
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 株式会社ジーユー

・フリーダイヤル：０１２０－８５６－４５３
・受付時間：09：00～17：00（年中無休）
・ＵＲＬ：http://www.gu-
japan.com/pdf/140408_249415.pdf

商品名：Ｗジュートソールシューズ＋Ｅ
商品番号：２４９４１５
カラー：０１色，６９色，８０色，８１色
ＳＭＡＲＫ伊勢崎店、銀座店、心斎橋店、ビックロ新宿
東口店、クロスガーデン多摩店、新横浜プリンスペペ
店、パワーモール前橋南店、ひたちなか店、オンライ
ンストア

2014年2月3日～
2014年4月4日

2014年04月09日
＜ＨＰ＞

当製品において、靴底が
剥がる可能性のあること
が判明。

回収（返金）

ベビーキャリア 株式会社ダッドウェイ

「エルゴベビー・ヴェントス」無償点検お問い合
わせ窓口
・フリーダイヤル：０１２０－９５２－９２３
・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝祭日を除
く）＊2014年4月20日（日）までは土・日を含め
10時～19時
・ＵＲＬ：
http://www.dadway.com/ventus/index.php

品名：エルゴベビー・パフォーマンス・ヴェントス・ベ
ビーキャリア/ブラック
製造ロット番号：ＥＢＣ２０１３１２１３２６ＮＬ

2014年1月23日
～2014年4月2日

2014年04月11日
＜ＨＰ＞

当製品のごく一部製品に
おきまして、胸ストラップの
位置調節用レール部の縫
製不具合が混入しており、
装着時に胸ストラップを強
く引っ張った際にレール先
端から胸ストラップのスラ
イダーが抜ける恐れがあ
ることが判明。

無償点検

パーソナルコン
ピューター

ソニー株式会社

連絡先ＶＡＩＯカスタマーリンク　Ｆｉｔ　対応窓口
・電話番号：０１２０－３０７－００９
・受付時間：月～金曜日9:00～18:00　土・日・祝
日9:00～17:00（年末年始は土日祝日の受付時
間になる場合があります。）
・ＵＲＬ：
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Servic
eArea/140411/

「対象製品」：パーソナルコンピューターＶＡＩＯ　Ｆｉｔ　１
１Ａ
　ＶＡＩＯ標準仕様（店頭販売）モデル：ＳＶＦ１１Ｎ１９ＥＪ
Ｓ
　ＶＡＩＯオーナーメードモデル/法人向けカスタマイズ
モデル：ＳＶＦ１１Ｎ１Ａ１Ｊ
　法人向け標準仕様モデル：ＳＶＦ１１Ｎ１ＢＡＪ

2014年2月～ 2014年04月11日
＜ＨＰ＞

当製品において、設計生
産委託先から供給を受け
ているバッテリーパックの
不具合により、当該バッテ
リーパックが過熱してPC本
体の一部が焼損に至る可
能性があることが判明。
*安全のため上記の対象
製品を使用中の方は、た
だちにＰＣ本体の電源を切
り、ＡＣアダプターの電源プ
ラグをPCから抜いて、ご使
用を中止してください。

2014年4月25
日までに、事
業者のホーム
ページにて、ご
案内予定。
無償点検・修
理（バッテリー
を交換）

ポップコーンメー
カー

株式会社　セラヴィ

セラヴィ・セポートセンター
・電話番号：０５７０－０３４－５５５
・受付時間：09：30～17：30（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.selavi.co.jp/infomation/index.html

ブランド名：Ｃ’ｅｓｔ Ｌａ Ｖｉｅ
　製品名：ポップコーンはじめました
　型番：ＣＬＶ-３２１
　製造番号：０１１３０９
　JANコード：４９４２９７３４９１３５４

ブランド名：Ｃ’ｅｓｔ Ｌａ Ｖｉｅ
　製品名：ポップコーンメーカー
　型番：ＣＬＶ-３５０１
　製造番号：０２１３１１
　JANコード：４９４２９７３４９１３３０

2013年9月9日～
2013年11月21日
（輸入）
2013年9月13日
～2013年12月13
日（販売）

2014年04月14日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
送風用回転板の部品不良
による不具合が発生。

無償点検また
は交換

社告・リコール一覧表
（平成26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

電気カーペット パナソニック株式会社 （旧社名：松下電器産業
株式会社）

・フリーダイヤル：０１２０－８７３－３２９
・受付時間：9：00～21：00（2014年5月15日まで
毎日）　9：00～17：00（2014年5月16日以降、土
曜日・日曜日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：
https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/annou
nce/doc201404.html

・商品名：フローリング調 電気カーペット ｢かんたん床
暖｣
・ブランド名：Ｎａｔｉｏｎａｌ
品番：ＤＣ-２５Ｂ８ ＪＡＮコード：(Ｍ)４９８４８２４５２９９
１５
品番：ＤＣ-３Ｂ８ ＪＡＮコード：(Ｍ)４９８４８２４５２９９２
２
品番：ＤＣ-２５Ｇ１ ＪＡＮコード：(Ｂ)４９８４８２４７２３６３
４、(Ｍ)４９８４８２４７２３５９７
品番：ＤＣ-３Ｇ１ ＪＡＮコード：(Ｂ)４９８４８２４７２３６４
１、(Ｍ)４９８４８２４７２３６２７
品番：ＤＣ-２５Ｇ２ ＪＡＮコード：(Ｂ)４９８４８２４７７４０４
９、(Ｍ)４９８４８２４７７４０３２
品番：ＤＣ-３Ｇ２ ＪＡＮコード：(Ｂ)４９８４８２４７７４０６
３、(Ｍ)４９８４８２４７７４０５６

・商品名：タフ素材カーペット ｢タフペット｣
・ブランド名：Ｎａｔｉｏｎａｌ
品番：ＤＣ-２Ｄ１ ＪＡＮコード：(Ｃ)４９８４８２４６３７２２１
品番：ＤＣ-３Ｄ１ ＪＡＮコード：(Ｃ)４９８４８２４６３７２３８

・商品名：フローリング調 電気カーペット ｢かんたん床
暖｣
・ブランド名：Ｐａｎａｓｏｎｉｃ
品番：ＤＣ-２５Ｇ３ ＪＡＮコード：(Ｂ)４９８４８２４８２９４９
７、(Ｍ)４９８４８２４８２９５０３
品番：ＤＣ-３Ｇ３ ＪＡＮコード：(Ｂ)４９８４８２４８２９５２
７、(Ｍ)４９８４８２４８２９５１０

2002年7月～
2008年12月（輸
入・製造）
2002年9月～
2009年3月（販
売）

2014年04月16日
＜ＨＰ＞

当製品の一部機種におき
まして、まれにコントローラ
内部の部品が過熱し、床
などを焦がす可能性があ
ることが判明。

無料部品交換

2



品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

電気ケトル 株式会社グループセブ　ジャパン

・フリーダイヤル：０１２０－００１－０２３
・受付時間：09：00～18：00（土・日・祝日も受
付）
・ＵＲＬ：http://www.club.t-
fal.co.jp/customer_service/info/kettle-
140417/

ブランド名：ティファール
対象機種：「アプレシア カフェオレ０．８Ｌ」（品番：ＢＦ８
０２０２２）「アプレシア スカイブルー０．８Ｌ」（品番：ＢＦ
８０２３２２）「アプレシア メタリックノワール０．８Ｌ」（品
番：ＢＩ８０２５２２）

本体底部裏の扇型ステッカー内左下にある番号の、
「Ａ３０－」以下の４桁数字が下記の「対象製造番号一
欄」内の番号と一致する製品。
＊対象製造番号
４８０５、４９０５、５００５、５１０５、５２０５、０１０６、０２
０６、０３０６、０４０６、０５０６、０６０６、０７０６、０８０
６、０９０６、１００６、１１０６、１２０６、１３０６、１４０６、
１５０６、１６０６、１７０６、１８０６、１９０６、２００６、２１
０６、２２０６、２３０６、２４０６、２５０６、２６０６、２７０
６、２８０６、２９０６、３００６、３１０６、３２０６、３３０６、
３４０６、３５０６、３６０６、３７０６、３８０６、３９０６、４０
０６、４１０６、４２０６

2006年2月～
2007年1月

2014年04月17日
＜ＨＰ＞

当製品の一部製品におい
て、水を入れない状態でス
イッチを入れてしまった場
合に、ごく稀に、空焚き防
止機能が正常に働かず、
発煙・発火に至る可能性
のある製品があることが判
明。
*2007年1月17日に事業者
ホームページに掲載した
社告の再告知

無償点検（交
換）

パーソナルコン
ピューター

ソニー株式会社

連絡先ＶＡＩＯカスタマーリンク　Ｆｉｔ　対応窓口
・電話番号：０１２０－３０７－００９（ＰＨＳ・携帯
電話可）
・受付時間：月～金曜日9:00～18:00　土・日・祝
日9:00～17:00（年末年始は土日祝日の受付時
間になる場合があります。）
・ＵＲＬ：
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Servic
eArea/140424/

「対象製品」：パーソナルコンピューターＶＡＩＯ　Ｆｉｔ　１
１Ａ
　ＶＡＩＯ標準仕様（店頭販売）モデル：ＳＶＦ１１Ｎ１９ＥＪ
Ｓ
　ＶＡＩＯオーナーメードモデル/法人向けカスタマイズ
モデル：ＳＶＦ１１Ｎ１Ａ１Ｊ、法人向け標準仕様モデル：
ＳＶＦ１１Ｎ１ＢＡＪ

2014年2月～（販
売）

2014年04月24日
＜ＨＰ＞

当製品において、設計生
産委託先から供給を受け
ているバッテリーパックの
不具合により、当該バッテ
リーパックが過熱してPC本
体の一部が焼損に至る可
能性があることが判明。
*安全のため上記の対象
製品を使用中の方は、た
だちにＰＣ本体の電源を切
り、ＡＣアダプターの電源プ
ラグをPCから抜いて、ご使
用を中止してください。
*2014年4月11日に事業者
ホームページに掲載され
た告知からの追加情報

無償修理（無
償修理を希望
しない場合は
返品・返金：
2014年7月31
日まで）
受付開始：
2014年4月24
日より/修理作
業順次開始：
2014年5月19
日より

自転車 ビーズ株式会社

お問い合わせフォーム：http://www.be-
s.co.jp/agreement/user/
製品サポートダイヤル：０６－６７３２－４３１０
受付時間：平日9:00-17:00 土日祝休、盆休、年
末年始休
ＵＲＬ：
http://www.doppelganger.jp/support/info5/

ブランド名：ＤＯＰＰＥＬＧＡＮＧＥＲ（ドッペルギャン
ガー）
製品名：ＤＯＰＰＥＬＧＡＮＧＥＲ「５６０ ＤＥＵＳ」
５６０－ＧＹ「ＪＡＮコード：４５８２４７４８９０８８３」
５６０－ＲＤ「ＪＡＮコード：４５８２４７４８９０８６９」
５６０－ＷＨ「ＪＡＮコード：４５８２４７４８９０８７６」
製造管理番号（車台番号）：Ｙ１３Ｇ０００３５２～Ｙ１３Ｇ
０００６０１、Ｙ１４Ｂ００８６９５～Ｙ１４Ｂ００９４２０

2013年10月～
（販売）

2014年04月24日
＜ＨＰ＞

当製品において、リアサス
ペンション（緩衝装置）が設
計上想定しない方向に可
動する可能性があることが
判明。

対象製品回収
（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

子供用レギンス エイチ・アンド・エム　へネス・アンド・マウリッツ・
ジャパン株式会社

・電話番号：0３－５４５６－７０７０
・受付時間：11：00～20：00（平日） 11：00～19：
00（土日祝日）
・ＵＲＬ：https://www.hm.com/jp/customer-
service/recalled-items

商品：Ｋｉｄｓ（Ｇｉｒｌｓ）ベルト付きレギンス
対象サイズ： ９２ｃｍ、９８ｃｍ
商品番号：Ｐ/Ｎ０１８９８２１、Ｐ/Ｎ０１７１６９９、Ｐ/Ｎ０
１３７５７６、Ｐ/Ｎ０２１１４３３
*洗濯ラベルに表示。

2012年8月～
2014年4月

2014年04月30日
＜ＨＰ＞

当製品において、ベルトの
つなぎ目に用いられている
金属部分が、破損する可
能性があり、誤飲につなが
る恐があることが判明。

回収（代品払
い戻し）

懐中電灯 株式会社　トライアルカンパニー

株式会社　トライアルカンパニー　お客様相談
室
・フリーダイヤル：０１２０－０３３－５５９
・受付時間：09：00～17：00（24時間対応）
・ＵＲＬ：http://www.trial-
net.co.jp/article/index.php?no=r57

商品名：ＴＲＩＡＬ　強力ライト
ケース色：赤
型番：ＹＷ－２４２４
ＪＡＮコード：４５２２６４６３７８５６６、４５２２６４６５５９４
６０

2010年3月～
2014年4月（販
売）

2014年05月02日
＜ＨＰ＞

当製品において、内部の
端子板を上下逆に装着す
ると電池が異常発熱し、本
体樹脂ケースが一部熱溶
融・熱変形する事故が発
生することが判明。

回収（商品代
金返還）

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：平日09：00～18：00
・ＵＲＬ：
http://www.greenparks.jp/news/#!/news422

ブランド名：Ｂａｒｂｅｒａｎｃｈ（バルブランチ）
商品名：クロスウェッジサンダル
品番：６５１４２Ｋ１００６０
対象色：Ｃａｍｅｌ（キャメル）、Ｂｅｉｇｅ（ベージュ）、Ｂｌａｃ
ｋ（ブラック）
販売店舗：Ｇｒｅｅｎ　Ｐａｒｋｓ（グリーンパークス）店舗

2014年4月24日
～2014年5月7日
（販売）

2014年05月08日
＜ＨＰ＞

当製品の一部で、強度不
足により、甲部分のサイド
ストラップのゴムが切れる
恐れがある事が判明。

回収（代金返
金）

ブロワー 藤原産業株式会社

藤原産業株式会社　情報サービスセンター　品
質管理課
・電話番号：０７９４－８６－８２００
・受付時間：09：00～17：30（土日除く）
・ＵＲＬ：
http://www.fujiwarasangyo.co.jp/topics/2014/
0512_000722.html

（対象製品）
　Ｅ－Ｖａｌｕｅ　ハンディブロワー　ＥＢＬ－５００Ｖ
（ＪＡＮコード：４９７７２９２４９０６３４）
（対象製品ロット番号）
　２０１１０１０１　～　２０１２０２９９
　※ロット番号は本体右側モータ部分上面に貼付の
シールに記載してあります。

2011年1月～
2012年12月

2014年05月12日
＜ＨＰ＞

当製品において、樹脂成
型過程の不備により、送風
ファンの破損事故が発生。

無償部品交換
または商品交
換

コーヒーメーカー 株式会社カリタ

・フリーダイヤル：０１２０－３８１－７５０（携帯電
話可）
・受付時間：09：00～17：00（2014年5月17日、18
日、24日、25日の土日は対応致します。）
・ＵＲＬ：http://www.kalita.co.jp/apology

品名：カリタコーヒーメーカー
形名：ＡＰ－１０３
製造番号：Ｔ１００１～Ｔ２２８０　＊この番号以外の物
は対象外となります。

2006年4月～
2009年（販売）

2014年05月15日
＜ＨＰ＞

当製品において、コーヒー
抽出時に発煙・発火の事
例は発生。

回収（返金ま
たは代品と交
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

電気衣類乾燥機 （製造・販売）三洋電機株式会社 
（販売）日本電気株式会社 
（販売）株式会社富士通ゼネラル

・フリーダイヤル：０１２０－３４－５３９０
・受付時間：09：00～21：00（2014年6月18日ま
で、毎日）　09：00～17：00（2014年6月19日以
降、土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_sa
fety/140519.html

ブランド：ＳＡＮＹＯ
形状：角型
対象番号：ＣＤ－４２Ｄ１、ＣＤ－４５Ａ２、ＣＤ－４５Ｚ２、
ＣＤ－５０Ｄ１、ＣＤ－Ｓ５０Ａ、ＣＤ－５０２

ブランド：ＳＡＮＹＯ
形状：ドーム型
対象番号：ＣＤ－Ｓ４５１、ＣＤ－Ｓ５００、ＣＤ－ＥＣ５２
１、ＣＤ－ＥＣ５５１、ＣＤ－ＳＴ６０

ブランド：ＮＥＣ
形状：角型
対象番号：ＨＤ－４５ＺＣ、ＨＤ－４５ＺＥ

ブランド：ＦＵＪＩＴＳＵ
形状：角型
対象番号：ＨＬ－４２Ｄ

1994年～2011年 2014年05月19日
＜ＨＰ＞

当製品の一部の機種にお
いて、機器内部の部品に
水分が滴下した場合、ま
れに、発煙・発火に至る可
能性があることが判明。

無料点検・修
理

電気製品 コーナン商事株式会社

コーナン商事株式会社　回収専用コールセン
ター
・フリーダイヤル：０１２０－１７１－６５７
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.hc-
kohnan.com/important/images/2014.05.19_owa
bitojisyukaisyu.pdf

電気用品安全法に違反した製品
（商品名、品番、及びリコールの対策内容等について
は下記アドレスを参照）

回収商品検索ページアドレス
http://www.kohnan-oshirase.com/

2002年4月～
2014年4月

2014年05月19日
＜ＨＰ＞

当社が販売したプレイべー
トブランド電気用品におい
て、電気用品安全法が規
定する、商品の安全性に
係る義務を果たしていない
商品があることが判明。

回収（商品代
金返金）

デジタルピアノ ローランド株式会社

・電話：０５０－３１０１－２５５５
・受付時間：月曜日～金曜日10：00～17：30（祝
日および弊社規定の休日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.roland.co.jp/support/article/?q=inf
ormation&id=63082312

デジタル・ピアノ「ＲＤ－８００」
ＪＡＮコード：４９５７０５４５０４２９８

2014年1月～（販
売）

2014年05月26日
＜ＨＰ＞

当製品において、付属のＡ
Ｃコードを製品本体のＸＬＲ
端子（製品背面ＯＵＴＰＵＴ
右側にＲ，Ｌと表示のある
箇所）に誤って挿入し、製
品内部の基板類が故障す
る事例が発生。

無償出張修理
（ＡＣコードがＸ
ＬＲ端子に届
かないよう本
体に固定）
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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

ノートパソコン用
バッテリーパック

パナソニック株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－８７０－１６３（携帯電
話、ＰＨＳ、050ＩＰ電話からもご利用可）
※上記番号がご利用いただけない場合は、０６
－６９０５－５０６７へ。
・受付時間：09：00～21：00（2014年6月27日ま
で毎日）　09：00～17：00（2014年6月28日以
降、土曜日・日曜日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://askpc.panasonic.co.jp/info/140528.html

●対象バッテリーパックの品番と生産ロット記号一覧
品番：ＣＦ-ＶＺＳＵ６０ＡＪＳ
生産ロット記号：Ｂ４ＶＡ、Ｂ５９Ａ、Ｂ５ＣＡ、Ｂ５ＤＡ、Ｂ
５ＧＡ、Ｂ５ＨＡ、Ｂ５ＹＡ、Ｂ６３Ａ、Ｂ７ＤＡ、Ｂ７ＥＡ、Ｂ７
ＦＡ、Ｂ７ＫＡ、Ｂ７ＬＡ

品番：ＣＦ-ＶＺＳＵ６１ＡＪＳ
生産ロット記号：Ｂ４ＷＡ、Ｂ５６Ａ、Ｂ５７Ａ、Ｂ５９Ａ、Ｂ
５ＡＡ、Ｂ５ＢＡ、Ｂ５ＣＡ、Ｂ５ＤＡ、Ｂ５ＥＡ、Ｂ５ＧＡ、Ｂ５
ＨＡ、Ｂ５ＪＡ、Ｂ５ＫＡ、Ｂ５ＬＡ、Ｂ５ＭＡ、Ｂ５ＰＡ、Ｂ５Ｒ
Ａ、Ｂ５ＳＡ、Ｂ５ＴＡ、Ｂ５ＶＡ、Ｂ５ＺＡ、Ｂ６１Ａ、Ｂ６２
Ａ、Ｂ６３Ａ、Ｂ６８Ａ、Ｂ６９Ａ、Ｂ６ＡＡ、Ｂ６ＤＡ、Ｂ６Ｅ
Ａ、Ｂ６ＦＡ、Ｂ７ＣＡ、Ｂ７ＤＡ、Ｂ７ＭＡ

品番：ＣＦ-ＶＺＳＵ６４ＡＪＳ
生産ロット記号：Ｂ４ＶＡ、Ｂ５ＤＡ、Ｂ５ＰＡ、Ｂ６２Ａ、Ｂ
６ＬＡ、Ｂ６ＭＡ、Ｂ７６Ａ

2011年4月～
2011年10月（製
造）
2011年5月～
2014年4月（販
売）

2014年05月28日
＜ＨＰ＞

当製品において、製造上
の不具合により、まれに発
煙・発火に至る可能性の
あることが判明。

回収（無料交
換）
＊回収対象品
は、生産ロット
記号が「対象
バッテリーパッ
クの品番と生
産ロット記号
一覧」に該当
するものとなり
ます。

レーザープリン
ター

（製造）富士ゼロックス株式会社
（販売）日本電気株式会社
（販売）ミノルタQMS株式会社（2014年6月25日
追加）

ＮＥＣプリンタお客様受付けセンター
・フリーダイヤル：０１２０－６５７－５７１（携帯電
話・PHSからも利用可能）
・受付時間：09：00～17：00（土日祝日及び当社
所定休業日を除く）
・ＵＲＬ：
http://jpn.nec.com/news/info/20140528.html

コニカミノルタプリンターサポートセンター
・フリーダイヤル：０１２０－５２０－４１４（携帯電
話、PHSからも利用可）
・受付時間09：00～12：00、13：00～17：00（土･
日･祝日･年末年始･事業者休業日を除く）
・電子メールアドレス：
pagepro2080.support@fusion.bj.konicaminolta.jp
・ＵＲＬ：
http://www.konicaminolta.jp/business/support
/important/pagepro_2080.html

１）ブランド名：ＮＥＣブランド
品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２３００
型番：ＰＲ-Ｌ２３００
シリアルナンバー（製造番号）：０６００００１Ｒ* ～ ６７
０９９９９Ｒ*
型番：Ｎ１１５３-Ｌ２３００
シリアルナンバー（製造番号）：１１００００１Ｒ* ～ ４Ｚ
０９９９９Ｒ*
品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２３００Ｎ
型番：ＰＲ-Ｌ２３００Ｎ
シリアルナンバー（製造番号）：０Y００００１Ｒ* ～ ４４０
９９９９Ｒ*
品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２１００
型番：ＰＲ-Ｌ２１００
シリアルナンバー（製造番号）：０６００００１Ｒ* ～ ４１
０９９９９Ｒ*
型番：Ｎ１１５３-Ｌ２１００
シリアルナンバー（製造番号）：１１００００１Ｒ* ～ ５２
０９９９９Ｒ*
品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２１０Ｓ
型番：ＰＲ-Ｌ２１０Ｓ
シリアルナンバー（製造番号）：０６００００１Ｒ* ～ ４２
０９９９９Ｒ*

１）2000年7月～
2006年9月
２）2001年8月～
2003年12月

2014年05月28日
＜ＨＰ＞

当製品において、画像加
熱定着器の一部に樹脂部
品の成型不良品が混入し
たため、定着器が漏電し、
最悪の場合には発火を伴
う障害が発生する可能性
のあることが新たに判明。

対象製品の定
着器の無償交
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

品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２１５０
型番：ＰＲ-Ｌ２１５０
シリアルナンバー（製造番号）：１X００００１Ｒ* ～ ６９
０００６７Ｒ*
品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２３５０
型番：ＰＲ-Ｌ２３５０
品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２３５０Ｎ
型番：ＰＲ-Ｌ２３５０Ｎ
シリアルナンバー（製造番号）：１X００００１Ｒ* ～ ４９
０９９９９Ｒ*
品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２３６０
型番：ＰＲ-Ｌ２３６０
シリアルナンバー（製造番号）：３６００００１Ｒ* ～ ６９
００２０１Ｒ*

品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２３６０Ｎ
型番：ＰＲ-Ｌ２３６０Ｎ
シリアルナンバー（製造番号）：３６００００１Ｒ* ～ ６９
００２７１Ｒ*
品名：ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ２１３０
型番：ＰＲ-Ｌ２１３０
シリアルナンバー（製造番号）：３５００００１Ｒ* ～ ６９
０００８５Ｒ*

２）ブランド名：コニカミノルタブランド
品名：ミノルタＱＭＳレーザープリンターＰａｇｅＰｒｏ　２０
８０
型番：ＮＬ３１４２－００３
シリアルナンバー（製造番号）：１６００００１Ｒ* ～ １Ｙ
０９９９９Ｒ*
＊ミノルタQMS株式会社は2012年にすでに解散して
いることからコニカミノルタビジネスソリューションズ株
式会社が「定着器の無償交換」を実施
（注）シリアルナンバーの２桁目の文字は、12種類あり
ます。（1,2,3,4,5,6,7,8,9,X,Y,Zの順）末尾の「*」は、任意
のアルファベット一文字です。
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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

切断器用火口 スター電器製造株式会社

・電話番号：０２９９－２３－６２２１
・受付時間：08：30～17：30（土・日・祝祭日は除
く）
・ＵＲＬ：http://www.suzukid.co.jp/pdf/recall_W-
61.pdf

製品名：大型Ａ号切断器用火口♯２（型式：Ｗ－６１）
ＪＡＮコード：４９９１９４５５００６１７

2013年11月19日
～2014年5月中
旬

2014年05月28日
＜ＨＰ＞

誤って、アセチレン用の
パッケージの中に、プロパ
ン用切断火口＃2がパック
された製品が流通している
ことが判明。
アセチレン用切断器にプロ
パン用火口を取り付けて
使用されますと、 逆火する
可能性が高く、逆火が発
生すると火傷や吹管の破
損の原因となりますので、
直ちに使用を中止し下記
の連絡先まで、電話してく
ださい。

回収（製品交
換）

浴室暖房乾燥機 （製造・販売）株式会社ハーマン　
（製造・販売）株式会社ノーリツ　
（販売）大阪ガス株式会社
（販売）東京ガス株式会社

ノーリツ・ハーマンお問い合わせ先
・フリーダイアル：０１２０－１３２－５８７（携帯電
話からも可）
・受付時間：365日　24時間受付
・株式会社 ノーリツ
　ＵＲＬ：http://www.noritz.co.jp/info/31.html
・株式会社ハーマン
　ＵＲＬ：
http://www.harman.co.jp/important/jisyutenke
n/2014/05/post-22.html

大阪ガスお客様のお問い合わせ先
・フリーダイアル：０１２０－００－７５７３
・受付時間：24時間受付
・ＵＲＬ：
http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_
2014/1210937_10899.html

東京ガスお客様のお問い合わせ先
・フリーダイアル：０１２０－５２０－５８５
・受付時間：2014年9月30日（火）まで24時間受
付　2014年10月1日（水）から09：00～17：00（土
日祝日・年末年始除く）
・ＵＲＬ：http://www.tokyo-
gas.co.jp/important/20140529-03.pdf

１）ブランド名：ノーリツ
　製品名：天井カセット形浴室暖房乾燥機
　リモコンコード：ＲＣＡ－３２６Ｍ
２）ブランド名：ハーマン
　製品名：天井カセット形浴室暖房乾燥機
　リモコンコード：ＦＤ２８０９Ｊ２、ＦＤ２８０９Ｊ３、ＦＤ２８
０９Ｊ３Ｗ
３）ブランド名：大阪ガス
　製品名：浴室暖房乾燥機
　リモコン型番：１６１－５５０１
４）ブランド名：東京ガス株式会社
　製品名：浴室暖房乾燥機
　リモコン型番：ＢＢＤ－３３０１ＡＣＳＫ－Ｊ３、ＢＢＤ－３
０２ＡＣＳＫ－Ｊ２

*浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンにエラー番号「６
８」が表示された場合、直ちに操作を中止し、下記の
お問い合わせ先に連絡してください。

１）、２）2001年9
月～2006年4月
（製造・販売）
３）2001年9月～
2004年4月（販
売）
４）2001年10月～
2005年11月（販
売）

2014年05月29日
＜ＨＰ＞

当製品において、特定の
機器故障により脱衣室リモ
コンにエラー番号「68(換気
ファン回転数異常)」を表示
し当該機器が停止した後、
エラーを解除するリモコン
操作を繰り返すことによ
り、ごくまれに火災の原因
となることが判明。
（2006年6月22日、2006年8
月18日、2006年8月24日及
び2006年10月30日に事業
者ホームペジ上で行った
社告の再社告）

無償点検及び
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

シーリングファン 大光電機株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－０３８－３６４
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
2014年6月14日（土）・6月15日（日）は受付しま
す。
・ＵＲＬ：http://www2.lighting-
daiko.co.jp/service/fan.html

品番：ＡＳ-５２０／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３４４５４５
品番：ＡＳ-５２１／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３４４５５２
品番：ＡＳ-５２３／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３４４５７６
品番：ＡＳ-５２５／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３６５３０４
品番：ＡＳ-５４０／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３８２０２８
品番：ＡＳ-５４２／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３８２０４２
品番：ＡＳ-８５０ＲＥ４／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３９６１３１
品番：ＤＰ-３５２０８／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３４７７０６
品番：ＤＣＨ-３５２１０／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３４７７２０
品番：ＤＰ-３５４４６／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３６２３４１
品番：ＤＣＨ-３５４４７／製造番号：０７＊＊～Ｄ８
ＪＡＮコード：４９５５６２０３６２３５８
＊対象製品の確認方法
製品に貼りつけている銘板シール、またはお手持ちの
取扱説明書で型番をご確認ください。
次に、銘鈑シールで、製造ロット番号（製造年月日）を
ご確認ください。
銘板シールは、製品の（Ａ）または（Ｂ）のどちらかの箇
所に貼りつけています。

2007年12月～
2008年1月（製
造）

2014年06月09日
＜ＨＰ＞

当製品において、ごく稀に
羽根羽根受け金具が破損
することが判明。

無償交換（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

自転車用フロント
フォーク

株式会社スコットジャパン

・Ｅメールアドレス：info@scott-sports.jp
・ＵＲＬ：http://www.scott-
japan.jp/sites/default/files/SPEEDSTER%20リ
コールのご案内.pdf

販売店検索ページ
・ＵＲＬ：http://www.scott-
japan.jp/dealers?dealername=&tid=All

ブランド名：ＳＣＯＴＴ（スコット）
品名：スピードスター３０ (ＣＤ２０)
品番：２３４１１９
品名：スピードスター３５ (ＣＤ１８)
品番：２３５４９５
品名：スピードスター４０ (ＣＤ１８)
品番：２３４１２１
品名：スピードスター４５ (ＣＤ１８)
品番：２３５４９６
品名：コンテッサ 品名：スピードスター２５ (３０)
品番：２３４１８８
品名：コンテッサ 品名：スピードスター３５ (２７)
品番：２３４１８９

シリアルナンバー：
ＡＳ３０５００００１ - ＡＳ３０５０４９３０
ＡＳ３０７００００１ - ＡＳ３０７０４６５１
ＡＳ３０９００００１ - ＡＳ３０９０３２７８
ＡＳ３１１００００１ - ＡＳ３１１０３７４４
ＡＳ４０１０１６０４ - ＡＳ４０１０５４６３

2013年7月～
2013年9月（販
売）

2014年06月11日
＜ＨＰ＞

当製品において、スコット
はフロントフォークのフォー
クコラムが破損する可能性
があり、落車等の事故に
つながる恐れがあるため。
今回のリコールに関して質
問等がある場合、最寄りの
スコット取扱店に連絡して
下さい。

回収（フロント
フォーク無償
交換）

靴 アキレス株式会社

アキレス（株）お客様相談室
・フリーダイヤル：０１２０－８９－４１９２
・電話番号：０３－３２２５－２１４１
・受付時間：09：30～17：00（月曜日～金曜日
（祝日除く））
・ＵＲＬ：
http://www.achilles.jp/info/detail/outdoorprod
ucts/

製品名：アウトドアプロダクツ ＯＤＰ００６０（ＪＡＮコー
ド：４９６３８８８３５９４１６(代表)）
カラー：マルチカラー,オレンジ,ピンク,パープル（ＪＡＮ
コード：４９６３８８８８７１８１９(代表)）,他ブルー（限定
品）

製品名：アウトドアプロダクツ ＯＤＰ００７０
カラー：ブラック,マルチカラー,オレンジ,パープル

2014年3月～
2014年6月（販
売）

2014年06月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、中底の
下の部分に金属部材の一
部が混入している可能性
がある事が判明。

回収（返金ま
たは商品交
換）

電動鉛筆削り 株式会社ソニック

株式会社ソニック キュービー電動鉛筆削り 回
収係
・フリーダイヤル：０１２０－１８４－０３６
・受付時間：09：00～18：00　※2014年7月13日
までは土日も受付、2014年7月14日以降は平
日のみ受付となります。
・ＵＲＬ：http://www.sonic-
s.co.jp/company/info.html

品名：キュービー 電動鉛筆削り 乾電池式
品番：ＳＫ―２４１―ＬＢ・ＳＫ―２４１―Ｐ・ＳＫ―２４１―
Ｂ

2013年10月～
2014年5月（販
売）

2014年06月20日
＜ＨＰ＞

当製品において、製品の
設計不良により製品から
発煙・発火する恐れのある
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

電気マッサージ器 株式会社的場電機製作所

・フリーダイヤル：０１２０－０１－２２５１
・受付時間：09：00～17：00（土日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.matoba.co.jp/index.html
・詳細は下記のＵＲＬを確認してください。
　http://www.matoba.co.jp/health/info/使用中
止のお願い.pdf

家庭用ローラー式電気マッサージ器
・アルビシェイプアップローラー（型式：ＳＲ－５１１８）

1983年～1996年 2014年06月23日
＜ＨＰ＞

「アルビシェイプアップロー
ラー」を、布カバーを外した
誤った使い方により、衣服
が巻き込まれ窒息死する
事故が発生いたしました。

注意喚起

自転車用サスペ
ンションフォーク

トレック・ジャパン株式会社

トレック・ジャパン リコール専用フリーダイヤル
・フリーダイヤル：０１２０－９３９－００７
・受付時間：10:00～17:00（土・日・祝を除く）
・ＵＲＬ：
リコールのお知らせ（フォークモデル：ＮＥＸ、ＸＣ
Ｍ（２９”）、ＸＣＴ（２９”）
対応方法：クイックリリース交換
http://www.trekbikes.com/pdf/recalls/201406
25/14TK_SuntourRecall_ConsumerQRNotice_J
A.pdf

リコールのお知らせ（フォークモデル: ＮＲＸ）
対応方法：サスペンションフォーク交換
http://www.trekbikes.com/pdf/recalls/201406
25/14TK_SuntourRecall_ConsumerForkNotice_
JA.pdf

ブランド名：ＴＲＥＫ
対象モデル：
2011年モデル：Ｗａｈｏｏ、Ｍａｒｌｉｎ、ＭａｒｌｉｎＳＳ、Ｍｏｎｔａ
ｒｅ、Ｕｔｏｐｉａ
2012年モデル：８．３ＤＳ、８．４ＤＳ、８．５ＤＳ、Ｎｅｋｏ
ＳＬ、Ｍａｒｌｉｎ、ＭａｒｌｉｎＳＳ、Ｗａｈｏｏ
2013年モデル：８．３ＤＳ、８．４ＤＳ、８．５ＤＳ、８．６Ｄ
Ｓ、Ｎｅｋｏ ＳＬ、Ｃａｌｉ、Ｍａｒｌｉｎ、Ｗａｈｏｏ

2010年4月～（販
売）

2014年06月25日
＜ＨＰ＞

当該製品のＳＲ Ｓｕｎｔｏｕｒ
社製のサスペンション
フォークを搭載した自転車
の一部で、ドロップアウトエ
ンド部分が破損した場合、
走行中の事故に繋がる恐
れがあるため。
＊万が一、走行中に破損
した場合、自転車の制御を
失い、怪我をする可能性
があるので、交換用フォー
クもしくは専用クイックリ
リースへの交換が完了す
るまでは（モデルによって
対応方法が異なります）、
決して自転車を使用しない
ようにしてください。

無償交換（交
換用フォークも
しくは専用ク
イックリリース
※モデルに
よって対応方
法が異なりま
す）

爬虫類及び小動
物用保温器具（パ
ネルヒーター）

ジェックス株式会社

ジェックス株式会社　コールセンター
・フリーダイヤル：０１２０－７４６－００４
・受付時間：10：00～17：00（2014年6月30日～
2014年7月31日）　10：00～16：00（2014年8月1
日以降）（祝日、年末年始、休業期間を除く月
～金曜日）
※但し、2014年7月5日(土)のみ10：00～17：00
で受付します。
・ＵＲＬ：
http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/fil
e/140630-1.html

爬虫類・両生類用PTCパネルヒーター
１）ヒートウェーブネオ ＸＳ／ＪＡＮコード：４９７２５４７０
２４６６４
２）ヒートウェーブネオ Ｓ／ＪＡＮコード：４９７２５４７０２
４６７１
３）ヒートウェーブネオ Ｍ／ＪＡＮコード：４９７２５４７０２
４６８８
４）ヒートウェーブネオ Ｌ／ＪＡＮコード：４９７２５４７０２
４６９５

ハムスター用ヒーター
５）ホッと床暖パネルヒーター／ＪＡＮコード：４９７２５４
７０２７５１１

１）2012年2月～
2014年2月
２）2012年2月～
2013年12月
３）2012年2月～
2013年12月
４）2012年2月～
2014年2月
５）2013年8月～
2013年12月

2014年06月30日
＜ＨＰ＞

当製品の一部製品におい
て、製品の仕様以上に温
度が上昇し、本体部が熱
変形する場合がありますこ
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

乳幼児用玩具 株式会社アポロ社

株式会社アポロ社　お客様相談室「かみかみ
えほん係」
・電話番号：０２９－８６２－３４６０
・受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00（祝
日及び社休日を除く月～金曜日）
・ＵＲＬ：http://www.apollo-
sha.co.jp/document/babytoy-jisyukaisyu-
20140630.pdf

１）商品名：ミッフィーおでかけかみかみえほん
ＪＡＮコード：４９０５０９６ ６０１６５９
２）商品名：ワンワンとうーたんめくってかみかみ
ＪＡＮコード：４９０５０９６ ６０１８４０
３）商品名：リラックマどこでもかみかみ
ＪＡＮコード：４９０５０９６ ６０１８６４

※なお、商品添付のタグに「検」印が押してあるもの
は、アポロ社で検品済みで安全が確認されているた
め、回収対象から除外しています。

１）2007年6月～
2014年6月
２）2009年6月～
2014年6月
３）2010年6月～
2014年6月

2014年06月30日
＜ＨＰ＞

当製品において、持ち手
部分に玩具安全（ＳＴ）基
準に定める引張強度の不
足が生じる商品が一部混
入していることが判明。

回収（商品交
換または購入
代金返金）

自転車 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
・ＵＲＬ：http://www.riteway-
jp.com/headline_news/2014/20140708_headline
_2014furyexpert.html
＊詳細は購入した販売店に問い合わせてくだ
さい。

ブランド名：ＧＴ
製品名：２０１４年モデルＧＴ　ＦＵＲＹ　ＥＸＰＥＲＴ
サイズ：ＸＳ
型番：ＧＭ０２１１ＸＳ０２
ＪＡＮコード：０３８６７５９８７４９４
サイズ：Ｓ
型番：ＧＭ０２１１ＳＭ０２
ＪＡＮコード：０３８６７５９８６２０６

2014年5月2日
（出荷）

2014年07月04日
＜ＨＰ＞

当製品において、装着され
ているフロントハブ、リアハ
ブが破損しブレーキロー
ターがハブから外れてしま
う可能性が判明。

無償部品交換
（フロント及び
リアホイール）
＊交換は購入
した販売店に
て行います。

ベビーカー 株式会社ティーレックス

・電話番号：０６－６２７１－７５０１または０６－６
２７１－７５６６
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝除く）
・ＵＲＬ：
http://www.trexbaby.com/%e6%9c%aa%e5%88%8
6%e9%a1%9e/10155/

Ｊｅｅｐベビーカー
製品名：Ｊｅｅｐスポーツ　スタンダード
カラー：カーキ
型番：JOBU-１４０１２ＫＨ
製造番号：２０１４，０４（2014年6月14日以降に購入の
場合は対象外）

2014年5月1日～
2014年6月13日
（販売）

2014年07月07日
＜ＨＰ＞

当製品において、バックル
（差し込み側）の一部に、
サイズが違う部品が混入
した恐れがあることが判
明。

製品交換

スマートフォン用
充電器

（製造）株式会社トップランド　
（販売）株式会社セブン-イレブン・ジャパン

スマートフォン用充電器回収事務局
・フリーダイヤル：０１２０－１６７－７２２
・受付時間：09：00～17：00（祝日を除く月曜～
金曜）（2014年7月21日 までは祝土日も受付
可）

株式会社トップランド
・ＵＲＬ：
http://www.topland.co.jp/image/top/news_pdf
/20140708.pdf

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
・ＵＲＬ：
http://www.sej.co.jp/info/20140704.html

該当商品：
セブンライフスタイルスマートフォン用充電器
型番：
ＬＡ－２６００Ｋ(黒) ＪＡＮコード：４９３６９６０１０５1４０
ＬＡ－２６００Ｗ(白) ＪＡＮコード：４９３６９６０１０５1６４
ＬＡ－２６００Ｐ(ピンク) ＪＡＮコード：４９３６９６０１０５２
１８

2013年6月24日
～2014年6月6日

2014年07月08日
＜ＨＰ＞

当製品において、発火の
事例がありました。
＊当製品を所有されてい
る方は、直ちに使用を中止
し、下記の問い合わせ先
に連絡してください。

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

電気製品 コーナン商事株式会社

コーナン商事株式会社　回収専用コールセン
ター
・フリーダイヤル：０１２０－１７１－６５７
・受付時間：09：00～17：00(土・日・祝日を除く）
・回収対象商品情報
2014年5月19日掲載
ＵＲＬ：http://www.hc-
kohnan.com/important/images/2014.05.19_owa
bitojisyukaisyu.pdf

2014年7月9日掲載(追加分)
ＵＲＬ：http://www.hc-
kohnan.com/important/images/2014.07.09_owa
bitojisyukaisyu.pdf

 電気用品安全法に違反した製品
 （商品名、品番、及びリコールの対策内容等について
は下記アドレスを参照）

回収商品検索ページアドレス
http://www.kohnan-oshirase.com/

2002年4月～
2014年4月

2014年07月09日
＜ＨＰ＞

当社が販売したプレイべー
トブランド電気用品におい
て、電気用品安全法が規
定する、商品の安全性に
係る義務を果たしていない
商品があることが判明。
＊今回の掲載は2014年5
月19日に事業者ホーム
ページに掲載した回収対
象商品の追加情報

回収（商品代
金返金）

グルーポット 大前株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－０７８７９５（2014年10
月14日まで）
・電話番号：０７８－７９５－５００３（2014年10月
15日より）
・受付時間：09：00～17：00（土･日･祝日除く）

製品名：グルーポット
品番：ＧＰ－３００（ＭＯＭ００６）
ＪＡＮコード：４９６１８２３９４７４５２

2010年11月～
2014年6月（販売
台数：６２４台）

2014年07月14日
＜ＨＰ＞

当製品において、電気用
品安全法で定める技術基
準に適合しないことが判
明。

回収（返金）

炭酸水製造機 株式会社ジョワイユ

・電話番号：０３－６２７７－１６７１
・受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00（土･
日･祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://jox.co.jp/

商品名：ざ・炭酸
型番：ＳＯＤＡ－１
ＪＡＮコード：４５８２４６３１８０１７９

2013年5月末（販
売）

2014年07月18日
＜ＨＰ＞

当製品において、一部商
品不備により事故が発生
したことが判明。

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

電気給湯機(ヒー
トポンプ式)

（製造・販売）パナソニック株式会社
（販売）株式会社コロナ　
（販売）積水ホームテクノ株式会社

＜ヒートポンプユニット品番はイラストの「貯湯
（タンク）ユニット」品番から特定できますのでご
確認の上問い合わせしてください＞
Ｎａｔｉｏｎａｌ、Ｐａｎａｓｏｎｉｃブランド
パナソニック株式会社　ヒートポンプ給湯機市
場対策室
・フリーダイヤル：０１２０－８７１－３８１（携帯電
話･PHSからも利用可）
・受付時間：平成26年8月27日まで　9：00～21：
00（毎日） 平成26年8月28日以降　9：00～17：
00（土･日･祝日を除く）
・ＵＲＬ：
https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/annou
nce/doc201407.html

（１）販売：パナソニック株式会社
ブランド名：Ｎａｔｉｏｎａｌ
ヒートポンプユニット品番：ＨＥ－ＵＫ６０Ｊ、他計２６機
種

（２）ブランド名：Ｐａｎａｓｏｎｉｃ
ヒートポンプユニット品番：ＨＥ－ＰＫ６０Ｂ、他計１５７
機種

（１）、（２） 計１９９機種（製品１８３機種＋１６機種＊）
＊印　修理サービス用ヒートポンプユニット（ブランド
は,「Ｎａｔｉｏｎａｌ」または「Ｐａｎａｓｏｎｉｃ」）

（３）販売：株式会社コロナ
ブランド名：ＣＯＲＯＮＡ
ヒートポンプユニット品番：ＣＨＰ－Ｎ４５５Ａ、他計５機
種

（１）2003年11月
～2009年4月（製
造）
（２）2008年5月～
2013年1月（製
造）
（３）2005年11月
～2008年8月（製
造）
（４）2006年6月～
2007年9月（製
造）

2014年07月25日
＜ＨＰ＞

当製品の一部機種におい
て、沸き上げ運転中に、屋
外に設置されているヒート
ポンプユニット内の圧縮機
がまれに塩分などによる
腐食により破損し、ユニット
本体が変形に至る場合が
あることが判明。

無料点検（部
品交換）

ＣＯＲＯＮＡ、ユーリッチブランド共通
株式会社コロナ （受付、点検は株式会社コロ
ナが実施）
・フリーダイヤル：０１２０－０１５－２７０（携帯電
話･PHSからも利用可）
・受付時間：平成26年8月27日まで　9：00～21：
00（毎日） 平成26年8月28日以降　9：00～17：
00（土･日･祝日を除く）
・ＵＲＬ：株式会社コロナ
http://www.corona.co.jp/report/tenken_20140
725.pdf
積水ホームテクノ株式会社
http://www.sekisui-
hometechno.co.jp/info/1248011_16888.html

（４）販売：積水ホームテクノ株式会社
ブランド名：ユーリッチ
ヒートポンプユニット品番：ＣＦＨ－４５Ｍ６－Ｃ、ＣＦＨ
－６０Ｍ４－Ｃ　の２機種

（３）、（４）計９機種（製品７機種＋２機種＊）
＊印　修理サービス用ヒートポンプユニット（ブランド
は,「ＣＯＲＯＮＡ」または「ユーリッチ」）

婦人用サンダル 株式会社バーズ・アソシエーション

・電話番号：０３－３４０２－１８８５
・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://language-s.jp/news/shop4.html

ブランド名：ランゲージ
商品名：ハラコ/メタリック　ウェッジサンダル
品番：ＺＺＶＧＣＭ０６０３
ＪＡＮコード：
４５４９４６０３９７１０８、４５４９４６０３９７１１５、４５４９
４６０３９７１２２、４５４９４６０３９７１３９、４５４９４６０３
９７１４６、４５４９４６０３９７１５３、４５４９４６０３９７１８
４、４５４９４６０３９８０３７、４５４９４６０３９８０４４

2014年4月21日
～（販売）

2014年07月25日
＜ＨＰ＞

当製品において、足の甲
部分のベルトの接着不良
により、ベルトが外れる恐
れがあることが判明。

回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

自転車 ダイナソア株式会社

今回のリコールに関する問い合わせは、最寄
のオルベア販売店、またはダイナソア株式会社
までご連絡ください。
ダイナソア株式会社
・電話番号：０７４２－６４－３５５５
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.dinosaur-
gr.com/information/2014/07/22-173000.html

2014年オルベア　AVANT （アヴァン）OMP アルテグラ
完成車
モデル品番／モデル品名
ＢＣＪ５４７Ｂ１／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ４７ ＣＡＲＢ-Ａ
ＺＵＬ
ＢＣＪ５４７Ｂ２／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ４７ ＣＡＲＢ-Ｒ
ＯＪＯ
ＢＣＪ５４９Ｂ１／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ４９ ＣＡＲＢ-Ａ
ＺＵＬ
ＢＣＪ５４９Ｂ２／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ４９ ＣＡＲＢ-Ｒ
ＯＪＯ
ＢＣＪ５５１Ｂ１／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ５１ ＣＡＲＢ-Ａ
ＺＵＬ
ＢＣＪ５５１Ｂ２／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ５１ ＣＡＲＢ-Ｒ
ＯＪＯ
ＢＣＪ５５３Ｂ１／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ５３ ＣＡＲＢ-Ａ
ＺＵＬ
ＢＣＪ５５３Ｂ２／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ５３ ＣＡＲＢ-Ｒ
ＯＪＯ
ＢＣＪ５５５Ｂ１／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ５５ ＣＡＲＢ-Ａ
ＺＵＬ
ＢＣＪ５５５Ｂ２／ＡＶＡＮＴ Ｍ３０－Ｊ １４ ５５ ＣＡＲＢ-Ｒ
ＯＪＯ

2013年9月～
2014年6月：販売

2014年07月28日
＜ＨＰ＞

当製品において、油圧式
ディスクブレーキを装着し
超低速で急ブレーキをか
けた場合、ブレーキキャリ
パー上部取り付けネジ周
辺にヒビが入る恐れがあ
ることが分かりました。ヒビ
が入ったまま高速で走行し
激しい振動が発生した場
合、前輪が急停止し、制御
が困難になる恐れがあり
ます。

回収（無償交
換：フロント
フォーク）

ラバーフラットサ
ンダル

株式会社ケイト・スペード ジャパン

・電話番号：０３－５７７２－０３２６
・受付時間：10：00～16：00（土・日祝日を除く）
・ＵＲＬ：
https://www.katespade.jp/contents/customer
service/apology.php

商品名：Ｋａｔｅ ｓｐａｄｅ ｎｅｗ ｙｏｒｋ/ODEラバーフラット
サンダル(ブラックのみ)
型番：日本国内型番０２４－１１８００４(ブラックのみ)
米国型番：Ｓ０５５０３５
サイズ：ＪＡＮコード
５：ＪＡＮコード４５６２３４７４３５４６５
６：ＪＡＮコード４５６２３４７４３５４７２
７：ＪＡＮコード４５６２３４７４３５４８９
８：ＪＡＮコード４５６２３４７４３５４９６

2014年4月26日
～2014年7月15
日：販売

2014年07月31日
＜ＨＰ＞

当製品において、バックバ
ンドが切れる可能性のあ
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

キャンドルホル
ダー

株式会社パル

株式会社パル　お客様相談窓口
・電話番号：東京０３－６４１８－２０５２
　大阪０６－６２２７－５５１７
・受付時間：10：00～18：30
　（土･日･祝祭日･年末年始を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.palgroup.co.jp/test_imp/20140731-
01/

商品名：ビジューハンギングキャンドルホルダー
型番：Ｓ／ＳＦＸ２０４２
カラー／ＪＡＮコード
１）グリーン／ＪＡＮコード：８３１９０５６３
２）ホワイト／ＪＡＮコード：８３１９０５６４
３）ピンク／ＪＡＮコード：８３１９０５６５
４）ホワイト／ＪＡＮコード：８３２１０８４４
５）ピンク／ＪＡＮコード：８３２１０８４５
６）ブルー／ＪＡＮコード：８３２１０８４６
７）ホワイト／ＪＡＮコード：８３２２０５２９
８）イエロー／ＪＡＮコード：８３２２０５３０
９）ブルー／ＪＡＮコード：８３２２０５３１

１）、２）、３）2013
年9月27日～：販
売
４）、５）、６）2014
年2月24日～：販
売
７）、８）、９）2014
年5月26日～：販
売

2014年08月05日
＜ＨＰ＞

当製品において、金具とガ
ラス本体を取り付けている
接着部分が外れてしまい、
当該ハンギングキャンドル
ホルダーを吊るして使用し
た際に、落下の恐れがあ
る事が判明。

回収（返金）

椅子 コクヨファニチャー株式会社

コクヨお客様相談室
・フリーダイヤル：０１２０－２０１－１５９４
・受付時間：月曜日～金曜日09：00～17：00
（土・日・祝日・夏季休暇期間・年末年始を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.kokuyo.co.jp/info/20140808.html

製品名：会議用イス アンフィ
品番：ＣＫ－６７０□□ 肘なしタイプ
ＣＫ－６７１□□ 肘付きタイプ
ＣＫ－６７５□□ メモ台付きタイプ
＊品番の□部分の違いで、キャスター有／無、背クッ
ション有／無タイプがあります。

製造番号：０８０１０７～０９０９０７
＊座裏に貼付しているラベルにて品番、ロットＮｏ.を確
認してください。

2008年1月～
2009年12月（販
売）

2014年08月08日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用中
に座が外れる可能性があ
り、場合によっては転倒し
怪我をする恐れがあること
が判明。

無償点検（部
品交換）

オートバイ用ヘル
メット

株式会社オージーケーカブト

・フリーダイヤル：０１２０-１０２-２７４
・受付時間：09：00～17：00（土日祝祭日除く）
・ＵＲＬ：
http://www.ogkkabuto.co.jp/about/topics/upi
mage/201408/18/rdc1.pdf

商品名：ＲＡＤＩＣ-Ｎ
カラー：オフホワイト ＪＡＮコード：４９６６０９４－４９９８
４６
ブラック ＪＡＮコード：４９６６０９４－４９９８３９
フラットブラック ＪＡＮコード：４９６６０９４－５０９０８８
商品名：ＲＡＤＩＣ-Ｎ２
カラー：ホワイトブラック ＪＡＮコード：４９６６０９４－４９
９８６０
ブラックホワイト ＪＡＮコード：４９６６０９４－４９９８８４
オフホワイトレッド ＪＡＮコード：４９６６０９４－４９９８７
７
ネイビーホワイト ＪＡＮコード：４９６６０９４－４９９８９１
商品名：ＲＡＤＩＣ-Ｎ５
カラー：マットネイビー ＪＡＮコード：４９６６０９４－５１４
２０４

2013年12月～
2014年7月

2014年08月18日
＜ＨＰ＞

当製品において、ＳＧ規格
のあご紐強度試験に適合
しないものが一部混入して
いる事が判明。

回収（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

商品名：ＲＡＤＩＣ-Ｎ６
カラー：マットグレー ＪＡＮコード：４９６６０９４－５１４２
１１
商品名：ＢＲ－１
カラー：フラットブラック ＪＡＮコード：４９６６０９４－５０
９１０１
商品名：ＢＲ－１バタフライ
カラー：ブラック ＪＡＮコード：４９６６０９４-５０５９４３
商品名：ＢＲ－１ストック
カラー：オフホワイト ＪＡＮコード：４９６６０９４－５１４２
４２
フラットブラック ＪＡＮコード：４９６６０９４－５１４２６６
ブラックレッド ＪＡＮコード：４９６６０９４-５２１６３９
＊製造年月日（LOT）： 131101・131205（※上記LOT
以外の商品は問題無く使用できます。）

ノートＰＣ用ＡＣ電
源コード

日本ヒューレット・パッカード株式会社

「ＨＰノートＰＣ ＡＣ電源コード自主回収プログラ
ム窓口」
・フリーダイヤル：０１２０－５８９４５５
・受付時間：2014年8月27日(水)～2014年9月28
日(日)は月曜日～日曜日の9:00～17:00　2014
年9月29日(月)以降は土日・祝祭日を除く月曜
日～金曜日の9:00～17:00
・ＵＲＬ：
http://h50146.www5.hp.com/info/replacement
/fy2014/fy14-01.html

「ＨＰノートブックＰＣ用ＡＣ電源コードの安全性
にかかわる自主回収・交換プログラム」ページ
・https://h30652.www3.hp.com/

対象製品：HPノートブックＰＣ/ＭｉｎｉノートブックＰＣ、Ｃ
ｏｍｐａｑノートブックＰＣ、ドッキングステーション等のオ
プション製品のACアダプターに同梱されていたＡＣ電
源コード
品番「３４９７５６－００１」のうち「ＬＳ－１５」の表示があ
るもの

影響を受けるプラットホーム：HPノートブックＰＣ/Ｍｉｎｉ
ノートブックＰＣ、ＣｏｍｐａｑノートブックＰＣ、ドッキング
ステーション等のオプション製品

＊「ＬＳ－１５」のマークが付いているAC電源コード
が、すべて自主回収プログラムに該当するわけでは
ありませんので、下記の「ＨＰノートブックＰＣ用ＡＣ電
源コードの安全性にかかわる自主回収・交換プログラ
ム」ページで確認してください。

2010年9月～
2012年6月（出
荷）

2014年08月27日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用中
に過熱、発火、火傷等に至
るおそれがあることが判
明。

回収（無償交
換：ＡＣ電源
コード）

冷凍冷蔵庫 ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－００４－０２７
・受付時間：9:00～18:00（2014年 8月30日～9
月30日は、平日および土日祝日を含みます）
＊2014年10月 1日以降は平日のみの受付にな
ります。
http://www.lg.com/jp/support/support-
notice/JPNTC140829104360

ＬＧエレクトロニクス（旧「ＬＧ電子」）製 冷凍冷蔵庫
・ＬＲ－Ａ１７ＰＳ（全製品）
・ＬＲ－Ｂ１７ＮＷ（全製品）

2003年9月～
2005年4月（製
造）

2014年08月30日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
使用しているコンデンサー
の不具合により、発煙・発
火の恐れがあると判明。
*2008年12月17日に新聞
紙上にて行った社告の再
社告

無償部品交換
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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

フライパン アイリスオーヤマ株式会社

・アイリスコール：０８００-９１９-２０２０ （通話料
無料）
・受付時間：平日：9:00～17:00　土・日・祝日：
9:00～12:00/13:00～17:00＊（年末年始休暇・
夏季休業期間･会社都合による休日は除く）
・ＵＲＬ：
http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/attenq
uickpan.html

ブランド名：セラミッククイックパンＣＱＰＳＥシリーズ
セラミッククイックパン マルチハンドル ＣＱＰ－Ｈ２
セラミッククイックパン ３点セット ＣＱＰ－ＳＥ３Ｂ
セラミッククイックパン ３点セット ＣＱＰ－ＳＥ３ＧＦ
セラミッククイックパン ５点セット ＣＱＰ－ＳＥ５Ｃ
セラミッククイックパン ５点セット ＣＱＰ－ＳＥ５ＡＥ
セラミッククイックパン ５点セット ＣＱＰ－ＳＥ５Ｎ
セラミッククイックパン ７点セット ＣＱＰ－ＳＥ７Ｄ
セラミッククイックパン １０点セット ＣＱＰ－ＳＥ１０Ｄ
セラミッククイックパン １０点セット ＣＱＰ－ＳＥ１０Ｅ
セラミッククイックパン １１点セット ＣＱＰ－ＳＥ１１ＡＥ
セラミッククイックパン １２点セット ＣＱＰ－ＳＥ１２ＰＢ
セラミッククイックパン １３点セット ＣＱＰ－ＳＥ１３Ｂ

2013年5月～
2014年8月

2014年09月01日
＜ＨＰ＞

当製品において、マルチハ
ンドルのロックボタンが確
実にロックされず、使用中
にハンドルが外れる事故
が発生。

回収（レバー
式ハンドルと
無償交換）

ガラステーブル 株式会社タカショー

株式会社タカショー 埼玉受注センター
電話番号：０４９－２８８－２１２５

株式会社タカショーお客様サービスセンター
・フリーダイヤル：０１２０－５１－４１２８
・受付時間：09：00～17：30（土・日・祝日、弊社
所定の休日を除く）
・ＵＲＬ：http://takasho.co.jp/wp-
content/uploads/8077f6a7578507b6138efea66
6f785cb1.pdf

ラタンガラステーブル
機種：ＲＧＴ－０１Ｔ
商品コード：３４７１６２００

2014年2月～
2014年8月（販
売）

2014年09月12日
＜ＨＰ＞

当製品において、テーブル
天板外周の飾りとなるラタ
ン部分が熱により緩み、膨
らむことによって、外観上
の不備が発生する可能性
があるが判明。

回収

椅子 株式会社エイ･アイ･エス

株式会社エイ･アイ･エス　業務部
・電話番号：０２８０－９８－５１７１
・受付時間：月曜～金曜　９：００～１７：００（土
日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.ais-
gr.net/images/ais_fitchair.pdf

商品名：商品名：フィットチェアー
型番：型番：ＦＩＴ－００５
ＪＡＮコード：４９３２５２８　４８０５１３

商品名：フィットチェアー
型番：ＦＩＴ－００１
ＪＡＮコード：４９３２５２８　４８０６１２

商品名：フィットチェアー
型番：ＦＩＴ－００２
ＪＡＮコード：４９３２５２８　４８０７７３

2011年12月～
2013年6月（販
売）

2014年09月15日
＜ＨＰ＞

当製品の一部商品におい
て、ベース部分の不備によ
り、破損するという事象が
発生。

回収（同等商
品と無償交換
または部品交
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

ブランコ イケア・ジャパン株式会社

イケア・ジャパン 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：9:30 -18:00
・ＵＲＬ：
http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsite
m/recall_20140917_gunggung

商品名：ＧＵＮＧＧＵＮＧ/グンググング　ブランコ グ
リーン ＡＰＣＮ
製品番号：５０２－４３９－７３

2014年3月～
2014年8月

2014年09月17日
＜ＨＰ＞

当製品に関する事故の報
告を受け調査を行ったとこ
ろ、ブランコに使用されて
いる部品がイケアの品質
基準を満たしておらず、重
大な事故につながるおそ
れがあることが判明しまし
た。

回収（商品代
金払い戻し）

自転車 株式会社エバニュー

・電話番号：０３－３６４９－４９０１
・受付時間：09：00～17：00（祝祭日を除く月曜
日から金曜日）
・ＵＲＬ：
http://www.evernew.co.jp/important/caution_c
hill.pdf

商品名：ＣｈｉｌｌｂｉｋｅｓＢＡＳＥ ソリッド
品番：ＢＡＳＥ ２０１４　ＷＣＬＢＳ０１
サイズ：全サイズ
カラー：全カラー

2014年5月～
2014年9月（販
売）

2014年09月26日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
シートポストやぐら部分に
不具合があることが判明
致しました。
＊シートポストを交換して
いない車体には乗車しな
いようにしてください。

点検（良品
シートポストへ
無償交換）

硬式用金属バット ミズノ株式会社

ミズノお客様相談センター
・フリーダイヤル：０１２０－３２０－７９９
・受付時間：月曜日～金曜日09：30～17：00（祝
日、8/14～8/18の夏季休業日、弊社臨時休業
日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.mizuno.co.jp/customer/important/

品名：硬式用金属バット　ＭＧ　セレクト　Ｐ１（エムジー
セレクト ピーワン）
製品品番：１ＣＪＭＨ１０５８３（８３ｃｍ　０９：Ｊブラック
５０：ゴールド）
１ＣＪＭＨ１０５８４（８４ｃｍ　０９：Ｊブラック　５０：ゴール
ド）

2014年6月～（販
売）

2014年10月02日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
先端キャップに亀裂が入
り、異音が発生し、そのま
ま使用を続けると外れる可
能性があることが判明。

交換修理
（キャップ）

耳かき（LEDライト
付）

ピップ株式会社

ピップ株式会社　お客様相談室
・フリーダイヤル：０１２０－５１５－８５４
・受付時間：10月17日（金）までは09：00～18：
00（土・日・祝祭日も対応しています）　10月18
日（土）以降は10：00～17：00土・日・祝祭日を
除く）
・ＵＲＬ：http://www.pip-
club.com/important/entry/im_382.html

光る！粘着耳そうじ棒　ピカッとキャッチ
品番ＰＨ３０５
ＪＡＮコード４９０２５２２６６５１１７（当該商品用の、『交
換用耳そうじ棒　品番ＰＨ３２０，ＪＡＮコード４９０２５２
２６６５６９８』も回収対象とします）

2011年9月～
2014年9月（販
売）

2014年10月07日
＜ＨＰ、新聞＞

当製品において、乳幼児
のボタン電池誤飲の事故
が発生したことが判明。

回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

玩具 日本トイザらス株式会社

<日本トイザらス 商品問い合わせ窓口>
・フリーダイヤル：０１２０－４４－６５６０(一部IP
電話利用不可)（または０４４－５２２－６５６０）
＊各店舗の電話番号は、「トイザらス・ベビーザ
らス店舗情報」ページにてご確認ください。
・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日除く）
・ＵＲＬ：
http://www.toysrus.co.jp/corporate/pdf/2014
/20141016.pdf

商品名：ジャストライクホーム「パンをやいちゃお！トー
スター」
セット内容：トースター、トースト、ベーグル
商品番号：５Ｆ６０５８９

2013年9月1日～
2014年8月1日

2014年10月16日
＜ＨＰ＞

当製品において、セット内
容に含まれる「トースト」の
一部に強度不足の可能性
があることが判明。

回収（返品ま
たは返金）

家庭用空気清浄
機

ダイキン工業株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－３３０－６９６
・受付時間：平日、土、日、祝日ともに２４時間
受付可
・ＵＲＬ：
http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017
/index.html

１）空気清浄機｢光クリエール｣
２）加湿機能つき空気清浄機｢うるおい光クリエール｣
３）除加湿清浄機｢クリアフォース｣
＊空気清浄機対象機種一覧表へ

１）2006年9月～
2007年7月（製造
期間）
２）2009年8月～
2010年11月（製
造期間）
３）2009年8月～
2011年4月（製造
期間）

2014年10月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、送風用
ファンモータより発煙・発火
する事故が発生。

無償点検（修
理）

ルームエアコン ダイキン工業株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－３３０－６９６
・受付時間：平日、土、日、祝日ともに２４時間
受付可
・ＵＲＬ：
http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017
/index.html

ルームエアコン室内機
＊室内機対象機種一覧へ

2006年9月～
2010年8月（製
造）

2014年10月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、送風用
ファンモータより発煙・発火
する事故が発生。

無償点検（修
理）

降車ボタン工作
キット

東急バス株式会社

東急バス株式会社　お客さまセンター
・電話番号：０３－６４１２－０１９０
・受付時間：09:00～19:00（土･日･祝日除く)
・ＵＲＬ：
http://www.tokyubus.co.jp/top/news/000862.h
tml

降車ボタン工作キット／ＪＡＮコード：４５２１７１８７８０
８１８

2014年9月～
2014年10月（販
売）

2014年10月20日
＜ＨＰ＞

当製品において、工作時
の絶縁が不十分だった場
合、ボイスレコーダーのボ
タン電池が破損するケー
スがあることが判明。

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

マグカップ（景品） 株式会社伸和企画(景品輸入) 
キリンビバレッジ株式会社（景品配布）

・フリーダイヤル：０１２０－８８６－４０８
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.kirin.co.jp/company/news/2014/1
027_02.html

 「午後の紅茶」オリジナルマグカップ」全6種 2014年10月20日
～2014年10月24
日（景品配布期
間）

2014年10月27日
＜ＨＰ＞

当該景品の一部におい
て、熱湯を注ぐ等により破
損する恐れがあることが判
明。

当該景品の回
収及び、お詫
びの品との交
換

浮力調整器具 日本アクアラング株式会社

・電話番号：０４６－２４７－３２２２
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.aqualung.com/jp/images/uploads/r
ecall_sure_lock2.pdf

対象商品 ：シュアロックⅡ用ウエイトポケット 浮力調
整具(ＢＣ)用付属品（旧モデルのシュアロックタイプは
交換対象外です）

対象となるＢＣ製品：
アクシオム／アクシオムｉ３／ソールｉ３／
ロータスｉ３／ディメンションｉ３／パール／
プロＬＴ／ズーマ／ブラックアイス／
ナギ・ウェーブ用ウエイトシステム／
シュアロック２ウエイトポケット単品

旧モデル： プロＱＤ／プロＱＤｉ３／パールｉ３／プロア
ンリミテッド

2009年～ 2014年11月11日
＜ＨＰ＞

当製品の樹脂製ハンドル
部分に再度経年劣化によ
る破損の可能性がある事
が判明。

製品回収及
び、ナイロン繊
維製ハンドル
に無償交換

石油ファンヒー
ター

(輸入元)株式会社 千石
(販売元) 日本エー・アイ・シー株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－１５１－０５９
・受付時間：09：00～17：00（土曜・日曜・祝日、
夏季休暇・年末年始を除く）
・ＵＲＬ：http://www.aladdin-
aic.com/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%B8%E3
%83%B3%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E3%83%95%E3%
82%A1%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%BC%E3%8
2%BF%E3%83%BCAKF-
P359N%E3%81%94%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%8
1%AE%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81
%B8.pdf

ブランド：アラジン
製品名：ＡＫＦ－Ｐ３５９Ｎ（2014 年秋の新商品）
型番：Ｎｏ、５５．００１００１～５５．０２８４８３
ＪＡＮコード：Ｔ４９６２３６５０１５７５３
Ｔ４９６２３６５０１５７６０

2014年9月１日～
2014年11月5日

2014年11月11日
＜ＨＰ＞

当製品において、一部の
商品に取扱説明書・カタロ
グ記載どおりに、消し忘れ
消火装置(3時間自動消火)
が動作をしないものがある
ことが判明。

検印の無い製
品のみ回収・
無償交換（検
品・確認済み
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

ノートパソコン用
バッテリーパック

パナソニック株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－８７０－１６３（携帯電
話、ＰＨＳ、０５０ＩＰ電話利用可）
・電話番号：０６－６９０５－５０６７
・受付時間：9：00～21：00（2014年12月12日ま
で毎日） 9：00～17：00（2014年12月13日以降、
土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html

（１）社告日：2014年5月28日
パソコン対象機種：ＣＦ－Ｓ１０シリーズ、ＣＦ－Ｎ１０シ
リーズ
対象バッテリーパックの品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ６１ＡＪＳ、Ｃ
Ｆ－ＶＺＳＵ６４ＡＪＳ

（２）社告日：2014年11月13日（今回追加対象）
パソコン対象機種：ＣＦ－Ｓ１０シリーズ、ＣＦ－Ｎ１０シ
リーズ
対象バッテリーパックの品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ６０ＡＪＳ、Ｃ
Ｆ－ＶＺＳＵ６１ＡＪＳ、ＣＦ－ＶＺＳＵ６４ＡＪＳ

パソコン対象機種：ＣＦ－ＳＸ１／ＳＸ２／ＳＸ３シリー
ズ、ＣＦ－ＮＸ１／ＮＸ２／ＮＸ３シリーズ
対象バッテリーパックの品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ７５ＪＳ、ＣＦ
－ＶＺＳＵ７６ＪＳ、ＣＦ－ＶＺＳＵ７８ＪＳ、ＣＦ－ＶＺＳＵ７
９ＪＳ

（１）2011年4月～
2011年7月（バッ
テリーパック製
造）
（２）2011年7月～
2012年9月（バッ
テリーパック製
造）

2014年11月13日
＜ＨＰ＞

2014年5月28日に行ったリ
コール対象製品の範囲外
のバッテリーパックにおい
ても、製造上の不具合によ
り発煙・発火に至る可能性
のあることが判明。

回収（無料交
換）

パソコン対象機種：ＣＦ－Ｈ２シリーズ
対象バッテリーパックの品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ５３ＡＪＳ

＊ＣＦ－ＳＸ３シリーズ、ＣＦ－ＮＸ３シリーズについて
は、パソコン製品の工場出荷時に同梱していたバッテ
リーパックは対象外となります。
別途、バッテリーパックの購入、交換をされている場
合に限り、ご確認をお願いいたします。

対象機種を使用中の方は、パソコンの電源を切り、
バッテリーパックを取り外し、バッテリーパックの品番、
ロット記号を確認のうえ、下記の連絡先に連絡してく
ださい。
「バッテリーパックの品番・ロット記号の確認とお申込
みはこちら」
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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

踏み台 コーナン商事株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－０４－１９１０
・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.hc-
kohnan.com/important/images/2014.11.17_oshi
rasetoowabisteo.pdf

対象商品型番
・フォールディングステップ
ＭブラウンＴ－１０９０／ＪＡＮコード：４５２２８３１６０３２
９９
ＳブラウンＴ－１０８９Ａ／ＪＡＮコード：４５２２８３１６０３
３０５

・ＬＦＸフォールディングステップ
Ｍグリーン／ＪＡＮコード：４５２２８３１７０４２３１
Ｓグリーン／ＪＡＮコード：４５２２８３１７０４２２４
Ｍピンク／ＪＡＮコード：４５２２８３１７０４２５５
Ｓピンク／ＪＡＮコード：４５２２８３１７０４２４８
ＰＭ ＫＡＲ１８－９２９２／ＪＡＮコード：４５２２８３１３８９
２９２
ＰＳ ＫＡＲ１８－９３０８／ＪＡＮコード：４５２２８３１３８９
３０８
ＧＭ ＫＡＲ１８－９３１５／ＪＡＮコード：４５２２８３１３８９
３１５
ＧＳ ＫＡＲ１８－９３２２／ＪＡＮコード：４５２２８３１３８９
３２２
色：ブラウン ・グリーン ・ピンク
サイズ：Ｍ 高さ３９．０ｃｍ×奥行３２．０ｃｍ×幅３９．
０ｃｍ
Ｓ 高さ２２．０ｃｍ×奥行２５．０ｃｍ×幅３１．０ｃｍ

2009年9月～
2014年11月

2014年11月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、踏み台
に乗る静的荷重に問題は
ありませんが、高所より踏
み台に降りる際に（動的荷
重）当該品を使用すると破
損する恐れがある事が動
的荷重試験により判明。

回収（返金）

椅子 株式会社コメリ

株式会社コメリ　お客様相談室
・フリーダイヤル：０１２０－３７１－１３４
・受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00（土日
を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.komeri.bit.or.jp/company/news/im
g/20141201.pdf

（１）オフィスチェアー ＡＧ－４８、ＪＡＮコード：４９２０５
０１２８７４９５
（２）オフィスチェアーひじ付き ＡＧＨ－４８、ＪＡＮコー
ド：４９２０５０１２８７５０１
＊座面裏に貼付されたシールに型番「ＡＧ－４８」また
は「ＡＧＨ－４８」が記載されている製品が対象となりま
す。

（１）2004年～
2012年7月
（２）2004年～
2013年7月

2014年12月01日
＜ＨＰ＞

当製品において、脚部に
亀裂が生じる恐れがある
ことが判明。

回収（同等品
と交換、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

ゆたんぽ（電子レ
ンジ用）

株式会社ＡＤＥＫＡ

株式会社ＡＤＥＫＡ　化学品企画部
・フリーダイヤル：０１２０－９６３－２４０
・受付時間：09：00～12：00、13：00～17：00（土･
日・祝日を除く）
http://www.adeka.co.jp/news/2014/141202.ht
ml

夢暖（旭電化工業株式会社）
安眠物語（株式会社バイオスコーポレーション）
あったまりーな（山甚物産株式会社）
レンジで湯たんぽ（ピップトウキョウ株式会社）
チビ暖くん（ピップトウキョウ株式会社）

～1998年 2014年12月02日
＜ＨＰ、新聞＞

加熱のしかたにより一部
の製品で容器が破損して
中身の高温の液体が飛散
し、やけどを負う事故が発
生。
（平成11年11月12日､平成
15年2月7日､平成18年10
月2日、平成18年12月22
日､平成19年2月7日、平成
20年2月27日、平成21年11
月18日、平成22年11月10
日、平成23年11月10日、
平成24年12月12日、平成
25年11月1日におこなった
社告の再社告)

使用中止・回
収（返金）

ゆたんぽ（電子レ
ンジ用）

株式会社 タカラトミー

お客様相談室・ホット２フレンド専用ダイヤル
・フリーダイヤル：０１２０―３５―１０３１
・受付時間：平日午前10時～午後5時（土・日・
祝日は除く）
http://www.takaratomy.co.jp/products/informa
tion/hot.html

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

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

1998年11月～
2000年4月

2014年12月02日
＜新聞＞

加熱により容器が破損して
中身の液体が飛散し、や
けどの事故が発生。
（2000年4月17日、2000年
11月27日、2006年10月3
日、2008年2月27日、2010
年9月3日に行った社告の
再社告）

使用中止・回
収（返金）

電動車いす アイシン精機株式会社

お問合せ先「アイシン精機 お客様相談係」
・フリーダイヤル：０１２０－３３－００５６
・受付時間：月～金曜日08:30～17:30 土・日、
祝日10:00～17:30
※2015年1月以降の土・日曜日、祝日、年末年
始・ゴールデンウィーク・夏期休暇の期間はお
休みをいただきます
・ＵＲＬ：
http://www.aisin.co.jp/news/2014/010205.html

対象製品名：軽量電動車いす
ＴＡＯ ＬＩＧＨＴ ２（タオライトツー）
ＴＡＯ ＬＩＧＨＴ ２－ｍ（タオライトツーエム）
製品番号：２０１３４～２４５６６、２０１３４Ｒ～２０６７３
Ｒ、Ｈ００００１～Ｈ１２４０８

2004年3月～
2014年10月

2014年12月08日
＜ＨＰ＞

当製品において、前輪キャ
スタータイヤに亀裂・剥離
が発生し、そのまま継続使
用すると、ごく稀にホイー
ルからタイヤが外れる場
合があることが判明。

回収（無償交
換：前輪キャス
タータイヤ）
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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

電気グリル鍋 株式会社アズマ（輸入元）
株式会社ドンキホーテホールディングス（販売
元）

株式会社アズマ お客様サポートセンター
・フリーダイヤル：０１２０－００－８９８４
・受付時間：10：00～17：00（土、日、祝祭日およ
び指定休業日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.donki.com/shared/pdf/news/co_n
ews/1836/141205_FWlCf.pdf

商品名：情熱価格 ３枚プレート電気グリル鍋
型番：ＥＧＴ－１３３Ｄ
JAN コード：４９９０５６７３０２６１６
シリアルナンバー：１４１００００１～１４１０２３０４（本体
裏面に記載）

2014年10月～
2014年11月

2014年12月08日
＜ＨＰ＞

当製品の一部商品におき
まして、温度制御の不具合
によりヒータープレート（熱
板）が高温になり変形、破
損する事案が発生。

回収（返金）

AC電源コード 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
・フリーコール：０１２０－９８８－８１９
・受付時間：09：00～18：00（祝日を除く）
2014年12月21日まで月曜日～日曜日受付
2014年12月22日以降月曜日～金曜日受付
（土日祝祭日、レノボ月次指定休業日*および、
12月30日～1月3日を除く）
*毎月の休業日は以下のWebサイトにて確認し
てください。
www.lenovo.com/jp/lsmartctr/
・ＵＲＬ：
http://support.lenovo.com/ja/powercord2014

製品名：
ＩｄｅａＰａｄシリーズ、Ｌｅｎｏｖｏシリーズ ノードブック・コ
ンピュータ用AC電源コード
型番：LS-15（電源コードのACアダプタ側のプラグ表
記有り）
対象コンピュータ機種：
ＩｄｅａＰａｄ Ｓ１００、ＩｄｅａＰａｄ Ｓ１０－３、ＩｄｅａＰａｄＳ１０
－３ｓ
ＩｄｅａＰａｄ Ｓ１０-３ｔ、ＩｄｅａＰａｄ Ｓ１１０、ＩｄｅａＰａｄＳ２０
５
ＩｄｅａＰａｄ U１５０
ＩｄｅａＰａｄ U１６０、ＩｄｅａＰａｄ U１６５、ＩｄｅａＰａｄ U２６０
ＩｄｅａＰａｄ U３００ｓ、ＩｄｅａＰａｄ Y５６０、ＩｄｅａＰａｄ Y５６
０ｐ
ＩｄｅａＰａｄ Y５７０
ＩｄｅａＰａｄ Ｚ３７０、ＩｄｅａＰａｄ Ｚ４７０、ＩｄｅａＰａｄＺ５６０
ＩｄｅａＰａｄ Ｚ５７０、ＩｄｅａＰａｄ Ｚ５７５、ＩｄｅａＰａｄＺ５８０
Ｌｅｎｏｖｏ Ｇ４６５
Ｌｅｎｏｖｏ Ｇ４７５、Ｌｅｎｏｖｏ Ｇ５５０、ＬｅｎｏｖｏＧ５６０
Ｌｅｎｏｖｏ Ｇ５６０ｅ、Ｌｅｎｏｖｏ Ｇ５６５、ＬｅｎｏｖｏＧ５７０
Ｌｅｎｏｖｏ Ｇ５７５、Ｌｅｎｏｖｏ Ｇ５８０

2011年2月～
2012年6月（製
造）

2014年12月10日
＜ＨＰ＞

当製品を使用中に過熱、
発煙、発火、火傷等に至る
おそれがあることが判明。

回収（保証状
況にかかわら
ず電源コード
のみ無償提
供）

トーチバーナー （製造）株式会社旭製作所 
（販売）岩谷産業株式会社

イワタニお料理バーナー相談室
・フリーダイヤル：０１２０－６０－１５９８
・受付時間：09：00～18：00（土・日・祝日は除く）
※2014年12月31日までは土・日・祝日も含め毎
日受付可）
・ＵＲＬ：
http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.ph
p?idx=28

商品名：イワタニ お料理バーナー プロⅢ
品番：ＣＢ－ＴＣ－ＣＰＲＯ３
製造ロットＮｏ：１３１１１１，１３１２１１，１４０２２１，１４
０７０２
ＪＡＮコード：４９０１１４０９０７４９４

2013年12月～
2014年12月

2014年12月11日
＜ＨＰ＞

当製品の一部に製造上の
不具合があり、使用中に
やけどや、火災に至る可
能性があることが判明。

回収（無償製
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

電動アシスト自転
車用バッテリー

神田無線電機株式会社：（輸入元/販売）

・フリーダイヤル：０１２０－５６５－８８０（対象自
転車ご使用中のお客様からの回収交換受付）
０１２０－２８５－８８０（販売店様からのお問い
合わせ専用）
・受付時間：09：00～18：00（平成27 年2 月1 日
からは土日祝祭日を除く)】）
・ＵＲＬ：http://www.laox.co.jp/wordpress/wp-
content/uploads/2014/12/20141215_press.pdf
・電動アシスト自転車の「バッテリー」無償交換
プログラム窓口
ＵＲＬ：http://taskal.laox.co.jp/project/

対象バッテリー搭載自転車シリーズ名
ＴＡＳＫＡＬ、ａｍａｄａｎａ、ＲＵＮＦＵＮ

対象バッテリー：
品番：ＫＭＤ－ＢＣ ６．６Ａｈ
型番：ＫＭＤ－ＢＣ６
ＪＡＮコード：４５７１３１１３７０９３０

品番：ＫＭＤ－ＢＣ ８．８Ａｈ
型番：ＫＭＤ－ＢＣ８
ＪＡＮコード：４５７１３１１３７1９６８

品番：ＫＭＤ－ＢＴ ６．６Ａｈ
型番：ＫＭＤ－ＢＴ６
ＪＡＮコード：４５７１３１１３７２９８９
型番：ＫＭＤ－ＢＴ６Ｎ
ＪＡＮコード：４５７１３１１３７４０６８

品番：ＫＭＤ－ＢＴ ８．８Ａｈ
型番：ＫＭＤ－ＢＴ８
ＪＡＮコード：４５７１３１１３７２９９６
型番：ＫＭＤ－ＢＴ８Ｎ
ＪＡＮコード：４５７１３１１３７４０７５

2012年4月～
2014年7月

2014年12月15日
＜ＨＰ＞

当製品において数件、発
煙及び発火が発生したこと
が判明。

回収（無償交
換：対象バッテ
リー）

ローボルト デコ
レーション ミッ
キーマウス(電飾
用)

株式会社タカショー

株式会社タカショー お客様サービスセンター
・フリーダイヤル：０１２０－５１－４１２８
・受付時間：2014年12月15日～12月27日は、9：
00～20：00（土・日・祝日も受付可）
・2014年12月28日～2015年1月4日は、休業日
・2015年1月5日以降は、9：00～17：00（土・日・
祝日・社休日を除く）
・ＵＲＬ：http://takasho.co.jp/wp-
content/uploads/f8e2f0d8881a25bc806314ea5
a4b859d.pdf

商品名称：ローボルト デコレーション ミッキーマウス
商品品番：ＴＤ－ＤＣ０１ＬＣ／ＴＤ－ＤＣ０１Ｌ
ＪＡＮコード：４５２４５２２６０６３９８／４９７５１４９６０２
７１１

2013年～ 2014年12月15日
＜ＨＰ＞

当製品において、AC-DC
コンバーターとトランスが
発熱し、AC-DCコンバー
ターの樹脂が熱変形し、異
臭が発生するおそれがあ
ることが判明。

回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ブラジャー トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－１０４２５６
・受付時間：09:00～17:00まで（平日のみ）
・ＵＲＬ：
http://www.triumph.com/jp/ewt_assets/JP/12
16news.pdf

商品名：フルカップブラジャー　ＴＲ３６０ＷＰ
品番：１６－６９２８
サイズ：カップＢ／アンダー７５～８５
カップＣ・Ｄ／アンダー７５～９０
カップＥ／アンダー７０～８５
カップＦ・Ｇ／アンダー７０～８５
カラー：ベージュ、ラベンダー、えんじ

2014年9月11日
～

2014年12月16日
＜ＨＰ＞

当製品において、ワイヤー
をカバーしているテープを
突き抜けて、ワイヤーが外
側に出る可能性があること
が判明。

回収（商品代
金返金）

電動ポンプ（ゴム
ボート用）

アキレス株式会社

アキレス株式会社お客様相談室
・フリーダイヤル：０１２０－８９－４１９２
・電話番号：０３－３２２５－２１４１
・受付時間：09：30～17：00月曜日～金曜日（祝
日除く）
・ＵＲＬ：
http://www.achilles.jp/info/detail/boat/

１）商品名：ゴムボート用電動ポンプ
機種：ＭＢ－５０（ソケット式）
ＪＡＮコード ：４９３０８２７５１３１１６

２）商品名：ゴムボート用電動ポンプ
機種：ＭＢ－８０（バッテリー直結式）
ＪＡＮコード ：４９３０８２７５１２４０９

１）2012年4月～
2014年12月
２）2010年4月～
2014年12月

2014年12月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用時
に送風ファンが破損し、破
片が送風口から飛散する
おそれがあることが判明。

回収（安全対
策を施した製
品と交換）

伸縮式はしご アルインコ株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－６０７－０１０
・受付時間：月曜日～金曜日09：00～17：00（祝
日及び年末年始を除く）
・E-mailアドレス： KYATATU@alinco.co.jp
・ＵＲＬ：
http://www.alinco.co.jp/information/detail.html
?bbsId=B20141218001&y=2014

商品名：伸縮式はしご
型番：ＭＷ３９
ロット番号：４８１１１２２
ＪＡＮコード：４９６９１８２２１９８４５

2013年1月～
2013年11月

2014年12月22日
＜ＨＰ＞

当製品において、対象ロッ
ト番号の支柱部分に亀裂
が生じるおそれのあること
が自主点検の結果、判
明。

回収（代替品
との交換また
は買い取り返
金）

オーブントース
ター

ツインバード工業株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－８１１－７７１（携帯電
話からも利用可）
・ＦＡＸ：０２５６‐９３‐３２０１、０２５６‐９３‐１０７７
・受付時間：09：00～17：00（祝祭日を除く平日）
※平成26年12月24日から平成27年1月9日まで
は、年末年始・土日も受付可
・ＵＲＬ：
http://www.twinbird.jp/docs/osirase/2014122
4/

型番：ＴＳ－４０３１型
製造番号：ＧＣ４Ｅ２０８、ＧＣ４Ｆ１９８
ＪＡＮコード：４９７５０５８４０３１１９

型番：ＴＳ－４０３３型
製造番号：ＧＣ４Ｅ２２８、ＧＣ４Ｉ２８９、ＧＣ４Ｉ３０９
ＪＡＮコード：４９７５０５８４０３３１７

2014年7月～ 2014年12月24日
＜ＨＰ＞

当製品において、使用中
または使用後にドアガラス
が破損する場合があること
が判明。

回収（無償製
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（業務用ア
ミューズメント専
用景品）

株式会社タイトー

タイトーお客様相談センター
フリーダイヤル：０１２０－５７－０７８８
受付時間：10:00～18:00(年中無休）
ＵＲＬ：
https://www.taito.co.jp/corporate/topics/new
s/1606

「ＵＦＯＣＹＣＬＯＮＥ ＲＥＶ．３」（UFOサイクロン３） 2014年12月24日 2015年01月06日
＜ＨＰ＞

当製品において、製造の
ばらつきにより、一部の製
品で、コントローラ部の電
池ＢＯＸと基板間に線材が
挟み込まれた状態で組み
込まれたことにより、その
線材の被覆が損傷し、損
傷した部分の線芯が電源
部に接触し、線材が焼損・
発煙に至る恐れがあること
が判明。

製品回収およ
び対策済み製
品と無償交換

電気ケトル 販売）株式会社　良品計画
製造）ツインバード株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－７０７０－６６
・受付時間：09：00～17：00（祝祭日を除く平日）
※平成27年1月17日から平成27年2月8日まで
は、土日も受付可
・ＵＲＬ：
http://www.twinbird.jp/docs/osirase/2015011
7/

対象製品：電気ケトル
型番：ＴＰ－Ｒ５００型
製造年：2013年
製造番号：ＤＲ３Ｆ０７２
ＪＡＮコード：４５４８７１８９３６８４７

●対象製品の型番・製造番号の確認箇所・型番確認
方法：
・本体側面貼付の 『 定格銘板 』 で確認してください。
・製造番号確認方法：本体底面貼付の 『 製造番号表
示シール 』 で確認してください。

2013年6月～
2015年1月（販
売）

2015年01月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、本体
パーツの成型不具合によ
る本体破損の恐れのある
ことが判明。

回収（返金）

ＡＣアダプタ（照明
器具の付属品）

株式会社　ＰＦＵ

電源アダプタ交換対応専用窓口
・フリーダイヤル：０１２０－３７－０２４７
・受付時間：月-土09：00～17：00（日・祝日・年
末年始・当社休業日を除く）
・Ｅ－ｍａｉｌ： snap@pfu.fujitsu.com
・ＵＲＬ：http://snaplite.jp/news/20150119.html

製品名：ＳｎａｐＬｉｔｅ ＰＤ－ＳＬ０１用ＡＣアダプタ
・対象ＡＣアダプターの確認方法：
プラグ部分の下に「Tenwei」の表示がある電源アダプ
タが交換対象となります。

・製造番号の確認方法：
交換の際にＳｎａｐＬｉｔｅの製造番号が必要となります。
事前にＳｎａｐＬｉｔｅ底面のラベルに記載の「SER.NO.」
部分（１０桁の英数字）を確認してください。

2014年5月～ 2015年01月19日
＜ＨＰ＞

当製品において、プラグ部
分 (金属製の差し込み部
分) が外れて電源コンセン
ト内に残り、感電する可能
性のあることが判明。

無償交換（電
源アダプター）
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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

電動アシスト自転
車

パナソニック サイクルテック株式会社

パナソニック サイクルテック株式会社 安全点
検受付・お問い合わせ窓口
・フリーコール：０１２０－７８１－６０３（無料）（携
帯電話・PHSからもご利用可）
・受付時間：09：00～17：00（土曜日・日曜日・祝
日を除く）
・ＵＲＬ：
https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201
501.html

対象製品：電動アシスト自転車「ビビ・ストロング（ＶｉＶｉ
ＳＴＲＯＮＧ）」（車載質量１２０ｋｇ（人+荷物））

対象品番：ＢＥ－ＥＮＥＧ６３Ｂ
ＪＡＮコード：４５１９３８９１１８５７３

対象品番：ＢＥ－ＥＮＥＧ６３Ｔ
ＪＡＮコード：４５１９３８９１１８５９７

対象品番：ＢＥ－ＥＮＥＧ６３Ｖ
ＪＡＮコード：４５１９３８９１１８６１０

2012年7月～
2014年10月

2015年01月20日
＜ＨＰ＞

当製品において、衝突時
や激しい段差の乗り降り等
で大きな衝撃を受けた自
転車を異常に気づかず継
続使用した場合、前ホーク
（フロントフォーク）が破損
し転倒に至るおそれがあ
るため。

無償点検（部
品交換：前
ホーク）
（点検の際に
修理等が必要
となった部品
については保
証書記載の通
り対応）

スチーム式加湿
器

輸入：株式会社ミュージーコーポレーション
販売：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/qualit
y03/important/list/node_11693

製品名：ＹＡＭＡＺＥＮ スチーム式加湿器
型番：ＤＳＫＩ－３２０Ｐ

2006年9月～
2008年1月

2015年01月21日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
水アカ（カルキ）付着によ
る、内部部品の劣化が原
因と考えられる発火事故
が2件発生いたしました。

回収（返金）

キャンドルホル
ダー

Ｚｅｂｒａ Ｊａｐａｎ 株式会社

・メールアドレス：info@tiger-stores.jp
・ＵＲＬ：
http://www.flyingtiger.jp/download/212/20150
1TealightCandleholderApple.pdf

商品名：キャンドルホルダー(英語表記：ＴＥＡＬＩＧＨＴ
ＣＡＮＤＬＥＨＯＬＤＥＲ　ＡＰＰＬＥ)
ブランド名：Ｆｌｙｉｎｇ ＴｉｇｅｒＣｏｐｅｎｈａｇｅｎ
製造番号：ＭＪＰ－０１７７０
ＪＡＮコード：２０００１００２９６０６（小），２０００１００２９
６１３（大）

2014年9月～（輸
入期間）

2015年01月21日
＜ＨＰ＞

キャンドルホルダー内部に
熱がこもり放熱されにくく、
やけどや火災等の恐れが
あるため。

回収（購入金
額返金）

食器乾燥器 コーナン商事株式会社

・フリーダイヤル：０１０２－０４－１９１０
・受付時間：09:00～17:00(土・日・祝日を除く)
・ＵＲＬ：http://www.hc-
kohnan.com/important/images/2015.02.02_syo
kkikansouki.pdf

製品名：食器乾燥器
型番：ＫＨＮ２２－７３７９
ＪＡＮコード：４５２２８３１６３７３７９

2013年6月～
2014年12月(販
売)

2015年02月02日
＜ＨＰ＞

当製品において、 電気用
品安全法の規格基準外の
部品が装備されていること
が判明。

回収（購入金
額返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

手すり部材 アロン化成株式会社

アロン化成株式会社　お客様相談室
・フリーダイヤル：０１２０－８６－７７３５
・受付時間：月曜日～金曜日09:00～17：00
（12：00～13：00は除く）（土日祝祭日除く）
・ＵＲＬ：
http://www.aronkasei.co.jp/anjyu/info/info.php
#11

品番：５３１２７７
安寿：住宅用連続手すり部材
フリーエンド：丸棒用３２ゴールド
製造番号：０９０２０４７、０９１５０２７、３７１５０１０９
品番：５３１２７８
安寿：住宅用連続手すり部材
フリーエンド：丸棒用３２ブロンズ
製造番号：０９１５０２７、３７１５０１０９
品番：５３１２７９
安寿：住宅用連続手すり部材
フリーエンド：丸棒用３２シルバー
製造番号：０９１５０２７、３７１５０１０９
品番：５３１１７７
安寿：住宅用連続手すり部材
フリーエンド：丸棒用３５ゴールド
製造番号：０９０２０４７、０９１５０２７、３７１５０１０９
品番：５３１１７８
安寿：住宅用連続手すり部材
フリーエンド：丸棒用３５ブロンズ
製造番号：０９１５０２７、３７１５０１０９
品番：５３１１７９
安寿：住宅用連続手すり部材
フリーエンド：丸棒用３５シルバー
製造番号：０９１５０２７、３７１５０１０９

2007年2月27日
～

2015年02月16日
＜ＨＰ＞

当製品において、製造時
に不純物が混入していた
事により、経年後の強度が
不足する可能性がある事
が判明。

回収（施工現
場の点検及び
補修作業）
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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

レーザープリン
ター

（製造・販売）富士ゼロックス株式会社　
（販売）セイコーエプソン株式会社　
（販売）富士通株式会社　
（販売）カシオ計算機株式会社

◆富士ゼロックス株式会社「お客様相談セン
ター」
フリーダイヤル：０１２０－２７－４１００ (通話料
無料)
ファクス：０１２０－０５－５０３５ (通話料無料)
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・
祝日および年末年始を除く）
http://www.fujixerox.co.jp/company/news/noti
ce/

◆セイコーエプソン株式会社「エプソン ページ
プリンター特別対応窓口」
(1)ホームページによる申し込み
http://www.epson.jp/1502lp/
(2)電話による申し込み
フリーコール：０１２０－９２－６３８３ ※携帯電
話からもご利用いただけます。
受付時間：月～金9:00～17:30、土･日･祝日
10:00～17:00（社休日を除く）
http://www.epson.jp/info/?fwlink=jptop_info

◆富士通株式会社
ＸＬシリーズプリンタお問い合わせ窓口
フリーダイヤル：０１２０－４２－２２８０
受付時間：平日09：00～17：00 (土日祝日およ
び当社指定の休日を除く)

●事業者名：富士ゼロックス株式会社
１）製品名：ＤｏｃｕＰｒｉｎｔ　２６０

●事業者名：セイコーエプソン株式会社
２）製品名：ＬＰ－８９００／８９００Ｒ／８９００Ｎ／８９０
０Ｎ２／８９００Ｎ３
３）製品名：ＬＰ－８９００Ｄ
４）製品名：ＬＰ－８９００ＤＭ

●事業者名：富士通株式会社
５）製品名：ページプリンタＰｒｉｎｔｉａ ＬＡＳＥＲ ＸＬシリー
ズ
ＸＬ－５２５０，ＸＬ－５３３０，ＸＬ－５３４０，ＸＬ－５３５
０，ＸＬ－５７３０，ＸＬ－５７５０，ＸＬ－９２６０

●事業者名：カシオ計算機株式会社
６）製品名：カシオモノクロページプリンタ
ＣＰ－Ｅ８５００、ＣＰ－Ｅ８５００ＮＷ

１）2002年3月～
2008年2月
２）2002年1月～
2009年8月
３）2002年8月～
2007年3月
４）2007年3月～
2008年3月
５）2001年1月～
2008年6月
６）2003年8月～
2010年3月

2015年02月16日
＜ＨＰ＞

当製品において、電子部
品の非常に稀な故障によ
り、機械内部の一部を焼
損するケースがあることが
判明。

点検（無償部
品交換）

http://www.fmworld.net/biz/common/info/201
50216/index.html
http://www.fmworld.net/biz/printer/rireki/new
.html

◆カシオ計算機株式会社　「カシオテクノ株式
会社　コールセンター」
フリーダイヤル：０１２０－６６５－５４０
携帯電話・ＰＨＳ・ＩＰ電話用：０４２－５０３－７２
１２
受付時間：月～土9:00～17:30（日･祝日を除く）
http://casio.jp/support/ppr/
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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

株式会社スコットジャパン

株式会社スコットジャパン
・メール：info@scott-sports.jp
・ＵＲＬ：http://www.scott-
japan.com/sites/default/files/SCOTT%20VANI
SH%20EVO%20リコールのお知らせ_0.pdf
スコット取扱店舗検索サイト
・ＵＲＬ：http://www.scott-
japan.com/dealers?dealername=&tid=All

対象モデル品番：２３８４７２
品名：ＶＡＮＩＳＨ ＥＶＯ（２０１５年モデルヘルメット）
カラー：Ｗｈｉｔｅ／Ｙｅｌｌｏｗ／Ｗｈｉｔｅ／ＧｒｅｙＢｌｕｅ／Ｇｒｅ
ｅｎＢｌａｃｋ／Ｇｒｅｙ

2014年10月～
2014年12月

2015年02月17日
＜ＨＰ＞

当製品において、当社の
設定基準を下回る強度の
商品が混入している可能
性があるため。
＊この製品をお使いのお
客様は直ちに使用を中止
し、購入した正規スコット取
扱い店へお持ち込み頂け
ますようお願い申し上げま
す。

回収・返金（店
頭にて対応）

ノートパソコン用
バッテリーパック

パナソニック株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－８７０－１６３（携帯電
話、ＰＨＳ、０５０ＩＰ電話利用可）
・電話番号：０６－６９０５－５０６７
・受付時間：9：00～21：00（2015年3月22日まで
毎日） 9：00～17：00（2015年3月23日以降、土・
日・祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html

(１）2014年5月28日掲載分
パソコン対象機種：ＣＦ－Ｓ１０シリーズ、ＣＦ－Ｎ１０シ
リーズ
対象バッテリーパックの品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ６０ＡＪＳ、Ｃ
Ｆ－ＶＺＳＵ６１ＡＪＳ、ＣＦ－ＶＺＳＵ６４ＡＪＳ

２）2014年11月13日（品番追加・対象期間拡大）
パソコン対象機種：ＣＦ－Ｓ１０シリーズ、ＣＦ－Ｎ１０シ
リーズ
対象バッテリーパックの品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ６０ＡＪＳ、Ｃ
Ｆ－ＶＺＳＵ６１ＡＪＳ、ＣＦ－ＶＺＳＵ６４ＡＪＳ
パソコン対象機種：ＣＦ－ＳＸ１／ＳＸ２／ＳＸ３シリー
ズ、ＣＦ－ＮＸ１／ＮＸ２／ＮＸ３シリーズ
対象バッテリーパックの品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ７５ＪＳ、ＣＦ
－ＶＺＳＵ７６ＪＳ、ＣＦ－ＶＺＳＵ７８ＪＳ、ＣＦ－ＶＺＳＵ７
９ＪＳ
パソコン対象機種：ＣＦ－Ｈ２シリーズ
対象バッテリーパックの品番：ＣＦ－ＶＺＳＵ５３ＡＪＳ
＊ＣＦ－ＳＸ３シリーズ、ＣＦ－ＮＸ３シリーズについて
は、パソコン製品の工場出荷時に同梱していたバッテ
リーパックは対象外となります。
別途、バッテリーパックの購入、交換をされている場
合に限り、ご確認をお願いいたします。

（１）2011年4月～
2011年7月（バッ
テリーパック製
造）
（２）2011年7月～
2012年9月（バッ
テリーパック製
造）

2015年02月23日
＜ＨＰ＞

製造上の不具合により発
煙・発火に至る可能性の
あることが判明。

回収（バッテ
リーパック無
料交換）

＊対象機種を使用中の方は、パソコンの電源を切り、
バッテリーパックを取り外し、バッテリーパックの品番、
ロット記号を確認のうえ、下記の連絡先に連絡してく
ださい。
「バッテリーパックの品番・ロット記号の確認とお申込
みはこちら」
〇今回の社告は 2014年5月28日掲載分、2014年11月
13日分の再周知。
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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

モバイルバッテ
リー

エレコム株式会社

エレコム株式会社 モバイルバッテリーお客様
相談室
・フリーダイヤル：０１２０－３１７－５０１
・受付時間：10:00～12：00 13：00～18：00 月曜
日～金曜日（祝祭日、夏期・年末年始特定休業
日を除く）
※2015年3月2日(月）～3月31日(火)は、受付時
間：10:00～19:00にて、土日祝祭日受付可
・ＵＲＬ：
http://www.elecom.co.jp/support/news/20150
223/

ＤＥ－Ｍ０１Ｌ－１０４４０シリーズ
型番：ＤＥ－Ｍ０１Ｌ－１０４４０ＢＫ、ＤＥ－Ｍ０１Ｌ－１０
４４０ＷＨ

ＤＥ－Ｍ０１Ｌ－１３０４０シリーズ
型番：ＤＥ－Ｍ０１Ｌ－１３０４０ＢＫ、ＤＥ－Ｍ０１Ｌ－１３
０４０ＷＨ

＊下記の製品は対象外です。
モバイルバッテリーおよびマークスフィア クロンヌブラ
ンドのＭＳＰ－ＧＤＴ１シリーズ
（ＭＳＰ－ＧＤＴ１－ＢＫ、ＭＳＰ－ＧＤＴ１－ＢＲ、ＭＳＰ
－ＧＤＴ１－ＮＶ、ＭＳＰ－ＧＤＴ１－ＰＫ）

2013年11月27日
～2015年1月27
日

2015年02月23日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
在庫保管の状態にて発煙
する事象が発生。

回収（返金）

携帯発電機 （製造・販売）三菱重工エンジンシステム株式
会社
（販売）株式会社やまびこ
（販売）デンヨー株式会社

◆三菱重工エンジンシステム株式会社　三菱メ
イキエンジンお問合せ窓口
・フリーダイヤル：０１２０－２２１－３２４（一般電
話、公衆電話のみ）
・電話番号：０５２－４１２－２２２６（上記以外）
・受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土･日･
祝祭日を除く、月曜～金曜の弊社営業日）
・ＵＲＬ：http://www.mhi-
eng.com/notice/pdf/20150220.pdf

◆株式会社やまびこ　お客様コールセンター
・フリーダイヤル：０１２０－０３３１４６（携帯電
話、ＰＨＳ可）
・受付時間：月曜～金曜 9:00～17:00（土･日･祝
祭日を除く）
・ＵＲＬ：http://www.yamabiko-
corp.co.jp/news/detail/id=7736

◆デンヨー株式会社　デンヨーお客様相談室
・フリーダイヤル：０１２０－９３５－７１１
・受付時間：月曜～金曜 9:00～17:00（土･日･祝
祭日を除く、月曜～金曜の弊社営業日）
・ＵＲＬ：
http://www.denyo.co.jp/products/pdf/ge-
2200p_kaisyu.pdf

メーカー名(ブランド名):三菱重工エンジンシステム株
式会社
三菱型式：ＭＧＣ２２００ＧＡ０１，ＭＧＣ２２００ＧＡ０２
三菱製造番号：０００１０１～０００６３１

メーカー名(ブランド名):株式会社やまびこ(ｓｈｉｎｄａｉｗ
ａ)
発電機メーカー型式：ＩＥＧ２２００Ｍ－ＰＧ
発電機メーカー製造番号：００００００１～００００１５０
三菱型式：ＭＧＣ２２００ＧＡ３１
三菱製造番号：０００２１２～０００６１１

メーカー名(ブランド名):デンヨー株式会社
発電機メーカー型式：ＧＥ－２２００Ｐ
三菱型式：ＭＧＣ２２００ＧＡ２２
三菱製造番号：０００３５２～０００４０１

＜出荷対象台数順＞
＊対象号機であっても下記の梱包箱や製品型式ラベ
ルの横にシールが貼られているものは対策済みであ
り点検や部品交換の必要はありません。シールの無
いものが改修対象です。

2013年9月～
2014年10月（製
造期間）

2015年02月23日
＜ＨＰ＞

当該製品の始動用プライミ
ングボタンの作動が悪く、
ガスが流れたままとなり、
ガス漏れが生じるおそれ
があるため。

対策済みプラ
イミングボタン
（以下ボタン）
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

ハンドル スペシャライズド・ジャパン合同会社

スペシャライズド・ジャパン カスタマーサービス
フリーダイヤル
・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/media/whatsnew/
aerobar%20recall%20b2c%20022615.pdf

・ブランド名：ＳＰＥＣＩＡＬＩＺＥＤ（スペシャライズド）
・モデル：2012年～2015年
・製品名：Ｃａｒｂｏｎ Ａｅｒｏｂａｒ ｗｉｔｈ Ａｅｒｏ Ｓｔｅｍ（カー
ボン・エアロバー・ウィズ・エアロステム、以下カーボン
仕様）
・搭載車種：
2012年モデル：ＳＷ Ｓｈｉｖ Ｄｉ２ Ｘ２
2012年モデル：Ｓｈｉｖ Ｐｒｏ Ｒｅｄ Ｍ２
2012年モデル：Ｓｈｉｖ Ｅｘｐｅｒｔ Ｍ２
2012年モデル：Ｓｈｉｖ Ｃｏｍｐ Ｒｉｖａｌ Ｍ２
2012年モデル：Ｓｈｉｖ Ｅｌｉｔｅ Ａ１ Ａｐｅｘ Ｍ２
2012年モデル：ＳＷ Ｓｈｉｖ Ｍｏｄｕｌｅ Ｘ２
2013年モデル：ＳＷ Ｓｈｉｖ Ｄｉ２ Ｘ２
2013年モデル：Ｓｈｉｖ Ｐｒｏ Ｕｉ２ Ｍ２
2013年モデル：ＳＨｉＶ Ｅｘｐｅｒｔ Ｍ２
2013年モデル：Ｓｈｉｖ Ｃｏｍｐ Ｒｉｖａｌ Ｍ２
2013年モデル：ＳＷ Ｓｈｉｖ Ｍｏｄｕｌｅ Ｘ２

2011年7月～
2015年2月

2015年02月25日
＜ＨＰ＞

当製品において、エクステ
ンション・クランプボルトが
潜在的に破損するおそれ
があることが判明。

回収（無償交
換：ハンドルの
み）

・ブランド名：ＳＰＥＣＩＡＬＩＺＥＤ（スペシャライズド）
・モデル：2012年～2015年
・製品名：Ｈｙｄｒｏｆｏｒｍｅｄ Ａｌｌｏｙ Ａｅｒｏｂａｒ（ハイドロ
フォームド・アロイ・エアロバー、以下アルミ仕様）
・搭載車種：
2014年モデル：ＳＷ Ｓｈｉｖ Ｄｉ２ Ｘ２
2014年モデル：Ｓｈｉｖ Ｐｒｏ Ｒａｃｅ ＤＡ Ｍ２
2014年モデル：Ｓｈｉｖ Ｅｘｐｅｒｔ Ｕｌｔｅｇｒａ Ｍ２
2014年モデル：Ｓｈｉｖ Ｅｌｉｔｅ １０５ Ｍ２
2014年モデル：ＳＷ Ｓｈｉｖ Ｍｏｄｕｌｅ Ｘ２
2015年モデル：ＳＷ Ｓｈｉｖ
2015年モデル：Ｓｈｉｖ Ｐｒｏ Ｒａｃｅ
2015年モデル：Ｓｈｉｖ Ｅｘｐｅｒｔ
2015年モデル：Ｓｈｉｖ Ｅｌｉｔｅ
2015年モデル：ＳＷ Ｓｈｉｖ Ｍｏｄｕｌｅ
2015年モデル：ＳＷ Ｓｈｉｖ Ｍｏｄｕｌｅ Ａｒｔｉｓｔ ＳＥ

ブルゾン 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：０１２０－０４－１１２２（携帯電
話可）
受付時間：10：00～19：00（日曜定休）
ＵＲＬ：http://www.junred.jp/info/

商品名：ケーブルフード中綿ブルゾン
商品番号：ＡＮＬ－６４１４
カラー：グレー・キャメル・ネイビー
ＪＡＮコード：４５２２８３１６３７３７９

2014年10月31日
～2015年2月10
日

2015年02月27日
＜ＨＰ＞

当製品において、形状変
化のためフード部分に使
用したワイヤーの両端に、
安 全を期し装着されてい
るキャップの付け損じが１
点発見されました。

点検（不具合
がある場合：
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

電動車いす 昭和貿易株式会社

昭和貿易株式会社 ヘルスケア営業部
大阪：電話番号０６－６４４１－５６１２
東京：電話番号０３－５６２３－５３９６
メールアドレス：hd@showa-boeki.co.jp
受付時間：平日9：00～17：30
ＵＲＬ：http://www.showa-
boeki.co.jp/recall/20150301.htm

機種名：Ｎｕｔｒｏｎ
型番：Ｒ５１ＬＸＰ
製造番号(シリアルNo）：０９ＪＥ０００７２７～１３ＢＥ００
０４８２

機種名：Ｒａｎｇｅｒ Ｘ
型番：３ＧＲＸ－ＣＧ
製造番号(シリアルNo）：０８ＨＥ００２２４５～１０ＡＥ００
４２２４

機種名：Ｔｏｒｑｕｅ ＳＰ
型番：３ＧＴＱＳＰ，３ＧＴＱ－ＣＧ，３ＧＴＱ－ＭＣＧ
製造番号(シリアルNo）：０６ＬＥ００６００７～１２ＬＥ００
２００９

機種名：ＴＤＸ－ＳＩ
型番：ＴＤＸＳＩ，ＴＤＸＳＩ－ＣＧ
製造番号(シリアルNo）：０９ＡＥ００１７６９～１２ＬＥ００
０８８２

2006年10月～
2013年3月

2015年03月01日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
特定のジョイスティックの
ワイヤ－接続がねじれる
不具合が確認されました。
この不具合によりジョイス
ティックのワイヤ－が酸化
し、車椅子の速度が一時
的に低下します。ごく一部
の事例において、電動車
椅子の速度がプログラム
した速度に比べ低下したま
ま走行し、その後回復した
際に予期しない加速が生
じる事例が発生したことが
判明。

ジョイスティッ
ク・ドライバー
コントロールを
無償交換

機種名：ＴＤＸ－ＳＰ
型番：ＴＤＸＳＰ，ＴＤＸＳＰ－ＣＧ，ＴＤＸＳＰ－ＭＣＧ
製造番号(シリアルNo）：０７ＫＥ０００４９７～１２ＬＥ００
００４６

機種名：ＴＤＸ－Ｓｐｒｅｅ
型番：ＴＤＸＳＰＲＥＥ，ＴＤＸＳＰＲＥＥ－ＣＧ，ＴＤＸＳＰＲ
ＥＥ－ＭＣＧ
製造番号(シリアルNo）：０９ＧＥ００３８５５～１２ＪＥ００
３６９５

機種名：ＴＤＸ－ＳＲ
型番：ＴＤＸＳＲ，ＴＤＸＳＲ－ＣＧ，ＴＤＸＳＲ－ＭＣＧ
製造番号(シリアルNo）：０８ＥＥ００３０６８～１２ＩＥ０００
６６２

機種名：ＴＤＸ－３
型番：ＴＤＸ３
製造番号(シリアルNo）：０７ＣＥ００３５１７，０７ＫＥ００
３３４１
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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

蓄熱式電気ゆた
んぽ

大河商事株式会社

・電話番号０４５－３０８－７５２６
・受付時間：10:00～18:00（平日）
・ＵＲＬ：http://tai-ga.com/info/ene2inf.html

蓄熱式電気ゆたんぽ：エネタンポ２／ベーシックタイ
プ、アーバンタイプ

2012年9月～
2014年11月

2015年03月02日
＜ＨＰ＞

当製品において、劣化によ
る破れで、液漏れの事故
が４件（重症１件、軽傷１
件）発生しています。
本製品の寿命は、約１年６
ケ月～２年にまりますの
で、それ以上の使用は控
えてください。

注意喚起

蓄熱式電気ゆた
んぽ

大河商事株式会社

・電話番号０４５－３０８－７５２６
・受付時間：10:00～18:00（平日）
・ＵＲＬ：http://tai-ga.com/info/ene2inf.html

蓄熱式電気ゆたんぽ：エネタンポ４／ベーシックタイプ 2014年10月～
2015年2月

2015年03月02日
＜ＨＰ＞

当製品において、急激な
膨張による破裂が３件（重
症１件）発生しています。

注意喚起

椅子（入浴用） 株式会社コメリ

株式会社コメリ お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－３７１－１３４
受付時間：09:00～12:00、13:00～17:00（土日を
除く）
ＵＲＬ：
http://www.komeri.bit.or.jp/company/news/im
g/20150309.pdf#zoom=100

１）商品名：シャワーベンチＲＥ ３０８
ＪＡＮコード：４９２０５０１１５９８３９

２）商品名：シャワーベンチ背もたれ付 ＲＥ ３０８ Ｌ
ＪＡＮコード：４９２０５０１１５９８２２

３）商品名：シャワーベンチ背もたれ付 RE ３０８ Ｌ－１
ＪＡＮコード：４９２０５０１１８４６３３

１）2011年8月28
日～2015年2月
17日
 ２）2011年8月19
日～2015年2月
17日
 ３）2014年12月
20日～2015年1
月29日

2015年03月09日
＜ＨＰ＞

当製品において、脚部ス
トッパーのバネが錆びて破
断するおそれがあることが
判明したため。

回収（商品交
換または返
金）

ベンチ 双日九州株式会社

・フリーダイヤル：０１２０－９３８－５７５
・受付時間：09:00～17：00(平日)

ベンチ Ｔ ステラ １２０
カラー：ホワイト、チャコルグレー

2014年2月20日
～2015年1月10
日

2015年03月09日
＜ＨＰ＞

当製品の一部において、
座フレームを固定するネジ
の先端がクッション部から
突出していたという事象が
発生。人的被害に至る可
能性があるため。

無償部品交換

マグカップ 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 カスタ
マーサービス
・フリーダイヤル：０１２０－３０５－２２１
・受付時間：10：00～12：00/13：00～18：00（土･
日･祝日を除く）
・ＵＲＬ：
http://www.cathkidston.jp/user_data/billie_mug
.php

品名：キャス･キッドソン｢ビリーマグカップ｣
品番：２３３－０９２４２３３
対象カラー：Ｂｕｄｇｉｅｓ Ｐｉｎｋ（７０４）、Ｂｅａｃｏｎ Ｖｉｅｗ
（７８０）、Ｃｒａｎｈａｍ Ｂｌｕｅ（７８６）、Ｐａｔｃｈｗｏｒｋ Ｓｐｏｔ
（８１１）

2015年2月25日
～2015年3月11
日

2015年03月12日
＜ＨＰ＞

当製品において、一部の
商品に熱湯を注ぐ等の原
因で劣化し破損する恐れ
があることが判明。

回収（返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

玩具 株式会社くもん出版

くもん出版 お客さま係
・フリーダイヤル：０１２０－６７７－７６８
・受付時間:月～金9：30～17：30（土日祝除く）
・ＵＲＬ：
http://www.kumonshuppan.com/notification/k
umifelt/index.html

商品名：ボタンでくみフェルト(たべもの・おしゃれグッ
ズ)
ＪＡＮコード：４９４４１２１－５４６３７４

商品名：ボタンでくみフェルト(のりもの・へんしんアイテ
ム)
ＪＡＮコード：４９４４１２１－５４６３８１

2014年10月～
2015年3月

2015年03月19日
＜ＨＰ＞

当製品において、一部の
商品に、長さ約８ミリの針
状の金属片が混入してい
るものがあることが、社内
で実施したフェルト生地の
品質チェックの際に発見さ
れました。

製品回収（検
品した良品と
の交換、もしく
は弊社希望小
売価格（税込）
の金額を返
金）

時計 株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

・フリーダイヤル：０１２０－１１５－６４１
・受付時間：１１:００～１８:００（年末年始･土･日･
祝日除く）
・ＵＲＬ：http://www.fdcp.co.jp/4c-
jewelry/news/#news_60

ブランド名：４℃ジュエリー
品番：１１１４４－５６１－４０１３
ＪＡＮコード：２０１１０００８４７０６７

品番：１１１４４－５６１－４２１１
ＪＡＮコード：２０１１０００８４７０７４

2014年11月14日
～2015年3月16
日

2015年03月25日
＜ＨＰ＞

当製品において、ケースと
ベルトを繋ぐパーツの噛み
合わせが不十分で、怪我
をするおそれがあるため。

無償修理、無
償交換または
返金

パンプス 株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド コールセン
ター
・電話番号：０３－６７３０－９１９１
・受付時間：10:00～ 18:00（平日）
・ＵＲＬ：http://www.baroque-
global.com/japan/jp/news/important20150327.
html

ブランド：ｒｉｅｎｄａ／リエンダ
品名：ペールフラワーパンプス
品番：１１０８Ｓ９５５－０２９０
色：ＷＨＴ，ＢＬＫ，ＳＡＸ
サイズ：Ｓ，Ｍ，Ｌ

2015年2月20日
～2015年3月19
日

2015年03月27日
＜ＨＰ＞

当製品において、ヒール部
分が外れるおそれがある
ことが判明。

回収（返金）
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