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　石油直圧式給湯機「ハイアクティシリーズ」の２機種において、油通路のシール部（パッキン部分）の

不具合により、油が漏れ、故障が発生していますので、該当の機種を無料で点検し、部品ユニットを

交換します。

　該当製品をご使用中のお客様には、対象型式であるかご確認の上、該当製品をお使いの場合は、

早急に当社窓口にご連絡をいただきますよう、お知らせします。

なお、今回の点検・部品交換対象となるのは下記の２機種です。

記

１． ハイアクティシリーズ　（ 製造期間 ： ２０００年 ５月 ～ ２００４年 ８月 ）
外観　： ＜本体例＞

　　　　屋外据置型　　　　　　　　　　　　　屋内据置型　　　　　　　　　　　屋外壁掛型

　　　　　＜リモコン例＞

　　　　　　　　　　　　　浴室リモコン 　　　　　　　　　　　　　　　　台所リモコン

（１） 　製造期間 ： ２０００年５月 ～ ２００４年８月

（２） 　製造台数 ： １６９，９７５台

（３） 　不具合件数 ： ７４件　（詳細：添付資料②）

（４） 　対象品の見分け方 （詳細：添付資料①）

① 器具本体前面のシールに表示されている「型式名」を確認します。

対象型式：ＲＰＥ３３＊、ＲＰＥ４３＊、ＲＰＨ３３＊、ＲＰＨ４３＊　　（＊には英数字が続きます）

② ＯＥＭ先である次の６社の製品も対象です。

対象型式は以下のとおり。

石油直圧式給湯機

『ハイアクティシリーズ』の２機種

　自主点検のお知らせ

２００８年９月

点検・部品交換
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■サンポット株式会社　（ブランド名：ｓｕｎｐｏｔ）

　　型式： ＨＭＧ－Ｑ４０５ＡＳＯ、　ＨＭＧ－Ｑ４０５ＦＳＯ、　ＨＭＧ－Ｑ４０５ＭＳＯ

■髙木産業株式会社　（ブランド名：パーパス）

　　型式： ＡＸ－３２１ＡＲＤ、　ＡＸ－４０１ＡＲＤ、　ＡＳ－４０１ＲＤ

■長州産業株式会社　（ブランド名：ＣＩＣ）

　　型式： ＰＤＦ－４１２Ｄ－Ｚ、　ＰＤＦ－３２２Ｄ、　ＰＤＦ－４１２Ｄ、　ＰＤＸ－３２２Ｖ、

　　 ＰＤＸ－４１２Ｄ、ＤＸ－４１２Ｄ

■長府工産株式会社　（ブランド名：ＣＨＯＦＵ ＫＯＳＡＮ）

　　型式： ＣＫＸ－４３０ＡＦ、　ＣＫＸ－４３０ＡＦⅡ、　ＣＢＸ－４３０Ｆ、

ＣＫＸ－４３０ＡＥ、　ＣＫＸ－４３０ＡＥⅡ、ＣＢＸ－４３０Ｅ

※製造期間：２００１年４月～２００６年３月

■ネポン株式会社　（ブランド名：ＮＥＰＯＮ）

　　型式： ＵＲＡ３２６Ｂ、　ＵＲＢ３２６Ｂ、　ＵＲＢ４０６Ｂ、　ＵＲ３２６Ｂ、

　　　　　　 ＵＲ３２６ＢＳ、　ＵＲ４０６Ｂ

■株式会社パロマ　（ブランド名：Ｐａｌｏｍａ）

　　型式： ＯＦＨ－３０＊、　ＯＦＨ－４０＊、　ＯＰＨ－３０＊、　０ＰＨ－４０＊

　　 （＊の部分は英字が続きます）

（５） 現象・原因と対応について

送油ユニット シール部（パッキン）の組み立て作業不備による微量の油漏れがきっかけとなり、

器具内部が一部焦げるという不具合が発生しています。

＜発生メカニズム＞

①送油ユニットに使用したシール部の組立て作業の不備によって、微量の油漏れが生じる。

②漏れた油が燃焼筒パッキン部に付着し、パッキンが収縮する。

③パッキンの収縮によって、燃焼筒の一部にすき間が生じる。

  ④すき間から、熱気が漏れる。

⑤漏れた熱気によって、器具内部が一部焦げる。

これらの不具合による拡大被害はありません。また、各種 評価試験等により、拡大被害にいた

らないことを確認し、通常の製品故障として対応していました。

しかし、不具合事象が継続的に発生し、件数も増加傾向であること、また、最近お客様から「焦

げ事象」に対して、不安の声をいただくようになったこともあり、このたび、お客様の安全・安心を

第一に考え、無償にて点検・部品交換を実施します。

（６） 点検内容

該当する部品ユニットを、対策済の部品ユニットへ交換します。
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お客様へのお知らせ

①  ９月２日（火）付 新聞紙上で告知をおこない、お客様にお知らせします。

■ 問い合わせ窓口（髙木産業㈱を除く）

ＴＯＴＯ給湯機点検コールセンター

　フリーダイヤル：０１２０－４４４－３０９　　※携帯・ＰＨＳからもご利用になれます。

※髙木産業㈱製の給湯機をご使用のお客様

髙木産業石油給湯機点検受付センター

　フリーダイヤル：０１２０－５７５－３９９　※携帯・ＰＨＳからもご利用になれます。

■ 受付時間

２００８年９月１５日（月）まで 午前９時～午後８時 （土・日・祝日　を含む）

２００８年９月１６日（火）以降 午前９時～午後６時 （土・日・祝日・年末年始　を除く）

■ ホームページ

ＴＯＴＯ株式会社 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔｏｔｏ.ｃｏ.ｊｐ
サンポット株式会社　 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｕｎｐｏｔ.ｃｏ.ｊｐ
髙木産業株式会社　 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｐｕｒｐｏｓｅ.ｃｏ.ｊｐ
長州産業株式会社 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．ｃｈｏｓｈｕ.ｃｏ.ｊｐ
長府工産株式会社 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｈｏｆｕｋｏｓａｎ.ｃｏｍ

ネポン株式会社 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｎｅｐｏｎ.ｃｏ.ｊｐ
株式会社パロマ　 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｐａｌｏｍａ.ｃｏ.ｊｐ

②  点検・部品交換は修理委託先である株式会社エヌティーエスがおこないます。

※髙木産業（株）製給湯機、サンポット（株）製給湯機をご使用のお客様は、各メーカーにて

　点検・部品交換を実施します。

２．ハイアクティシリーズ （製造期間 ： １９９５年 ８月 ～ １９９９年 ６月）
・ この製品は、２００２年１０月から自主点検を行っている機種です。

７月末現在の点検完了率は８１．５％で、現在も点検活動を継続しています。（詳細：添付資料④）

外観　：＜本体例＞

　　　　　屋外据置型　　　　　　　　　　　　　屋内据置型　　　　　　　　屋内壁掛型

　　　　　＜リモコン例＞

　　　　　　　　 　　浴室リモコン 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台所リモコン
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（１） 　製造期間 ： １９９５年８月～１９９９年６月

（２） 　対象台数 ： ９，１６３台

（３） 　不具合件数 ： ２件 （詳細：添付資料③）

（４） 　対象型式

ＲＰＥ３２Ｋ＊、　ＲＰＥ４０Ｋ＊、　ＲＰＥ４１Ｋ＊、　ＲＰＨ３２Ｋ＊、　ＲＰＨ４０Ｋ＊、　ＲＰＨ４１Ｋ＊

　（＊には英数字が続きます。）

※ＯＥＭ先である次の２社の製品も対象です。対象型式は以下のとおり。

　■ 長州産業株式会社　（ブランド名：ＣＩＣ）

　 　　　型式： ＰＤＦ－３２１Ｖ、ＰＤＦ－４０１Ａ、ＰＤＦ－４１１Ｄ－Ａ、ＤＸ－４１１Ｄ、ＰＤＸ－３２１Ｖ、

　　　　　　　　　　 ＰＤＸ－４１１Ｄ

　■ ネポン株式会社　（ブランド名：ＮＥＰＯＮ）

　　　　　　　型式： ＵＲＡ３２０、ＵＲＡ３２０Ｓ、ＵＲＢ３２０、ＵＲＢ３２０Ｓ、ＵＲ３２０、ＵＲ３２０Ｓ、

　　　　　　　　　　 ＵＲ４０４Ｓ

（５）  現象・原因と対応について

　　　　点検を完了した一部製品から油漏れが発生しています。

原因は、自主点検開始当初に使用した一部交換部品のシール部（パッキン部分）の劣化によ

るものです。（このパッキンは、自主点検の対象部位とは異なります。）

ご使用されているお客様の安全・安心を第一に考え、無償にて点検・部品交換を実施します。

　（６） 点検内容

　　　　　該当する部品ユニットを対策済の部品ユニットへ交換します。

（７）お客様へのお知らせ

　　　①自主点検の履歴から、該当するお客様へダイレクトメールを送付します。

　　　　■問い合わせ窓口

　　 フリーダイヤル：０１２０－４４４－３０９　※携帯・PHSからもご利用になれます。

　　■受付時間

　 ２００８年９月１５日（月）まで 午前９時～午後８時 （土・日・祝日　を含む）

　 ２００８年９月１６日（火）以降 午前９時～午後６時 （土・日・祝日・年末年始　を除く）

　　　　②点検・部品交換は修理委託先である株式会社エヌティーエスがおこないます。

　　　　　　　　　　　　　以上に関するお問い合わせは下記までお願いします。

＜ＴＯＴＯ　広報部＞

本社広報グループ　　担当：田　中

北九州市小倉北区中島２－１－１　　　TEL：０９３（９５１）２９０１

東京広報グループ　　担当：松　本

東京都港区虎ノ門１－１－２８　　　　　TEL：０３（３５９５）９４２２

＜ＴＯＴＯホームページ＞　　　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｔｏｔｏ.ｃｏ.ｊｐ/
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① 対象製品の特定要領（１）
　　ＴＯＴＯ㈱ および 製品ＯＥＭ先 の製品

　　　（製品ＯＥＭ先：サンポット㈱、髙木産業㈱、長州産業㈱、ネポン㈱、㈱パロマ）

◆ 器具本体前面のシールに表示されている「型式名」を確認します

　　 　　 　　

屋外据置型 屋外据置型 屋外壁掛型 屋内据置型

シール
シール

シール

シール

該当の型式名に当てはまるか確認します

※各メーカー名が記載されています

シール例

添付資料
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◆該当する型式と対象台数、製造期間

供給先

（ブランド名）
型　　　　式　（＊には英数字が続きます） 対象台数 製造期間

ＴＯＴＯ

株式会社

（ＴＯＴＯ）

ＲＰＥ３３＊／ＲＰＥ４３＊／ＲＰＨ３３＊／ＲＰＨ４３＊

※合計１４０型式
１４６，３２６台

２０００年５月

～

２００４年８月

サンポット

株式会社

（ｓｕｎｐｏｔ）

ＨＭＧ－Ｑ４０５ＡＳＯ／ＨＭＧ－Ｑ４０５ＦＳＯ／

ＨＭＧ－Ｑ４０５ＭＳＯ　※合計３型式
１５０台

２００１年９月

～

２００４年８月

髙木産業

株式会社

（パーパス）

ＡＸ－３２１ＡＲＤ／ＡＸ－４０１ＡＲＤ／ＡＳ－４０１ＲＤ

※合計３型式
６，７８０台

２００１年３月

～

２００４年８月

長州産業

株式会社

（ＣＩＣ）

ＰＤＦ－４１２Ｄ－Ｚ／ＰＤＦ－３２２Ｄ／

ＰＤＦ－４１２Ｄ／ＰＤＸ－３２２Ｖ／ＰＤＸ－４１２Ｄ／

ＤＸ－４１２Ｄ　※合計６型式

６，６２８台

２０００年９月

～

２００４年８月

ネポン

株式会社

（ＮＥＰＯＮ）

ＵＲＡ３２６Ｂ／ＵＲＢ３２６Ｂ／ＵＲＢ４０６Ｂ／

ＵＲ３２６Ｂ／ＵＲ３２６ＢＳ／ＵＲ４０６Ｂ

※合計６型式

１，４７７台

２００１年１月

～

２００４年８月

株式会社

パロマ

（Ｐａｌｏｍａ）

ＯＦＨ－３０＊／ＯＦＨ－４０＊／ＯＰＨ－３０＊／

ＯＰＨ－４０＊　※合計３０型式
１，６５２台

２０００年８月

～

２００３年１１月

① 対象製品の特定要領（２）
　　当該部品供給先（長府工産㈱）の製品

◆器具本体前面のシールに表示されている「型式名」を確認します

供給先

（ブランド名）
型　　　　式 対象台数 製造期間

長府工産

株式会社

（ＣＨＯＦＵ

 ＫＯＳＡＮ）

ＣＫＸ－４３０ＡＦ／ＣＫＸ－４３０ＡＦⅡ／

ＣＢＸ－４３０Ｆ／ＣＫＸ－４３０ＡＥ／

ＣＫＸ－４３０ＡＥⅡ／ＣＢＸ－４３０Ｅ

※合計６型式

部品供給

６，９６２台

本体製造

６，１８６台

２００１年４月

～

２００６年３月

シール

該当の型式名に当てはまるか確認します
※メーカー名が記載されています

シール例
シール

添付資料
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② ハイアクティシリーズ（ 製造期間：２０００年５月～２００４年８月 ）

　 不具合発生一覧
ＮＯ 発生月 発生場所 故障状況 ＮＯ 発生月 発生場所 故障状況

1 ２００４年０１月 宮城県 器具内部焦げ 38 ２００７年０６月 宮城県 器具内部焦げ

2 ２００４年０７月 熊本県 器具内部焦げ 39 ２００７年０６月 兵庫県 器具内部焦げ

3 ２００４年０７月 和歌山県 器具内部焦げ 40 ２００７年０６月 愛知県 器具内部焦げ

4 ２００４年０７月 和歌山県 器具内部焦げ 41 ２００７年０６月 山梨県 器具内部焦げ

5 ２００５年０６月 山口県 器具内部焦げ 42 ２００７年０６月 栃木県 器具内部焦げ

6 ２００５年０６月 熊本県 器具内部焦げ 43 ２００７年０６月 群馬県 器具内部焦げ

7 ２００５年０７月 石川県 器具内部焦げ 44 ２００７年０７月 岐阜県 器具内部焦げ

８ ２００５年０８月 鳥取県 器具内部焦げ 45 ２００７年０７月 愛知県 器具内部焦げ

9 ２００５年０８月 熊本県 器具内部焦げ 46 ２００７年０７月 福岡県 器具内部焦げ

10 ２００５年１０月 栃木県 器具内部焦げ 47 ２００７年０７月 宮崎県 器具内部焦げ

11 ２００６年０３月 三重県 器具内部焦げ 48 ２００７年０７月 埼玉県 器具内部焦げ

12 ２００６年０４月 福井県 器具内部焦げ 49 ２００７年０７月 長野県 器具内部焦げ

13 ２００６年０５月 石川県 器具内部焦げ 50 ２００７年０７月 山口県 器具内部焦げ

14 ２００６年０５月 東京都 器具内部焦げ 51 ２００７年０７月 長野県 器具内部焦げ

15 ２００６年０５月 山口県 器具内部焦げ 52 ２００７年０８月 滋賀県 器具内部焦げ

16 ２００６年０６月 兵庫県 器具内部焦げ 53 ２００７年０８月 栃木県 器具内部焦げ

17 ２００６年０６月 茨城県 器具内部焦げ 54 ２００７年０８月 埼玉県 器具内部焦げ

18 ２００６年０６月 宮城県 器具内部焦げ 55 ２００７年０８月 熊本県 器具内部焦げ

19 ２００６年０６月 兵庫県 器具内部焦げ 56 ２００７年０９月 千葉県 器具内部焦げ

20 ２００６年０６月 広島県 器具内部焦げ 57 ２００７年０９月 兵庫県 器具内部焦げ

21 ２００６年０７月 鳥取県 器具内部焦げ 58 ２００７年０９月 岡山県 器具内部焦げ

22 ２００６年０７月 熊本県 器具内部焦げ 59 ２００７年１０月 和歌山県 器具内部焦げ

23 ２００６年０８月 岡山県 器具内部焦げ 60 ２００７年１０月 香川県 器具内部焦げ

24 ２００６年０８月 岡山県 器具内部焦げ 61 ２００７年１０月 山梨県 器具内部焦げ

25 ２００６年０８月 佐賀県 器具内部焦げ 62 ２００７年１１月 栃木県 器具内部焦げ

26 ２００６年０８月 埼玉県 器具内部焦げ 63 ２００７年１２月 山梨県 器具内部焦げ

27 ２００６年０９月 山口県 器具内部焦げ 64 ２００７年１２月 神奈川県 器具内部焦げ

28 ２００６年０９月 岡山県 器具内部焦げ 65 ２００８年０１月 静岡県 器具内部焦げ

29 ２００６年０９月 岩手県 器具内部焦げ 66 ２００８年０２月 茨城県 器具内部焦げ

30 ２００６年１２月 鹿児島県 器具内部焦げ 67 ２００８年０４月 和歌山県 器具内部焦げ

31 ２００６年１２月 山梨県 器具内部焦げ 68 ２００８年０４月 大分県 器具内部焦げ

32 ２００７年０１月 滋賀県 器具内部焦げ 69 ２００８年０６月 石川県 器具内部焦げ

33 ２００７年０１月 岡山県 器具内部焦げ 70 ２００８年０６月 広島県 器具内部焦げ

34 ２００７年０４月 山梨県 器具内部焦げ 71 ２００８年０６月 石川県 器具内部焦げ

35 ２００７年０４月 福岡県 器具内部焦げ 72 ２００８年０６月 徳島県 器具内部焦げ

36 ２００７年０４月 静岡県 器具内部焦げ 73 ２００８年０７月 徳島県 器具内部焦げ

37 ２００７年０５月 静岡県 器具内部焦げ 74 ２００８年０７月 埼玉県 器具内部焦げ

※ ＯＥＭ先を含みます。

③ ハイアクティシリーズ（ 製造期間：１９９５年８月～１９９９年６月 ）

　 不具合発生一覧
ＮＯ 発生月 発生場所 故障状況

１ ２００８年０５月 岐阜県 油電磁弁から油漏れ

２ ２００８年０６月 山梨県 油電磁弁から油漏れ

※ＯＥＭ先では発生していません。
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④ ２００２年１０月から実施中の自主点検状況

（１）製造期間　：　１９９５年８月～１９９９年６月

（２）対象台数　：　１８９，９４４台

（３）点検進捗状況　：　完了　１５４，８０６台　　　完了率　８１．５％　　（２００８年７月末現在）

（４）対象型式　：

ＲＰＥ３２Ｋ＊、　ＲＰＥ４０Ｋ＊、　ＲＰＥ４１Ｋ＊、　ＲＰＨ３２Ｋ＊、　ＲＰＨ４０Ｋ＊、　ＲＰＨ４１Ｋ＊

　（＊には英数字が続きます。）

※ＯＥＭ先である次の３社の製品も対象です。対象型式は以下のとおり。

　　　　　■ 髙木産業株式会社　（ブランド名：パーパス）

　　　　　　　型式： ＴＰ－ＢＳ３２０＊Ｄ（但し、ＴＰ－ＢＳ３２０は除く）、ＴＰ－ＢＳ４０２＊Ｄ、

ＴＰ－ＢＳＱ４０２＊　（＊には英数字が続きます。）

　■ 長州産業株式会社　（ブランド名：ＣＩＣ）

　 　　　型式： ＰＤＦ－３２１Ｖ、ＰＤＦ－４０１Ａ、ＰＤＦ－４１１Ｄ－Ａ、ＤＸ－４１１Ｄ、ＰＤＸ－３２１Ｖ、

　　　　　　　　　　 ＰＤＸ－４１１Ｄ

　■ ネポン株式会社　（ブランド名：ＮＥＰＯＮ）

　　　　　　　型式： ＵＲＡ３２０、ＵＲＡ３２０Ｓ、ＵＲＢ３２０、ＵＲＢ３２０Ｓ、ＵＲ３２０、ＵＲ３２０Ｓ、

　　　　　　　　　　 ＵＲ４０４Ｓ
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