
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

フロアポンプ


株式会社モルテン
◆電話番号：082-232-5627
◆受付時間：9:00～16:00
事業者ＵＲＬ：
http://www.molten.co.jp/sports/jp/news/release/2017/0427_01.pdf

商品名：金属製エアポンプ AP60
　　　　　金属製高圧ポンプ AP


1987年～2006年

2018年5月1日
＜ＨＰ＞

当製品において、経年変化により使用
中にキャップがシリンダー本体から外
れ、シリンダー本体の先端で怪我をす
るおそれがあるため。


無償交換

折りたたみチェア

株式会社 綿半Ｊマート 本部
◆電話番号：0422-33-1118
◆受付時間：9:30～17:00
事業者ＵＲＬ：http://www.watahan-jmart.co.jp/recall/


折りたたみチェア　ＪＭ-0199
色：ベージュ・グリーン

折りたたみチェア背付　ＪＭ-0176
色：ベージュ・グリーン

2016年11月～
2017年5月上旬

2017年5月10日
＜ＨＰ＞

当製品において、部品の不具合によ
り、接合部が外れてしまう可能性があ
るため。


製品回収・返金

サンダル

フルラジャパン カスタマーサービス
◆電話番号 0120-951-673
◆受付時間 10:00～12:00、13:00～17:30（土・日・祝日を除く）
事業者ＵＲＬ：https://www.furla.com/jp/ja/jp-notice-of-products/


商品名：  ヴィットリア　ウェッジサンダル
モデル番号：Y952
カラー： ブラック、ライトベージュ、ダークブラウン


2017年3月8日～
2017年5月15日

2017年5月19日
＜ＨＰ＞

当製品において、ストラップの強度不
足があることが判明したため。


回収、返金

椅子


株式会社リッツウェル　ダイニングチェア交換受付窓口
◆電話番号：0120-584-224
◆受付時間：10:00～18:00（日・祝日を除く）
事業者ＵＲＬ：https://ritzwell.com/wordpress/wp-
content/uploads/2017/06/2017_chenge.pdf

商品名：ダイニングチェア　ブラヴァ（肘なし）
品番：1293、1294、1295、1296、1297、1298


2011年3月～2013
年3月

2017年6月1日
＜ＨＰ＞

当製品において、前脚が折損する可能
性のあることが判明したため。


無償交換

レンジ台・食器棚

株式会社ニトリ　お客様相談室
◆電話番号：0120-209-993
◆受付時間：10:00～18:30（土・日・祝日含む）
事業者ＵＲＬ：
http://www.nitorihd.co.jp/news/items/e28b614c371be46b5b3db972
77fc505a.pdf


商品名：レンジ台メイ　LT RE1860 WH
商品コード：8890680

商品名：食器棚メイ　SK1860 WH
商品コード：8880350


レンジ台：2016年2
月15日～2016年5
月20日
食器棚　：2016年2
月21日～2016年5
月20日

2017年6月9日
＜ＨＰ＞

当製品において、ガラス扉に接着剤不
足のあるものが混入し、ごくまれにガラ
ス部分が落下する恐れがあることが判
明したため。


部品交換

ラジオライト

株式会社スターリング
◆電話番号：0120-633-220
◆受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭日を除く平日）
事業者URL：http://www.sterling.jp/pdf/6451_recall.pdf

商品名：ソーラーラジオライトチャージャー「フルモナフル」
品番：6451


2017年5月17日～
2017年6月19日

2017年6月20日
＜ＨＰ＞

当製品において、回路の不具合によ
り、充電中に異常発熱し、火傷に至る
おそれがあるため。


製品回収、返金

ノンフライオーブン

シロカ株式会社 お問い合わせ窓口
◆電話番号 ： ナビダイヤル 0570-001-469
 ◆受付時間 ： 10：00～17：00（土、日、祝日、事業者指定休業日を
除く）
 事業者URL ：
https://www.siroca.co.jp/information/170711/index.html


商品名：ノンフライオーブン、ミニノンフライオーブン
型番：SCO-401、SCO-501WH、SCO-501RD、SCO-502WH、SCO-
502RD、SCO-601WH、SCO-601RD

[生産時期]

2017年1月～2017
年5月

2017年7月11日
＜ＨＰ＞

当製品において、製品庫内のヒーター
支持部品の取り付け不備により、支持
部品が外れ、漏電に至る可能性がある
ことが判明したため。


無償点検・修理

社告・リコール一覧表
（2017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

扇風機

株式会社カインズ　お客様相談室
◆電話番号　フリーコール　0120-87-7111
◆受付時間　10：00～18：00
◆メールアドレス　recall@cainz.co.jp
事業者ＵＲＬ：
http://www.cainz.co.jp/information/pdf/recall_20170714.pdf


ボタン式リビング扇　CZ-30W、
リモコン式リビング扇　CZ-30RY、CZ-30RW、
リモコン式ハイリビング扇　CZ-30HRY、CZ-30HRP、CZ-30HRB、
リモコン式フロア扇　CZ-40HRW



2012年4月～2014
年6月

2017年7月14日
＜ＨＰ＞

当製品において、電気部品の不具合
により発火のおそれがあるため。



無償回収、返金

風呂いす

株式会社ニトリ　風呂いすレリッシュ　交換窓口
◆電話番号：0120-734-213
◆受付時間：10:00～18:30（土・日・祝日含む/2017年8月31日まで）
※2017年9月1日以降は平日10：00～17：00
事業者URL：
http://www.nitorihd.co.jp/news/items/ff5449887afd0031acfeeb804
8c3746b_1.pdf



製品名：風呂いすレリッシュシリーズ
品番：25cm：8512057、8512068、8512074、8512079 
30cm：8512058、8512069、8512075、8512081 
35cm：8512059、8512071、8512076、8512082 



2016年4月25日～
2017年6月15日

2017年7月18日
＜ＨＰ＞

当製品において、一部の商品の座面
に、ひび割れが発生する可能性のある
ことが判明したため。



製品交換

携帯電話機（スマート
フォン）用バッテリー
パック

UPQ Phone お客様窓口
◆電話番号：フリーダイヤル　0120-291-700
 ◆受付時間：10：00～18：00（土、日、祝日を除く）
◆メールアドレス：osc@upq.me
事業者ＵＲＬ：https://upq.me/jp/news/20170724/


UPQ Phone A01X（各色）付属のバッテリーパック（型番：UPQ-
BPA01）


2015年12月～
2016年10月

2017年7月24日
＜ＨＰ＞

当該製品において、充電時にバッテ
リーが過熱、焼損する事故が発生した
ため。


対象バッテリーパックの無
償交換・回収

三輪車

ピープル株式会社　受付窓口
◆電話番号：フリーダイヤル　0120-855-915
◆受付時間：10：00～17：00（土、日、祝日を除く）
事業者ＵＲＬ：http://www.people-kk.co.jp/vehicle/komawari-
koukan.html


商品名：コマワリ三輪車（レッド、ホワイト、オレンジ）
ロット番号：JY1600001～JY1603390



2016年9月26日～
2017年5月2日

2017年7月24日
＜ＨＰ＞

当該製品において、特定の使用条件
が重なることで前輪スポークが白化し
たり、ひびが入り割れてしまうおそれが
あるため。


新構造の前輪に無償交換

漢方煎じ器

株式会社栃本天海堂 お客様窓口
◆電話番号 ： 06-6312-9090
◆受付時間 ： 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）
事業者URL ： http://www.tochimoto.co.jp/products/kampo-
senjiki/senjikun-info.html


対象機種品番　せんじ君（漢方煎じ器）
 型番：ＴＴ－ＳＫ１５


2016年6月～2017
年7月

2017年7月26日
＜ＨＰ＞

当該製品において、煎じ容器の取っ手
部に不具合が生じる恐れがあることが
判明したため。


製品回収

自転車（フロントフォー
ク）


サイクルヨーロッパジャパン株式会社
◆電話番号 ： 03-5812-2070
◆受付時間 ： 9：30～12：00　13：00～18：00（土、日、祝日を除く）
 事業者URL ：
http://www.japan.bianchi.com/news/index.cgi?mode=news_detail&ta
sk_type=4&category_type=0&top_small=0&news_id=119


商品名：2017年モデルBianchi（ビアンキ）Infinito CV、Intenso、
Intenso Dama Bianca
型番：Infinito CV 2017 1H-CK16 GLOSSY
　　　Infinito CV 2017 BZ-BLACK MATT/CK16 GLOSSY
　　　Infinito CV 2017 7Z-BLACK MATT/BLACK MAMBA GLOSSY
　　　Infinito CV DAMA BIANCA 2017 BW-BLACK/GRAPHITE
CK16 MATT
　　　Intenso 2017 MATT DARK GREY/ITALIAN TRICO
　　　Intenso 2017 CELESTE
　　　Intenso 2017 MATT BLACK/BUDGIE
　　　Intenso 2017 MATT BLACK
　　　Intenso 2017 MATT WHITE
　　　Intenso 2017 MATT CELESTE
　　　Intenso DAMA BIANCA 2017 MATT CELESTE



2016年6月～

2017年8月1日
＜ＨＰ＞

当該製品において、フロントフォークが
破損し、深刻な事故を引き起こす可能
性のあるものが一部存在することが判
明したため。


対象フロントフォークの交
換（無償）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

自転車（フロントフォー
ク）

株式会社ミヤタサイクル　メリダカーボンホークコールセンター
◆電話番号 ： 0120-851-297　
◆受付時間 ： 9：30～17：30（土、日、祝日および事業者の休日を除
く）
 事業者URL ：http://merida.jp/topics/170807.html



製品名：2017年モデル　ロードバイク　SCULTURA（スクルトゥーラ）
シリーズ
型番：SCULTURA 6000
　　　SCULTURA 5000
　　　SCULTURA 4000
　　　SCULTURA Disc 4000
　　　SCULTURA Disc 700
　　　SCULTURA Disc 200

[生産時期]

2016年9月～2017
年7月

2017年8月7日
＜ＨＰ＞

当該製品において、フロントフォークス
テム部に、亀裂が入る可能性があるこ
とが判明したため。


対象フロントフォークの交
換（無償）

スキーブーツ


アメアスポーツジャパン株式会社　アフターセールス
◆電話番号 ： 03-6831-2720　
◆受付時間 ： 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）
 事業者URL ：
http://www.amerjapan.com/media/contents/686.html?year=2017
リコール専用ページ ：http://recall.arcteryx.com/jp/procline-boot/



製品名：
Arc’teryx Procline Carbon Lite Boot（アークテリクス プロクライン
カーボン ライト ブーツ）
Arc’teryx Procline Carbon Support Boot（アークテリクス プロクライ
ン カーボン サポート ブーツ）
Arc’teryx Procline Lite Boot Women’s（アークテリクス プロクライン
ライト ブーツ ウイメンズ）
Arc’teryx Procline Lite Boot Men’s（アークテリクス プロクライン ラ
イト ブーツ メンズ）
Arc’teryx Procline Support Boot Women’s（アークテリクス プロクラ
イン サポート ブーツ ウイメンズ）
Arc’teryx Procline Support Boot Men’s（アークテリクス プロクライ
ン サポート ブーツ メンズ）

 型番：
L39184500
L39184600
L39184900
L39184700
L39185000
L39184800

[製作期間]

2015年11月1日～
2017年3月31日

2017年8月25日
＜ＨＰ＞

当該製品において、使用中にアクシス
ピンが外れたり、ずれたりする可能性
があり、転倒事故につながるおそれが
あることが判明したため。



製品回収・交換

耕うん機


株式会社やまびこ　無償修理連絡窓口（品質保証部内）
◆電話番号 ： 0120-186-166
◆受付時間 ： 8：30～17：00（土、日、祭日を除く）
◆Eメール：""こちら（無償修理連絡メール）""をクリックしてくださ
い。
 事業者URL ： http://www.yamabiko-
corp.co.jp/news/detail/id=9365



商品名：ECHOミニ耕うん機EGC42

製造番号：
QNAGA00031,00036～00040,00042,00043,00046,00050
 QNAGB00051,00052,00054,00055,00057～
00059,00083,00085,00088,00089,00091～00098,00100
 QNAGC00101

エンジン番号：FJ100DB13666～13990

抜けている製造番号（例：QNAGA00032～00035他）は事業者在庫
時点で良品の燃料タンクへ交換済です。

[製作期間]

2017年1月～2017
年3月

2017年8月28日
＜ＨＰ＞

当該製品において、製造上の不具合
により燃料タンクの上下合わせ面から
燃料漏れのおそれがあることが判明し
たため。



燃料タンク交換（無償）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

液晶テレビ


パナソニック株式会社　液晶テレビ市場対策室
◆電話番号：フリーダイヤル　0120-878-590
◆受付時間：
 　2017年10月12日まで　9：00～21：00（毎日）
 　2017年10月13日以降　9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
◆事業者URL：https://panasonic.co.jp/ap/s/lcd/



製品名：液晶テレビ
品番：TH-L55ET5、TH-L47ET5、TH-L42ET5、TH-L42E5

[輸入・製造期間]

TH-L55ET5：2012
年1月～2013年6
月 
TH-L47ET5：2011
年12月～2013年6
月 
TH-L42ET5：2012
年2月～2012年12
月 
TH-L42E5：2012年
4月～2012年12月 

2017年9月13日
＜ＨＰ＞

当該製品において、テレビ本体の自重
によって、据置きスタンドを止めている
ねじが緩み、その状態でテレビ本体の
向きを変える動作を繰り返すと、ねじが
外れてテレビ本体が転倒する可能性
があることが判明したため。



据置きスタンドの部品交
換（無償）

ドリンクボトル


キャスキッドソンジャパンカスタマーサービス
◆電話番号 ： 03-4579-3219
◆受付時間 ： 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）
 事業者URL ： http://www.cathkidston.jp/f/inews-2-16



商品名：キッズ ドリンキングボトル（3種）直径6.5cm 高さ16㎝

①694261キッズ ドリンキングボトル ペットパーティ
②694360キッズ ドリンキングボトル ハムステッドディッツィ
③694377キッズ ドリンキングボトル コンストラクションサイト

[販売期間]

2017年7月26日～
2017年8月23日

2017年9月14日
＜ＨＰ＞

当該製品において、一部の製品で飲
み口のゴムパーツが外れ、誤飲のおそ
れがあることが判明したため。



製品回収・返金

スタイ（よだれかけ）、
ベビー服、子供服



株式会社F・O・インターナショナル　お客様ダイヤル
◆電話番号 ： 0120-20-5438
◆受付時間 ： 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）　
事業者URL ： http://www.fo-kids.co.jp/news/detail_2363.html


商品名：
スタイ（よだれかけ）
ベビー服
子供服

品番：
L443057
L432017
L435017
L432067
L429017
L404017
R406107



2017年8月1日～
2017年10月4日

2017年9月21日
＜ＨＰ＞

試買検査において、スタイ（よだれか
け）から「有害物質を含有する家庭用
品の規制に関する法律」に定める基準
を上回るホルムアルデヒドが検出され
たため、同時期に製造した7商品を自
主回収することとした。



製品回収、返金

乳児用エプロン

株式会社Yom　ペインター・パレット回収窓口
◆電話番号 ： 0120-388002
◆受付時間 ： 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）　
※2017年9月30日（土）、10月1日（日）は受付
 事業者URL ： http://www.marlmarl.com/announcement/



商品名：
MARLMARL ペインター1
MARLMARL ペインター3
MARLMARL パレット1
MARLMARL パレット3

ロット番号：
MARLMARL ペインター1：2016.09.009 / 2016.10.009 / 2016.12.009
/ 2017.01.009 / 2017.02.009 / 2017.03.009 / 2017.04.009 /
2017.05.009
MARLMARL ペインター3、MARLMARL パレット1、MARLMARL パ
レット3：2016.10.009 / 2016.12.009 / 2017.01.009 / 2017.02.009 /
2017.03.009 / 2017.04.009 / 2017.05.009

[販売期間]

2016年10月18日
～2017年9月13日

2017年9月25日
＜ＨＰ＞

当該製品において、一部の製品で、国
の基準を上回るホルムアルデヒドが検
出されたため。



商品相当額のギフトカード
にて返金

映像記録装置（ドライ
ブレコーダー）


株式会社ユピテル　ドライブレコーダー交換窓口
◆電話番号　0120-027-515
◆受付時間　9：00～17：00（土、日、祝日を除く）
 事業者URL ： https://www.yupiteru.co.jp/fh200/


商品名：ドライブレコーダー
型番：DRY-FH200

[販売期間]

2012年10月～
2013年8月

2017年9月4日
＜ＨＰ＞

当該製品において、内蔵バッテリーか
ら発煙・発火に至る可能性があること
が判明したため。



製品交換（無償）
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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
ライトウェイプロダクツジャパン株式会社
◆事業者URL ： https://www.riteway-jp.com/rpj_info/top.html


商品名：
GT社　2017年モデル　カラコラム、アグレッサー

車体モデル名：
2017年モデル　カラコラム コンプ　ネイビー、ガン
2017年モデル　アグレッサー エキスパート ネオンイエロー、ブラック
2017年モデル　アグレッサーコンプ　ガン、ブルー
2017年モデル　アグレッサースポーツ　ネイビー、ブラック

2017年10月10日
＜ＨＰ＞

当該製品において、ステムに表示され
たボルトの締付け指定トルクが過多表
記になっており、表示通りに締めこん
だ場合ハンドルバーに割れが生じる可
能性があることが判明したため。

無償部品交換

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 バッテリーパック交換受付コールセンター
◆電話番号　フリーダイヤル：0120-870-163
◆受付時間：2018年1月5日まで 9：00～21：00（毎日）
 　　　　　　2018年1月6日以降 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
◆事業者URL：http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html


品番：CF-VZSU75JS
製造番号（生産ロット）：C2□□、C3□□、C4□□、C54□、C55□、
C56□、C9J□、C9K□、C9L□、CB3□、CB4□、CB5□、D2□□、
D33□、D34□、D3C□、E15□、E1H□、E2F□、E2G□、E2J□ 
品番：CF-VZSU76JS
製造番号（生産ロット）：C2□□、C3□□、C4□□、C56□、C57□、
C58□、C59□、CBX□、C9E□、C9F□、C9G□、C9H□、C9L□、
C9N□、C9P□、C9V□、CA8□、CB9□、CBA□、CC3□、D34□、
D35□、E1□□、E2E□、E2F□、E2J□ 
品番：CF-VZSU78JS
製造番号（生産ロット）：C2□□、C3□□、C4□□、C53□、C55□、
C9V□、C9W□、E1□□ 
品番：CF-VZSU79JS
製造番号（生産ロット）：C2□□、C3□□、C56□、C9R□、C9S□、
C9W□、E1□□ 
品番：CF-VZSU61AJS
製造番号（生産ロット）：DC6B、E2DB ※□印には任意の英数字が
入ります。



CF-VZSU75JS
CF-VZSU76JS 
CF-VZSU78JS 
CF-VZSU79JS 

2012年2月～2012
年5月
2012年9月～2012
年12月
2013年2月～2013
年3月
2014年1月～2014
年2月 
 
CF-VZSU61AJS 

2013年12月、2014
年2月 

2017年12月6日
＜ＨＰ＞

2014年5月28日、同年11月13日、及び
2016年1月28日に実施したリコールの
対象外であったノートパソコン用バッテ
リーパックについて、複数件発火事故
が発生したため。



バッテリーパックの交換
（無償）

過去のリコールについて

パナソニック株式会社で
は、ノートパソコン用バッ
テリーパックについて、
2014年5月28日、同年11
月13日、及び2016年1月
28日付で既にリコールを
実施しておりますが、本件
はこれらと品番やロット記
号が異なります。前回リ
コールにおいて対象外で
あった場合でも、再度ご確
認をお願いします。

ブーツ


株式会社サンエー・ビーディー
◆電話番号：フリーダイヤル　0120-202-784
◆受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）
◆事業者URL：https://www.saneibd.com/topics/info/000036.html

製品名：ボアショートブーツ
品番：017-7287001
カラー：ブラック（010）、カーキ（180）

[販売期間]

2017年10月5日～
2017年12月1日

2017年12月12日
＜ＨＰ＞

当該製品において、本体とソールの接
着強度が不足している製品が混在して
いることが判明したため。


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

ノートパソコン用バッテ
リーパック

富士通株式会社 ＦＭＶバッテリパック交換ご相談窓口
◆電話番号：0120-924-632（通話料無料）
◆受付時間：9：00～17：00（事業者指定の休業日を除く）
◆事業者URL：http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html

バッテリーパックの物品番号および製造番号の確認方法
パソコンの電源を切り、バッテリーパックを取り外してください。
 「物品番号」、「製造番号の一部」は、バッテリーパックに貼付の
シールに記載されています。
 以下の写真を参考にご確認ください。

なお、事業者ホームページにおいて公開されているチェックツール
でも、お使いのバッテリーパックが交換対象であるかどうかご確認い
ただけます。その際は、バッテリーパックを装着したままご利用くだ
さい。

1. 対象機種

バッテリパック交換の対象機種の確認方法
https://azby.fmworld.net/battery_exchange/2015/model.html

2. 対象バッテリーパック

 バッテリーパックに記載された、以下の「物品番号」および「製造番
号の一部」が交換・回収の対象となります。
物品番号：CP556150-02製造番号の一部：Z120717、Z120724 物品
番号：CP556150-03製造番号の一部：Z130119～Z130205 物品番
号：CP579060-01製造番号の一部：Z130129～Z130306 物品番号：
CP610400-01製造番号の一部：Z130131、Z130306 物品番号：
CP615410-01製造番号の一部：Z130120～Z130227 物品番号：
CP615411-01製造番号の一部：Z130120～Z130304 物品番号：
CP629458-03製造番号の一部：Z130301～Z130407 ※一部オプショ
ン・サービス用及び海外販売分を含む

[製造期間]

CP556150-02：
2012年7月
CP556150-03：
2013年1月～2013
年2月
CP579060-01：
2013年1月～2013
年3月
CP610400-01：
2013年1月、2013
年3月
CP615410-01：
2013年1月～2013
年2月
CP615411-01：
2013年1月～2013
年3月
CP629458-03：
2013年3月～2013
年4月

2017年12月13日
＜ＨＰ＞

製造上の不具合により、発煙、発火に
至るおそれがあるため。

バッテリーパックの交換
（無償）

過去のリコールについて

富士通株式会社では、
ノートパソコン用バッテ
リーパックについて、2015
年8月27日及び2016年2月
10日付で既にリコールを
実施しておりますが、本件
はこれらとバッテリーパッ
クの物品番号や製造番号
が異なります。前回リコー
ルにおいて対象外であっ
た場合でも、再度ご確認を
お願いします。

土なべ

株式会社Francfranc お客様相談室
◆電話番号：0120-500-924
◆受付時間：平日9:00～18:00
（2017年12月28（木）は9:00～15:00、2017年12月29日（金）～2018年
1月4日（木）までは休業）
 事業者URL ：https://www.francfranc.jp/news/2017/12/20171215-
acc-nabe.html?pc_heade


商品名：
アクセ土鍋 Ｌ（色：ブラック、ホワイト）
アクセ土鍋 Ｓ（色：ブラック、ホワイト）


2017年9月1日～
2017年12月13日

2017年12月14日
＜ＨＰ＞

当該製品において、使用中に土鍋本
体の底が抜ける事例が発生。原因は
調査中だが、同一製造ラインで同時期
に製造された商品すべてを自主回収
することとした。

製品回収・返金

回収方法：
2017年12月18日（月）から
行います。
下記事務局へ商品を送料
着払いにてご送付下さ
い。

 〒522-0043 滋賀県彦根
市小泉町34-11
株式会社キントー内
Francfrancアクセ土鍋回
収係
tel.0749-22-7971

 ※ZOZOTOWN、
Amazon.co.jpで購入された
方は、購入サイトに直接お
問い合わせください。

携帯発電機



本田技研工業株式会社　お客様相談センター
◆電話番号：0120-112-010
◆受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（事業者指定の休業日を除
く）
事業者URL ：
http://www.honda.co.jp/recall/power/other/171219_EG25i.html



型式：EABA
機種名：EG25i
製造番号：EABA-1000023～EABA-1002544



2016年9月23日～
2017年9月8日

2017年12月19日
＜ＨＰ＞

当該製品において、キャブレター(燃料
気化器)の部品の組み付け不具合によ
り、燃料漏れのおそれがあるため。



点検、部品交換(無償)
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

靴（ブーツ）


①「SLY」「SHEL’TTER」店舗で購入された方
◆電話番号：03-6730-9191
◆受付時間：平日10:00～18:00

②「SHEL’TTER WEB STORE」で購入された方
◆電話番号：050-3188-6555
◆受付時間：平日10:30～18:00

事業者URL ：https://www.baroque-
global.com/jp/news/recall20171221


製品名：SLY  JOCKEY BOOTS
品番：030AAY55-0160
色：ブラック、ブラウン


2017年10月18日
～2017年12月14
日

2017年12月21日
＜ＨＰ＞

当該製品において、ファスナーエンド部
分に異物混入のおそれがあり、異物に
より怪我に至る可能性があるため。



製品回収・返金

電熱手袋用バッテリー
及び充電器


株式会社コミネ　GK-777電熱グローブお客様係
◆電話番号：0800-600-0101（フリーダイヤル）
◆受付時間：9:00～16:00（土・日・祝日を除く）
◆メールアドレス：customer@komine.ac
事業者URL ：http://www.komine.ac/news.php

電熱手袋「エレクトリックヒートグローブ-キケロ GK-777」の付属品、
またはオプション品として販売されたバッテリー「GK-787」及び充電
器「SH-8410」


2013年9月～2017
年11月

2018年1月5日
＜ＨＰ＞

当該製品において、充電中のバッテ
リーから出火する事故が発生したた
め。



バッテリー及び充電器の
交換（無償）

ノートパソコン用バッテ
リーパック

株式会社日本HP バッテリパック自主回収プログラム窓口
◆電話番号：0120-589-455
◆受付時間：2018年1月5日から1月31日まで　9：00～17：00（毎日）
 　　　　　   2018年2月1日以降　9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
◆メールアドレス：jpn_mobile_battery@hp.com
◆事業者URL:https://www8.hp.com/jp/ja/home.html

■対象製品の概要

 株式会社日本HPが2015年12月から2017年12月にかけて販売し
た、ノートパソコン付属品及び保守サポートで提供した一部のバッテ
リーパック

 ・ 交換対象のバッテリーパックを搭載したノートパソコンの機種名
HP ProBook 640 G2
HP ProBook 645 G2
HP ProBook 650 G2
HP ZBook 17 G3 
HP ZBook 17 G4 
HP ZBook Studio G3


・ 交換対象のバッテリーパックを保守サポートで修理交換した可能
性があるノートパソコンの機種名
HP ProBook 640 G3
HP ProBook 645 G3
HP ProBook 650 G3
HP ProBook 655 G2 
HP ProBook 655 G3 
HP ZBook Studio G4
HP Pavilion ×360

■対策製品の確認方法
ノートパソコン本体底面に記載されている機種名をご確認ください。
上記に掲載する機種名に該当する場合は、 当該ノートパソコンに搭
載されたバッテリーが対象製品であるかどうか、事業者専用ウェブ
サイトにてご確認いただくか、事業者問い合わせ先までご連絡くださ
い。
 （専用ウェブサイト
http://jp.ext.hp.com/info/replacement/fy2018/fy18-01.html



2015年12月～
2017年12月

2018年1月5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。



バッテリーパックの交換
（無償）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

デジタルカメラ用ACア
ダプター


富士フイルム株式会社 AC-5VF 特別お問い合わせ窓口
◆電話番号：0120-313-446
◆受付時間：9：30～17：30（月～金）
 　　　　　   10：00～17：00（土・日・祝日）
◆事業者URL：http://fujifilm.jp/important/article_20180111_01.html

■対象製品の概要

 富士フイルム株式会社が販売したデジタルカメラ「FUJIFILM X-
A3」、「FinePix XP90」、及び「FinePix XP120」に付属のACアダプター
「AC-5VF」のうち、特定の期間に同梱されたもの

 ・ 商品名
ACパワーアダプター

・ 型番
AC-5VF


2016年5月～2017
年12月

2018年1月11日
＜ＨＰ＞

当製品において、製造時の不具合によ
り、ACアダプターのプラグ部樹脂の強
度が不足したことで、使用時に破損し
て感電するおそれがあるため。



対象ACアダプターの交換
（無償）

エアコン

三菱重工冷熱株式会社(販売･サービス担当) 点検受付専用窓口

◆電話番号：0120-224-570

◆受付時間：9：00～18：00（月～金）

　　　　　   9：00～17：00（土・日・祝日）

◆事業者URL：http://www.mhi-
mth.co.jp/information/180115_001.html

最終更新日：2018年5月30日


■対象製品の概要

三菱重工業株式会社(現 三菱重工サーマルシステムズ株式会社)
が輸入したエアコンの一部の機種のうち、1999年10月～2007年に
製造されたもの。

点検対象のエアコンの機種については下記をご覧下さい。
2018/05/30（機種追加）
http://www.mhi-mth.co.jp/information/pdf/180115.pdf

 [製造期間]

1999年10月～2007年

[リコールの内容]

特定の条件下にお
いて、ファンモー
ターのリード線接
続部から発火に至
るおそれがあるた
め。

2018年1月11日
＜ＨＰ＞

特定の条件下において、ファンモー
ターのリード線接続部から発火に至る
おそれがあるため。



対象エアコンの点検、修
理（無償）

自転車


GSジャパン株式会社大阪物流センター
◆電話番号：06-6686-0995（代表）
◆受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）
◆事業者URL：http://www.gsglobal.co.jp/bike/pdf/2018_01.pdf


製品名：
Ｊｅｅｐ（０６ＪＥ－２０６ＴＥ）　２０インチ　外装６段変速

カラー：
シルバー
グリーン
ブルー

ペダル記号：
FDL-50

[販売期間]

2006年3月～2006
年7月31日

2018年1月22日
＜ＨＰ＞

一部の製品において、ペダルが破損す
るおそれがあることが判明したため。



部品交換（無償）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ベビーカー


ピジョン株式会社　ビングル係
◆電話番号：0120-208-561
◆受付時間：2018年1月22日（月）～2018年2月4日（日）　9:00～
19:00（土・日含む）
 　　　　　2018年2月 5日（月）以降　9:00～17:00（土・日・祝日は除く）
事業者URL：https://www.pigeon.co.jp/news/assets/pdf/180122.pdf



商品名：ビングル　（サンシャインレッド、アクアスター、モノクロストラ
イプ、ベイシス　ビングル　デニム）

商品名、外観、シリアルナンバー

商品名 ビングル
     
シリアルナンバー：
サンシャインレッド ビングル・170410001～170410191・170510001～
170510535・170810001～170811452 
アクアスター ビングル・170420001～170421316・170520001～
170521588・170820001～170820726 
モノクロストライプ・170430001～170431249・170530001～
170530949・170830001～170831163・170930001～170930852 
ベイシス ビングル デニム・170740001～170741089 
※「ビングル」は、2017年6月2日から販売しており、今回の対象は
2017年9月20日までの生産品です。


 [生産期間]

2017年4月20日～
2017年9月20日

2018年1月22日
＜ＨＰ＞

一部商品において、前輪キャスターの
動きが悪く、操作性や走行性に影響す
ることが判明したため。



無償交換

パンプス

株式会社 菱屋
◆電話番号：087-851-6599
◆受付時間：火～金　13:00～16:00（祝日、年末年始除く・臨時休業
の場合あり）
◆事業者URL：http://www.outletshoes.co.jp/info/recall.html


製品名：ポインテッドトゥ美脚ハイヒールパンプス
型番：aa2pp-c19087
カラー：
ブラック／スエード調
ネイビー／スエード調
ブルーグリーン／スエード調
レッド／スエード調
マスタード／スエード調
オーク／スエード調
ブラック／スムース調
ネイビー／スムース調
キャメル／スムース調
レッド／スムース調
サーモン／スムース調
クロムイエロー／スムース調
グレーベージュ／スムース調
ナチュラル／スムース調
ライトグレー／スムース調
パイソン／スムース調
ブラック／エナメル調

サイズ：21.5～26.0cm

[販売期間]

2017年5月8日～
2017年11月10日

2018年1月26日
＜ＨＰ＞

当該製品において、靴底剥がれの可
能性があることが判明したため。



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

照明器具

瀧住電機工業株式会社 お問い合わせ窓口

◆電話番号：0120-637-868

◆受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日・夏季年末年始を除く）

◆事業者URL：https://www.takizumi-
denki.com/publics/index/212/



商品名：LEDダイニングペンダントライト

型番：GL1058MP

ロット番号：0201、0627


 [製造期間]

2016年2月～2016
年8月

2018年1月29日
＜ＨＰ＞

初期生産分の一部製品において、ソ
ケット内部の張力止め方法が不適切で
あり、セードが外れて落下するおそれ
があるため。

対象照明器具本体の交換
（無償）

ミキサー

パナソニック株式会社　ミキサー市場対策室
◆電話番号：フリーダイヤル　0120-870-329
◆受付時間：
 　2018年2月28日まで　9：00～21：00（毎日）
 　2018年3月1日以降　9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
◆事業者URL：https://panasonic.co.jp/ap/s/mx/


製品名：ミキサー
品番：MX-X38、MX-X48 、MX-X58、MX-X108 、MX-X39、MX-
X49、MX-X59、MX-X109、MX-X300、MX-X500、MX-X700、MX-
X100

[製造期間]
MX-X38 2009年1
月～2012年12月 
MX-X48 2009年1
月～2012年12月 
MX-X58 2009年1
月～2012年12月 
MX-X108 2009年1
月～2012年12月 
MX-X39 2013年1
月～2013年12月 
MX-X49 2013年1
月～2014年2月 
MX-X59 2013年1
月～2013年12月 
MX-X109 2013年1
月～2014年2月 
MX-X300 2013年
12月～2016年1月 
MX-X500 2014年1
月～2016年1月 
MX-X700 2013年
12月～2015年11
月 
MX-X100 2013年
12月～2015年11
月 

2018年1月31日
＜ＨＰ＞

当該製品において、ミキサー内部の
カッター下部にある金属部品が調理中
に破損して調理物に混入し、誤飲した
場合に金属片で口内にけがをするお
それがあるため。



ミキサーカッター、タンブ
ラーコップ台の交換（無
償）
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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

リチウム電池内蔵充
電器


ANAショッピングA-style お客様サポートデスク
◆電話番号：0120-283-250
◆受付時間：9：00～18：00(月曜日～金曜日)
　　　　　　9：00～17：00(土・日・祝日、12月30日・31日)
　　　　　　※年始(1月1日～1月3日）を除き年中無休
◆Eメール：astyle@anatc.com
◆事業者URL：
https://www.astyle.jp/support/CSfSinfoPage.jsp?tp=i03#news1802
09


商品名：
＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐飛行機モチーフ‐
＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー-787‐8-
＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐コックピット‐
＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐垂直尾翼‐
＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐空‐


 [販売期間]

2016年7月～2018
年2月5日

2018年2月5日
＜ＨＰ＞

充電中のモバイルバッテリーから発火
する事象が発生したため。



製品回収及び返金

椅子


株式会社阪急スタイルレーベルズ 経営管理部
◆電話番号：06-6373-5374
◆受付時間：月～金 10:00～17：00
◆事業者URL：
　阪急スタイルレーベルズ　コーポレートサイト
　https://hsl.hankyu.co.jp/news/detail/130.html

　ダブルデイ　ブランドサイト
　http://www.doubleday.jp/info/281


商品名：Motif Chair /BR-BK　(モチーフチェア/ブラウン･ブラック)

[販売期間]

2016年9月1日～
2018年1月22日

2018年2月6日
＜ＨＰ＞

当該製品において、脚部溶接箇所の
強度不足が判明し、使用状況により破
損の恐れがあるため。



製品回収・返金

ノートパソコン


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
◆電話番号：フリーダイヤル　0120-988-819（「X1 Carbon無償点
検」に関するお問い合せである事をお伝え下さい。）
◆受付時間：
 　2018年3月4日まで 9：00～18：00（事業者指定の月次休業日※を
除く）
 　2018年3月5日以降 9：00～18：00（土・日・祝日、年末年始及び事
業者指定の月次休業日※を除く）
 　※毎月の休業日は以下のウェブサイトにてご案内いたします。
 　http://www.lenovo.com/jp/lsmartctr/
◆事業者URL（専用ウェブサイト）：
https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL


製品名：ThinkPad X1 Carbon　第5世代(2017年モデル)
マシンタイプ：20HQ、20HR、20K3、20K4

[製造期間]

2016年12月～
2017年10月

2018年2月7日
＜ＨＰ＞

当該製品において、製造過程で脱落し
たネジが内蔵バッテリーと筐体との間
に挟まることで、内蔵バッテリーが傷つ
き異常発熱するおそれがあるため。



対象製品の点検、及び内
蔵バッテリーの交換修理
（無償、バッテリー交換は
異常が認められた場合実
施）
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

スマートフォン用ACア
ダプター



ＨＴＣ　ＮＩＰＰＯＮ株式会社　「HTC急速充電ACアダプタ」交換お客様
窓口
◆電話番号：0120-573-412
◆受付時間：
 　2018年4月30日まで　9：00～20:00（毎日）
 　2018年5月1日以降　10：00～19：00(土・日を除く)
◆事業者URL：
 　ＫＤＤＩ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/smartphone/ht
v32/
　ＨＴＣ　ＮＩＰＰＯＮ株式会社
 　http://www.htc.com/jp/support/content.aspx?id=9483



対象製品の概要
auスマートフォン「HTC10 HTV32」に同梱、または単体で販売された
ACアダプター「HTC急速充電ACアダプタ」

商品名：HTC急速充電　ACアダプタ
商品コード：79H00147

[販売期間]

2016年6月～2018
年2月

2018年2月8日
＜ＨＰ＞

ACアダプターについて、過熱する事象
が発生したため。



対象ACアダプターの交換
(無償)

GPS端末用ACアダプ
ター


ALSOKかけつけサービスお客様サポート
◆電話番号：0120-640-481（年中無休・24時間受付）
◆事業者URL（綜合警備保障株式会社）：
https://www.alsok.co.jp/notice/1802_notice.html


対象製品の概要
綜合警備保障株式会社が販売したGPS端末「まもるっく」に同梱の
ACアダプター

型番：TH05

2018年2月17日
＜ＨＰ＞

製造上の不具合により、ACアダプター
のプラグ部分が外れて電源コンセント
に残り、感電するおそれがあるため。



対象ACアダプターの交換
(無償)
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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

照明器具


株式会社TOOLBOX お問い合わせ窓口
◆電話番号：03-6438-0653
◆受付時間：10：00～18：00（土・日・祝日を除く）
◆Eメール：support@r-toolbox.jp
◆事業者URL：https://www.r-
toolbox.jp/?post_type=information&p=63777


商品名：素焼きレセップ 黒土、素焼きレセップ 白土
型番：LT-BR006-01-G141、LT-BR006-02-G141

[販売期間]

2016年4月～2018
年1月

2018年2月23日
＜ＨＰ＞

照明器具の陶器製カバーにサイズが
違うものが混在している、または陶器
製カバーを止めている ワッシャーのゴ
ムが硬化し、摩擦力が低下することに
より、陶器製カバーがソケットから離脱
するおそれがあるため。



対象照明器具の交換(無
償)または返金

温水式浴室換気乾燥
暖房機


リンナイ株式会社 浴室暖房乾燥機点検受付センター
◆電話番号：0120-113-531
◆受付時間：
 　2018年3月11日まで　9：00～19：00（土・日を含む）
 　2018年3月12日以降　9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
◆事業者URL：
 　リンナイ株式会社
 　http://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0228/
　東邦ガス株式会社（法人番号 2180001022387）
 　http://www.tohogas.co.jp/corporate-n/press/
　東京ガス株式会社（法人番号 6010401020516）
 　http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/list.html

製品名:温水式浴室換気乾燥暖房機

●ブランド、機種名、リモコン品番、製造期間

リンナイ:
HBD-3301ACSK-J2
RBH-C331K2SN  
HBD-3301ACSK-J2(B)
RBH-C331K2SN(A) 
HBD-3301ACSK-J3
RBH-C331K3SN 
HBD-3301ACSK-J3(B)
RBH-C331K3SN(A) 
（以上8機種のリモコン品番:BHY-04E）
HBD-3301ACS
RBH-C331SN
（以上2機種のリモコン品番:BHY-04A）
製造期間:2001年8月～2005年3月 

東邦ガス:
HBD-3301ACSK-J2 
HBD-3301ACSK-J2(B) 
HBD-3301ACSK-J3 
HBD-3301ACSK-J3(B) 
（以上4機種のリモコン品番:BHY-04F）
HBD-3301ACS 
HBD-3302ACSK-2 
HBD-3302ACSK-2(B) 
HBD-3302ACSK-3(B) 
（以上4機種のリモコン品番:BHY-04C）
製造期間:2001年8月～2005年1月

東京ガス:
IBD-3301ACS
製造期間:2001年6月～2009年1月

[製造期間］

型式等覧に記載

2018年2月28日
＜ＨＰ＞

当該製品の循環用ファンモーターを機
器内部の換気通路内に配置していた
ため、モーター内部の制御基板部分に
水等が浸入し、基板上で短絡が生じて
発火、焼損に至るおそれがあることが
判明したため。



対象製品の点検、部品交
換(無償)
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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


パナソニック株式会社
◆電話番号：フリーダイヤル 0120-870-163
◆受付時間：
 　　　2018年4月27日まで 9：00～21：00（毎日）
 　　　2018年4月28日以降 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
◆事業者URL：http://askpc.panasonic.co.jp/info/180328.html
  ※上記ホームページから対策ソフトウェアをダウンロードできま
す。


対象機種(シリーズ)
CF-SX1/SX2/SX3/SX4
CF-NX1/NX2/NX3/NX4
CF-S10
CF-N10
CF-AX2/AX3
CF-C2

※SX4/NX4のWindows10プリインストールモデルは、バッテリー診
断・制御プログラム対応済のため、対象外です。

[製造期間］

CF-
SX1/SX2/SX3/SX
4、CF-
NX1/NX2/NX3/N
X4 2012年1月～
2018年3月
CF-S10、CF-N10
2011年2月～2014
年11月
CF-AX2/AX3
2012年10月～
2016年10月
CF-C2 2012年10
月～2018年3月

2018年3月28日
＜ＨＰ＞

ノートパソコンのバッテリーの劣化が進
行して内圧が上昇すると、異物が存在
していた場合に内部短絡を生じて出火
に至るおそれがあるため。



対策ソフトウェア(充電制
御ユーティリティ及びバッ
テリー診断・制御プログラ
ム)の配信
※バッテリー診断・制御プ
ログラムは2018年6月12
日から提供開始予定
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