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訪 問 記 録 票 
訪 問 

日 時 

 平成     年     月     日 

 訪問・説明に要した時間     分程度 

対象者 

の属性 

世帯類型  01 独居 02 高齢者のみ 03 その他  

年  代  01 60 代 02 70 代 03 80 代 04 90 代以上 

性  別  01 男性 02 女性   

心身状況  01 介護サービスを利用している 02 介護サービスを利用していない 

訪問時の面談者  01 本人 02 配偶者 03 その他（       ） 

問１ リコール情報等の説明の状況についてご記入ください。 

 ① リコール情報に関する説明を聞いていただけましたか。 は い ・ いいえ 

 ② 自動車以外の家電製品や食品の「リコール」について知っていましたか。  は い ・ いいえ 

 ③ 今までにリコールに関するちらしや、ハガキ、放送を見たことがありましたか。  は い ・ いいえ 

 ④ 今回の対象リコール製品に関する説明を聞いてくれましたか は い ・ いいえ 

 ⑤ 質問はありましたか。 は い ・ いいえ 

≪問 1①で「はい」とご記入の場合≫ 

（1）リコール情報に関する対象者の理解の状況 

 01 全く理解しなかった  02 あまり理解しなかった 03 ある程度理解した  04 とても理解した 

（2）対象者は、今後は自分でリコール情報にアクセスし、リコール製品を確認できるように 

   なったと考えましたか。 

 01 今後は自分で確認できると考えた 

 02 今後も自分では確認できないと考えた 

 ≪上記の（2）で「02」とご記入の場合≫ どのような支援を必要と思いましたか。 

 01 今後も定期的に訪問してリコール情報等の説明が必要  

 02 訪問は必要ないが、パンフレット等による情報提供は必要である 

 03 その他（                             ） 

≪問 1①で「いいえ」とご記入の場合≫ 説明できなかった理由 

 01 面倒がられたため 

 02 面識がない等の理由で警戒されたため 

 03 訪問趣旨が理解されなかったため 

 04 点検商法等と誤解されたため 

 05 その他（                                 ） 

≪問 1⑤で「はい」とご記入の場合≫ 対象者からの質問の内容をご記入ください。 
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問 2 リコール製品の確認の状況についてご記入ください。 

 ① 実際にご自宅にあがって対象製品を確認できましたか。 は い ・ いいえ 

 ② リコール製品がありましたか。 は い ・ いいえ 

≪問 2①で「いいえ」とご記入の場合≫ 確認できなかった理由 

 01 自分又は家族で確認するとの意向のため 

 02 家の中を見られるのを嫌がったため 

 03 面倒がられたため 

 04 別用があり時間がないため  

 05 訪問趣旨が理解されなかったため 

 06 点検商法等と誤解されたため 

 07 対象製品をどこに置いてあるか分からなかったため 

 08 その他（                                 ） 

≪問 2②で「はい」とご記入の場合≫ 使用されていたリコール製品 

1）使用されていたリコール製品 

製品の種類 型  番 

 ① 電気ストーブ  

 ② 石油ストーブ   

 ③ 電気こたつ  

2）発見後の対応  

 01 本人又は家族がその場で連絡した⇒（製造業者・販売業者・消費生活センター）  

 02 サポーターがその場で連絡した ⇒（製造業者・販売業者・消費生活センター） 

 03 後で連絡すると言っていた 

 04 どこへも連絡せずに、このまま所有すると言っていた  

問 3 対象者にリコール情報の説明や製品確認をする上で特に気をつけたことを 

   具体的にご記入ください。 
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平成 26 年度 

リコール情報地域コーディネーターモデル事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リコールが行われている 

暖房機器リスト 
～ご家庭で危険な製品を使っていませんか？～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 26 年 1 月 
（表紙裏 
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製品番号１ ＜石油ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
カートリッジタンクの給油口がロックされたと誤認し、給油作業中に給

油タンクを戻す際に蓋が開いて灯油がこぼれ、火災に至るおそれがあり

ます。 
 

商品名 
コロナ 石油ストーブに付属のカートリ

ッジタンク 

メーカー 

販売業者 
株式会社コロナ（製造） 

製品 

イメージ 

  

対象製品 

SX-B35Y、SX-2240、SX-B27WY、

SX-1870、SX-E210Y、SX-3020、

SX-C260Y、SX-1820、NX-22Y 

製造年 1987-2000 年 

対処方法 カートリッジタンクの無償点検・修理 

問合せ先 

株式会社コロナ お客様相談窓口 

   電話番号：0120-623-238 

受付時間：9 時～17 時 

（土・日・祝日・年末年始を除く） 
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製品番号２ ＜石油ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
カートリッジタンクの蓋（口金キャップ）が閉まったと誤認し、カート

リッジタンクを出し入れする際に蓋が外れ、灯油がこぼれ、火災に至る

おそれがあります。 
 

商品名 
グリーンウッド、又はアラジン  

石油ストーブのカートリッジタンク 

メーカー 

販売業者 

株式会社千石（輸入） 

株式会社グリーンウッド（販売） 

日本エーアイシー株式会社（販売） 

製品 

イメージ 

  

対象製品 

グリーンウッド 

GKP-S241N 、 GKP-M2401N 、

GKP-W301N 

日本エー・アイ・シー株式会社（アラジン

ブランド） 

AKP-U28A、AKP-S280、AKP-S300 

製造年 2009-2010 年 

対処方法 
給油口の蓋をネジ式に変更したカートリ

ッジタンクの無償交換 

問合せ先 

株式会社千石、株式会社グリーンウッド（グリ

ーンウッドブランド製品）及び日本エー・ア

イ・シー株式会社（アラジンブランド製品） 

電話番号：０１２０－１５－１０５９ 

受付時間：９時～17 時（土・日・祝日を除く。） 
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製品番号 3 ＜石油ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
運転開始時に運転ボタンの押し込み不足があると、本体内部が過熱し、

発煙や床面を焦がすおそれがあります。また、運転開始時に正常に点火

せず、エラーメッセージ（U10､H31､H83）が表示された製品につい

ては、本体が過熱し、発煙や床面を焦がすおそれがあります。 
 

商品名 アラジン石油ファンヒーター 

メーカー 

販売業者 

株式会社千石（輸入） 

日本エー・アイ・シー株式会社（販売） 

製品 

イメージ 

  

対象製品 AKF-P321N 

製造年 2010 年 

対処方法 無償製品交換 

問合せ先 
アラジン石油ファンヒーターお客様相談室 

  電話番号：０１２０－１５－１０５９ 

受付時間：９時～17 時（土・日・祝日を除く。） 
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製品番号 4 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
製品に使用されている強弱切替え用ダイオードの不良によって、出力が

「弱」の時にダイオードが異常発熱し、火災に至るおそれがあります。  
 

商品名 LIFELEX ハロゲンヒーター 

メーカー 

販売業者 
コーナン商事株式会社(販売) 

製品 

イメージ 

   

 

対象製品 
KOK22-9726GR（グリーン） 

KOK22-9719Y（イエロー） 

製造年 2004-2007 年 

対処方法 無償製品交換 

問合せ先 

コーナン商事株式会社 お客様サービス室 

  電話番号：０１２０－０４－１９１０ 

   （固定電話専用） 

受付時間：９時～18 時（土・日・祝日を除く。） 
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製品番号 5 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
強弱切替えスイッチに使用されているダイオードが不良品であったこと

により、ダイオードが異常発熱し、火災に至るおそれがあります。 
 

商品名 
EUPA カーボンヒーター 

EUPA ハロゲンヒーター 

メーカー 

販売業者 

燦坤（サンクン）日本電器株式会社（輸入） 

株式会社バルス（販売） 

株式会社フィフティ（販売） 

製品 

イメージ 

   

対象製品 

UHC-3T、UHC-9T 

TSK-5328CT、TSK-5328CT（M） 

TSK-5328CRI、TSK-5328CRI（M） 

TSK-5328CRI（BW）（販売元：株式会社

バルス） 

FS-900T（ハロゲンヒーター）（販売元：

株式会社フィフティ） 

製造年 2005-2007 年 

対処方法 回収・返金 

問合せ先 

燦坤日本電器株式会社（電気ストーブ、カー

ボンヒーター）回収交換ダイヤル 

  電話番号：０１２０－６００－５２７ 

受付時間：９時～１７時（土・日・祝日、年

末年始を除く。） 
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製品番号 6 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
製品の出力切替え用（ロータリー）スイッチ接続部において、電源電線

との間で接触不良により異常発熱し、火災に至るおそれがあります。 
 

商品名 EUPA 電気ストーブ 

メーカー 

販売業者 

燦坤（サンクン）日本電器株式会社（輸入・

販売） 

製品 

イメージ 

 

対象製品 

TSK-5303Q､Y､L シリーズ 

FS-800W 

SHQ-8、SHH-8、SHU-8 

製造年 2003-2007 年 

対処方法 無償製品交換 

問合せ先 
燦坤日本電器株式会社 

  電話番号：０１２０－６００－５２７ 

受付時間：９時～17 時（土・日・祝日を除く。） 
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製品番号 7 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
製品内部のジョイント部分のかしめ（締め付け）処理の不具合から、過

熱し、火災に至るおそれがあります。 
 

商品名 速暖 遠赤外線ハロゲンヒーター 

メーカー 

販売業者 

株式会社ジェ・ネット 

全国の｢ジャスコ｣「メガマート」「九州ジ

ャスコ」各店（販売） 

製品 

イメージ 

  

対象製品 KSL-881、KSH-880 

製造年 2001 年 

対処方法 回収・返金 

問合せ先 

株式会社ジェ・ネット 

  電話番号：０１２０－０６５－００５ 

受付時間：10 時～17 時（土・日・祝日を除

く。） 
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製品番号 8 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
(a)自動首振り機能を長時間使用した場合、電気配線の断線、(b)本体内部

にある電気配線の接続部の緩み、(c)電流制御部品のはんだ付け部分に亀

裂が生じることにより、発熱し、火災に至るおそれがあります。 
 

商品名 
デンソーエンセキ 

スキニ―セラミックヒーター 

メーカー 

販売業者 

ゼネラルエアコン株式会社（現 ＧＡＣ株

式会社）（製造） 

株式会社デンソー（販売） 

製品 

イメージ 

 

対象製品 

(a)[遠赤外線ヒーター] 7FX  

(b)[遠赤外線ヒーター] 10FA、10FC  

DZR-08FR、DZR-10FR、ND-08FR、

ND-10FR 

(c)[遠赤外線ヒーター] 12F、12FD  

[セラミックヒーター]ERF121VAA、

ERF121VAB、ERF121VDA  

製造年 1982-1997 年 

対処方法 回収・返金 

問合せ先 
株式会社デンソー 

  電話番号：０１２０－１８１－１０３ 

受付時間：９時～18 時（土・日・祝日は除く。） 
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製品番号 9 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
強弱切替えの部品（ダイオード）の不具合により発熱し、火災に至るお

それがあります。 
 

商品名 サムジョン ハロゲンヒーター 

メーカー 

販売業者 

大宇電子ジャパン株式会社（現 東部大宇

電子ジャパン株式会社）（輸入） 

製品 

イメージ 

 

対象製品 SD-80G 

製造年 ２002-2003 年 

対処方法 回収・返金 

問合せ先 

大宇電子ジャパン株式会社 

  電話番号：０１２０－８８－２０７６ 

受付時間：10 時～17 時（土・日・祝日を除

く。） 
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製品番号 10 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
ヒーター電源供給線が短いため、首振り動作等の張力でヒーターと電源

リード線の接続部において徐々に断線が生じ、火災に至るおそれがあり

ます。 
 

商品名 FUKADAC 薄型ハロゲンヒーター 

メーカー 

販売業者 
フカダック株式会社（輸入） 

製品 

イメージ 

 

対象製品 FH-911 

製造年 2004-2005 年 

対処方法 無償製品交換 

問合せ先 

フカダック株式会社 

  電話番号：０１２０－０４－１２１２ 

受付時間：９時 30 分～17 時（土・日・祝日

を除く。） 
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製品番号 11 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のかしめ不良

により、接触不良が生じて火災に至るおそれがあります。 
 

商品名 MATRIC 電気ストーブ 

メーカー 

販売業者 
松木技研株式会社（輸入） 

製品 

イメージ 

 

対象製品 

・ST-M85(H)グレー 

[製造番号] 

1H0H0001～2860、1H0I0001～2860、 

1H0J0001～5792、1H0K0001～2860 

1H0L0001～4509 

・ST-M85(A)ブルー 

[製造番号] 

1H0H0001～2860、1H0I0001～2904、 

1H0J0001～2712、1H0K0001～5792 

1H0L0001～2880 

製造年 2005-2006 年 

対処方法 回収・返金 

問合せ先 

松木技研株式会社 

  電話番号：０１２０－２２３－７１５ 

受付時間：９時 30 分～17 時 30 分 

（土・日・祝日及び夏季・年末年始の休業日を

除く。） 
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製品番号 12 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
製品のヒーター部のフィラメントとリード線の接触不良によって生じた

熱でガラスランプ管が破損し、火災に至るおそれがあります。 
 

商品名 
Abitelax ハロゲンヒーター 

Elabitax ハロゲンヒーター 

メーカー 

販売業者 
吉井電気株式会社（輸入） 

製品 

イメージ 

 

対象製品 

AHH-803T、AHH-804TI 

       （Abitelax ブランド） 

EHH-805T、EHH-806TI 

       （Elabitax ブランド） 

製造年 2003-2004 年 

対処方法 回収・返金 

問合せ先 
吉井電気株式会社 

  電話番号：０１２０－６５５－１６０ 

受付時間：９時～17 時（土・日・祝日は除く。） 
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製品番号 13 ＜電気ストーブ＞ 

火災のおそれがあります 
製品の首振り時に内部配線がよじれてコードの被覆が損傷し、発煙・発
火を起こすおそれがあります。 

 

商品名 ハロゲンヒーター 

メーカー 

販売業者 
株式会社アイアン（倒産）（輸入） 

製品 

イメージ 

 

対象製品 

IR-4423、IR-4650、IR-4469 

IR-4619（ｱｲﾎﾞﾘｰ）、 

IR-4620（ｺﾞｰﾙﾄﾞ） 

IR-4651（ｲｴﾛｰ） 

製造年 2003-2004 年 

対処方法 使用の中止（事業者倒産のため） 

問合せ先 倒産のため事業者への連絡はできません。 
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製品番号 14 ＜電気ストーブ＞ 

発煙、発火のおそれがあります 
生産初期段階での作業不良品が混入し、長期間の使用中に、まれに発煙、
発火に至るおそれがあります。 

 

商品名 PHILIPS オイルヒーター 

メーカー 

販売業者 

日本フィリップス株式会社（現 株式会社

フィリップスエレクトロニクスジャパン）

（輸入） 

製品 

イメージ 

  

対象製品 HD3477、HD3478、HD3479  

製造年 1998-1999 年 

対処方法 無償で点検・修理 

問合せ先 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャ

パン 

 フィリップスリコールセンター 

電話番号 0120－666－105 

 受付時間 9 時～17 時（土・日・祝日を除く） 
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製品番号 15 ＜電気ストーブ＞ 

発煙、発火のおそれがあります 
首振り機構部品の不具合により、ごく稀に電線コードが断線し、発煙・
発火に至るおそれがあります。 

 

商品名 YAMAZEN カーボンヒーター 

メーカー 

販売業者 

株式会社ミュージーコーポレーション（輸

入）  

株式会社山善（販売） 

製品 

イメージ 

  

対象製品 

CBH-D900、CBHI-D900  

製造番号：25HD～31HD 及び 01JD～

26JD 

製造年 2003 年 8 月～9 月 

対処方法 修理または改良品との交換 

問合せ先 

株式会社山善 お客様サポートセンター 

電話番号 0120－680－286  

受付時間 9 時～17 時 30 分（土・日・祝日

を除く） 
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製品番号 16 ＜電気こたつ＞ 

ヒーターが脱落する 

おそれがあります 
一部生産分において、通常生産時のものと異なる仕様のヒーター反射板

が混入し、コタツ本体よりヒーターが脱落する事故が発生するおそれが

あります。 
 

商品名 ニトリで販売したこたつ 

メーカー 

販売業者 
株式会社ニトリ（輸入・販売） 

製品 

イメージ 
 

対象製品 

2009 年販売～2010 年販売 

NST-75-2 WH 

CNN-75-3 LBR 

CNN-75-3 DBR 

製造年 2009 年 

対処方法 ヒーターユニットを無償交換 

問合せ先 

株式会社ニトリ お客様相談室 

   電話番号：0120－110－180 

受付時間：10 時～20 時 

（土・日・祝日含む） 
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製品番号 17 ＜電気こたつ＞ 

フレーム・脚が変形する 

おそれがあります 
他の暖房器具から熱を取り入れるダクト等を併用した場合に、異常な高

温になりコタツのフレーム・脚が変形するおそれがあります。 
 

商品名 ゆったりテーブルこたつ 

メーカー 

販売業者 
エスケイジャパン株式会社（製造） 

株式会社カインズ（販売） 

製品 

イメージ 

 

 

対象製品 

ＣＺ－７５（ブラウン、ナチュラル） 

ＣＺ－１０５（ブラウン、ナチュラル） 

ＣＺ－１２０（ブラウン、ナチュラル） 

製造年 2011 年 

対処方法 返金 

問合せ先 
株式会社カインズ お客様相談室 

   電話番号：0120－87－7111 

受付時間：10 時～18 時（土・日・祝日含む） 
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