
お詫びと回収のお知らせ 

お客様各位 

 

 平素は弊社の商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 この度、弊社が全国の専門店などで販売しておりました下記の防寒用ジャケットの一部に、

製造過程で針状の金属片が混入した可能性があることが判明いたしました。  

つきましては、ご購入いただきましたお客様の安全を考え、該当商品を回収の上、代金の

払い戻しをさせていただきます。誠にご面倒をおかけいたしますが、お手元に該当商品がご

ざいましたら、下記のお問い合せ窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。  

 お買い上げいただきましたお客様には多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し

上げます。今後はこのようなことが再び発生しないよう、品質管理体制の強化に努めてまい

る所存でございます。 

 何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
 
平成 21 年 3 月 14 日 
                          
●対象商品    

①ブランド名 「jean-cox」  ※商品番号は商品の洗濯絵表示に表記しております。 

販売期間 ： 平成 20 年 8 月下旬～平成 21 年 3 月 9 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
婦人用中綿フードブルゾン

商品番号 6704-87500   

販売枚数 224 枚 

 
婦人用中綿ブルゾン  

商品番号 6704-87501  

販売枚数 77 枚 

 
婦人用中綿フードブルゾン

商品番号 6704-87530 

販売枚数 124 枚 

 
婦人用中綿フードブルゾン

商品番号 6704-87551   

販売枚数 307 枚 

 
婦人用中綿フードブルゾン 

商品番号 6704-87552 

販売枚数 250 枚 



 

②ブランド名 「curiosite」  ※商品番号は商品の洗濯絵表示に表記しております。 

販売期間 ： 平成 20 年 8 月下旬～平成 21 年 3 月 9 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ブランド名 「AIGLE」   ※商品番号は商品の洗濯絵表示に表記しております。 

販売期間 ： 平成 18 年 10 月上旬～平成 19 年 2 月 24 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●販売場所    

①「jean-cox」 ② 「curiosite」 

弊社直営店、全国有力専門店、百貨店など計 139 店舗および弊社ファミリーセール 

    （※詳細は下記の「対象商品販売店一覧」をご参照ください。） 

 

③「AIGLE」 

AIGLE 渋谷店、 AIGLE 元町店、 AIGLE 舞浜店、 AIGLE 銀座店、 AIGLE 仙台店、 

AIGLE 立川グランデュオ店、 AIGLE 恵比寿三越店、 AIGLE 小田急町田店、 

AIGLE 小田急ハルク店、 AIGLE 池袋西武店 計 10 店舗 

             

 
婦人用中綿モッズコート 

商品番号 7204-88553 

販売枚数 171 枚 

 
婦人用中綿フードジャケット 

商品番号 7204-88554 

販売枚数 80 枚 

 
婦人用ロングダウンジャケット 

商品番号 8104-65417  

販売枚数 76 枚 



●お問い合せ窓口 
      ヤマト インターナショナル株式会社・お客様窓口 

     0120-810-194（フリーダイヤル） 

06-6267-7446 

   受付時間  午前 9：00～午後 5：40 

             【３月 20 日以降の土曜・日曜・祝日を除く】 

   e-mail ： seisankanri@yamatointr.co.jp 

   〒541-0059  大阪市中央区博労町 2-3-9 

                ヤマト インターナショナル㈱生産管理部 

 

※お客様からご提供いただきました個人情報は、本件の目的以外には一切使用 

いたしません。 

 

 

 

◆「jean-cox」 「curiosite」対象商品販売店一覧 

北海道    販売店名    販売店名 

  帯広 Willy Willy パレット店     

          

東京都    販売店名    販売店名 

  練馬区 マヤ中村橋店 蒲田 トラヤ 

  中野区 マヤ新井薬師店 東京 ﾌｧﾐﾘｰｾｰﾙ 

  町田市 ｶｰﾆｰﾊｳｽ南町田店     

          

神奈川県    販売店名    販売店名 

  小田原 ロビンソン百貨店 南林間 ｶｼﾞｭｱﾙショップ cut&sew 

  辻堂 ダンケライフピア店 小田原 カサブランカ 

  川崎市 Ｂ.Ｂ.Ｊ.ＭＡＲＫＥＴ元住吉店     

          

埼玉県    販売店名    販売店名 

  川越 丸広百貨店 川口 Kobayashi 

  上尾 丸広百貨店 秩父 矢尾百貨店 

  越谷 PPC パンツ工場     

          

千葉県    販売店名    販売店名 

  東金 タロー 白旗 アメリカ屋 

          

山梨県    販売店名    販売店名 

  甲府昭和 プレールオブジェ 山梨 ｶｰﾆｰﾊｳｽ八ヶ岳店 

          



長野県    販売店名    販売店名 

  飯田 ジーンズショップ赤石ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ店 茅野 オブジェ 

          

新潟県    販売店名    販売店名 

  妙高 ｼﾞｰﾝｽﾞｼｮｯﾌﾟ マルニ     

          

静岡県    販売店名    販売店名 

  富士 カサブランカ   

          

愛知県    販売店名    販売店名 

  守山 リベット 津島 ジーンズ藍や 

  藤ヶ丘 清水屋ロング 大須 クリップ 

  高蔵寺 ベンベ 豊田 トヨタ生協メグリア本店 

  小牧 ベンベ 豊田 トヨタ生協セントレ店ヨーク 

  長久手 ﾌﾞﾛｯｸｽﾌｧｸﾄﾘｰ 名古屋 J&K ルノンユニーアピタ店 

  安城南 ファモック 知立 J&K ルノンギャラソエアピタ店 

  半田 グルービィー 弥富 J&K ルノンイオンタウン弥富店 

  津島 コトブキヤ 岡崎 JESS 

  一宮 コトブキヤ     

          

岐阜県    販売店名    販売店名 

  高山 清水屋ロング 瑞浪 ウッディ 

          

三重県    販売店名    販売店名 

  志摩 サウス志摩店 津 サウスイオン津南店 

  度会橋 サウス度会橋店 桑名 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ ﾏｲｶﾙ 

  松阪 サウス松阪店 桑名 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ ｱﾋﾟﾀ 

  松阪 MARM 店 サウス 上野 shinshin 

  四日市 サウス四日市店 井戸 101 

  明和 サウス明和店     

          

富山県    販売店名    販売店名 

  富山 アミュウ     

     

          

     



 

石川県    販売店名    販売店名 

  金沢 名鉄丸越百貨店ｸﾗﾌﾞｼﾞｰﾝｽﾞ 2 階     

          

福井県    販売店名    販売店名 

  福井 ファッションハウス たなべ 小浜 フリップフラップ 

  福井 MrBEN ｳｴｱｰﾊｳｽ     

          

滋賀県    販売店名    販売店名 

  八日市 ファーストアピア八日市店 草津 デンバー 

  守山 ファーストららぽーと守山店 近江八幡 ファーストアクア 21 店 

  滋賀 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙｻｰｸﾙ守山店 彦根 ファーストビバシティ彦根店 

          

京都府    販売店名    販売店名 

  北大路 ﾚｽﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｲｽﾋﾞﾌﾞﾚ北大路店 京都 Bic 

  舞鶴 LUCE 園部 レミック 

  八木 ハーフビリティ 十条 三信衣料 

  東舞鶴 mahalo     

          

大阪府    販売店名    販売店名 

  岸和田 ｶｰﾆｰﾊｳｽ岸和田店 箕面 SSOK 

  梅田 阪神百貨店 千里中央 アクス三信 AXS 

  千里 阪急百貨店 泉北 ラングラー 

  北花田 阪急百貨店 淀川 ママス＆パパス 

  千里中央 ピーコック 大阪 ﾌｧﾐﾘｰｾｰﾙ 

          

奈良県    販売店名    販売店名 

  桜井 三信衣料 下市 ｼﾞｰﾝｽﾞｼｮｯﾌﾟナカムラ 

          

和歌山県    販売店名    販売店名 

  新宮 サウス新宮店 田辺 クーガー 

          

兵庫県    販売店名    販売店名 

  加古川 ｼﾞｰﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ 姫路 ﾌｫｰﾘｰﾌﾊｲﾂ姫路ﾌｫｰﾗｽ店 

  姫路 ｼﾞｰﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ 三宮 ﾌｫｰﾘｰﾌﾊｲﾂ三宮ﾋﾞﾌﾞﾚ店 

  姫路北 ｼﾞｰﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ 明石 ﾌｫｰﾘｰﾌﾊｲﾂ明石ﾋﾞﾌﾞﾚ店 



  西宮 阪神百貨店 川西 阪急百貨店 

  姫路 トラックス 宝塚 阪急百貨店 

  豊岡 カントリー 神戸 阪急百貨店 

  塚口 MG 三田 阪急百貨店 

  杭瀬 三信衣料 神戸 PPC パンツ工場 

        

岡山県    販売店名    販売店名 

  新倉敷 B - IN 岡山 ジーンズファクトリー岡山店 

  山陽 B - IN 総社 マツヤ 

          

広島県    販売店名    販売店名 

  広島 ﾌﾞﾙｰｳｪｲ（ﾌｧﾐﾘｰｾｰﾙ） 広島 ジーンズファクトリー広島店 

          

山口県    販売店名    販売店名 

  萩 ｶｼﾞｭｱﾙｼｮｯﾌﾟ剛     

          

鳥取県    販売店名    販売店名 

  鳥取 びんごや駅南店 鳥取 スーパーショップびんごや鳥取店 

          

島根    販売店名    販売店名 

  出雲 スーパーショップびんごや出雲店 松江 スーパーショップびんごや松江店 

          

香川県    販売店名    販売店名 

  香川 ジーンズファクトリー高松店 宇多津 ﾚｽﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｲｽビブレ宇多津店 

  香川 ジーンズファクトリー屋島店 観音寺 ベニヤ 

          

徳島県    販売店名    販売店名 

  徳島 ビッグアメリカンショップ大野橋店 脇町 トモ 

  徳島 ビッグアメリカンショップ応神店 徳島 ZIP 沖浜店 

          

高知県    販売店名    販売店名 

  高知 ジーンズファクトリー南国店 高知 1 1/2 

  高知 ジーンズファクトリー土佐道路店 高知 スタジアム 351 

  中村 ホリディー     

     



          

愛媛県    販売店名    販売店名 

  湊町 CHOYA NEIVE 店 久米 United Oak 久米店 

  銀天街 United Oak 銀天街店 美沢 United Oak 美沢店 

  吉田 B - IN     

          

福岡県    販売店名    販売店名 

  飯塚 メキシコプラザ 福岡ソラリア PPC パンツ工場 

  小倉 PPC パンツ工場     

          

長崎県    販売店名    販売店名 

  対馬 Pieno     

          

熊本県    販売店名    販売店名 

  熊本 鶴屋百貨店 荒尾店     

          

大分県    販売店名    販売店名 

  大分 ビッグアメリカンショップ森町店 大分 ビッグアメリカンショップ宗方店 

          

鹿児島県    販売店名    販売店名 

  鹿児島 ｴﾑｴﾑﾏｴﾑﾗ本店 国分中央 ｴﾑｴﾑﾏｴﾑﾗ 

          

沖縄県    販売店名    販売店名 

  沖縄 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞ     

 

 

 

以上 

 

 

 

 


