
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 コイズミ照明株式会社（法人番号 2120001112664）

商品名：インテリアファン

型番：
ＢＡＮ８５０６ＦＲ、ＡＡＮ５９５０４３
ＡＡＮ５９５０４４、ＡＡＮ６９５０１２
ＡＥＥ５９５０４５、ＡＥＥ５９５０４６
ＡＥＥ５９５０４７、ＡＥＥ５９５０４８
ＶＡＮ６９５０２４、ＶＡＮ６９５０２５
ＶＡＮ６９５０２６、ＧＥＥ６９５０２１
ＧＥＥ６９５０２２、ＧＥＥ６９５０５６
ＧＥＥ６９５０５７、ＡＥＥ６９５０５８
ＡＥＥ６９５０１３、ＡＥＥ６９５０１７1

2008年11月～2010
年12月

2018/4/16
シーリングファンの羽根部分の受け金
具（羽根受け金具）が破損するおそれ
があるため。

対象製品の羽根受け金具
の無償点検・修理

除湿乾燥機 タイガー魔法瓶株式会社（法人番号 3120001015362）

製品名：除湿乾燥機
型番：AHE-A600（製造番号000001～023541）
　　　AHE-B600（製造番号000001～020029）

2005年3月～2007
年8月

2018/4/18
ヒーター接続部の不具合により接続部
が発熱し、発火するおそれがあるため。

対象製品の無償回収、返
金

木製玩具 ポルシェジャパン株式会社（法人番号 2013201005426）
商品名：My First Porsche 木製の車
型番：WAP 040 011 0G

2015年7月～2018
年3月30日

2018/4/23

特定の状況下において車軸から車輪が
外れる可能性があり、外れた部品を小
さなお子様が誤飲するおそれがあるた
め。

製品回収、返金

携帯発電機 株式会社ナカトミ（法人番号 5100001005842）
商品名：インバーター発電機
機種：EDG-900
製造番号：30MP00001～30MP00425

2015年9月～2018
年3月

2018/4/24
燃料コックの強度不足により燃料コック
から燃料が漏れるおそれがあるため。

対象製品の無償点検・部
品交換

配線器具（コードリー
ル）

徳君株式会社（法人番号 8360001006250）
製品名：天井吊り掛け自動巻電気コードリール
型番：TH365

2007年1月～2017
年11月

2018/4/24
使用時に電源コードが過熱して被覆が
溶融し、短絡、発火に至るおそれがあ
るため。

製品回収、返金

電気ストーブ（セラミッ
クファンヒーター）

アイリスオーヤマ株式会社（法人番号 3370001006799）

商品名：セラミックファンヒーター、セラミックファンヒーター照明付き、
加湿セラミックファンヒーター

品番：
JCH-12D-W
JCH-12D-P
JCH-12D-D
JCH-12D2W
JCH-12D2P
JCH-12D2A
JHA-12-W
JHA-12-T
JHA-12-N
JHA-12-P
JCH-12DL‐B
SHH-121

2015年8月～2018
年3月

2018/4/26
ヒーター接続部の不具合により接続部
が発熱し、発火するおそれがあるため。

対象製品の無償点検、修
理または交換

サンダル（子供用） 福徳商事株式会社（法人番号 6180001032449）
商品名：サムシング ジュニアサンダル
品番：SOM-3083
カラー：NAVY、CAMO

2018年4月16日～
2018年5月2日

2018/5/10

着用していくうちに接着部位の面ファス
ナーの強度が弱くなる可能性があり、
転倒に至るおそれがあることが判明し
たため。

製品回収、返金

社告・リコール一覧表
（2018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

モップ（回転式） ロイヤルホームセンター株式会社（法人番号 2120001072223） 商品名：イエモア 折りたたみ式回転モップ
2017年11月7日～
2018年4月17日

2018/5/26

金属パイプが取っ手部分を突き抜け
て、むき出しになった金属パイプの先端
で負傷する事故につながるおそれのあ
ることが判明したため。

製品回収、返金

スピーカー ボーズ合同会社（法人番号 1011001021479）

機種名：
FreeSpace DS40F モデル　スピーカー　白（変成器付き）
FreeSpace DS40F モデル　スピーカー　黒（変成器付き）
FreeSpace DS40F モデル　スピーカー、8 オーム　白（変成器なし）
FreeSpace DS40F モデル　スピーカー、8 オーム　黒（変成器なし）

製造番号： Z4001～Z7273

2014年1月～2017
年9月

2018/5/28
天井に固定する部品（アンカー）の強度
不足により落下するおそれがあるた
め。

対象製品の無償交換

モバイルバッテリー 株式会社デイトナ（法人番号 3080401017525）
商品名：コンパクトジャンプスターター
商品番号：91686
JANコード：4909449457375

2014年9月～2016
年1月

2018/6/11
バイクのジャンプスタート時にモバイル
バッテリー本体から発火する事象が発
生したため。

対象製品の交換（無償）

自転車 株式会社フタバ商店（法人番号 6180001043446）

製品名：
BMC Timemachine01

対象モデル：
Timemachine 01 SRAM Red eTap
Timemachine 01 Ultegra Di2
Timemachine 01 ONE
Timemachine 01 TWO
Timemachine 01 THREE
Timemachine 01 Frameset or TM01 FRS

2017年度～2018年
度

2018/6/14
タイヤとフレームが走行中に接触する
可能性があることが判明したため。

点検、部品交換（無償）

パソコン用ACアダプ
ター

東芝クライアントソリューション株式会社（法人番号 8010601034867）

対象製品の概要

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）がパソ
コンに同梱、オプション販売、修理サービスで交換したACアダプター
で特定の期間に製造されたもの。

製品名：
パソコン用ACアダプター

型番：
G71C0009S210
G71C0009T110
G71C0009T210
G71C0009T116

G71C0009S210　-
2011年2月、3月、6
月
G71C0009T110　-
2009年12月、2010
年3月～7月
G71C0009T210　-
2011年1月～4月
G71C0009T116　-
2011年7月

2018/6/22

パソコンに付属の一部のACアダプター
について、製造上の不具合により、DC
プラグ部の絶縁性能が低下し、異常発
熱して発火するおそれがあるため。

対象ACアダプターの交換
（無償）

サンダル（子供用） 三起商行株式会社（法人番号 2122001020186）

商品名：ミキハウスダブルBサンダル
商品番号：62-9401-264
色：紺、オレンジ
サイズ：15cm～20cm

2018年4月27日～
2018年6月22日

2018/6/29
アッパーベルトが本体底から抜けてしま
うものが混入している可能性があること
が判明したため。

製品回収、返金

椅子（入浴用） 株式会社藤栄（法人番号 8180001038601）

製品名：
グラスカ バススツール

JANコード：
4545229-144662
4545229-144679
4545229-144686

カラー：
グリーン
ブラウン
グレー

サイズ：
W35×D35.5×H30.5cm

2017年2月21日～
2018年6月 2018/7/3

一部商品の座面に、稀にひび割れが発
生す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

ベビーカー
アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社 （法人番号
9120001130049）

製品名：
ラクーナソファークッション

品番：
2037451
2037452
2037453
2037020
2037454
2033609

色柄名：
モダントライアングル BK
ノーティカルストライプ NV
ハーフサイクルレッド RD
レモンシルバームーン GR
ネイビーヘリンボーン NV
ノーブルブラック BK

2017年12月8日販
売開始

2018/7/11

両対面式ハンドルの対面状態から背面
状態への切り替え時、使用状況により
ハンドルロックがかかりにくくなる場合
があることが判明したため。

回収し、点検および改修
（無償）

電気洗濯機 サンコー株式会社 （法人番号 3010001120157）

商品名：
ミニ洗濯機

型番：
MNWSMAN2

2017年1月～2018
年1月

2018/7/19
脱水中にふたを開けても脱水槽の回転
が停止せず、手指等が洗濯物に巻き込
まれてけがをするおそれがあるため。

製品交換（無償）

サンダル 株式会社ナチュラル （法人番号 1140001074045）

商品名：
ENIGMA

品番：
5085

色：
BL
NV
WH
SI
パイソン

2018年5月16日～
2018年7月16日

2018/7/26
底と中底の接着不良の可能性が有り、
アッパー部分のベルトが外れる可能性
があるため。

製品回収、返金

はしご 長谷川工業株式会社 （法人番号 2120001036095）

製品名：
コンパクト１連はしごＬＳ（スカイラダー）

型番：
LS-39
LS-49
LS-59

2017年8月～2018
年7月

2018/7/30

不完全なロック状態での使用で、昇降
時にロックピンが外れてステップが縮
み、落下等につながるおそれがあるた
め。

回収・返金、製品交換

歩行車 株式会社幸和製作所 （法人番号 4120101002219）

商品名：
ミケーレ

型番：
WAG01

色： ネイビー
ブラウン

2017年11月～2018
年7月

2018/8/2

左右のメインフレームを連結するクロス
パイプを結合する中央のナットに緩み
防止剤を塗布する仕様となっているが、
ごく一部の製品に、緩み防止剤の塗布
量が少量なものが混入していることが
判明、ナットが緩む恐れがあるため。

製品回収、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

サンダル 株式会社田中義 （法人番号 3150001013009）
製品名：クロスウェッジサンダル（低反発中敷）（選べるワイズ）　（株
式会社ニッセンブランド）

2018年3月～2018
年8月

2018/8/7

中底とウェッジソール間の接着不良が
判明。着用中にウェッジソール部が剥
がれ、転倒などにより怪我をするおそれ
があるため。

製品回収・返金

サンダル 株式会社ローズバッド（法人番号 8011001025457）

製品名：
サンダル（PAOLA FERRI）

品番：
601-8157042

カラー：
ブラック
ベージュ

2018年5月16日～
2018年7月29日

2018/8/11
甲側バンド部分が外れる可能性がある
個体が確認されたため。

回収・返金

サンダル フルラジャパン株式会社 （法人番号 8010401041972）
商品名：  リアルト　ウェッジサンダル
モデル番号：YA75
カラー： ブラック、オフホワイト、ライトグレー、ライトイエロー

2018年4月28日～
2018年7月23日

2018/8/13
中底部分接着強度不足が判明したた
め。

回収、返金

ボウル（耐熱ガラス製） AGCテクノグラス株式会社 （法人番号 9040001016603）
製品名：  ニューボウル700ml　（iwakiブランド）
品番：KBT331

2018年2月～2018
年8月

2018/8/16
一部の製品において、微細なヒビによ
るガラス剥離の可能性があるものが含
まれていることが判明したため。

回収・返金、代替品への交
換

オゾン水生成器（全自
動洗濯機用）

株式会社ライフマネジメント （法人番号 9010001135810）
商品名：  ゾーンゼロウォッシュ（Zone-0 Wash）
シリアル番号：003001～004152番、004393～004872番

2018年4月1日～
2018年7月20日

2018/8/21

対象シリアル製品において、水量が少
ない場合（0.15Ｍｐａ以下・4.7Ｌ/分以下）
にオゾン発生装置が高温となり、稀に
本体が熱変形する恐れがあることが判
明したため。

製品回収・改良品と交換

衣類（ポロシャツ） イトキン株式会社 （法人番号 5120001077351）

商品名： 「MKミッシェルクラン オム」TCメランジポロシャツ
品番：MKKHF63065
カラー：ブルー、ネイビー、ラベンダー、ホワイト
サイズ：46(M)、48(L)、51(LL)

2018年7月5日～
2018年8月22日

2018/8/28

襟部分の形状記憶の為に内蔵されて
いるワイヤーが、使用中に外部に露出
し、怪我をする恐れがあることが判明し
たため。

製品回収・返金

足乗せ台（折りたたみ
式、オットマン）

株式会社カインズ （法人番号 3070001006474）
商品名：
パーソナルソファ用オットマン ソト／ナカ ＧＹ
パーソナルソファ用オットマン ソト／ナカ デニム

2018年4月7日～
2018年8月27日

2018/8/31

足乗せ台（オットマン）として使用する製
品を、椅子として使用した結果、製品が
荷重に耐えられず、脚部に指を挟む事
故が発生したため。

製品回収、返金

玩具 株式会社大創産業 （法人番号 7240001022681） 商品名：ドッキリ！カッター
2017年1月11日～
2018年9月3日

2018/9/3

店舗で販売した製品の一部に、指が切
れたようにみせかける偽物の刃ではな
く、本物の刃が取り付けされているカッ
ターを販売していたため。

製品回収、返金

三輪自転車（幼児2人
同乗用）

オージーケー技研株式会社 （法人番号 8122001001206）
商品名：ふたごじてんしゃ　TWB-001
車体ナンバー一覧：別紙参照

2018年5月末～
2018年7月

2018/9/6

初回ロットの一部の製品において、チャ
イルドシートを自転車に固定する取付
けネジが緩むという不具合が発生した
ため。

点検・修理

運動器具（エクササイ
ズ用）

セノー株式会社 （法人番号 9040001041601）
商品名：ルクソール アブアイソレータ
品番：BK1800

2008年4月1日～
2009年4月6日

2018/9/13
座席調節レバーを握って引き上げた
際、座席調節レバーと座席裏側との間
に指が挟まる機構であったため。

部品交換

温水洗浄便座 さつき株式会社 （法人番号 7120001079899）

商品名：
前広便座「いい安座」
 （片倉工業株式会社ブランド）

品番：
AW1
AW2
AW2P

製造番号：
AW1　　5X0000～5X0999
AW2　　760000～760999、850000～850999
AW2P　 760000～760999、790000～790999、850000～850999

2015年11月～2018
年9月

2018/9/19
一部の部品の不具合で便座の固定が
不安定になる現象が確認されたため。

部品交換

4



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（シーリング
ライト）

イケア・ジャパン株式会社 （法人番号 1040001021866）

商品名：
CALYPSO／カリプソ　N シーリングランプ JP

商品番号：
90175161

製造日スタンプ：
1625～1744

2016年8月～2018
年9月

2018/9/26

照明器具のガラス製シェードを支える
アームの不具合により、シェードに圧力
が加わって破損し、落下するおそれが
あるため。

製品回収、及び返金又は
製品交換

オーブントースター バルミューダ株式会社 （法人番号 1012701010928）

製品名：
BALMUDA The Toaster

型番：
K01A-KG
K01A-WS
K01A-GW

2015年6月～2017
年1月

2018/10/1

スチーム機能に不具合が生ずることが
確認され、不具合が生じている製品を
継続して使用した場合、ごく稀に漏電に
至る可能性があるため。

製品交換（無償）

自転車 株式会社アキボウ （法人番号 9120101000440）

商品名：

2011年～2012年モデル ABSOLUTE S 全カラー、全サイズ
2013年～2014年モデル PALETTE　　 全カラー、全サイズ
＜追加モデル＞2015年～2016年モデル PALETTE 全カラー、全サイ
ズ

2010年11月30日～ 2018/10/9

フロントフォークに不具合のある製品が
混入している可能性があり、クラウン部
分の破損による転倒事故のおそれがあ
るため。

フロントフォークの交換（無
償）

映像記録装置（ドライ
ブレコーダー）

株式会社カインズ（法人番号 3070001006474）

商品名：ドライブレコーダー
型番：DR-10762BK
シリアル番号：NO.16108600001～16108601940、NO.16118600001～
16118600768、NO.16118600785～16118603216

2016年11月～2018
年3月

2018/10/15
高温環境下で長時間使用した際に、内
蔵のリチウムイオン電池が膨張するお
それがあるため。

製品回収、及び返金
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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

抱っこひも 株式会社西松屋チェーン（法人番号 6140001060486）

製品名：
ダッコール プラス ネオ

色：
ブラック
ターコイズブルー
モカ

品番：
BCBY01

管理No.：
AH0630

2018年8月6日～
2018年10月10日

2018/10/16

ファスナー端部がメッシュから飛び出す
おそれのあるものがあり、使用により、
乳幼児、幼児の肩口付近にすり傷など
ができる可能性があるため。

製品回収・返金

リチウム電池内蔵充電
器

藤本電業株式会社 （法人番号 4120901025492）

商品名：
スティッキー　リチウム内蔵充電器

型番：
CL-02BK
CL-02SV
CL-02PK
CL-02LPK

2013年7月～2018
年9月

2018/10/16
当該製品から出火する事故が発生した
ため。

製品回収、及び返金又は
製品交換

電熱手袋用バッテリー 岡田商事株式会社 （法人番号 9010401006149）

製品名：
電熱手袋用バッテリー（岡田商事株式会社が販売した、FIVE 社製電
熱手袋「HG-1」に付属、または交換・予備用として販売されたリチウ
ムポリマーバッテリー。）

2014年12月～2018
年9月

2018/10/17
充電中のバッテリーが膨張する事象が
発生したため。

対象バッテリーの交換（無
償）

照明器具 株式会社ベガコーポレーション （法人番号 9290001052160）

商品名、カラー：
ヴェンスラースポット4、ブラック・ブラウン・カーキ・ホワイト
ヴェンスラースポット5、ホワイト
ジャスミーナ4、ナチュラル・ブラウン
ジャスミーナ5、ナチュラル・ブラウン
ストッス、ブラック・ホワイト
シクロスポット4、ブラック・ホワイト
ベンヌト、ブラック

ヴェンスラースポッ
ト4　2017年2月～
2018年9月
ヴェンスラースポッ
ト5　2017年7月～
2018年8月
ジャスミーナ4
2016年12月～2018
年9月
ジャスミーナ5
2018年2月～2018
年8月
ストッス　2017年1
月～2018年9月
シクロスポット4
2017年2月～2018
年9月
ベンヌト　2017年12
月～2018年9月

2018/10/31
ソケット金具の不具合により、金具が破
損して照明器具本体が落下するおそれ
があるため。

対象製品の修理又は交換
（いずれも無償）

傘（子供用） 株式会社西松屋チェーン （法人番号 6140001060486）

商品名：
ＥＬＦＩＮＤＯＬＬ グラスファイバー傘

品番：
15T-NOGZ116
15T-NOGZ117
15T-NOGZ118
15T-NOGZ119
15T-NOGZ124
15T-NOGZ125
15T-NOGZ126
15T-NOGZ127
16T-NOGZ134
16T-NOGZ135
16T-NOGZ136
16T-NOGZ137

2015年2月26日～
2018年9月23日

2018/11/14

ネームプレートを取り付けている二重リ
ングの先端部が鋭利になっていたり、リ
ングが変形している製品があることが
判明。使用により、幼児の手にすり傷な
どができる可能性があるため。

無償交換あるいは、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

調理器具（石焼プレー
ト）

株式会社ドウシシャ （法人番号 8120001039126）

製品名：
Live　じゅーじゅー石焼プレート

品番：
LCSP-03

2018年9月～2018
年11月15日

2018/11/20
一部商品で使用中に溶岩石プレートの
割れやひびが発生したため。

製品回収・返金

電子式冷温蔵庫（ワイ
ン用）

輸入：株式会社ヨシナ （法人番号 2122001008297）
販売：株式会社ピーナッツ・クラブ （法人番号 1122001006863）

製品名、品番：
D-STYLIST ワインセラー 7本収納 　 　KK-00236
D-STYLIST ワインセラー 12本収納　　KK-00237
D-STYLIST ワインセラー 18本収納　　KK-00238

2015年5月、2016
年7月

2018/11/26
内部の電気部品の不良により、発火に
至るおそれがあるため。

点検、部品交換（無償）

テーブル（伸長式） イケア・ジャパン株式会社 （法人番号 1040001021866）

製品名：
GLIVARP/グリヴァルプ　伸長式テーブル ホワイト

商品番号：
10334705

2017年6月～2018
年10月

2018/11/27
ガラス製の伸長リーフ（天板）が、レー
ルから外れ落下するおそれがあり、け
がにつながる可能性があるため。

製品回収・返金

照明器具 株式会社エア・リゾーム （法人番号 4120001114064）
商品名・型番：
シーリングダクトレール　air-dcr01
5灯ペンダントライト　air-lig-no6

シーリングダクト
レール 2017年5月
26日～2018年10月
1日
5灯ペンダントライト
2018年1月15日～
2018年10月1日

2018/12/6
化粧ナットを締め付けすぎた場合、天
井接地部に過度の負荷が掛かり破損、
落下の危険性があるため。

部品交換（無償）

液晶ディスプレイ 株式会社エーディテクノ （法人番号 2010001090797）

商品名：
13.3 型フルHD　液晶ディスプレイ

型番・シリアル番号：
LCD1330　N1330AG15J001～N1330AG15J400
LCD1330MT　1330MT27JAG01～1330MT27JAG30
LCD1330S　N1330SAG15K201～N1330SAG15K300、
N1330SAG16J001～N1330SAG16J200

2017年11月～2018
年3月

2018/12/7
液晶保護ガラスの接着作業の不備によ
り、液晶ディスプレイ本体から脱落する
おそれがあるため。

対象製品の無償点検、修
理
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品名 製造事業者等 型式等
販売等期間
（製造時期）

社告日 社告等の内容 対処方法

ワイヤレスマウス 三菱ケミカルメディア株式会社 （法人番号 9010401028738）

商品名：
静音マウス　ワイヤレスタイプ

型番・カラー・製造番号：
MUSWSOVB3　ブルー　1803005691～1803007270
MUSWSOVR3　レッド　1803007271～1803008850
MUSWSOVZ3　ブラック　1803008851～1803011210
MUSWSOVV3　パープル　1803011211～1803012790
MUSWSOVW3　ホワイト　1803012791～1803015150
MUSWSOVG3　グリーン　1803015151～1803016730

2018年4月～2018
年11月

2018/12/17
マウス内部の電池端子部の不具合に
より、短絡が生じて内蔵の乾電池が異
常発熱するおそれがあるため。

対象製品の交換（無償）

玩具 株式会社CAST JAPAN （法人番号 6010501024854）

製品名：
OLI&CAROL（オリー&キャロル）ブランド
ORIGAMI BOAT(折り紙ボート）

カラー：
ピンク
ホワイト
バニラ

2018年5月～2018
年12月

2018/12/21
乳幼児が口に入れた際、気道を塞ぎ窒
息する可能性があるため。

製品回収・返金

ゆたんぽ 株式会社大創産業 （法人番号 7240001022681） 商品名：あったか湯たんぽ（420mL）
2018年9月15日～
2018年12月14日

2019/1/9
湯が漏れて、火傷をする可能性がある
ことが判明したため。

製品回収、返金

電気こたつ用コード 株式会社オーム電機 （法人番号 6013301003037）

商品名：
中間スイッチ付　こたつコード　ストレートプラグ 3m

品番、型番：
04-7595、HS-T7595
04-7596、HS-T7596

2018年10月30日～
2018年12月27日

2019/1/10

電気こたつ側の差し込みプラグ外郭を
固定するネジ部分の周囲の肉厚が十
分でなかったため、組み立て工程にお
いてひびが入り、プラグ外郭が破損して
短絡に至るおそれがあるため。

製品回収及び返金

LEDランプ（電球形） 株式会社ユアーズ・トレード （法人番号 4012801007986）

商品名、品番、製造番号：
防滴レフランプ 300W形対応 LED電球 5000K、YRS-B40-T/N、
1806、1807
防滴レフランプ 300W形対応 LED電球 2700K、YRS-B40-T/L、（印字
なし）
防滴レフランプ 400W形対応 LED電球 6000K、YRS-B48-T/D、1807

防滴レフランプ
300W形対応 LED
電球 5000K　2018
年7月～2018年11
月
防滴レフランプ
300W形対応 LED
電球 2700K　2018
年9月～2018年10
月
防滴レフランプ
400W形対応 LED
電球 6000K　2018
年12月～2019年1
月

2019/1/25

ランプカバーの製造時、樹脂材料の混
合比の誤り、また、ねじ切り部に加工不
良があり、使用時にランプカバーが脱
落するおそれがあるため。

対象製品の修理又は交換
（いずれも無償）
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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

LEDデスクライト用AC
アダプター

株式会社エルックス （法人番号 7010001129896）

株式会社エルックスが販売した、多機能 LED デスクライト「LEDOCK」
（LC70010-WH、LC70010-BK）に付属のAC アダプター

 モデル番号：
FY1201500

2013年1月～2015
年12月

2019/1/31
ACアダプターが発熱し、外郭が変形す
る事象が複数件発生したため。

対象ACアダプターの交換
（無償）

ミキサー 株式会社ｍｈエンタープライズ （法人番号 5010601033806）

商品名、品番、ロット番号：
マイボトルブレンダーカシス、VBL-31-CA、T08-A
マイボトルブレンダーオリーブ、VBL-31-OL、T04-C
マイボトルブレンダー、VBL-300※、T07-A
ブレンダーブレード（部品単体）、PVBL-30-BLS、（ロット番号印字な
し）
ブレンダーブレード（部品単体）、PVBL-31-BL、（ロット番号印字なし）
※VBL-300のミルブレードは対象ではありません。

マイボトルブレン
ダーカシス　2018
年3月～2018年8月
マイボトルブレン
ダーオリーブ　2017
年9月～2018年6月
マイボトルブレン
ダー　2017年10月
～2018年4月
ブレンダーブレード
（部品単体）、
PVBL-30-BLS
2018年1月～2018
年11月
ブレンダーブレード
（部品単体）、
PVBL-31-BL
2017年9月～2018
年4月

2019/2/8

一部の製造ロットにおいて、ミキサーの
ブレンダーブレードの樹脂製台座に指
定外の樹脂が使用されていたため、強
度不足が生じ、調理中に樹脂部が破損
するおそれがあるため。

対象ブレンダーブレードの
交換（無償）

自転車 ビーズ株式会社 （法人番号 6122001008822）

商品名：
DOPPELGANGER 250Promenade

型番、JANコード：
250-GR、4589946134834
250-BR、4589946134827

製造番号：
 160816

2016年11月22日～
2017年6月7日

2019/2/8

ハンドルポストの一部に、溶接部の強
度不足がある製品が混入している可能
性があることが判明。溶接部が破断に
至る可能性があるため。

使用中止、部品交換

電気掃除機 株式会社ヤマダ電機 （法人番号 4070001011201）

商品名：
ハーブリラックス　サイクロン式クリーナー

型番：
YC-C90F1

2018年11月～2019
年2月

2019/2/13
吸引中に伸縮式パイプの長さ調整ボタ
ンを押した際、スライド部分が収縮して
指を挟むおそれがあるため。

対象製品の回収、及び返
金又は製品交換

電気冷温風機（加湿機
能付）

輸入：株式会社ビズライフ （法人番号 9010501035758）
販売：株式会社ＭＯＡ ＳＴＯＲＥ （法人番号 1010601040855）

製品名：
 MAXZEN　多機能温冷風機

型番：
 RCH-MX601

シリアル番号：
 2018041000001～2018083101272

JANコード：
 4571495430338

2018年6月～2018
年12月

2019/2/20
当該製品の内部基板から出火する事
故が発生したため。

対象製品の回収、返金

9



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

電気ストーブ（パネル
ヒーター）

シロカ株式会社 （法人番号 2010001075591）

商品名：
速暖マイカヒーター

型番：
SH-M111（W）
SH-M111（B）
SH-M121（W）
SH-M121（B）

製造番号※：
××17DEF130××××
××17DEF13××××
××18DEF130××××
××18DEF131××××
※×にはアラビア数字が入ります。

JANコード：
4589919805167
4589919805174
4589919805181
4589919805198

2017年6月～2018
年12月

2019/2/25
内部配線接続部の圧着不良により、接
続部が異常発熱して発火に至るおそれ
があるため。

対象製品の点検・修理（無
償）

自転車 サイクルヨーロッパジャパン株式会社 （法人番号 7010001017944）

商品名：
BIANCHI　2012年3月から発売の「Metropoli」 メトロポリの全て

シリーズラインナップ年度：
 2012、2013、2014、2015

2012年3月～2017
年9月（事業者の卸
売り期間です。）

2019/2/27

フロントフォークのステアリングコラムに
開けられた貫通穴が設計以外の位置
に開いているものがあることが判明。ス
テアリングコラムが破断に至る可能性
があるため。

無償点検、必要があれば
部品交換
（事業者がシリアルナン
バーを管理しているため、
製品本体にはステッカー等
の貼付はしません。確認
が必要な場合は、事業者
に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 （法人番号 6010401027577）
北越工業株式会社 （法人番号 4110001016088）

機種名、型式、製造番号、JANコード：

    EU18i　（販売：本田技研工業株式会社）、EAMT、EAMT-1007597
～EAMT-1260242、4945943203384
    HP1800SV　（販売：北越工業株式会社）、EAKT、EAKT-1000001
～EAKT-1001296、－

EU18i　2017年11
月17日～2018年12
月11日
HP1800SV　2018
年2月8日～2018年
12月4日

2019/2/28
燃料コックの不具合により、シール部の
固定ねじに緩みが生じ、燃料が漏れる
おそれがあるため。

対象燃料コックの交換（無
償）

電動リール用バッテ
リー

グローブライド株式会社 （法人番号 5012701003630）

商品名：
スーパーリチウム

型番、カラー、JANコード：
BM2600C（充電器付き）、Mブラック、4960652073394
BM2600C（充電器付き）、マゼンダ、4960652073417
BM2600N（充電器なし）、Mブラック、4960652073400
BM2600N（充電器なし）、マゼンダ、4960652073424

ロットナンバー：
56、57、59、5C、61

2015年6月～2016
年1月

2019/3/4

電動リールを接続する樹脂性コネク
ターの強度不足により、コネクターに亀
裂が生じて海水が浸入し、発火に至る
おそれがあるため。

対象バッテリーの交換（無
償）

自転車用ハンドル ビーズ株式会社 （法人番号 6122001008822）

商品名：

    DOPPELGANGER バイクシェルパ

型番、JANコード：

    DHB160-BK、4582474894874
    DHB160-SL、4582474894881

2014年7月22日～
2018年3月13日

2019/3/7
溶接部の強度不足がある製品が混入
している可能性があることが判明。溶接
部が破断に至る可能性があるため。

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 Zebra Japan株式会社 （法人番号 5120001165296）

商品名：
トレイン（マグネット付）

アイテム番号、ロット番号、JANコード：
3010874、211693、0200030108749

2018年11月～2019
年3月20日

2019/3/27
対象製品には小さな部品が含まれてお
り、乳幼児が飲み込んだ場合、窒息す
る危険性があるため。

回収・返金

11


