
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

株式会社オール
[問い合わせ先等]
ｓｍａｒｔｗａｙｓモバイルバッテリー06お問い合わせ窓口
 （受付はメールのみとなります。）
 ◆Ｅメール： recall@oaroar.com
 ◆受付時間： 24時間365日受付
※返信は翌営業日以降。
 ＵＲＬ：http://www.oaroar.com/news/pdf/20160401.pdf

商品名：ｓｍａｒｔｗａｙｓモバイルバッテリー０６
製品型番：ＳＷ－ＭＢ０６－ＷＨ、ＳＷＭＢ０６ＭＴ－ＷＨ、ＳＷ－ＭＢ０６－ＢＫ、ＳＷＭＢ０６Ｍ
Ｔ－ＢＫ

2013年12月1日～
2015年4月30日

2016年4月1日
〈HP〉 当製品において、充電中に発熱・発煙する事象が発生したことが判明いたしまた。 製品回収(代替品交換)

リストバンド型GPSナビ

株式会社ゴルフバディージャパン
[問い合わせ先等]
「ゴルフバディーＢＢ５お客様窓口」
◆専用フリーダイヤル：0120-005-895（携帯電話・PHS利用可）
◆受付時間：10:00～20:00（平日・土日祝日）
  メールでのご連絡：support@golfbuddy.jp
ＵＲＬ：http://www.golfbuddy.jp/BB5_recallinfo/

商品名：リストバンド型ＧＰＳナビ
型番：ＧｏｌｆＢｕｄｄｙＢＢ５

2015年5月～
2016年4月4日

〈HP〉

当製品において、本体を手首に装着した際、本体裏面の充電ピンと皮膚との接触部分に
ヤケドを起こす恐れがあることが判明。
＊当該製品を所有されている方は、一旦使用を中止し、事業者ウェブサイト上に記載して
ある手順で、本現象を防止する最新のファームウェアに更新を行ってください。最新の
ファームウェアに更新をしないまま当該製品を使用しないでください。
なお、ファームウェアのVer.が既に『１．０．７』になっている製品については、最新のファー
ムウェアに更新済みの為、そのまま使用してください。（Ver.の確認方法についても事業
者のウェブサイトに記載されてあります。）

事業者にて一旦引き取り、
ファームウェアの更新後、返
却します。
または、事業者ホームページ
に記載の手順でファームウェ
アの更新を行います。

アウトドアキャリーチェア

ビーズ株式会社
[問い合わせ先等]
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-sports.jp/support/announce/c1_270/

ブランド名：ＤＯＰＰＥＬＧＡＮＧＥＲＯＵＴＤＯＯＲ
製品名：アウトドアキャリーチェアＣ１－２７０
製造番号：２６１０１５
ＪＡＮコード：４５８９９４６１３０５６０

2015年12月9日
～2016年4月4日

2016年4月6日
〈HP〉

当製品において、使用の際に座部および脚部を接続する樹脂部品が破損する可能性が
あることが判明。
2015年12月9日～2016年4月4日にご購入いただきましたお客様で外装箱および取扱説
明書に「261015」の記載があるものが回収の対象となります。

回収（返金）

電気こたつ

株式会社山善
[問い合わせ先等]
◆専用フリーダイヤル：０１２０―００７―６１１（携帯電話・PHS利用可）
◆受付時間：09:00～17:00（土・日・祝を除く／但し、2016年4月9日、10日、16日、17日は受付可）
 ＵＲＬ：http://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20160406

製品名：ＹＡＭＡＺＥＮ電気こたつ
製造年：2009年（銘板には『09年製』と記載）
型式：ＤＳ－６０３（ＬＨ），ＤＳ－Ｈ１０５（ＬＨ），ＤＳ－Ｈ６０３（ＬＨ），
ＤＳ－Ｈ７５３（ＬＨ），ＪＳ－７５０（Ｂ），ＫＫ－６０（Ｂ），ＫＫ－７５（Ｂ），
ＲＳＥ－６００（Ｂ），ＲＳＥ－７５０（Ｂ），ＲＳＥ－７５０（Ｗ），ＳＥＳ－７５２（Ｂ）

2009年8月～2010年12月
2016年4月6日

〈HP〉
当製品において、取付部品の不具合が原因で、ヒーターユニット落下による焦げ等の事
故が発生するおそれがあることが判明。

回収（返金）

子供用ケープ（マント）

イケア・ジャパン株式会社
[問い合わせ先等]
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 ９：００～２１：００
◆Ｅメール： IKEA.RECALL@ikea.com
   メールでのご連絡：IKEA.RECALL@ikea.com
ＵＲＬ：http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsitem/recall_20160407_lattjo-bat-cape

商品名：ＬＡＴＴＪＯ／ラッチョコウモリのケープブラックＡＰＪＰ
商品番号：２０３.１２７．４１ 2015年10月～2016年2月

2016年4月7日
〈HP〉

海外において、子供が着用していた当該製品が、後ろから引っ張られた状態になった際
に簡単に外れず、首に圧迫された跡や擦り傷を負ったという事故が発生。
調査の結果、使用したマジックテープの接着力が強すぎたため、子供の首から簡単に外
れず、窒息や怪我の危険があることが判明。

回収（代品返金）

カーボンヒーター

椙山紡織株式会社
[問い合わせ先等]
椙山紡織株式会社　カーボンヒーターご相談専用窓口
  ◆フリーダイヤル：0120－51－7876（携帯電話・PHSからも利用可）
  ◆受付時間
  4/15～4/28　9:30～12:00/13:00～17:00（土･日を除く）
  4/29～5/31　9:30～17:00（土･日･祝日含む）
  6/ 1～6/30　9:30～17:00（土･日を除く）
  7/1～　9:30～12:00/13:00～17:00（土･日･祝、夏季休暇及び年末年始を除く）
 ＵＲＬ：http://www.sugibou.com/support/post.html

製品名：ピアンテカーボンヒーター
型番：ＰＣＨ－Ｓ６００１（Ｗ）ホワイト、ＰＣＨ－Ｓ６００１（ＷＲ）ワインレッド
【対象製品の外観及び確認方法】
椙山紡織株式会社ＰＣＨ－Ｓ６００１
対象機種の品番は、製品の背面中央部の定格ラベルに記載しています。

2013年9月～2016年2月
2016年4月14日

〈HP〉 当製品ににおいて、部品の不具合があり、発煙・発火に至る可能性があることが判明。 無償点検（修理）

レーザープリンター

京セラドキュメントソリューションズ株式会社
セイコーエプソン株式会社
[問い合わせ先等]
◆京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 コンタクトセンター
専用フリーダイヤル（無料）：0120-350-038
受付時間：9:00～17:30 (土曜、日曜及び祝日は除く)
※ご利用になれないＩＰ電話・携帯電話・ＰＨＳからおかけの場合は（050-3819-2568）をご利用下さい。

◆エプソン ページプリンター特別対応窓口
 専用フリーダイヤル（無料）：0120-00-7640（携帯電話可）
 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30
土曜・日曜・祝日 10:00～17:00 （事業者指定休日を除く）

エプソンモノクロページプリンター無償修理 受付フォーム (24時間、365日お申し込み可能)
http://www.epson.jp/1604lp/

 ◆ＵＲＬ：セイコーエプソン株式会社/エプソン販売株式会社
http://www.epson.jp/support/misc/160418_lp_monochrome.htm

１）ブランド名：京セラ
商品名:モノクロページプリンター
型番:ＥＣＯＳＹＳＰ２１３５ｄｎ、ＥＣＯＳＹＳＭ２５３５ｄｎ
製造番号確認ＵＲＬ：http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160418-1d.pdf
２）ブランド名：エプソン
商品名:モノクロページプリンター
型番:ＬＰ－Ｓ２１０、ＬＰ－Ｓ３１０、ＬＰ－Ｓ３１０Ｎ
製造番号確認ＵＲＬ：http://www.epson.jp/support/misc/pdf/160418_lp_monochrome.pdf

１）2015年9月～2016年2月
２）2015年9月～2016年3月

2016年4月18日
〈HP〉

当製品ににおいて、定着ユニットにおける製造上の不具合により、異臭、発煙に至るおそ
れのあることが判明。

無償修理（定着ユニットの交
換）

家庭用卓上型ガスこんろ

株式会社パロマ
[問い合わせ先等]
◆株式会社パロマ 専用相談窓口
フリーダイヤル：０１２０－３１４－５５２
 受付時間：9：00～18：00 (平日･土曜･日曜･祝日ともに）
 ＵＲＬ：https://www.paloma.co.jp/important/info_repair/2016/201604.html

製品名：卓上型一口コンロ
器具名：ＰＡ－Ｓ１８Ｈ
対象ガス種：１２Ａ・１３Ａ用（都市ガス用）

2014年10月～2016年2月
2016年4月20日

〈HP〉 当製品において、きわめてまれに燃焼不良が発生する可能性があることが判明。 製品の無償交換

社告・リコール一覧表
（平成２８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

LEDライト

株式会社エス・ティー・イー
[問い合わせ先等]
◆お客様相談室
フリーダイヤル：０１２０－１０１－４０１
 電話番号：０３－５８３５－０１４１
 　　　　　（携帯電話・ＰＨＳからも利用可）
 受付時間：09：00～18：00 (平日・土日・祝日）
 ＵＲＬ：http://www.stejp.com/announcement.html

ランド名：ＤＥＣＯＬＩＧＨＴ（デコライト）

製品名：デコライトＬＥＤポータブルワークライトホワイトリリー
対象製品型番：ＤＨＤ２５ＷＨ
色：白
ＪＡＮコード：４９４２７９２５００１１４

製品名：デコライトＬＥＤポータブルワークライトブラックリリー
対象製品型番：ＤＨＤ２６ＢＫ
色：黒
ＪＡＮコード：４９４２７９２５００１２１

2015年11月～2016年4月
2016年4月21日

〈HP〉

デコライトＬＥＤポータブルワークライトホワイトリリーにおいて、充電中にリチウムイオン
パックが発火した事が判明。

＊同機種のデコライトＬＥＤポータブルワークライトブラックリリーにおいても、同様の事故
が発生する可能性があるので、事故を未然に防ぐため、当該製品も回収する事としまし
た。

製品回収

圧力鍋

ＳＩＳ株式会社
[問い合わせ先等]
◆SIS株式会社 関東支社
 電話番号：０４３－３０５－１０９０
 受付時間：10：00～17：00 (土・日・祝日を除く）
 ＵＲＬ：http://www.siskk.com/nabe/nabe.html

製品名：両手圧力鍋
型式名：ＳＪ２２－７Ｌ，ＤＳＪ２２－４Ｌ，ＤＳＪ２２－４Ｌ＋７Ｌ 2009年12月～2015年10月

2016年4月26日
〈HP〉 当製品において、使用中に誤って蓋が開いてしまう、事故が発生。 製品回収

インラインスケート用ヘルメッ
ト

株式会社テクニカグループジャパン
[問い合わせ先等]
株式会社 テクニカグループジャパン
◆電話番号：０３－５８０２－６２７７
◆受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日除く）
 ＵＲＬ：http://www.tecnica-group.co.jp/img/recall_urbanhelmet2.pdf

商品名：商品名：ＲＯＬＬＥＲＢＬＡＤＥＵＲＢＡＮヘルメット
（ローラーブレード・アーバン・ヘルメット）
カラー：１）ＢＬＡＣＫ
２）ＡＮＴＨＲＡＣＩＴＥ／ＧＲＥＥＮ
３）ＭＩＬＩＴＡＲＹＧＲＥＥＮ
４）ＡＮＴＨＲＡＣＩＴＥ／ＰＩＮＫ
型番：ＹＪ－２１９

2015年10月～2016年3月
2016年5月6日

〈HP〉

ヘルメットが作られているプラスチック素材が、ストラップを固定する部分で破損する可能
性があり、これによりヘルメットが外れ、頭部が保護なしの状態となるケースが考えられま
す。
転倒したときには、永久的な脳損傷などの重篤な障害に至る潜在的なリスクも考えられま
す。したがって、Rollerblade®は、予防措置として、自主的に市場からURBANヘルメットを
リコールすることを決定しました。

回収（購入代金返金）

家庭用ミシン

ブラザー工業株式会社
[問い合わせ先等]
・フリーダイヤル：０１２０－３５５－８６２
・ＦＡＸ　：０５２－８２４－３１６１
・受付時間：9:00～17:30 月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売(株)休日を除く）
・URL：http://www.brother.co.jp/notice/160510sewing/index.htm

対象機種名：ＳＣ３０７／３０８、ＣＰＳ５０／５２／５４／５６／７０／７２、ＥＭＵ１５／１６／１７
（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

2016年5月10日
〈HP〉

対象機種名：ＳＣ３０７／３０８、ＣＰＳ５０／５２／５４／５６／７０／７２、
ＥＭＵ１５／１６／１７
（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。

無償部品交換（ハンドル）

充電式電動剪定機

株式会社スチール
[問い合わせ先等]
株式会社スチール カスタマーサービス
◆電話番号：0285－51-1404
 ◆受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日を除く）
 ＵＲＬ：http://www.stihl.co.jp/hsa6585.aspx

商品名：ＳＴＩＨＬバッテリーヘッジトリマー
機種Ｈ：ＨＳＡ６５、ＨＳＡ８５ 2011年6月～2016年5月

2016年5月17日
〈HP〉 当製品のごく一部で、スイッチの機能が正しく働かないものがあることが判明。

無償交換（対象機種を後継
機種と交換）

バドミントンラケット

ヨネックス株式会社
[問い合わせ先等]
ヨネックス株式会社
◆電話番号
 東京本社 ：03-3836-1221（代） 仙台営業所：022-232-1221（代）
 大阪支店 ：06-6768-7261（代） 福岡営業所：092-472-8751（代）
 名古屋支店：052-323-5541（代） 札幌営業所：011-728-2330（代）

◆受付時間：9:30～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）
 ＵＲＬ：http://www.yonex.co.jp/badminton/news/2016/05/1605191500.html

製品名：ボルトリックＺ－フォース２
品番：ＶＴＺＦ２
カラー：ブラック/ブラック（２４３）
製造番号：下４桁が０１６２ＪＰ、０２６２ＪＰ、０９５２ＪＰ、１０５２ＪＰ、１１５２ＪＰ、１２５２ＪＰ、０１
６２ＪＰ、０２６２ＪＰ、０３６２ＪＰ
製品名：ボルトリックＺ－フォース２ＬＤ（限定製品）
品番：ＶＴＺＦ２ＬＤ
カラー：ブライトレッド（２１２）／ホワイト（１１）
製造番号：下４桁が１０５８ＪＰ、１１５８ＪＰ

2015年9月1日～
2016年5月13日

2016年5月19日
〈HP〉

当製品において、グリップ不具合品が一部出荷されていることが判明。

製品回収（検査・修理）

電気温風機

株式会社電響社
[問い合わせ先等]
◆株式会社電響社 セラミックヒーター 交換窓口
 専用フリーダイヤル（無料）：０１２０－２５７－２１７
 （携帯電話・ＰＨＳからも利用できます。）
◆受付時間：5月20日～5月31日9:00～18:00(土・日も受付)
　　　　　　　　6月1日～9:00～18:00（土・日・祝日、夏季休暇及び年末年始を除く）
・URL：http://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html

製品名:「人感センサー付スリムセラミックヒーター｣
型番：ＤＴＣ－Ａ１２１５－ＷＨ、ＤＫＴＣ－Ａ１２１５－ＷＨ、ＤＫＴＣ－Ａ１２１５－ＢＲ 2015年10月～2016年3月

2016年5月20日
〈HP〉

一部の当製品において、コードの接続不良により、まれに発煙・発火のおそれのあること
が判明。
＊本体機種の型番は、製品の背面下部の定格ラベルに記載

製品無償交換（弊社指定の
同等商品）

カセットボンベ式開放式ガス
ストーブ

（販売）株式会社グリーンウッド
（輸入）株式会社千石
[問い合わせ先等]
お客様相談窓口　 フリーダイヤル：０１２０－１１７－４４６
 受付時間：午前9時～午後5時 (土曜･日曜･祝日、夏季休暇・年末年始を除く）
・URL：◆株式会社 千石 http://www.sengokujp.co.jp/
　　　　◆株式会社 グリーンウッド http://www.gwgw.co.jp/index.html

製品名:カセットボンベ式ポータブルヒーター
型番：ＧＣＰ－２２０
＊ＧＣＰ－１６０、ＧＣＰ－１６１、ＧＣＰ－１８１、ＧＣＰ－２２１は対象外です。

2011年12月～2012年11月
2016年5月20日

〈HP〉
当製品において、ごくまれにではございますが、不完全燃焼防止装置が遅れて作動する
ことが判明。

無償交換

スローイングシューズ

ミズノ株式会社
[問い合わせ先等]
ミズノお客様相談センター」：（フリーダイヤル）0120-320-799
月曜日～金曜日　午前9時30分から午後5時まで（土・日・祝日・臨時休業日を除く）
 事業者URL：http://www.mizuno.co.jp/customer/important/20160525.aspx

商品名：「ＦＩＥＬＤＧＥＯ（フィールドジオアールディ）ＲＤ」
品番：Ｕ１ＧＢ１６４４２７（カラー：ホワイト×ブルー×ゴールド）
製造番号：Ｒ０９１５，Ｒ１０１５，Ｒ１１１５，Ｒ０２１６

製造期間：2016年3月
2016年5月25日

〈HP〉 当製品の一部製において、ソールが剥がれるという不具合が発生。
点検後、不具合があったもの
は交換又は修理

LEDライト

ダイドードリンコ株式会社
[問い合わせ先等]
ＣＬＵＢ ＤＹＤＯキャンペーンＬＥＤライト事務局
◆フリーダイヤル：0120-101-664
 ◆受付時間：
 平成28年5月20日から平成28年6月12日まで 9：00～21：00 （土・日も受付）
 平成28年6月13日以降 9：00～17：00 （土・日・祝日を除く）
 ＵＲＬ：http://www.dydo.co.jp/club_dydo/2016/

商品名：２０１６年ＣＬＵＢＤＹＤＯキャンペーン景品「マグネット付ＬＥＤライト」
2016年4月～2016年5月

2016年5月25日
〈HP〉 当製品において、電源を入れた際に発熱・発煙するおそれがあることが判明。

製品回収（代替品との交換
又はポイントの返却）
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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

シートピラー

株式会社スコットジャパン
[問い合わせ先等]
スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。
 ＵＲＬ：http://www.stejp.com/announcement.html

商品名：Ｓｙｎｃｒｏｓ２０１６ＦＬ１．０ＯｆｆｓｅｔＳｅａｔｐｏｓｔ２７．２ｍｍ

＊対象のシートピラーが採用されている２０１６モデルバイク＊

モデル品番：２４１４１９モデル品名：ＡｄｄｉｃｔＳＬ
モデル品番：２４１４２１モデル品名：ＡｄｄｉｃｔＴｅａｍＩｓｓｕｅ
モデル品番：２４１４２２モデル品名：Ａｄｄｉｃｔ１０
モデル品番：２４１４２３モデル品名：Ａｄｄｉｃｔ１５Ｄｉ２
モデル品番：２４１４２５モデル品名：Ａｄｄｉｃｔ２０
他７製品

2015年7月～
2016年5月25日

〈HP〉
2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設
定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。

無償交換(新しいシートピ
ラー)

自転車後輪用シングルハブ
（車輪軸）

ブリヂストンサイクル株式会社
[問い合わせ先等]
ブリヂストンサイクル株式会社 お客様相談室
 ◆フリーダイヤル： 0120－72-1911
 ◆受付時間： 9：00～12：00/13:00～17:00
（土・日・祝日及び弊社指定休日は除く）
 ＵＲＬ：http://www.bscycle.co.jp/info/2016/2967

下記、（１）車名・車種略号と自転車の製造ロット、および（２）「後輪用シングルハブ（車輪
軸）」の製造ロット、両方が該当する製品が無償点検の対象です。
＜注意＞
車名・車種略号と自転車の製造ロットは該当しても、「後輪用シングルハブ（車輪軸）」の製造
ロットは該当しないものがあります。必ず「後輪用シングルハブ（車輪軸）」の製造ロットもあ
わせてご確認ください。
（１）車名・車種略号と自転車の製造ロット
車名：エコパル
車種略号：ＥＰ００５、ＥＰ２０５、ＥＰ４０５、ＥＰ６０５
年式：2015年
自転車の製造ロット：６５１２０１～６６０３３１
車名：ワイルドベリー
車種略号：ＷＢ００６、ＷＢ２０６、ＷＢ４０６、ＷＢ６０６
年式：2016年
自転車の製造ロット：４５１２０１～４６０３３１
車名：ビッケJ
車種略号：ＢＫ２２６
年式：2016年
自転車の製造ロット：６５１２０１～６６０３３１
他３製品
（２）「後輪用シングルハブ（車輪軸）」の製造ロット
１５－ＬＢ、１６－ＡＢ、１６－ＢＢ、１６－ＣＢ

2016年１月以降
2016年5月27日

〈HP〉

一部の「後輪用シングルハブ（車輪軸）で、走行中に異音（カチン音）や回転ズレ（歯飛び）
の現象が発生したため。

無償点検（対象車種）

電気ケトル

（販売）株式会社　良品計画
 問い合わせ先等]
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28年5月30日から平成28年6月26日までは、土日も受付。
ＵＲＬ：http://www.twinbird.jp/news/detail.php?news_id=11

対象製品：電気ケトル（無印良品）
型番：ＴＰ－Ｒ５００型
製造年：2011年～2013年
製造番号：ＤＲ１Ｂ２１１／ＤＲ１Ｂ２４１／ＤＲ１Ｅ２６１
ＤＲ２Ｄ２６２／ＤＲ３Ａ１１２／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。

＊2015年1月17日に事業者のホームページに掲載した製造番号に対象となる製造番号を追
加。

2011年3月～2015年1月（販
売）

2016/5/30
〈新聞・ＨＰ〉

当製品において、製造上の不具合により、本体が破損するおそれがあるため。
回収（返金）

水槽用サーモスタット付ヒー
ター

ジェックス株式会社
[問い合わせ先等]
ジェックス株式会社 オートヒーター交換受付センター
◆フリーダイヤル：0120－746－004
◆受付時間：月曜日～金曜日 10:00～16:00（土・日・祝日及び年末年始、休業日を除く）
 ＵＲＬ：http://www.gex-fp.co.jp/safety/heatnavi_sh.html

商品名：セーフカバーヒートナビＳＨ８０
セーフカバーヒートナビＳＨ１２０
セーフカバーヒートナビＳＨ１６０
セーフカバーヒートナビＳＨ２２０

2014年8月～2016年4月
2016年6月2日

〈HP〉 当製品において、サーモスタット部が異常発熱し、焼損する事象が発生したため。
点検・交換

自転車

株式会社あさひ
[問い合わせ先等]
株式会社あさひ お客様相談室
◆フリーダイヤル： 0120－177-319
◆受付時間： 10：00～17：00（平日）
 ＵＲＬ：http://www.cb-asahi.jp/wpdir/wp-content/uploads/2016/06/160609-2.pdf

「一般車・軽快車」
フロマージュＢＫ－Ｈ
シエロア―Ｈ
アジェンダ―Ｈ
ベルエア―Ｈ
ブールミッシュ・オートライト―Ｇ
他８製品
「子ども用自転車」
イノベーションファクトリーＪｒ―Ｇ
ラブ＆ピース―Ｇ
「折りたたみ自転車・ミニサイクル」
ミモレット―Ｇ
アプレミディ―Ｇ
ラクレット―Ｈ
・対象シングルフリー（変速無し車軸）製造ロット番号
１５－Ｌ、１６－Ａ、１６－Ｂ、１６－Ｃ
１５－ＬＢ、１６－ＡＢ、１６－ＢＢ、１６－ＣＢ
１５－ＬＣ、１６－ＡＣ、１６－ＢＣ、１６－ＣＣ

2016年1月～2016年6月
2016年6月9日

〈HP〉
当製品において、一部で、歯飛び（ペダルの踏みこみと車輪の回転がずれる現象）や異
音・雑音が発生することが確認されたため。

無償点検（異常が確認された
場合、後輪を交換）

ベビーカー

ピジョン株式会社
[問い合わせ先等]
ピジョン株式会社 お客様相談室ベビーカー係
◆フリーダイヤル ０１２０－００８－２７３
◆受付時間
2016年6月10日（金）～2016年6月30日（木）まで
09：00～19：00（土・日も受付）
2016年7月1日（金）以降
09：00～17：00（土・日・祝日を除く）
 ＵＲＬ：http://www.pigeon.co.jp/news/assets/pdf/160610.pdf

商品名：「ベビーカーＰＡＴＴＡＮ（パタン）」
カラー：アクティブレッド／ＪＡＮコード：４９０２５０８０６３０５０
カラー：グリーンドット／ＪＡＮコード：４９０２５０８０６３０６７
カラー：フラワーベール／ＪＡＮコード：４９０２５０８０６３０７４
販売製品の対象数：８９１台

2016年4月15日～2016年6月
７日

2016年6月10日
〈HP〉 当製品において、前輪が外れる恐れがあることが判明。

無償交換
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ノートパソコン用バッテリー
パック

株式会社日本ＨＰ
[問い合わせ先等]
ＨＰ ノートＰＣ製品 バッテリパック自主回収プログラム窓口
◆フリーダイヤル：0120－589-455
◆受付時間：
    2016年6月15日（水）から2016年6月30日（木）まで：9：00～17：00（毎日）
    2016年7月1日（金）以降：9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
 ＵＲＬ：http://h50146.www5.hp.com/info/replacement/fy2016/fy16-01.html

・対象製品が搭載された可能性のあるノートパソコンの機種
※全世界で対象となる製品一覧は"こちら"別ウィンドウで開きます
・日本から出荷された製品のうち、対象となる機種
ＰｒｏＢｏｏｋ４５４０ｓ，ＰｒｏＢｏｏｋ４５５Ｇ１，ＰｒｏＢｏｏｋ４５４５ｓ
１０００Ｎｏｔｅｂｏｏｋ，２０００Ｎｏｔｅｂｏｏｋ，Ｐａｖｉｌｉｏｎｇ６
以下がバーコード番号リストになります。以下がバーコード番号リストになります。
６ＢＺＬＵ＾＾＾＾＾＾＾＾＾
６ＣＧＦＫ＾＾＾＾＾＾＾＾＾
６ＣＧＦＱ＾＾＾＾＾＾＾＾＾
６ＣＺＭＢ＾＾＾＾＾＾＾＾＾
６ＤＥＭＡ＾＾＾＾＾＾＾＾＾
６ＤＥＭＨ＾＾＾＾＾＾＾＾＾
６ＤＧＡＬ＾＾＾＾＾＾＾＾＾
６ＥＢＶＡ＾＾＾＾＾＾＾＾＾
自主回収プログラムに該当するバッテリーパックの確認と交換の申し込みは、
以下のウェブサイトで行えます。確認方法の詳細は、専用ウェブサイトをご参照ください。
（専用ウェブサイト）
http://www.HP.com/go/batteryprogram2016

2013年3月～2015年8月（出
荷）

2016年6月15日
〈HP〉

当製品において、製造上の不備により、過熱して焼損に至るおそれがあるため。 製品の無償交換

サンダル

株式会社東京スタイル
[問い合わせ先等]
株式会社　東京スタイル　お客様相談室
 ＴＥＬ：０３－６８３６－１８８０
 受付時間：土･日･祝日を除く　10：00～12：00、13：00～17：00
ＵＲＬ：http://www.tokyostyle.co.jp/news/brand/bosch_2.php

・対象商品
ブランド名：ＢＯＳＣＨ
商品名：バックステッチウェッジサンダル
品番：０２１－６１８５４００
カラー：ブラック（０１０）、ホワイト（０３１）

2016年3月26日～
2016年6月16日

2016年6月16日
〈HP〉 当製品において、ネックバンド部分の強度が不足していることが判明。 製品回収（返金）

ベビーゲート

イケア・ジャパン 株式会社
[問い合わせ先等]
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：9:00 - 21:00）
Eメール: IKEA.RECALL@ikea.com
ＵＲＬ：http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsitem/recall_20160624_patrull

商品番号：３０２００４８９
商品名：ＰＡＴＲＵＬＬ／パトルルベビーゲート５５－８９ｃｍホワイト
商品番号：６０２４７６３５
商品名：ＰＡＴＲＵＬＬ／パトルルベビーゲートヨウエンチョウゲートホワイト
商品番号：７０２２６５２４
商品名：ＰＡＴＲＵＬＬ／パトルルパトルルクレッマベビーゲート７３－８７ｃｍホワイト
商品番号：１０２２６５２２
商品名：ＰＡＴＲＵＬＬ／パトルルクレッマベビーゲートヨウエンチョウゲート６．５－１３ｃｍホワ
イト
商品番号：９０２２６５１８
商品名：ＰＡＴＲＵＬＬ／パトルルファストベビーゲート６５－１０６．５ｃｍホワイト
商品番号：２０１７５６０２
商品名：ＰＡＴＲＵＬＬ／パトルルファストベビーゲート７２．１－１１０．９ｃｍビーチ
商品番号：５０１１３５９９、５００９８９５２
商品名：ＰＡＴＲＵＬＬ／パトルルファストベビーゲート６４－１０６ｃｍビーチ

2006年9月～2016年6月
2016年6月24日

〈HP〉

当制品において、ゲートが突然開き、子供が階段から転落したという報告があり、製品の
調査を行ったところ、ロック機構に問題がある可能性があることが判明。 製品回収（代金返金）

ガスこんろ用炊飯釜

ウルシヤマ金属工業株式会社
[問い合わせ先等]
ウルシヤマ金属工業株式会社
電話番号 ０２５６－７３－３５００
ＵＲＬ：http://www.umic-all.com/products/kamadaki_koukan/index.html

商品名：初期型釜炊き三昧（2合炊き、4合炊き、6合炊き）
1996年～2005年頃

2016年6月27日
〈HP〉

当制品において、一般的な調理器具に比べ、使用条件によっては一酸化炭素の発生量
がやや多くなることが判明。

無償部品交換（現行型かま
ど）

運動器具

株式会社クロスワーク
[問い合わせ先等]
株式会社クロスワーク
電話番号　072-276-4035 受付時間　平日　午前9時～午後5時まで
Eメール: crosshp_0@cross-work.com
ＵＲＬ：http://crosswork.the-buyer.jp/news.php?nId=22

商品名：チューブエキスパンダー
対象品番：８３３２０

2014年8月～2016年4月
2016年7月8日

〈HP〉 当製品において、ゴム接続バックル部分の破損事例が発生。 製品回収（代金返金）

ヘアアイロン

三木電器産業株式会社
[問い合わせ先等]
三木電器産業株式会社 ヘアアイロン相談室
◆電話番号：0120－112-101 (携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)
◆受付時間：2016年7月19日～24日 9時～17時（毎日）
                2016年7月25日～       9時～17時（土・日・祝日を除く）
ＵＲＬ：http://www.onedam.jp/recall-information/

ブランド名：Ｏｎｅｄａｍ
商品名：ヘアアイロン
品番：１)ＡＨＩ－２５０ＢＫ２）ＡＨＩ－２５０ＷＨ
３）ＡＨＩ－２４０４）ＡＨＩ－２４８
５）ＡＨＩ－４４０６）ＡＨＩ－１１００
＊製品の製造年月の確認方法に関しては、下記のＵＲＬのページで確認してください。

１）2015年12月～2016年5月
(製造)
２）2015年12月～2016年5月
(製造)
３）2016年1月(製造)
４）2016年1月(製造)
５）2016年1月(製造)
６）2016年5月(製造)

2016年7月19日
〈HP〉

当製品において、特定期間に採用した電源コードの不具合により、ショートし、発煙、発火
に至る可能性があることが判明。

無償点検（無料部品交換）

自転車用フロントフォーク

キャノンデール・ジャパン株式会社
[問い合わせ先等]
キャノンデール・ジャパン株式会社
◆電話番号：06-6330-1801
◆受付時間：9：30～18：00(平日）
または、Cannondale製バイクの各販売店までお問い合わせください。
ＵＲＬ：http://www.cannondale.com/ja-JP/Japan/News/News/Bad_Boy_Recall.aspx

・ブランド名：キャノンデール
・商品名：キャノンデールバッドボーイ/バッドガール

・車種：２０１１１ＢＳ１Ｂｉｋｅ１１ＢａｄＢｏｙＳｏｌｏＨｅａｄｓｈｏｋ
２０１１１ＢＳ４Ｂｉｋｅ１１ＢａｄＢｏｙＳｏｌｏＲｉｇｉｄＤｅｏｒｅ
２０１２２ＢＳ１Ｂｉｋｅ１２ＢａｄＢｏｙＳｏｌｏＨｅａｄｓｈｏｋ
２０１２２ＢＳ５Ｂｉｋｅ１２ＢａｄＢｏｙＳｏｌｏＲｉｇｉｄ５
２０１２２ＢＷＳＢｉｋｅ１２ＢａｄＧｉｒｌ１
２０１３Ｃ１３ＢＢ１ＢａｄＢｏｙ１Ｈｅａｄｓｈｏｋ
２０１３Ｃ１３ＢＢ５ＢａｄＢｏｙ５Ｒｉｇｉｄ
２０１３Ｃ１３ＢＷＳ１ＢａｄＧｉｒｌ１
2011-2012年のＢＡＤＢＯＹとＢＯＹＧＩＲＬが対象でフロントフォークの裏側のシリアルナンバー
から年式を見分けることが出来ます。
シリアルの最初の1文字を下の「製品ナンバー頭文字」に当てはめて確認して下さい。
●リコール対象バイク
製品ナンバー頭文字=Ｐ
製造年=2010
製品ナンバー頭文字=Ｑ
製造年=2011
製品ナンバー頭文字=Ｒ（ＲＡを除く）
製造年=2012
例:ＲＫ２４はリコール対象

2011年～2013年
2016年7月26日

〈HP〉
当製品において、フロントフォークのアクスル（車軸）付近に金属疲労によるヒビが見られ
た事例が数件あったことが判明。

[対処方法]

無償交換（対象車種のフロン
トフォーク）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

はさみ

スリーエムジャパン株式会社
[問い合わせ先等]
スリーエムジャパン株式会社
◆フリーダイヤル：0120-510-333
 ◆受付時間：9:00～17:00(月曜～金曜)※祝日は除く
URL:http://www.mmm.co.jp/news/info/20160805.pdf

ブランド名:スコッチ
製品名：スコッチプレミアムシザーズ
型番：１４４７
ＪＡＮコード：４５４８６２３０７８８７８
■対象製品の確認方法
・パッケージが残っている場合→裏面右上印字確認（１４４７が対象）
・パッケージが残ってない場合→刃の根元から刃先までの長さを計測

2016年4月18日～
2016年7月8日（出荷）

2016年8月5日
〈HP〉

当製品において、不具合品が混入したおそれがあることが判明。
無償交換（対象は不具合品
のみ）

潜水用浮力調整具付属品
（インフレーター）

日本アクアラング株式会社
[問い合わせ先等]
◆日本アクアラング株式会社 ＰＬ２リコール担当
 電話番号：０４６－２４７－３２２２
ＵＲＬ：http://www.aqualung.com/jp/images/uploads/pl2_recall_c.pdf

製品名:パワーライン２インフレーター
機種:パワーライン２インフレーター（ｉ３タイプのＢＣは除く）の製造番号刻印（３桁）の最初の
アルファベットがＨで始まる物全て。
（2016年6月の自主回収にて対策を行った製品も今回リコールの対象）

＊リコール対象外：製造番号刻印（３桁）の最初のアルファベットがＧ番以前又はＩ番以降の
製品

2015年1月～2016年8月10日
2016年8月19日

〈HP〉
極一部の製品において、給気ボタンから指を離してもボタンが押されたままの状態で固定
され、空気が入り続ける現象が発生。

製品回収・部品交換（対策済
みボタンとボタンカバー）

除湿機

アイリスオーヤマ株式会社
[問い合わせ先等]
除湿機ＥＪＤ－７０Ｎ 専用アイリスコール
◆フリーダイヤル（無料）：０８００－２２２－８９８９
 （携帯電話・ＰＨＳからも利用できます）
◆受付時間
 月～金曜日：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･事業者都合による休日は除く。
ＵＲＬ：http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ejd-70n.html

対象品番：ＥＪＤ－７０Ｎ
シリアルNo.：１２１２００００１～１６０２９９９９９
＊製品背面に貼られているシールで品番とシリアルNo.をご確認ください。
対象外製品：ＥＪＤ－７０、ＥＪＣ－６５Ｎは対象ではありません。
＊シリアル№１２１２００００１～１６０２９９９９９のものであっても、シリアル№脇に「検査済」の
シールが貼られているものは既に点検・修理対策済みのものです。

2013年1月～2016年7月
2016年8月24日

〈HP〉
当製品において、転倒時オフスイッチの不具合により、スイッチが異常発熱し、発煙、発
火に至るおそれがあることが判明。

無償点検・修理

ウォーターサーバー

輸入：株式会社ウォーターダイレクト
販売：プレミアムウォーター株式会社
[問い合わせ先等]
■プレミアムウォーター カスタマーセンター
◇お電話でのお問い合せ
 フリーダイヤル：０１２０－９３７－０３２
 ※携帯・ＰＨＳから０５７０－０２０－３３０
 受付時間：10:00～18:00（年末年始を除く）
◇メールでのお問い合せ
 メールアドレス：cs@premium-water.net
ＵＲＬ：https://premium-water.net/information/20160906

・該当製品の型番および対象製造番号（末尾9桁）
・型番：ＷＦＤ－１０５０、ＷＦＤ－１０７０
・製造番号（末尾９桁）：１１０９００００１～１３１２００４５２
※上記対象製造番号に該当しないウォーターサーバーは対象外です。

2011年9月～2013年12月
2016年9月6日

〈HP〉
当製品において、チャイルドロックボタンが押された状態から戻らなくなり解除できない事
例が発生。

部品無償交換（対策済み
チャイルドロックボタン）

Tシャツ

製造：株式会社星美製作所
配布：NPO法人 スタンドアップパドルユニオン（SUPU）
[問い合わせ先等]
NPO法人 スタンドアップパドルユニオン
電話番号：０５０－１０１１－８６８４
 ＵＲＬ：http://www.supu.co.jp/race/news160919a.php

製品名：オリジナルプリントTシャツ 2016年9月10日（配布期間）
2016年9月11日

〈HP〉 配布されたTシャツを着用した選手及びスタッフが皮膚の炎症を起こしたため。
製品回収（代替え品配布予
定、詳細は後日発表）

電動アシスト自転車（フレー
ム）

株式会社デイトナ
[問い合わせ先等]
株式会社デイトナ
◆電話番号：0538-84-2207
 ◆受付時間：9：30～18：00(土日祭日を除く）
ＵＲＬ：http://www.potteringbike.jp/img/20160912.pdf

・対象車両：ＤａｙｔｏｎａＰｏｔｔｅｒｉｎｇＢｉｋｅＤＥ０１、ＤＥ０１Ｓ
・普通自転車型式認定番号：交Ａ１５－３５、交Ａ１５－３６
・車体番号：ＤＥ０１Ｇ１５００１～ＤＥ０１Ｇ１５２６７

2015年8月19日～2016年8月
8日(出荷時期）

2016年9月12日
〈HP〉

当製品において、フレームのメインパイプ下部、及びヒンジ部分の溶接個所における溶接
不良の可能性があることが判明。

無償交換（対象車種の対策
済みフレーム）

リチウム電池内蔵充電器

輸入：シグニティ・ジャパン株式会社
 販売：株式会社ＳＭｂｒａｎｄ
[問い合わせ先等]
株式会社ＳＭｂｒａｎｄ Ｒａｄｙカスタマーセンター
◆電話番号：０５７０－６６６－６７５
◆受付時間：平日9:30～17:30
メールアドレス：bt@rady.jp
ＵＲＬ：http://rady.jp/rady/inf/03/

品名：リチウムイオンバッテリー充電器
商品名：Ｒａｄｙポータブル充電器（ノベルティ）
型番：ＳＪ0002－ＰＩＮＯＶＥＬＴＹ
※株式会社ＳＭｂｒａｎｄが2016年6月22日に行ったキャンペーンのノベルティ商品

2016年6月23日～2016年6月
22日(配布期間）

2016年9月13日
〈HP〉 当製品において、製造上の不具合により、発煙に至るおそれがあることが判明。 製品回収（代替品と交換）

シャワーベンチ

フジホーム株式会社
[問い合わせ先等]
フジホーム株式会社 シャワーベンチ相談窓口
◆電話番号：2016年9月30日以前 ０３－３５２３－１６３１
　　　　　　　　2016年9月30日以降 ０１２０－２９７－４８４
◆受付時間：9:00～17:30 （土・日・祝日・夏季休業・年末年始を除く）

ＵＲＬ：http://www.fujihome.co.jp/pdf/160916.pdf

品名：いきいきシャワーベンチ背あり
品番：ＷＢ１２０６
ＪＡＮコード：４９７７６２６－７１０４８３
品名：いきいきシャワーベンチ背なし
品番：ＷＢ１２０７
ＪＡＮコード：４９７７６２６－７１０４９０
■対象製品の確認方法

１．梱包箱又は取扱説明書がお手元にある場合は「品名又は品番」をご確認下さい。

２．商品本体裏側の脚を固定しているパイプに貼付している「シールのロット番号」をご確認
下さい。

対象商品には下記対象商品には下記対象商品には下記対象商品には
下記Ｃ５００７１から始まるＣ＋１３桁が記載されています。
ＬＯＴＮｏ．：Ｃ５００７１ＸＸＸＸＸＸＸＸ

2000年8月～2016年9月13日 2016年9月16日
〈HP〉

当製品において、脚部の高さ調整をする「ばね」がスチール製のため錆が発生することが
判明し、経年劣化によって破断する危険性があるため。

無償修理（定着ユニットの交
換）

靴

株式会社エスエスケイ
[問い合わせ先等]
株式会社エスエスケイ お客様相談室 パラディウム回収係
◆電話番号：０１２０－５０－７７８９
◆受付時間：月曜日～金曜日 9:30～17:30 （土、日、祝日は除く）
ＵＲＬ：http://www.ssksports.com/news/detail.php?id=1776

ブランド名：ＰＡＬＬＡＤＩＵＭ（パラディウム）
品番／７５１９０
品名／ＴＡＣＴＩＣＡＬＭＵＬＴＩＣＡＭ
カラー／（９９６）ＯｒｉｇｉｎａｌＣａｍｏ
（９９７）ＢｌａｃｋＣａｍｏ
（９９８）ＡｒｉｄＣａｍｏ

2016年8月26日～2016年9月
13日

2016年9月21日
〈HP〉

当製品において、シューホール裏側のハトメ処理に不備があり、一部鋭利になっている部
分がある事が判明。

回収（購入代金返金）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

アルミニウム合金製はしご

株式会社ピカコーポレイション
[問い合わせ先等]
株式会社ピカコーポレイション お問い合わせ窓口
◆電話番号：０１２０－１６８－７５１
◆受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00 ※祝日を除く
ＵＲＬ：http://www.pica-corp.jp/

製品名：アルミニウム合金製はしご（１ＪＯＢ型、２ＪＯＢ型）
型式：１ＪＯＢ－３０、１ＪＯＢ－４０、１ＪＯＢ－５０
２ＪＯＢ－５３、２ＪＯＢ－６０、２ＪＯＢ－７４、２ＪＯＢ－８０
＊樹脂部品が紺色のものは対策品です。

2014年8月～2016年6月
2016年9月26日

〈HP〉
当該品において、通常のご使用・保管においても下部端具という樹脂部品に亀裂及び場
合によっては割れが発生することが確認された。

無償点検・修理

電動アシスト自転車用バッテ
リー

パナソニック サイクルテック株式会社
[問い合わせ先等]
パナソニック サイクルテック株式会社 電動自転車バッテリー市場対策室
◆フリーダイヤル（無料）：0120-870-355（携帯電話・PHSからも利用可）
◆受付時間
 平成28年10月25日まで 9:00～21:00（毎日）
 平成28年10月26日以降 9:00～17:00（土･日･祝日を除く）
　ＵＲＬ：http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/

●2016年9月26日新たな対象追加分●
１）バッテリー品番：ＮＫＹ４４９Ｂ０２
ロット記号：ＲＪ０１
ＪＡＮコード：４５１９３８９６６５４０４
２）バッテリー品番：ＮＫＹ４５０Ｂ０２
ロット記号：ＲＪ０１～０３
ＪＡＮコード：４５１９３８９６６５５２７
３）バッテリー品番：ＮＫＹ４５１Ｂ０２
ロット記号：ＲＩ２７、ＲＩ３０
ＪＡＮコード：４５１９３８９６６５６０２
４）バッテリー品番：ＮＫＹ４８６Ｂ０２、ＮＫＹ４８７Ｂ０２、ＮＫＹ４８８Ｂ０２
ロット記号：ＲＪ０１～０３
ＪＡＮコード：４５１９３８９６６６４２５、４５１９３８９６６６５２４、４５１９３８９６６６６２３
●2015年7月27日対象分●
１）バッテリー品番:ＮＫＹ４４９Ｂ０２
ロット記号:ＲＡ０８、ＲＢ０１～２８、ＲＣ０１～３１、ＲＤ０１～２２
ＪＡＮコード:４５１９３８９６６５４０４
２）バッテリー品番:ＮＫＹ４５０Ｂ０２
ロット記号:ＱＬ１７～３１、ＲＡ０１～３１、ＲＢ０１～２８、ＲＣ０１～３１、
ＲＤ０１～１７
ＪＡＮコード:４５１９３８９６６５５２７
３）バッテリー品番:ＮＫＹ４５１Ｂ０２
ロット記号:ＲＡ０７～３１、ＲＢ０１～２８、ＲＣ０１～３１、ＲＤ０１～１５
ＪＡＮコード:４５１９３８９６６５６０２
４）バッテリー品番:ＮＫＹ４５２Ｂ０２
ロット記号:ＱＬ２７、ＲＡ０１～３１、ＲＢ０１～２８、ＲＣ０１～３１、ＲＤ０１～１０
ＪＡＮコード:４５１９３８９６６５７２５
５）バッテリー品番:ＮＫＹ４５４Ｂ０２
ロット記号:ＲＡ１１～３１、ＲＢ０１～２８、ＲＣ０１～１１
ＪＡＮコード:４５１９３８９６６５８２４

●2016年9月26日新たな対
象追加分製造期間●
2013年10月2日～2013年10
月4日

●2015年7月27日掲載分●
１）2013年1月8日～2013年4
月22日２）2012年12月17日
～2013年4月17日
３）2013年1月7日～2013年4
月15日４）2012年12月27日
～2013年4月10日
５）2013年1月11日～2013年
3月11日

2016年9月26日
〈HP〉

当製品において、バッテリーの製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性があるこ
とが判明。 無償交換（バッテリー）

靴

株式会社ローズバッド
[問い合わせ先等]
ＲＯＳＥ ＢＵＤ ＯＵＴＬＥＴ入間：０４２－９３５－２２６３
 ＲＯＳＥ ＢＵＤ ＯＵＴＬＥＴ幕張：０４３－３５０－５４７５
 ＲＯＳＥ ＢＵＤ ＯＵＴＬＥＴ木更津店：０４３－８４０－１７２５
 ＲＯＳＥ ＢＵＤ ＯＵＴＬＥＴ土岐店：０５７－２２６－８６４８
 ＲＯＳＥ ＢＵＤ ＯＵＴＬＥＴ長島店：０５９－４４５－８５５７
ＵＲＬ：http://rosebud.co.jp/rosebud/news/news/post_33.html

ブランド名:ＲＯＳＥＢＵＤ(ローズバッド)
品番：１６２０３３（ＨＲＹ／３Ｇ４２５１５－ＫＦＪＳ８）
色番：０２２（ＢＬＡＣＫＭＩＤ）０３３（ＧＲＥＹＭＩＤ）

2016年8月13日～2016年9月
2日

2016年9月27日
〈HP〉 当製品において、ヒールの強度不足による破損が発生する可能性があることが判明。 製品回収（代金返金）

照明器具（センサー付）

(輸入)新潟精機株式会社
(販売)株式会社カインズ
[問い合わせ先等]
新潟精機株式会社
◆フリーダイヤル（無料）0120－33－5514
（携帯電話・ＰＨＳからも利用できます）
◆メール： sk.customer@niigataseiki.co.jp
 ◆受付時間 月～金曜日：9：00～18：00(土･日･祝日を除く)
ＵＲＬ：
◆新潟精機株式会社
http://www.niigataseiki.com/news/recall20160928.html
◆株式会社カインズ
http://www.cainz.co.jp/images/information/pdf/20160928_halogen.pdf

１）ブランド名:ＴＯＯＬＷＯＲＬＤ
型番：ＳＬＨ－７５Ｔ
ＪＡＮコード：４９７５８４６８９０１１４
２）ブランド名:ＣＡＩＮＺ
型番：ＳＬＨ－７５Ｔ
ＪＡＮコード：４９７５８４６８９０３１２

1)2007年9月～2009年11月
2)2009年11月～2015年4月

2016年9月28日
〈HP〉

当製品において、部品の不具合により、発火に至るおそれがあることが判明。

製品交換

風呂いす

株式会社 ニトリ
[問い合わせ先等]
株式会社 ニトリ お客様相談室
フリーダイヤル（無料）：０１２０-２０９-９９３
 受付時間：10：00～18：30（土・日・祝日含む）
 ＵＲＬ：http://www.nitori.co.jp/news/pdf/2016/76A36DED-85A6-CE6A-A791-B0D22D9752CC.pdf

ブランド名：アンティクリスタル
製品名：フロイスアンティクリスタル
商品名:フロイスＨ２１アンティクリスタルクリア
商品コード:８５１０７５１
商品名:フロイスＨ２１アンティクリスタルＢＲ
商品コード:８５１０７６４

2013年5月17日～2015年12
月15日

2016年9月30日
〈HP〉

一部の商品の座面に、非常にまれに割れが発生する可能性があることが判明。 製品回収（代金返金）

自転車用リアディレーラーハ
ンガー

スペシャライズド・ジャパン合同会社
[問い合わせ先等]
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： 月～金 10：00～12：00 13:00～17:00（土日祝除く）
 ＵＲＬ：http://www.specialized-onlinestore.jp/contents/blog/detail/216

商品名：２０１６年モデルのＶＥＮＧＥＶｉＡＳ（リムブレーキ仕様）
製品番号（ＳＫＵ）：９９０１６－００ｘｘ
商品名：ｓ－ＷＯＲＫＳＶＥＮＧＥＶｉＡＳＤｉ２ＢＬＫ
製品番号（ＳＫＵ）：９９０１６－０１ｘｘ
商品名：ｓ－ＷＯＲＫＳＶＥＮＧＥＶｉＡＳＤｉ２ＣＡＲＢ／ＲＥＤ／ＢＬＵ／ＷＨＴ
製品番号（ＳＫＵ）：７９０１６－０２ｘｘ

2016年7月～
2016年10月13日

〈HP〉

当製品において、リアホイールがリアドロップアウトから脱落し、その結果フレームの破損
につながる恐れがあるため。

無料部品交換（脱落防止用
突起付きの新しいリアディ
レーラーハンガー）

スマートフォン・タブレット用
ACアダプター

輸入：ミツミ電機株式会社
販売：富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社販売等期間]
[問い合わせ先等]
富士通スマートフォン/タブレット用ACアダプタ交換ご相談窓口
◆フリーダイヤル(無料)：０１２０－９２６－８６７（携帯電話・ＰＨＳからも利用できます）
◆受付時間：09：00～17：00(事業者指定日の休日を除く)
◆ミツミ電機株式会社
"http://www.mitsumi.co.jp/pdf/20161017_ac.pdf"別ウィンドウで開きます
 ◆富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社
"http://www.fmworld.net/product/phone/topics/ac_alert/index.html"別ウィンドウで開きます

型名：ＦＭＶ－ＡＣ３４６
製造番号：ＸＫＡ，ＸＬＡ
ＹＡＡ，ＹＢＡ，ＹＣＡ，ＹＥＡ，ＹＦＡ，ＹＧＡ，ＹＪＡ，ＹＫＡ，ＹＬＡ，ＹＭＡ
ＺＡＡ，ＺＢＡ，ＺＣＡ，ＺＤＡ，ＺＥＡ，ＺＦＡ，ＺＧＡ
付属品として使用しているスマートフォン・タブレット
個人向け／スマートフォン：ａｒｒｏｗｓＭ０３、ａｒｒｏｗｓＭ０２
ａｒｒｏｗｓＲＭ０２、ＡＲＲＯＷＳＭ０１

2014年10月～2016年8月（製
造時期）

2016年10月17日
〈HP〉

当製品の一部において、製造不良によりプラグ部分（差し込み部分）が外れて電源コンセ
ントに残り、感電の原因となる可能性が判明。

製品交換（交換対象品：AC
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

電気フライヤー
[

輸入：株式会社三栄コーポレーション
販売：株式会社ｍｈエンタープライズ
問い合わせ先等]
株式会社ｍｈエンタープライズ ビタントニオ・コンパクトフライヤー回収窓口
◆フリーダイヤル（無料）0120－021－057
 ◆受付時間
・平日：9：00～18：00(2016年10月20日から11月18日まで)
・平日：9：00～17：30(2016年11月21日以降)
  (土･日･祝日・夏季休業・年末年始を除く)
※2016年10月22日（土）、23日（日）は受付いたします。
 ＵＲＬ：http://www.vitantonio.jp/info/20161020.html

商品名：ビタントニオ・コンパクトフライヤー
品番：ＶＦＹ－１０
ＪＡＮコード：４９６８２９１３０４８６２

2016年4月～2016年10月
2016年10月20日

〈HP〉
当製品において、本体容器に亀裂が生じ、本体外部に油が漏れだし、火傷や火災の恐れ
があることが判明。

製品回収（一律同額の回収
金額を支払う）

野球バット用ウエイト

株式会社エスエスケイ
[問い合わせ先等]
株式会社エスエスケイ お客様相談室
◆フリーダイヤル：０１２０－５０－７７８９
◆受付時間 ：(月～金)９：３０～１７：３０(土、日、祝日は除く)
ＵＲＬ：http://www.ssksports.com/baseball/important/

商品名：ロングバットウエイト
品番：ＳＲＬＧ０９０、ＳＲＬＧ０１０

2011年5月27日～2014年1月
18日

2016年10月24日
〈HP〉 当製品において、素振り中にバットから抜けて飛び出すという事例が発生。 製品回収（代金返金）

USB加湿器（超音波式）

イツワ商事株式会社
[問い合わせ先等]
イツワ商事株式会社　KITSお客様サポートセンター
◆フリーダイヤル：0120－520－357
◆受付時間 平日：9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
◆メールアドレス：support@itsuwa.co.jp
ＵＲＬ：http://www.itsuwa.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/10/PEBOKAお知らせ2.pdf

品番：ＫＵＢＨ０１ＢＬ（ブルー）、ＪＡＮコード：４５２３６０８０２４０７１
品番：ＫＵＢＨ０１ＰＫ（ピンク）、ＪＡＮコード：４５２３６０８０２４０９５
品番：ＫＵＢＨ０１ＷＨ（ホワイト）、ＪＡＮコード：４５２３６０８０２４０６４

2016年9月20日～
2016年10月21日

2016年10月24日
〈HP〉

当製品において、製造上の不具合により、内部部品が発熱して、外郭が一部溶融し変形
するおそれがあるため。

製品回収（代金返金）

給湯機能付ジェットポンプ
（ジェット噴流バス）

タカラスタンダード株式会社
[問い合わせ先等]
タカラスタンダード株式会社
◆フリーダイヤル：０１２０－５５７－９１０
◆受付時間：９：００～１８：００(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く）
 ＵＲＬ：http://www.takara-standard.co.jp/oshirase/healthyjet.html

製品名：ヘルシージェットバス（ジェット噴流バス）
浴室リモコン
機種名：ＴＢＣ－４９

屋外機：50Hz地域
機種名：FSB-24AGA、HJB-2400AAL
屋外機：60Hz地域

1993年6月～2000年10月
2016年10月28日

〈HP〉
入浴中に背中側ジェット噴出口に髪の毛が吸い込まれ抜けなくなるという事例を確認。

無償点検・修理（ジェット噴出
口にカバーを取り付ける）

懸垂マシン

アルインコ株式会社
[問い合わせ先等]
アルインコ株式会社 フィットネス事業部 けんすいマシン受付係
◆フリーダイヤル：０１２０－０８６－４５６
◆受付時間：月曜日～金曜日 ９時～１７時(祝祭日、年末年始を除く）
 ＵＲＬ：https://www.alinco.co.jp/

商品名：マルチ懸垂（けんすい）マシン
型式：ＦＡ９１４
製造番号：８１１６０１００１、８１１６０４００２、８１１６０８００３

2016年2月3日～
2016年9月28日

2016年11月1日
〈HP〉

当製品において、ハンドル中央部フック部分に縫製不良の商品が混入している可能性が
あることが判明。

無料部品交換

自転車用フロントフォーク

トレック・ジャパン株式会社
[問い合わせ先等]
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：10：00～12:30 13：30～17：00(土・日・祝を除く）
 ＵＲＬ：http://s7d4.scene7.com/is/content/TrekBicycleProducts/Asset%20Library/editorial-
assets/safet-and-recalls/TK16_MY14MY15_Farley_Recall_Consumer_Notice_JA_v2.pdf

車種：２０１４Ｆａｒｌｅｙ，２０１４Ｆａｒｌｅｙｆｒａｍｅｓｅｔ
車種：２０１５Ｆａｒｌｅｙ６（日本販売モデル），２０１５Ｆａｒｌｅｙ６ｆｒａｍｅｓｅｔ
＊対象車種を所有者れている方は直ちに乗車を中止し、最寄りのトレック正規販売店へ該
当製品を持ち込んでください。

2014年9月18日～
2016年11月3日

〈HP〉
当製品において、誤った形状のフロントフォークが取り付けられていることが判明いたしま
した。現状のまま使用した場合、フロントフォークがステアリングコラム部から破損する恐
れがあります。

無料部品交換（フロント
フォーク）

ノートパソコン用バッテリー
パック

株式会社東芝
(現：東芝クライアントソリューション株式会社)
[問い合わせ先等]
「dynabookバッテリーパック交換窓口」
電話でお問い合わせ 0120-444-842（フリーダイヤル）
 受付時間：9:00～19:00（2016年12月11日まで、土･日･祝日を含む）
9:00～19:00（2016年12月12日以降、土･日･祝日・弊社指定休日を除く）
 ＵＲＬ：
https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja

所有しているノートパソコンのバッテリーパックが対象製品かどうか、以下の１）及び２）を確
認の上、事業者のホームページで確認いただくか、事業者の問い合わせ先に連絡してくださ
い。
１）専用アプリケーションソフトを使って確認・申し込みをする方法
東芝バッテリーチェックユーティリティーをダウンロードして確認・申し込みをする方はこちら
２）バッテリーを製品本体から取りはずし、ウェブサイトで必要事項を入力して確認・申し込み
をする方法
手入力での確認・申し込みページへ移動する方はこちら

2013年7月～2014年8月（製
造期間）

2016年11月10日
〈HP〉

2016年1月28日にリコールをしているが、別の新たな不具合があり同様の危険の可能性
があることが判明し、当不具合により、発煙・発火に至るおそれがあるため。

無償交換（バッテリーパック）

リチウム電池内蔵充電器

株式会社ハック
[問い合わせ先等]
株式会社ハック モバイルバッテリー返送係
◆フリーダイヤル：0120-976-089
 ◆受付時間：月～金 9:30～17:00（土･日･祝日を除く）
 ＵＲＬ：http://hac72.com/notice/news1

１）商品名：ギガバンク１００００ｍＡｈ
型番：ＨＡＣ１０７８
色：ホワイト
２）商品名：パワーバンク１０４００ｍＡｈ
型番：ＨＡＣ１１８２
色：ホワイト、ブラック、ピンク、ブルー

１）2016年8月20日～2016年
9月
２）2016年8月29日～2016年
9月

2016年11月18日
〈HP〉

当製品において、製造工程において重大な不具合が発生したものが混入している恐れが
あることが判明。

製品回収（返金）

ノートパソコン用バッテリー
パック

ソニー株式会社
[問い合わせ先等]
ソニーVAIO特設窓口
◆フリーダイヤル（無料）：0120-663-113（PHS・携帯電話からも利用可能）
◆受付時間：平日：9:00～18:00、  土日祝：9:00～17:00
   （年末年始は、土日祝日の営業時間になる場合があります。）
 ＵＲＬ：http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/160302/

対象製品：1品番(ＶＧＰ－ＢＰＳ２６)対象バッテリーパックの確認方法別ウィンドウで開きます
■交換対象のバッテリーパックが搭載された可能性のある機種
・修理時に対象バッテリーパックが搭載された可能性のある製品の型名
ＶＰＣＣＡ１／２／３／４シリーズ、ＶＰＣＣＢ１／２／３／４シリーズ
ＳＶＥ１４Ａ１／２／３シリーズ、ＳＶＥ１４１３シリーズ
ＳＶＥ１５１３シリーズ、ＶＰＣＥＪ２ＡＪ／３ＡＪ
ＳＶＥ１７１１ＡＪ／２ＡＪ／３ＡＪ

2014年1月26日(製造日)
2016年11月24日

〈HP〉

当製品において、製造上の不備により、過熱して焼損に至るおそれがあるため。
無償交換（バッテリーパック）

電気ストーブ

イーグル・トレード株式会社
[問い合わせ先等]
イーグル・トレード株式会社 回収窓口
◆電話番号：043-306-4440
◆受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日除く）
 ＵＲＬ：http://eagletrade.co.jp/%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab.html

商品名：ＤＩＯＮＥスクリーンヒーター
型番ＳＣＨ－Ｚ１００Ｒ
色：ワインレッド
製造番号：Ｒ０１７Ｕ１６００１～Ｒ０１７Ｕ１６０５０
型番：ＳＣＨ－Ｚ１００Ｗ
色：ホワイト
製造番号：Ｗ０１７Ｕ１６００１～Ｗ０１７Ｕ１６０５０

2016年7月～2016年11月
2016年12月5日

〈HP〉
当製品において、部品に不具合のあるものが一部混入したことにより、発煙・発火に至る
おそれがあることが判明 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

パジャマ（子供用）

株式会社良品計画
[問い合わせ先等]
株式会社良品計画 お客様室
◆電話番号：フリーダイヤル ０１２０－６４０－７７２
◆受付時間：10:00～18:00
（土・日・祝日を含む、12月31日から1月2日まで休止）
 ＵＲＬ：http://ryohin-keikaku.jp/news/2016_1207.html


商品名：オーガニックコットンフランネルお着替えパジャマ（ベビー）
サイズ：８０ｃｍ・赤
ＪＡＮコード：４５４９７３８１８５４３７
商品名：オーガニックコットンフランネルお着替えパジャマ（ベビー）
サイズ：９０ｃｍ・赤
ＪＡＮコード：４５４９７３８１８５４４４
商品名：オーガニックコットンフランネルお着替えパジャマ（ベビー）

2016年10月26日～
2016年12月5日

2016年12月7日
〈HP〉

当製品において、基準値を超えるホルムアルデヒドが確認された。 製品回収（代金返金）

自転車用ライト

トレック・ジャパン株式会社
[問い合わせ先等]
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：10：00～12:30 13：30～18：00(土・日・祝を除く）
 ＵＲＬ：http://s7d4.scene7.com/is/content/TrekBicycleProducts/Asset%20Library/editorial-
assets/safet-and-recalls/TK16_Light_Recall_Consumer_Notice_JP.pdf

商品名:ＢｏｎｔｒａｇｅｒＦｌａｒｅＲＴ
品番:４３８８１８
シリアルコード:Ａｆ０４００４０８～Ａｆ０４００７０９

2016年8月29日～
2016年9月22日

2016年12月15日
〈HP〉

当製品において、、一部生産ロットの中に、誤ったプログラミングで組み立てられているこ
とが判明いたしました。
誤ったプログラミングで組まれたライトは、ペアリングやデバイス操作において不安定な動
作をすることがあります。
この不安定な動作が起こると、ライトが突然消えたりすることが考えられ、深刻な事故を引
き起こす危険性があります。

無償交換

圧力鍋

株式会社ワンダーシェフ[販売等期間]
[問い合わせ先等]
ワンダーシェフ パッキン交換専用窓口
◆電話番号：フリーダイヤル ０１２０－２５０－０３０
◆受付時間：2017年2月28日まで 10:00～19:00（土・日・祝日を除く）
                      2017年3月 1日以降 09:00～13:00、14:00～17:00（土・日・祝日を除く）
 ＵＲＬ：http://www.wonderchef.jp/p-koukan/

ブランド名：Ｕｎｉｖａ
商品名：ワンダーシェフユニバ両手圧力鍋容量：４．０Ｌ
型番：ＹＵＤＡ４０
ＪＡＮコード：４９７０８４６３００８７
商品名：ワンダーシェフユニバ両手圧力鍋容量６．０Ｌ
型番：ＹＵＤＡ６０
ＪＡＮコード：４９７０８４６３００９４

2014年11月～2016年12月
2017年1月10日

〈HP〉
当製品において、蒸気噴出しの申し出が続いたため、原因を調査したところパッキンに局
部的な強度のムラがあるものがあることが判明。

無償部品交換(シリコンパッ
キンのみ)

ＡＣアダプタ（太陽光発電シ
ステム用表示ユニット付属
品）

三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社（オムロン株式会社ブランド）
[問い合わせ先等]
ＡＣアダプタ無償交換受付センタ
 ◆フリーダイヤル：０１２０－２１２－５４７
 ◆受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
 ◆オムロン株式会社：
 http://www.omron.co.jp/info/20170112.html
  ◆三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社：
 http://www.sts-tottori.com/

太陽光発電システムおよびハイブリッド蓄電システムに使用される表示ユニット（*）に付属の
ＡＣアダプタ
ＡＣアダプタの型番:ＧＣＦ３１２Ｓ－０５２０ＪＧＳ０２４－０３９
ＡＣアダプタの製造番号（左４桁）：１６０３－ｘｘｘｘｘｘｘ、１６０５－ｘｘｘｘｘｘｘ、
１６０６－ｘｘｘｘｘｘｘ、１６０７－ｘｘｘｘｘｘｘ、
１６０８－ｘｘｘｘｘｘｘ、１６１０－ｘｘｘｘｘｘｘ、
１６１１－ｘｘｘｘｘｘｘ
（製造番号が１４または１５から始まるものは、交換の対象外です。）

2016年2月29日～2016年11
月1日（ＡＣアダプタの製造時
期）

2017年1月12日
〈HP〉

当製品において、製造不良により、まれにケース部分が割れる可能性のあることが判
明。 ＡＣアダプタの回収・交換（無

償）

こたつ用椅子

株式会社　ニトリ
[問い合わせ先等]
株式会社ニトリ お客様相談室
◆電話番号：フリーダイヤル ０１２０－２０９－９９３
◆受付時間：午前10時～午後6時30分（土・日・祝日含む）
 ＵＲＬ：http://www.nitorihd.co.jp/news/items/d8e72ef33ee3fa2cd7b72d74094d78af.pdf

シリーズ名：ＰＡＣシリーズ
商品名：ダイニングコタツチェアＰＡＣＬＢＲ
商品コード：０７４０２０１

商品名：ダイニングコタツチェアＰＡＣＤＢＲ
商品コード：０７４０２０２

2016年9月21日～2016年12
月8日

2017年1月19日
〈HP〉 当製品において、ごくまれに接着不足による脚部のはずれの可能性があることが判明。

部品無償交換（補強パーツ
付き脚部のみ）

自転車用ホイール

トレック・ジャパン株式会社
[問い合わせ先等]
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：10：00～12:30 13：30～18：00(土・日・祝を除く）
 ＵＲＬ：http://trek.scene7.com/is/content/TrekBicycleProducts/Asset%20Library/editorial-
assets/safet-and-recalls/TK17_720Disc_Recall_Consumer_Notice_JA.pdf

商品名：２０１５、２０１６Ｔｒｅｋ７２０Ｄｉｓｃ
カラー：ｇｒａｐｈｉｔｅ
商品名：２０１７Ｔｒｅｋ７２０Ｄｉｓｃ
カラー：ｑｕｉｃｋｓｉｌｖｅｒ
商品名：ＢｏｎｔｒａｇｅｒＡｐｐｒｏｖｅｄＴＬＲ、Ｄｉｓｃ７００Ｃ２４Ｈ(前後)
カラー：スポークカラー：ｓｉｌｖｅｒ

2014年8月24日～
2015年11月24日

2017年1月20日
〈HP〉

当製品において、スポークが破損する可能性のあるホイールセットが組み込まれているこ
とが判明。

無償交換（ホイールのみ）

壁掛扇風機

パナソニック株式会社
[問い合わせ先等]
パナソニック エコシステムズ株式会社 壁掛扇風機市場対策室
◆フリーダイヤル（無料）：0120－872-136（携帯電話・PHSからも利用可）
◆受付時間：2017年2月23日まで 9:00～21:00（毎日）
 　　　　　   　2017年29年2月24日以降 9:00～17:00（土･日･祝日を除く）
http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/17012401.html

下記のすべてに該当するものが対象品です。
ブランド名：Ｐａｎａｓｏｎｉｃ
対象品番:Ｆ－ＧＡ３０１
製造年ラベル：ラベルなし、もしくは2009年～2014年
＊「Ｎａｔｉｏｎａｌ」ブランドの製品は今回の対象期間より前の製造となるため対象外です。
＊2008年10月～2009年3月の生産品は製造年ラベルが貼り付けてありません。

2008年10月～2014年12月に
製造した製品が対象（製造年
ラベルなし、もしくは2009年
～2014年）

2017年1月24日
〈HP〉 当製品において、製造上の不具合により、発火に至る可能性があることが判明。

無料製品交換（対策品）・設
置

ノートパソコン用バッテリー
パック

株式会社日本ＨＰ
[問い合わせ先等]
ＨＰ　ノートＰＣ製品 バッテリパック自主回収プログラム窓口
◆フリーダイヤル：０１２０－５８９４５５
◆受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
◆e-Mail：jpn_mobile_battery@hp.com
ＵＲＬ：http://h50146.www5.hp.com/info/replacement/fy2016/fy16-01.html

■対象製品が搭載された可能性のあるノートパソコンの機種
※全世界で対象となる製品一覧の詳細は下記のURLをご参照ください。
http://h50146.www5..com/info/replacement/fy2016/pop01.html
・日本から出荷された製品のうち、対象となる機種
ＰｒｏＢｏｏｋ４５４０ｓ、ＰｒｏＢｏｏｋ４５５Ｇ１
ＰｒｏＢｏｏｋ４５４５ｓ、ＰｒｏＢｏｏｋ４５０Ｇ１(追加機種)
１０００Ｎｏｔｅｂｏｏｋ、２０００Ｎｏｔｅｂｏｏｋ
Ｐａｖｉｌｉｏｎ１５（追加機種）、ＰｒｏＢｏｏｋ４７０Ｇ１(追加機種)

2013年3月～2016年10月
（出荷期間）

2017年1月25日
〈HP〉

当製品において、発煙・発火に至る可能性があることが判明。 製品の無償交換

ビーチチェア

イケア・ジャパン株式会社[販売等期間]
[問い合わせ先等]
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：9:00～21:00
◆Eメール：recall@ikeajp.com
ＵＲＬ：http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsitem/recall_20170125_mysingso

１）商品番号：７０２２８００９
商品名：ＭＹＳＩＮＧＳO／ミースィングソービーチチェア
アソートカラーＡＰＪＰ
２）商品番号：１０２５８０８０
商品名：ＭＹＳＩＮＧＳO／ミースィングソービーチチェア
レッド／ブルーＡＰＪＰ
３）商品番号：３０２８５１６７

１）2013年2月～2013年10月
２）2014年2月～2014年10月
３）2015年2月～2015年10月
４）2015年2月～2016年4月
５）2015年2月～2015年10月
６）2016年2月～2016年10月
７）2016年2月～2016年10月
８）2016年2月～2016年10月

2017年1月25日
〈HP〉

当製品において、洗濯後の布地シートが正しい位置に取り付けられなかった場合、チェア
が転倒したり、指をはさんだりするおそれがあることが判明。

製品回収(返金)

玩具付絵本

株式会社ベネッセコーポレーション
[問い合わせ先等]
株式会社ベネッセコーポレーション お客様窓口
◆電話番号：フリーダイヤル ０１２０－３３２－８５８
 （IP電話からは０４２－６７９－６０４９）
◆受付時間：月曜～土曜 10時～18時（日・祝日除く）
 ＵＲＬ：http://blog.benesse.ne.jp/info/corp/2017/01/post-18.html

たまひよ脳すくすく絵本「脳がすくすく！ふりふりねこちゃん」
2016年11月～

2017年1月30日
〈HP〉

対象製品をかじったり、爪や指などで強い力を加えることにより、一部のパーツ（操作ボタ
ン）が外れてしまう可能性が判明。

製品回収(返金)

ニッケル水素電池用充電器

ノービル・インストルメント株式会社
[問い合わせ先等]
ノービル・インストルメント株式会社
◆メールアドレス：support@nobil.org
ＵＲＬ：http://www.nobil.org/mixjuice-up0051b-05pa-preventive-replacement

商品名：ＭＩＸＪＵＩＣＥ（ミックスジュース）
機種・型番：ＵＰ００５１Ｂ－０５ＰＡ

2015年10月10日～
2016年12月1日

2017年2月1日
〈HP〉

当製品において、これまでに5件（１件は接続先のACコンセントの一部溶融）の発熱事象
を確認。

無償製品交換(安全対策済
み代替品：ＭＩＸＪＵＩＣＥＶｅｒ．
２)
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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

カセットボンベ

日本瓦斯株式会社
[問い合わせ先等]
日本瓦斯株式会社 お問い合わせ窓口
◆フリーダイヤル：０１２０－２３９－０５５
◆受付時間：午前9時～午後6時(平日・土曜・日曜・祝日）
◆日本瓦斯株式会社
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=announcement&sid=34440&code=8174
◆全国家庭用品卸商業協同組合
http://zenkakyo.or.jp/info_joyfire.pdf
◆日本生活協同組合連合会
http://jccu.coop/info/announcement/2017/20170131_01.html
◆象印マホービン株式会社
https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/announce/gb_kinkoku.html
◆株式会社TTS
http://www.ttcf.co.jp/topics/index.html
◆タイガー魔法瓶株式会社
https://www.tiger.jp/customer/information/info_170203.html
◆スタイル株式会社
http://www.stylecorp.co.jp/wp-content/uploads/2017/02/20170202.pdf

対象商品名:ＲＦカセットボンベ
ＪＡＮコード：４９４３３８５９１００３７、４９４３３８５９１００７５、
４５６０３０９８５０３６３、４５７１２９２６９５３４３
４９４３３８５９２２５８０、４９４３３８５９１１１２６
４９４３３８５０２２６１７、４９４３３８５９１０２２８
対象商品名:ジョイファイヤーボンベ
ＪＡＮコード：４９４３３８５９１００１３、４９４３３８５９１００５１
４９４３３８５９１００２０、４９９４１５１０５１２１８
４５８０１０８６７０１８４
対象商品名:プロリーブジョイファイヤーボンベ（販売元：全国家庭用品卸商業協同組合）
ＪＡＮコード：４９０１８５１２１２９８６、４９０１８５１２１２９７９
４９８３９５６２０３５７１、４９４３３８５９１０１３６
４９０２１６０５８６９４２
対象商品名:ジョイファイヤージュニアボンベ
ＪＡＮコード：４９４３３８５０２２５６３、４９４３３８５９１２５６７
対象商品名:ＣＦカセットボンベ
ＪＡＮコード：４９４３３８５９１０５７０、４９４３３８５９１０５８７
対象商品名:ＣＯ・ＯＰガスボンベ（販売元：日本生活協同組合連合会）
ＪＡＮコード：４９０２２２０９８１７１７、４９０２２２０６７０３８３
対象商品名:象印ガスボンベ（販売元：象印マホービン株式会社）
ＪＡＮコード：４９７４３０５１９４４９７、４９７４３０５１９４４８０
対象商品名:象印ミニガスボンべ（販売元：象印マホービン株式会社）
ＪＡＮコード：４９７４３０５１５３５１７、４９７４３０５１５２９６１
対象商品名:火子ちゃんボンべ（販売元：株式会社ＴＴＳ）
ＪＡＮコード：４５３９７８０００１１２０、４５３９７８０００１１４４
対象商品名:タイガーカセットボンベ
ＪＡＮコード：４９０４７１０３２０８７７、４９０４７１０２２０７１９
対象商品名:ゼピールハイカセットボンベ
ＪＡＮコード：４９７５１９３００５９４０
対象商品名:プリンスカセットボンベ（販売元：スタイル株式会社）
ＪＡＮコード：４９０３１３０６３１９９０、４９０３１３０６３２００３

2011年12月～（製造期間）
2017年2月3日

〈HP〉
当製品において、内部部品の不具合により、カセットこんろ装着時に微量のガス漏れを起
こす可能性があることが判明。

回収（製品代金相当額のＱＵ
Ｏカードと引き換え）

ＬＥＤライト（充電式）

ＦＤＫ株式会社
トラスコ中山株式会社[問い合わせ先等]

FDK株式会社
  ◆フリーダイヤル（無料）：0120-03-0422
  ◆受付時間：9:00～18:00（土・日・祝日、事業者指定の休日を除く）
トラスコ中山株式会社
  ◆フリーダイヤル（無料）：0120-509-849
  ◆受付時間：9:00～17:30（土・日・祝日を除く）

 ＵＲＬ：
  ◆FDK株式会社：http://www.fdk.co.jp/information/information_20170208.html
　◆富士通株式会社：http://www.fujitsu.com/jp/support/safety/
  ◆トラスコ中山株式会社：http://www.trusco.co.jp/products_info/?year=2017

１）商品名：充電式ＬＥＤライト（富士通ブランド）
型番：ＨＲＬ００１Ｆ

２）商品名：充電式ＬＥＤサーチライト（トラスコ中山ブランド）
型番：ＳＬ－１、ＳＬ－１－ＯＤ、ＳＬ－２、ＳＬ－２－ＯＤ

１）2012年10月～2016年2月
２）2012年12月～2016年12
月

2017年2月8日
〈HP〉

当製品において,製造上の不具合により一部の製品でプラグ部分（コンセント差し込み部
分）が外れ,電源コンセントに残ることが判明。

回収、返金

キックスケーター

ノヴァデックジャポン株式会社
[問い合わせ先等]
ノヴァデックジャポン株式会社 カスタマーサポート
◆電話番号：０６－６９４２－８０４３
◆受付時間：平日10:00～17:00
ＵＲＬ：http://store.decathlon.co.jp/jp_ja/recall_townscooter

商品名：Ｏｘｅｌｏ（オクセロ）キックスケーター
対象モデル：ＴＯＷＮ９ＥＦＷｈｉｔｅ、ＴＯＷＮ９ＥＦＷＨＩＴＥ
ＴＯＷＮ９ＥＦＴＩＴＡＮＥ
生産日：2016年26週目までに生産されたもの
対象モデル：ＴＯＷＮ７ＥＦＢｌｕｅ、ＴＯＷＮ７ＥＦＢＬＵＥ１５
ＴＯＷＮ７ＥＦＣｈｒｏｍｅ、ＴＯＷＮ７ＥＦＢｌａｃｋ１５
ＴＯＷＮ７ＥＦＣＨＲＯＭＥ１５

2012年1月1日～
2016年11月12日

2017年2月15日
〈HP〉

当製品において,特定の使用条件において品質上の不具合が発生する可能性あることが
判明。

無償点検（修理・交換）

リチウム電池内蔵充電器

（輸入）株式会社ハック
（販売）株式会社平野商会
[問い合わせ先等]
株式会社ハック モバイルバッテリー返送係
◆フリーダイヤル：0120-946-289
 ◆受付時間：月～金 9:30～17:00（土･日･祝日を除く）
 ＵＲＬ：http://hac72.com/notice/news2

販売：株式会社平野商会
商品名：パワーバンクエリプス１００００ｍＡｈ
色：ホワイト、ブラック
ＪＡＮコード：４５６０４０９６３０６５０

2016年8月20日～2016年9月
2017年2月27日

〈HP〉
当製品において,製造工程において重大な不具合が発生したものが混入している恐れが
あることが判明。

製品回収（返金）

モバイルバッテリー

（販売）株式会社ポケモン
（製造）株式会社ニアバイダイレクトジャパン[問い合わせ先等]
2016年9月16日～2017年2月13日
[問い合わせ先等]
◆フリーダイヤル：0120-768-712
 ◆受付時間： 11:00～18:00
ＵＲＬ：http://www.pokemon.co.jp/info/2017/03/170309_at01.html

商品名：ポケモンモバイルバッテリーＲＡＶＰｏｗｅｒ１００５０ｍＡｈピカチュウ
ポケモンモバイルバッテリーＲＡＶＰｏｗｅｒ１００５０ｍＡｈモンスターボール

2016年9月16日～
2017年2月13日

2017年3月9日
〈HP〉 当製品において,製造工程の不備により異常発熱・発煙が生じるものがあることが判明。 製品回収（返金）

パティオヒーター

有限会社いけだや
[問い合わせ先等]
有限会社いけだや
◆電話番号：048-501-8637
◆メールアドレス：recall@ikedaya.net
ＵＲＬ：http://www.ikedaya.net/recall.pdf

商品名：パティオヒーター
型番：ＳＰＨ１２００－Ｄ，ＳＰＨ１２００－Ｃ
製造番号：０００６０１～０００７５０

2013年11月～2013年12月
2017年3月14日

〈HP〉
当製品において,使用中にバーナー箇所から出火いたしました。原因は、燃焼器ホースの
取り外しによるガス接続継手部品がゆるみ、ガス漏れをおこし引火したことが判明。


無料回収(部品交換修理)
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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

温水式浴室換気乾燥暖房機

株式会社ノーリツ
株式会社ハーマン
[問い合わせ先等]
株式会社ノーリツ
 ノーリツ浴室暖房乾燥機点検受付センター
◆電話番号：フリーダイヤル ０１２０－８７７－０２６
◆受付時間：9:00～18:00（土・日・祝日含む）
http://www.noritz.co.jp
株式会社ハーマン
 ハーマン浴室暖房乾燥機点検受付センター
◆電話番号：フリーダイヤル ０１２０－８１８－０９２
◆受付時間：9:00～18:00（土・日・祝日含む）
http://www.harman.co.jp
東京ガス株式会社
◆電話番号：フリーダイヤル ０１２０－３３１－２２６
 　　　　　　IP電話：０３－６７３５－８０５８
◆受付時間：2017年4月9日（日）まで9:00～19:00（土・日・祝日含む）
 　　　　　　　 2017年4月10日（月）から9:00～19:00（日・祝日・年末年始除く）
http://www.tokyo-gas.co.jp
大阪ガス株式会社
 大阪ガス浴室暖房乾燥機問合せ
◆電話番号：フリーダイヤル ０１２０－０３０－６１６
◆受付時間：24時間受付
http://home.osakagas.co.jp

（天井設置式）

１）ブランド名：株式会社ノーリツ（ハーマンよりＯＥＭ）
機種名・機器コード等：ＲＣＡ－３４８Ｍ、ＲＣＡ－３４７Ｍ、ＲＣＡ－３４６Ｍ
ＲＣＡ－３３５Ｍ、ＲＣＡ－３３９Ｍ、ＲＣＡ－３４５Ｍ

２）ブランド名：株式会社ハーマン
機種名・機器コード等：ＦＤ２８１０Ｆ１、ＦＤ２８１０Ｆ１Ｍ、ＦＤ２８１０Ｆ２Ｓ
ＦＤ２８１０Ｊ２、ＦＤ２８１０Ｊ２Ｍ、ＦＤ２８１０Ｊ３
ＦＤ２８１０Ｊ３Ｍ、ＦＤ２８１４Ｆ１Ｍ、ＦＤ２８１４Ｊ２Ｍ
ＦＤ２８１４Ｊ３Ｍ、ＦＤ２８１４Ｊ３Ｍ（ＵＲ）、ＦＤ３５１０Ｆ１Ｍ
ＦＤ３５１０Ｊ３Ｍ、ＦＤ３５１４Ｆ１Ｍ、ＦＤ３５１４Ｊ３Ｍ

３）ブランド名：東京ガス株式会社(ハーマンよりＯＥＭ)
機種名・機器コード等：ＢＢＤ－３３０３ＢＣＳ、ＢＢＤ－３３０３ＢＣＳＫ
ＢＢＤ－３３０４ＡＣＳＫ－Ｊ２、ＢＢＤ－３３０４ＡＣＳＫ－Ｊ３
ＢＢＤ－３３０４ＡＣＳＫＪ３Ｍ、ＢＢＤ－３３０４ＡＣＳＫ－Ｍ
ＢＢＤ－３３０５ＡＣＳＫＪ２Ｍ、ＢＢＤ－３３０６ＡＣＳＫＪ２Ｍ
ＢＢＤ－３３０６ＡＣＳＫＪ３Ｍ、ＢＢＤ－３３０６ＡＣＳＫ－Ｍ
ＢＢＤ－３３０６ＡＣＳ－Ｍ、ＢＢＤ－３８０６ＡＣＳＫ－Ｓ
ＢＢＤ－４１０５ＡＣＳＫＪ３Ｍ、ＢＢＤ－４１０５ＡＣＳＫ－Ｍ
ＢＢＤ－４１０６ＡＣＳＫＪ３Ｍ
ＢＢＤ－４１０６ＡＣＳＫ－Ｍ

（壁掛設置式）

ブランド名:株式会社ノーリツ
機種名等：ＲＣＡ－８４３Ｍ（ＢＤＶ－Ｓ３５００ＷＫ）

ブランド名:東京ガス株式会社(ノーリツよりＯＥＭ）
機種名等：ＦＢＤ－３５ＫＷＥ、ＮＲ－Ａ３５０８Ｕ－ＢＤ

ブランド名:大阪ガス株式会社(ノーリツよりＯＥＭ)
機種名等：３６－５５８

（天井設置式）
１）2004年9月～2007年12月
２）2003年9月～2007年12月
３）2003年9月～2007年12月

（壁掛設置式）
1997年9月～1999年9月

2017年3月16日
〈HP〉

当製品において,機器の設計上の配慮不足により、温風を浴室内に循環させるファンモー
ター内部の端子部でトラッキング現象が発生し、ごくまれに使用の過程で発火に至るおそ
れがあることが判明。

無料回収(部品交換修理)

ウォーターサーバー

株式会社スイソサム
[問い合わせ先等]
株式会社スイソサム
◆電話番号：0952-20-0155
 ◆受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）
または、お買い上げの販売、レンタル店にご連絡下さい。
Http://www.suisosum.co.jp/news/

商品名:水素水サーバー
型番：ＷＰ－１０００Ｓ

2012年7月～2016年3月
2017年3月17日

〈HP〉
当製品の一部の製品におきまして、設計不良により製品の部品が発熱し、発煙・発火に
至る可能性があることが判明。

製品無償交換

カメラ用フラッシュ

富士フイルム株式会社
[問い合わせ先等]
富士フイルム ＦｉｎｅＰｉｘ サポートセンター
◆電話番号：０５０－３７８６－１０６０
◆受付時間：9：30～17：30（月～金）
 　　　　　10：00～17：00（土・日・祝） ※年末年始を除く
事業者ＵＲＬ：http://fujifilm.jp/information/articlead_0460.html

商品名:クリップオンフラッシュ
型番:ＥＦ－Ｘ５００
製造番号：１００００１～１１０１０３のうち対象850台

2016年10月～2017年1月
(製造期間)

2017年3月21日
〈HP〉

フラッシュがスタンバイ状態のときに、ホットシューとの接続不良等により通信異常が起
き、使用中のアルカリ電池が過熱し、電池を取り出す際に火傷を負うおそれがあるため。
注）「ＥＦ－Ｘ５００ファームウエアの更新方法」及び「対象シリアル番号確認」に関しまして
は、下記の事業者ＵＲＬを参照してください。

ファームウェアの更新

電動工具

ポップリベット・ファスナー株式会社
[問い合わせ先等]
ブラック・アンド・デッカー ドリルドライバー回収窓口
◆電話番号：０１２０－５７７－１９４
◆受付時間：月～金曜日 9:30～17:00（祝・祭日は除く）
 事業者ＵＲＬ：http://www.blackanddecker-japan.com/news/pdf/20170322_drills.pdf

商品名：コード式インパクトＥＡＩ８００－ＪＰ
コード式マルチのこぎりＥＡＲ８００－ＪＰ
コード式マルチのこぎり＆ドリル・ドライバーＥＡＲＤ８００－ＪＰ
製造番号：２０１６４６－５８、２０１６４８－５８、２０１６５０－５８

2016年12月～2017年3月
2017年3月22日

〈HP〉
当製品において、一部製造ロットに回転方向が逆に作動する不具合が発生することが判
明。別売りの丸ノコヘッドやトリマーヘッドを組み合わせて使用すると、想定しない反動が
発生し、けがをするおそれがあるため。

無償点検・修理
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