部分からガ
スが微量に漏れる可能性
があることが判明。

回収（無償交
換）

充電式カイロ 株式会社イデアインターナショナル

　３ｗａｙハンディウォーマー係
　・フリーダイヤル：０１２０－９９－５０７６
　・受付時間：10：00～17：00（祝・祭日を除
く）
　・ＵＲＬ：http://idea-
in.com/index.php?pg=news_detail&am=850

製品名：ＢＲＵＮＯ　３ｗａｙ　ハンディウォーマー
　品番：ＢＤＥ０１４-ＣＬＡＵ　商品コード：４７６０１３４
　品番：ＢＤＥ０１４-ＴＡＴＵ　商品コード：４７６０１３５
　品番：ＢＤＥ０１４-ＬＵＣＫ　商品コード：４７６０１３６
　品番：ＢＤＥ０１４-ＬＥＳＬ　商品コード：４７６０１３７

2013年9月
　～2014年1月

2014月01月24日
＜ＨＰ＞

当製品において、本体内
蔵のリチウム電池の不具
合に起因したと思われる
発火事故が1件発生。

回収（製品代
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

加湿器 アイリスオーヤマ株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－８２１－１０９
・受付時間：09：00～17：00（平日）
　09:00～12:00／13:00～17:00
　（土・日・祝日）
＊年末年始休暇・夏季休業期間・会社都合
による休日は除きます。
・ＵＲＬ：
http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/hu
midifier_140127.html

対象商品：強力ハイブリッド加湿器シリーズ

　型式：ＫＨＨ-８００Ｚ-Ｓ、ＫＨＨ-８００-Ａ
　製造年：20１2年

　型式：ＰＨＡ-７５０Ｚ-Ｓ、ＰＨＡ-７５０-Ｈ、
　ＰＨＡ-１０００Ｚ-Ｓ、ＰＨＡ-１０００-Ｈ、
　製造年：20１3年

2012年9月24日
　～2013年12月
31日

2014月01月27日
＜ＨＰ＞

当製品において、製品基
板で稀にトラッキング（漏
電）現象が発生し、最悪の
場合発火に至る可能性が
あることが判明いたしまし
た。

　対象製品をお持ちのお
客様には大変お手数をお
かけいたしますが、下記お
問い合わせ先までご相談く
ださい。この度の件につき
まして、お客様には大変ご
迷惑とご心配をお掛けする
こととなり、心よりお詫び申
し上げます。

回収(返金もし
くは代替製品
への交換をさ
せていただき
ます)

子ども用ベッド 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
　・ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/new
sitem/attention20130816_KRITTER-
SNIGLAR

２０１６７５４１　KRITTER／クリッテル
　ベッドフレーム＆ガードレール
　７０×１６０ｃｍ　パイン　ＡＰ　ＣＮ
　日付スタンプ：１１１４～１３２２

７０１６７６７１　SNIGLAR／スニーグラル
　ベッドフレーム＆ガードレール
　７０×１６０ｃｍ　ビーチ　ＡＰ　ＣＮ
　日付スタンプ：１１１４～１３１８／１０４９～１１１３
（2014年1月30日追加）

　＊日付スタンプ（製造年と週を４桁の数字で表したも
の）はヘッドボードまたはベッド裏面に表示されていま
す。

2010年12月
　～2013年5月

2014月01月30日
＜ＨＰ＞

当製品において、ガード
レールとベッドフレームを
つなぐ金属チューブが破損
したとの報告が8件イケア
に寄せられています。
チューブが破損したまま
ベッドを使用すると、尖った
縁でケガをするおそれが
あります。破損した金属
チューブによるケガはこれ
までに1件報告があり、こ
れは軽度の擦り傷でした。

無償配布（修
理用キット）

ペンライト（景
品）

株式会社パル

　お客様相談窓口
　・電話番号：０６－６２２７－５５１７／
　０３－６４１８－２０５２
　・受付時間：10:00～18:00
　(土・日・祝日・年末年始を除く)
　・ＵＲＬ：
http://www.palgroup.co.jp/important/2014
0201-01/

ペンライト
　３ＣＯＩＮＳ／３コインズＰＵＬS／
　３コインズＯＯＯＰＳ／ｃｏｌｌｅ
　の一部店舗で販売促進品として配布

＊配布店舗は下記ＵＲＬを参照

2013年2月13日
　～2013年11月
19日
（配布期間）

2014月02月01日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用中
にボタン電池の一つが破
裂するという事故が１件発
生しました(なお、お怪我は
ありませんでした。）

＊当該販促ペンライトをお
持ちのお客様は使用を中
止し、下記の問合せ先に
連絡してください。

回収（別の販
促品進呈）
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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

縦型洗濯乾燥
機

東芝ホームアプライアンス株式会社(製造・
販売)
株式会社良品計画　（販売）

　東芝洗濯乾燥機　受付センター
　・フリーダイヤル：０１２０－０５６－０３５
　（無料。携帯電話からも利用可)
　・ＵＲＬ：
http://www.toshiba.co.jp/tha/info/140204.
htm

　無印良品　洗濯乾燥機　受付センター
　・フリーダイヤル：０１２０－３６５－０３５
　（無料。携帯電話からも利用可)
　・ＵＲＬ：http://ryohin-
keikaku.jp/news/2014_0204.html

　・受付時間：2014年2月28日まで
　午前9時～午後8時（毎日）
　2014年3月1日以降
　午前9時～午後6時
　（土・日・祝日を除く）

１）東芝洗濯乾燥機
　機種名：ＡＷ-７０ＶＢ、ＡＷ-７０ＶＢＥ２、
　ＡＷ-８０ＶＢ、ＡＷ-８０ＶＢＥ２、
　ＡＷ-７０ＶＣ、ＡＷ-7５ＶＣＥ３、
　ＡＷ-８０ＶＣ、ＡＷ-７０ＶＥ、
　ＡＷ-Ｅ４７０Ｖ、ＡＷ-Ｅ４８０Ｖ、
　ＡＷ-ＧN８０ＶＥ、ＡＷ-８０ＶＥ
　ＡＷ-７０ＶＦ、ＡＷ-ＧN８０ＶＦ、
　ＡＷ-８０ＶＦ、ＡＷ-７０ＶＧ、
　ＡＷ-ＧN８０ＶＧ、ＡＷ-８０ＶＧ、
　ＡＷ-７０ＶＪ、ＡＷ-７０ＶＪＥ７、
　ＡＷ-８０ＶＪＥ７、ＡＷ-ＧN８０ＶＪ、
　ＡＷ-８０ＶＪ　、ＡＷ-７０ＶK、
　ＡＷ-７０ＶKＥ８、ＡＷ-ＧＨ７０ＶK、
　ＡＷ-８０ＶKＥ８、ＡＷ-８０ＶK、
　ＡＷ-ＧＨ８０ＶK

２）無印良品洗濯乾燥機（東芝ホームアプライアンス
株式会社が生産し、株式会社良品計画が販売したも
の）

　機種名：Ｍ-ＡＷ８０Ａ

１）2005年7月
　～2011年11月
（製造期間）

２）2010年1月
　～2011年　4月
（製造期間）

2014月02月04日
＜ＨＰ＞

当製品において、ご使用
いただく中で、本体内部の
配線が断線し、運転中に
発煙・発火に至る可能性
があることが判明しまし
た。

無償点検（修
理）

ワンセグチュー
ナー（ｉＰｈｏｎｅ/ｉ
Ｐａｄ用）

（製造）ｉｃｕｂｅ　Ｃｏｒｐ　
（販売）ソフトバンクBB株式会社

　TV＆バッテリーお問い合わせ窓口
　・フリーコール：０８００－９１９－０９１１
　（携帯電話・PHS可）
　・受付時間：9：00～21：00
　（土・日・祝日も受付可）
　・ＵＲＬ：ｉｃｕｂｅ　Ｃｏｒｐ（アイキューブ）
　http://www.icube-
japan.net/about_icube/important.htm

　ソフトバンクBB株式会社
http://www.softbankbb.co.jp/ja/news/pres
s/2013/20131004_01/

バッテリー機能付きワンセグチューナー
　製品名　：ＴＶ＆バッテリー
　製品型番　：ｉＧＢ-００１、ｉＧＢ-００１ｂ
　ＪＡＮコード　：４５６０１５６０４０００９、
　４５８０１５２９７１２４４

2008年12月31日
　～2013年8月8
日

2014月02月06日
＜新聞＞

当製品に起因した可能性
がある発火が2件発生。

事業者告知履歴
　一回目：掲載日：2013年
10月4日/場所：事業者ＨＰ

回収（オンライ
ンショップ利用
券進呈）
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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

電動工具 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：月曜日～金曜日09：00～18：00
　（土・日・祝、定休日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.hc-
kohnan.com/important/images/2014.02.12_
highspeedsetudanki.pdf

ＰＲＯＡＣＴハイスピード切断機
　１８０ｍｍ　ＰＡＬＷ－４８２
　ＪＡＮコード：４５２２８３１１５５２８６

2013年1月22日
　～2013年10月
28日

2014月02月12日
＜ＨＰ＞

当製品において、製造事
業者が設計使用外の電源
コードプラグを使用してお
り、電気用品安全法で定
める技術基準への不適合
が判明致しました。

回収（代金返
金）

婦人靴 株式会社ジュン

　ジュンカスタマーセンター
　・フリーダイヤル：０１２０－２９８－１３３
　(携帯電話可)
　・受付時間：10：00～19：00（日曜定休）
　・ＵＲＬ：
http://www.adametrope.com/important/gr
oup/post_4.php

商品名：ＰＡＢＬＯ　ＧＩＬＡＢＥＲＴ／ＭＵＴＯＮT　ＢＯＯＴ
Ｓ
　品番：ＥＵＡ―６３６７
　カラー：ブラック、ブラウン

　販売店舗：
　＜アダム　エ　ロペ＞
　柏ステーションモール、札幌パルコ、
　渋谷パルコ、池袋パルコ、名古屋パルコ、
　ラゾーナ川崎プラザ、
　ルミネ町田、ルミネ立川、ルミネ横浜、
　ルミネ北千住、ららぽーとＴＯＫＹＯ―ＢＡＹ、
　ルミネ有楽町、新宿ルミネII、大宮ルミネ２、
　新潟ビルボードプレイス、仙台、福岡パルコ、
　天王寺ＭＩＯ、ルクア大阪、
　広島パルコ、三宮ＯＰＡ、
　心斎橋ＯＰＡ、なんばＣＩＴＹ、
　三井アウトレットパーク滋賀竜王、
　マリノアシティー福岡

　＜アッサンブラージュ　アダム　エ　ロペ＞
　名古屋パルコ、札幌ステラプレイス、梅田イーマ

　＜サロン　アダム　エ　ロペ＞
　アトレ吉祥寺

2013年8月13日
　～2014年02月
11日

2014月02月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、ソールの
強度不足により、破損する
可能性があることが判明。

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

スノーボード用
ブーツ

ヨネックス株式会社

　各地域支店・営業所
　北海道:０１１－７２８－２３３０
　（札幌営業所　代表）
　東　北:０２２－２３２－１２２１
　（仙台営業所　代表）
　関東・北陸甲信越:０３－３８３６－１２２１
　（東京本社　代表）
　東　海:０５２－３２３－５５４１
　（名古屋支店　代表）
　関西・四国:０６－６７６８－７２６１
　（大阪支店　代表）
　九　州:０９２－４７２－８７５１
　（福岡営業所　代表）

　・受付時間：09：30～17：00
　（土・日・祝祭日を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.yonex.co.jp/news/2014/02/14
02191030.html

製品名：スノーボード　ステップインブーツ
　品番：ＢＴＦＬＡＢ１３
　品名：ＦＬＩＮＴ　ＡＢ
　カラー：ブラック、ホワイト

　品番：ＢＴＡＥＡＢ１３
　品名：ＡＥＲＩＯ　ＡＢ
　カラー：ブラック、グリーン、オレンジ

　品番：ＢＴＰＲＡＢ１３
　品名：ＰＲＩＭＡＣＹ　ＡＢ
　カラー：ブラック、ベージュ、ホワイト

2013年9月～ 2014月02月18日
＜ＨＰ＞

当製品において、アッパー
部と接するミッドソール及
びラバーアウトソール側面
周囲部との接着不良によ
り、ソール剥がれが生じる
可能性がある事が判明。

回収（返金）

玩具 日本トイザらス株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－４４－６５６０
　（または０４４－５２２－６５６０）
上記フリーダイヤルは一部ＩＰ電話は利用
不可
・受付時間：平日10：00～17：00
　（祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www2.toysrus.co.jp/truj/pdf/201402
19.pdf

商品名：ブルーイン「りんりんボール」
　カラー：グリーン＆イエロー、ブルー＆オレンジ

　商品特徴：直径１０ｃｍほどのボールで、さらにその
内部には鈴が入った直径４ｃｍ程の半透明のボール
が入っています。内部のボールが２色（イエロー＆
白、またはオレンジ＆白の組み合わせ）の場合回収
対象となります。＊青１色の場合は、良品のため回収
対象外となります。

2012年4月中旬
　～2014年2月10
日

2014月02月19日
＜ＨＰ＞

当製品においての一部に
おきまして、ボール内部に
ある鈴の破片が外部に出
てくる可能性があることが
判明。

回収（代金返
金）

電気ストーブ 株式会社ダイエー

・フリーダイヤル：０１２０－２５９－２２２
・受付時間：10：00～17：00
　（土・日曜日を除く）
　（※２０１４年５月３１日（土）までは、
　土・日曜日受付可）
・ＵＲＬ：
http://www.daiei.co.jp/corporate/index.php
/release/lists/detail/997

１．商品名：「コルティナ　電気ストーブ　ＤＥＳ－９０２」
　（カラー：イエロー・グリーン・ホワイト）
　
２．販売店舗：
ダイエー、グルメシティ、マルエツ、今治デパート、高
知スーパーマーケット、（株）東武、ベルシャイン、ヤス
サキパリオなど合計　384店舗

　※対象店舗は、下記ＵＲＬより、ご確認ください。

2002年10月5日
　～2002年11月9
日

2014月02月20日
＜ＨＰ＞

当製品において、製造時
の部品加工不良が原因
で、発火に至る恐れがある
ことが判明。

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

婦人靴 株式会社サンエー・ビーディー

　株式会社サンエー・インターナショナル
　お客様相談室
　・フリーダイヤル：０１２０－３０５－２２１
　・受付時間：10：00～18：00
　（土･日･祝日を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.saneibd.com/topics/info/2014
0221.html

ブランド名：ＪＩＬＬ　ｂｙ　ＪＩＬＬ　ＳＴＵＡＲＴ
　商　品　名：ＩＮＨＥＥＬ　ＳＩＤＥＧＯＡ
　品　番：１２７-２８５１８８
　カ　ラ　ー：ＳＵＥＤＥ（０１０）、ＣＲＯＣＯ（０１１）

　

2013年9月3日
　～2014年2月4
日

2014月02月21日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
着用中に金属部材の一部
がブーツ内部に露出する
可能性があることが判明。

製品点検

スチーム式加湿
器

株式会社アントレックス

　株式会社アントレックス　レッドワークス
　・フリーダイヤル：０１２０－８１３－３２１
　・受付時間：10：00～18：00
　（土日祝日を除く）
　・ＵＲＬ：
http://www.entrex.co.jp/news/%E2%96%A0
%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%
A0%E5%BC%8F%E5%8A%A0%E6%B9%BF%E5%
99%A8%28%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%8
3%E3%83%89%29%E8%A3%BD%E5%93%81%E3
%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%
E3%81%A8%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%84%8
F%202014%2002%2024.pdf

製品名：スチーム式加湿器　ＦｒｅｄⅢ
　品番：＃２３８５　Ｆｒｅｄ　スチーム　Ⅲ　ＷＨ
　＃２３８６　Ｆｒｅｄ　スチーム　Ⅲ　ＢＫ
　＃２３８７　Ｆｒｅｄ　スチーム　Ⅲ　ハニカムＹＥ
　＃２３８８　Ｆｒｅｄ　スチーム　Ⅲ　アズーロＢＬ
　＃２３８９　Ｆｒｅｄ　スチーム　Ⅲ　シルバー

2011年10月25日
　～2013年3月18
日
（販売）

2014月02月24日
＜ＨＰ＞

当製品において　、湯釜
ヒータの取り付け部分から
の水漏れにより、使用部品
が濡れ、トラッキング現象
を起こす危険あることが発
覚しました。
　＊現在、使用中のスチー
ム式加湿器「フレッド」本体
裏側部分より水漏れなど
があった場合、使用を控え
て、下記の「問い合わせ
先」に連絡してください。

注意喚起

プリメインアンプ アキュフェーズ株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－６０２－９２０
・受付時間：09：00～17：00（土曜日、日曜
日、祝日及び弊社の休業日を除く）
・ＵＲＬ：
https://www.accuphase.co.jp/inform.html

1.対象商品
　プリメインアンプ「Ｅ-４６０」
　・シリアルＮｏ．Ｉ１Ｙ６０１～６６０（アイ・イチ・ワイ）は、
点検が必要です。

2.　対象製品の確認方法
　対象製品は保証書、梱包用箱、製品「Ｅ-４６０」リア
パネルのシリアルＮｏ．プレートを確認して下さい。

2011年9月2日
　～2011年9月13
日
（製造）

2014月03月05日
＜ＨＰ＞

当製品において、特定の
シリアルＮｏ．(製造番号)で
コンデンサの液漏れによ
り、ノイズが発生する可能
性の有る事が判明。

無償点検

ダンベル 株式会社カインズ

　「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
　・ＵＲＬ：
https://www.cainz.co.jp/images/informatio
n/pdf/140314_dumbbell.pdf

製品名：
　ウエイトを追加できるダンベル5kg
　（型番：３６２２ＢＫ）
　ＪＡＮコード：４９３６６９５４７７７３４

2011年11月21日
　～2013年6月10
日

2014月03月14日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
ナットが緩くなりウエイトの
脱落につながる恐れのあ
ることが判明。

返金もしくは
ナットの交換
（交換対応は
2014年4月30
日以降を予
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

ファンヒーター ダイソン株式会社

　専用受付センター
　・フリーダイヤル：０１２０－２１０－９０５
　・受付時間：09：00～17：30
　（土、日、祝日を含む）
　・ＵＲＬ：
http://www.dyson.co.jp/Support/Customer
Notice.aspx#DysonHotCoolAM04AM05

　・リコール専用サイト：
https://www.dysonrecall.com/ja-JP/Info

対象商品：
　ダイソン　Ｈｏｔ＋Ｃｏｏｌ（ホット　アンド　クール）ＡＭ０
４
　ダイソン　Ｈｏｔ＋Ｃｏｏｌ（ホット　アンド　クール）ＡＭ０
５

2011年10月～
：（販売）

2014月03月17日
＜ＨＰ＞

全世界展開対象製品、本
体内で小さな発火が生じ
た事象が少数件発生。

＊予防措置として、対象製
品のご使用を中止し、電源
プラグをコンセントから抜
いてください。

回収（無償修
理）

子供用ベッド
キャノピー

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（祝・祭日を除
く）
　・ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/new
sitem/recall_20140321_bedcanopy

対象製品：
　ＭＩＮＮＥＮ　ミンネン　ベッドキャノピーセット
製品番号:９００８７７５８

対象製品：
ＢＡＲＮＳＬＩＧ　ＢＯＬＬ　バーンスリグ　ボル
製品番号:２０１０７８３０

対象製品：
ＭＩＮＮＥＮ　ＢＲＯＤＹＲ　ミンネン　ブロディール
製品番号:５０１０７６７８

対象製品：
ＨＩＭＭＥＬ　ヒッメル
製品番号:４０１７５８３７,９０１３７６４０,
　７０１３７６４１,１０１３７６３９

対象製品：
ＦＡＢＬＥＲ　ファブレル
製品番号:２０１３０８７８,００１６９２０６

対象製品：
ＴＩＳＳＬＡ　ティッスラ
製品番号:７０２３６７１６

2006年4月
　～2014年3月前
半
：（販売）

2014月03月21日
＜ＨＰ＞

当製品において、ベビー
ベッドや子供用ベッドと合
わせてご使用のベッドキャ
ノピーがベッドの中に引き
込まれた際、幼児の首に
巻き付いてしまったとの報
告が海外でありましたの
で、未然防止のため回収。

回収（購入代
金払戻）
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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

ミニ耕うん機 ヤンマー株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－３１０－３０９
・受付時間：09：00～17：00
（月曜～金曜（祝祭日、弊社所定の休日を
　除く））
・ＵＲＬ：
http://www.yanmar.co.jp/important/20140
325.html

販売元：ヤンマー株式会社
　商品名：バッテリミニ耕うん機
　型式名：ＱＴ１０ｅ
　製造番号：全数対象

販売元：藤原産業株式会社
　商品名：セフティー３　バッテリーミニ管理機
　型式名：ＳＣＢ－３００
　製造番号：全数対象

＊交換対象の電池パックの製造ロット番号は、以下の
通りです。
　ＳＩ０７～３０、ＳＪ０１～３１、ＳＫ０１～３１、
　ＳＬ０１～３１、ＶＡ０１～３１、ＶＢ～０１～２９、
　ＶＣ０１～３１、ＶＤ０１～０３

及び先頭文字（アルファベット）が「Ｔ」または「Ｕ」では
じまる４桁の番号
　（Ｔ＊＊＊、Ｕ＊＊＊）

「電池パック製造ロット番号の確認方法」
電池パックの製品ラベルに、前2桁がアルファベット、
後2桁が数字の4桁で印字されています。

2009年1月
　～2012年4月

2014月03月25日
＜ＨＰ＞

当製品において、電池パッ
クのケースが破損し、最悪
の場合、本体カバーを破
損、飛散させるおそれがあ
ることが判明。

無償修理及び
交換対象の電
池パックの交
換

電池パックの
ケースが破損
した場合にカ
バーの飛散を
防止する部品
を追加します。

又、電池パック
で、交換対象
のものは交換
実施します。

ノートＰＣ用バッ
テリー

レノボ・ジャパン株式会社

　レノボ・スマートセンター（特設窓口）
　・フリーダイヤル：０１２０－９８８－８１９
　・受付時間：月～日9：00-18：00
　レノボ月次指定休業日*および
　12/30～1/3を除く
　*毎月の休業日は以下のWEBサイトに
　てご案内いたします。
　・ＵＲＬ：www.lenovo.com/jp/lsmartctr/
　・ＷＥＢサイト：
http://support.lenovo.com/ja_JP/detail.pag
e?DocID=HF004122

対象製品：
　ＴｈｉｎｋＰａｄシリーズ
　Ｔ４１０、Ｔ４２０、Ｔ５１０、Ｗ５１０、Ｘ１００ｅ、
　Ｘ１２０ｅ、Ｘ２００、Ｘ２０１、Ｘ２０１ｓ、Ｅｄｇｅ１１、
　Ｅｄｇｅ　１３、Ｅｄｇｅ　１４

　オプション製品：
　４３Ｒ９２５５、５１Ｊ０５００、５７Ｙ４１８６、
　５７Ｙ４５６４、５７Ｙ４５６５、５７Ｙ４６２５、
　５７Ｙ４５５９、４３Ｒ９２５４、０Ａ３６２７７

　対象バッテリー部品番号(ＡＳＭ　Ｐ/Ｎ)
　・４２Ｔ４６９５、４２Ｔ４７１１、４２Ｔ４７９８、
　４２Ｔ４８０４、４２Ｔ４８１２
　・４２Ｔ４８２２、４２Ｔ４８２８、４２Ｔ４８３４、
　４２Ｔ４８４０、４２Ｔ４８９０

　尚、掲示されている製品名・型式に該当する製品の
内一部が対象

2010年10月
　～2011年4月
（販売）

2014月03月28日
＜ＨＰ＞

バッテリーパックが過熱
し、発火のおそれがあるた
め。

回収（無償交
換（バッテ
リー））

*保証状況に
かかわらず交
換用バッテ
リーを無償で
提供していま
す。
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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

ソフトボールバッ
ト

ゼットクリエイト株式会社（輸入）
ゼット株式会社（販売）

　ゼット株式会社　お客様相談センター
　・フリーダイヤル：０１２０－２７６－０１０
　・受付時間：月曜日～金曜日
　9：30～12：00、
　13：00～17：00
（土、日、祝、年末年始及び夏季休暇を除
く）
　・ＵＲＬ：http：//zett.jp/news-
topics/newsrelease/newsrelease_2014033
1.html
　・Ｅメールアドレス：custinfo@zett.ne.jp

商品名：
　中学　学校体育用ソフトボールバット
　品番：ＢＰＴ５３１

2012年1月
　～2014年3月
（販売）

2014月03月31日
＜ＨＰ＞

当製品において、グリップ
エンドが破損する可能性
のある製品が一部混在し
ている事が判明。

回収（返金）
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