これらの製品はリコールが行われています
事業者に連絡をしてください
詳細は各社のフリーダイヤル、 あるいはホームページにて確認してください
回収
引き取り

発煙･発火

スチーム式加湿器
KS-500H KS-300W
1998 年 9 月～ 1999 年 1 月 ( 販売等 )
KS-31W KS-32G
1993 年 8 月～ 1994 年 3 月 ( 販売等 )
１台あたり 5,000 円で引き取り

ＴＤＫ㈱ 0120ｰ604ｰ777
http://www.tdk.co.jp/index.htm

焼損

無料点検

石油ふろがま
JK,JK2,JK-N,JPS-T3,
JPK-N3,CK-8･8E,CK-9･9E,
CK-10･10S,CK-11･11S

追焚付石油給湯器
JIB-T,JIB-2T,JIB-4,JIB-5*,
JIB-6*,JIB-7*
＊には英字が入る場合がある
1983 年 4 月～ 2001 年 9 月 ( 製造）

㈱長府製作所 0120ｰ911ｰ870
http://www.chofu.co.jp/
support/important/20070727.html
無償点検
修理

発煙･発火

ルームエアコン

回収
発煙･発火
（交換･返金）
カーボンヒーター
TSK-5328CT･CRI(2005,2006年製)
UHC-9T(2007年製),3T(2008,2009年製)
ハロゲンヒーター
FS-900T(2006,2007年製)
2005年9月～2009年3月（販売等）
電気ストーブ
TSK-5303(Q,Y,L)ｼﾘｰｽﾞ(2003 ～ 2007
年製 ),SHQ-8,SHH-8,SHU-8(2007 年製 ),
FS-800W (2005 ～ 2007 年製 )
2003 年 9 月～ 2008 年 3 月 ( 販売等 )

燦坤(サンクン)日本電器㈱
0120-600-527
http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/
tkj_web/announce/Announce_5.pdf
http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/
tkj_web/announce/Announce_2.pdf
点検
部品交換

焼損

ふろがま及びふろバーナ
㈱世田谷製作所（販売）
ふろがま:R38B,R137B,CS31B,
CS32B,CS33B,FE15,
ふろバーナ:TA-097UET,TA-270UET,
TA-OK270UET
ガスストーブ:GS-1
㈱オカキン（販売）
ふろがま:OKｰAR型-LE,OKｰBR型-LE
1997年6月～2006年8月(製造・販売)

㈱世田谷製作所 0120-634-126
http://www.setagaya-seisakusyo.
co.jp/cgi-bin/pdfdata/
20130307195146.pdf
LDR シリーズ
機種名記載位置

RAS-×××LDRシリーズ／RAS-×××YDRシリーズ
RAS-225LDR,255LDR,285LDR,325LDR,406LDR,506LDR,255LDRD,285LDR-D,406LDR-D,255LDR-G,285LDR-G,2559SDR,2859SDR,4069SDR,V285DR,
RAS-225YDR,255YDR,285YDR,325YDR,405YDR,406YDR,
506YDR,255YDR-D,285YDR-D,406YDR-D,V285DR3,2833D-I

ハウジングエアコン,石油エアコン,
ガスエアコン,業務用エアコン

YDR シリーズ
機種名記載位置

HAS-M221FDR1,M281FDR1,RAK-285DR3,405DR3,RAG-283KE,323KE,403KEJ,283KE
(TS-B2842U-S…東京ガス),323KE(TS-B3242U-S…東京ガス),403KEJ(TS-B4052U-S
…東京ガス),283KE(144-0014,144-0015…大阪ガス),323KE(144-0016,144-0017
…大阪ガス),403KEJ(144-0019…大阪ガス),323KE(THCI-4932RC…東邦ガス),
SIK-J500AX,J630AX,P500HX,P630HX
1998年9月～2002年1月(製造･販売等)

東芝キヤリア㈱ 0120ｰ444-899
http://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm

回収

発煙･発火

ハロゲンヒーター
SD-80G
2002 年 11 月～ 2003 年 2 月 ( 販売等 )

大宇電子ジャパン㈱
0120-88-2076
http://dejaco-shop.com/?mode=f1
交換

バッテリー過熱

携帯音楽プレイヤー
ｉPｏｄ ｎａｎｏ（初期発売分）
2005 年 9 月～ 2006 年 12 月
( 販売等 )

アップルジャパン㈱ 0120ｰ27753-5
http://www.apple.com/jp/
support/ipodnano_replacement/
無償
部品交換

発火

石油給湯機
㈱ノーリツ ＮＯＲＩＴＺ
高木産業㈱ パーパス
㈱日立ハウステック(日立化成工業㈱）
1997年～2001年（製造）

㈱ノーリツ 0120-018ｰ170
http://www.noritz.co.jp/
info/05-1.html
点検
部品交換

発火・焼損

石油給湯機
東陶機器㈱ /ＴＯＴＯ
長州産業㈱ /ＣＩＣ
ネポン㈱ /ＮＥＰＯＮ
高木産業㈱ / パーパス
1995 年 8 月～ 1999 年 6 月（製造）

ＴＯＴＯ㈱
0120-444-309/0120-575-399
http://www.toto.co.jp/
News/yupro/index.htm
無償点検

発火･拡大被害

石油給湯機
長州産業㈱,㈱ワカサ
東京ツチヤ販売㈱
1996年5月～1999年10月（製造）

長州産業㈱／㈱ワカサ
0120ｰ652ｰ963
http://www.choshu.co.jp/
modules/information/index.php
?page=article&storyid=3

リコール製品をお持ちではありませんか？
無償
部品交換

無償点検
修理

発煙･発火

電子レンジ
NE-A555,A575,AB50,AC50,AC60,
AT66,AT70,AT80,OT1,OT2,P300,
P500
1988年12月～
1993年12月
（製造）

パナソニック㈱
(旧 松下電器産業㈱)
0120ｰ871ｰ682

http://panasonic.co.jp/ap/
info/important/product/index.htm
無償点検
部品交換

発煙･発火

コイズミ電子レンジ

IM-574(97･98･99年製)、IM-574S(98･
99年製）,IM-575(98･99･2000年製),
IM-575S(99･2000年製)
1997年03月～2000年10月(販売)
※製造時期ラベル
横に（検）シール
貼付は点検済みで、
連絡不要

KRD-0105 1997年3月～1999年9月
（製造）
KRD-0106 1997年3月～2000年7月
（製造）
※製造時期ラベル
横に（検）シール
貼付は点検済み
で、連絡不要

岩谷産業㈱(販売),㈱千石(製造)
0120ｰ00ｰ9930
http://www.iwatani.co.jp/
jpn/top_info/detail.php?idx=8

小泉成器㈱ 0120ｰ551ｰ494
http://www.koizumiseiki.co.jp/
important/index.html
無償
部品交換

発煙

発煙･発火

冷凍冷蔵庫

(2㎏)JW-Z20A,BW-Z20A,Z20B,(2.3㎏)JW-Z23A,HSW-23M1,233M,
(3.3㎏)JW-K33A(E100001～E102484/F100001～F103036,G100001～G100552),
(4.5㎏)JW-Z45A,(5㎏)JW-Z50A,Z50B,Z50C,Z50D,K50B(E100001～E100800/
F100001～F109280),K50C(E100001～E101440/F100001～F115840),
HSW-50S1,50S2,50S3,50S5(2200001～2213800)
2002年4月～2008年8月(販売等)

ハイアールジャパンセールス㈱
(旧 三洋ハイアール㈱)
0120-865-123
http://www.haier.com/jp/
support/haier_washing_machine/index.shtml

火災

発煙･発火

イワタニ単機能電子レンジ

全自動洗濯機
Ｈａｉｅｒ（ハイアール）

改修

無償修理
（部品交換）

旧「ＬＧ電子」製
LR-A17PS（全製品）
LR-B17NW（全製品）
2003 年 9 月～
2005 年 4 月（製造）

ＬＧエレクトロニクス･ジャパン㈱
0120ｰ004ｰ027
http://www.lg.com/jp/support/
support-notice/JPNTC120806004002

電気こんろのつまみに、荷物や体などが触れるとスイッチが入ります

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

0120-355-915

http://www.denki-konro.jp/

クリナップ㈱ 0120-126-174 http://cleanup.jp/important/kitchen-unit.shtml
サンウエーブ工業㈱（現:㈱LIXIL）0120-190-530 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html
三協立山アルミ㈱ 0120-202-436 http://alumi.st-grp.co.jp/news/2007news/st20070731.html
タカラスタンダード㈱ 0120-200-805 http://www.takara-standard.co.jp/important/2006/01/post-2.php
東芝ホームアプライアンス㈱ 0120-668-401 http://www.toshiba.co.jp/tcm/information/070704_j.htm
日立アプライアンス㈱ 0120-256-557 http://www.hitachi.co.jp/information/support_120220/index.html
㈱日立ハウステック(現:㈱ハウステック) 0120-524-852 http://www.hitachi-ht.com/
富士工業㈱ 0120-500-621 http://www.fjic.co.jp/recall/
松下電器産業㈱（現:パナソニック㈱）0120-391-391 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.html
松下電工㈱（現:パナソニック㈱）0120-116-484 http://panasonic.co.jp/es/oshirase/070703/index.html
㈱ミカド（倒産）
三菱電機㈱ 0120-099-506
http://mitsubishielectric.co.jp/
oshirase/cookingheater/index.html
つまみの例。それぞれ左は改修前、右は改修後
経済産業省製品安全課製品事故対策室
TEL 03-3501-1707 http://www.meti.go.jp/product_safety/

NITE･製品安全センター製品安全調査課
TEL 06-6942-1113 http://www.jiko.nite.go.jp/
2013.3

