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令和４年１月７日 

正 会 員 各位 

 

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

 

Ｉ・Ｔ・Ｏ（株）製８kg/h 及び２０kg/h 自動切替式調整器の 

     不具合対象製品の取替作業等について      （お願い） 

 

 

この度、Ｉ・Ｔ・Ｏ（株）より、別添のとおり標記調整器の不具合対象製品の

取替作業の協力依頼がありました。 

概要としては、「２００８年５月製造～２０１４年９月製造の８kg/h 小型自動

切替式調整器」及び「２０１１年３月製造～２０１５年６月製造の２０kg/h 自

動切替式調整器」において、一部に少量のガス漏れが発生する恐れがあることが

判明したため、対象製品の取替を実施するにあたり、協力依頼されたものです。 

なお、対象調整器の納入事業者には、同社より連絡の上対処するとのことです。 

つきましては、都道府県協会におかれましては、同社より担当者（参考１）が

近日中にご連絡の上、説明いたしますとのことですので、ご協力方よろしくお願

いいたします。 

また、本件に関する具体的な不具合の内容、取替作業費(同社負担)、お問い合

わせ窓口等の詳細につきましては、添付資料をご参照くださいますようお願いい

たします。 

同社ホームページ 

https://www.itokoki.co.jp/news/20220107_info.pdf 

添付資料 

（別 添）協力依頼文書 

（別紙１）対象製品のロット№、具体的な不具合内容、取替費用等の詳細、対象

製品のロット№の見分け方 

（別紙２）ホームページに掲載される社告、お問い合わせ先  

（参考１）都道府県協会に対する同社の担当者及び連絡先 

（参考２）都道府県別出荷一覧表 

以 上 

発信手段：Ｅメール 

担当：保安・業務グループ 笠間、木村、瀬谷、橋本、安藤 



 2022 年 1 月 
一般社団法人 全国ＬＰガス協会 御中 

                           Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 

                                営業本部 

 

弊社製調整器の取替に関するお詫び 
 

謹啓 貴協会には、平素格段のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、このたび弊社にて製造販売いたしました調整器（8㎏/h 小型自動切替式調

整器及び 20 ㎏/h 自動切替式調整器）において、一部、少量のガス漏れが発生する

ことが判明いたしました。 

弊社として LP ガス販売事業者様の LP ガス保安の確保、安定供給に関し、ご不安

とご心配をお掛けしたことを重く受け止め、弊社調整器のお取替えに関し、12 月

21 日(火)に経済産業省製品安全課、ガス安全室にご相談に伺った次第です。その

席上、経済産業省から本件に関し、（一社）全国ＬＰガス協会様へご報告する様に

指示を受けております。 

今回の弊社調整器取替にあたり、貴協会並びに貴協会傘下の会員の皆様にご迷惑、

ご心配をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。 

甚だ勝手なお願いで誠に申し訳ございませんが、速やかに当該調整器の取替作業

を進めて行きたく存じますので、何卒ご協力を賜ります様お願い申し上げます。 

つきましては、年始のお忙しい中、誠に恐縮ではございますが、貴協会傘下の会

員の皆様へご周知方をお願い申し上げます。 

謹白 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別添



Ⅰ．8 ㎏/h 小型自動切替式調整器 

１．対象製品 

  8 ㎏/h 小型自動切替式調整器 

２．型式：AXS-8B シリーズ及び TAXS-8B シリーズ 

３．対象製品の範囲 

  2008 年 5 月製造（ロット№0805101）～ 2014 年 9 月製造 (ロット№1409113) 

2013 年 1 月～2014 年 9 月 約 43 万台 

2010 年 8 月～2012 年 12 月 ダイヤフラム自主回収済分（残り約 2万台） 

2008 年 5 月～2010 年 7 月 約 72 万台（期限交換済対象） 

４．代替品の供給、取替作業に関する費用等につきましては、勝手ながら別添１に

定めました内容にてお願い申し上げます。 

 

Ⅱ．20 ㎏/h 自動切替式調整器 

１．対象製品 

  20 ㎏/h 自動切替式調整器 

２．型式：AX-20B,TAX-20B シリーズ及び AX-20BHL,TAX-20BHL シリーズ 

３．対象製品の範囲 

＜ITO 生産品＞ 

2011 年 3 月製造（ロット№110301）～ 2015 年 6 月製造 (ロット№150602) 

＜矢崎 ES OEM 製品＞ 

2011 年 4 月製造（ロット№110451）～ 2015 年 6 月製造 (ロット№150653) 

 

2015 年 1 月～2015 年 6 月 約 13,000 台 

2011 年 3 月～2014 年 12 月 約 92,000 台（期限交換済対象） 

 

４．代替品の供給、取替作業に関わる費用等につきましては、勝手ながら別添２に 

定めました内容にてお願い申し上げます。 

 



 (別添 1) 
        8 ㎏/h 小型自動切替式調整器の取替のお願い 
 

＜取替対象品について＞ 

この度お取替えをお願いいたします、8㎏/h 小型自動切替式調整器の不具合要

因は、入口ストレーナー部と中圧ノズルの嵌合部の隙間が大きくなっている物が

あり、通過した異物が調整器内に入り、安全弁が作動して閉止した際に、安全弁

シール部に異物が噛み込んだことによるもの、および設置から不具合発生までの

経年使用によるダイヤフラムの弾性低下によって気密性を保てなくなり、噛み込

んだ異物が要因で、時間をかけて漏れに至ったと考えております。 

 

＜代替品について＞ 

代替品として提供させていただく製品は、入口部のストレーナーメッシュがよ 

り細かくなっており、全般的な寸法の見直しにより、中圧ノズルとストレーナー

の嵌合部がより密着されているため、異物が入りにくい製品となっております。 

 

記 

 
１． 代替品は、原則弊社製調整器とさせていただきます。 

但し、生産能力の関係上、他社製調整器とさせていただく場合もございます。 

２． 代替品は、調整器本体とホース、ユニオンパッキンとさせていただきます。 

３． 代替品との取替えは、お得意先様との打合せの上、実施させていただきます。 

お得意先様にて代替品との取替えを実施いただける場合は、甚だ勝手ではご

ざいますが、1,500 円／台（税別）にて、ご対応をお願い申し上げます。 

なお、前項記載の対象製品の範囲「2008 年 5 月～2010 年 7 月」の製品（期

限交換済対象）に関しては、誠に申し訳ございませんが代替品のみのご提供

とさせて頂きます。 

 

  

 

 

 

 



（別添２) 
        20 ㎏/h 自動切替式調整器の取替のお願い 
 

＜取替対象品について＞ 

この度お取替えをお願いいたします、20 ㎏/h 自動切替式調整器の不具合要因

は、生産工程中にダイヤフラムと連動子のシール部にアルミの切粉片が噛み込み、

経年劣化によりダイヤフラムの弾性が低下して、少量のガス漏れに至ったもので

す。また、中圧弁体に噛み込んでいた異物は、調整器の上流側より侵入したと思

われます。この異物により中圧弁部が閉塞不良になり、中圧ダイヤフラムに過剰

な圧力が繰り返し加わり、ダイヤフラムの劣化が促進し、弾性が低下したと判断

しております。 

 

＜代替品について＞ 

代替品として提供させていただく製品は、2015 年 6 月に当該製品の製造工程を

変更し、上記不具合要員の原因となった中圧ダイヤフラムへのアルミの切粉片

が製造工程で入らないような措置を講じ、製造しております。 

工程変更後、現在までに 6年以上を経過しておりますが、2015 年 7 月以降の製

品では不具合は発生しておりません。 

 

記 

 
１． 代替品は、原則設置されている製品と同様の型式とさせていただきます。 

２． 代替品との取替えは、お得意先様との打合せの上実施させていただきます。 

お得意先様にて代替品との取替えを実施いただける場合は、甚だ勝手ではご

ざいますが、下記の取替え費用にてご対応をお願い申し上げます。 

① 漏えい検知装置無しの調整器・・・7,000 円／台（税別） 
② 漏えい検知装置有りの調整器・・・10,000 円／台（税別） 
 

以上 

 



           御中              2022 年 1 月 
                           Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 
                                営業本部 
 
        小型自動切替式調整器の取替のお願い 
 
 謹啓 貴社ますますご隆盛の段お喜び申し上げます。平素は格段のお引き立てを

賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、このたび弊社にて製造販売いたしました 8 ㎏/h 小型自動切替式調整器に

おいて、安全弁シート部と低圧ダイヤフラムの間に異物が挟まり少量のガス漏れが

発生することが判明いたしました。漏れの原因となる異物は構成部品である入口側

装着のストレーナー取付部の隙間が大きくなっている物があり、そこを通過した異

物が調整器内部に侵入したと判断しております。 

お得意先様には大変なご迷惑をお掛けいたしまして、深くお詫び申し上げますと

共に、代替品との取替をお願い申し上げる次第でございます。 

ご協力を賜りたく伏してお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

１． 対象製品 

   8kg/h 小型自動切替式調整器 

型式：AXS-8B シリーズ及び TAXS-8B シリーズ 

２． 対象製品の範囲 

  2008 年 5 月製造（ロット№0805101）～ 2014 年 9 月製造 (ロット№1409113) 

①2013 年 1 月～2014 年 9 月 約 43 万台 

②2010 年 8 月～2012 年 12 月 ダイヤフラム自主回収済分 

③2008 年 5 月～2010 年 7 月 約 72 万台（期限交換済対象） 

上記記載のように①の対象製品から、下記に貴社納入台数を記載します。 

３． 貴社納入台数：       台 

４． 代替品の供給、取替作業に関わる費用等につきましては、勝手ながら別添に

定めました内容にてお願い申し上げます。 

以上 

別紙１



(別添) 
        代替品及び取替えについてのお願い 
 
 
＜取替対象品について＞ 

この度お取替えをお願いいたします、8㎏/h 小型自動切替式調整器の不具合要

因は、入口ストレーナー部と中圧ノズルの嵌合部の隙間が大きくなっている物が

あり、通過した異物が調整器内に入り、安全弁が作動して閉止した際に、安全弁

シール部に異物が噛み込んだことによるもの、および設置から不具合発生までの

経年使用によるダイヤフラムの弾性低下によって気密性を保てなくなり、噛み込

んだ異物が要因で、時間をかけて漏れに至ったと考えております。 

 

＜代替品について＞ 

代替品として提供させていただく製品は、入口部のストレーナーメッシュがよ 

り細かくなっており、全般的な寸法の見直しにより、中圧ノズルとストレーナー

の嵌合部がより密着されているため、異物が入りにくい製品となっております。 

 

記 

 
1. 代替品は、原則弊社製調整器とさせていただきます。 

但し、生産能力の関係上、他社製調整器とさせていただく場合もございます。 

2. 代替品は、調整器本体とホース、ユニオンパッキンとさせていただきます。 
3. 代替品との取替えは、お得意先様との打合せの上、実施させていただきます。 
お得意先様にて代替品との取替えを実施いただける場合は、甚だ勝手ではござ 

いますが、1,500 円／台（税別）にて、ご対応をお願い申し上げます。 

なお、前項記載の対象製品の範囲「③2008 年 5 月～2010 年 7 月」の製品（期

限交換済対象）に関しては、誠に申し訳ございませんが代替品のみのご提供と

させて頂きます。 

 

以上 

 



外観図 確認方法

2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

①～③がすべて該当していれば

取替対象品となります。
シグナル部に

表示されている場合

小型自動切替式調整器（ＡＸＳ－８Ｂシリーズ） 取替対象品の見分け方

①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。

②「AXS-8」と表示されているかご確認ください。

･表示されていない場合は、異なる機種なので対象外です。

・型式名は「ＡＸＳ－８Ｂ」ですが、表示は「ＡＸＳ－８」になっています。

③７桁のロットＮｏ．が、

「０８０５１０１ ～ １４０９１１３」

の範囲内であるかご確認ください。

①
②

③

③

･カバー部またはシグナル部に表示されています。

・下段の４桁の番号は、取替対象品を見分ける際には使用しません。

・４本立、６本立、容器直結型に関わらず、

上記範囲内であれば対象品となります。■問い合わせ先

Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部

０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）

０７２－９８１－３７８１（代表）



2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

外観図 確認方法

②７桁のロットＮｏ．が、

「０８０５１０６ ～ １４０９１１１」

の範囲内であるかご確認ください。

①～②がすべて該当していれば

取替対象品となります。 シグナル部に

表示されている場合

小型自動切替式調整器（ＴＡＸＳ－８Ｂシリーズ） 取替対象品の見分け方

①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。

①

②

②

･カバー部またはシグナル部に表示されています。

・下段の４桁の番号は、取替対象品を見分ける際には使用しません。

・４本立、６本立に関わらず、

上記範囲内であれば対象品となります。

発信機能付

■問い合わせ先

Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部

０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）

０７２－９８１－３７８１（代表）



2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

外観図 確認方法

注） AXS-8UAは取替対象品ではありません。

ＡＸＳ－８Ｂの類似品である「ＡＸＳ－８ＵＡ」及び、
発信機能付「ＴＡＸＳ－８ＵＡ」は、この度の
取替対象品ではありません。

■問い合わせ先

Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部

０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）

０７２－９８１－３７８１（代表）



           御中              2022 年 1 月 
                           Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 
                                営業本部 
       ２０㎏/h自動切替式調整器の取替のお願い 
 
 謹啓 貴社ますますご隆盛の段お喜び申し上げます。平素は格段のお引き立てを

賜り厚くお礼申し上げます。 
この度お取替えをお願いいたします、20 ㎏/h 自動切替式調整器の不具合要因

は、生産工程中にダイヤフラムと連動子のシール部にアルミの切粉片を噛み込ま

せてしまった事と、経年劣化によりダイヤフラムの弾性が低下して、少量のガス

漏れに至ったものです。また、中圧弁体に噛み込んでいた異物は、調整器の上流

側より侵入したと思われます。この異物により中圧弁部が閉塞不良になり、中圧

ダイヤフラムに過剰な圧力が繰り返し加わり、ダイヤフラムの劣化が促進し、弾

性が低下したと判断しております。 
お得意先様には大変なご迷惑をお掛けいたしまして、深くお詫び申し上げます

と共に、代替品との取替をお願い申し上げる次第でございます。 
ご協力を賜りたく伏してお願い申し上げます。 

謹白 
記 

１． 対象製品 

   20kg/h 自動切替式調整器 

型式：AX-20B,TAX-20B シリーズ及び AX-20BHL,TAX-20BHL シリーズ 

２． 対象製品の範囲 

＜ITO 生産品＞ 

2011 年 3 月製造（ロット№110301）～ 2015 年 6 月製造 (ロット№150602) 

＜矢崎 ES OEM 製品＞ 

2011 年 4 月製造（ロット№110451）～ 2015 年 6 月製造 (ロット№150653) 

① 2015 年 1 月～2015 年 6 月 約 13,000 台 

② 2011 年 3 月～2014 年 12 月 約 92,000 台（期限交換済対象） 

   上記記載のように①の対象製品から、下記に貴社納入台数を記載します。 

３． 貴社納入台数：       台（当社からの納入数） 

４． 代替品の供給、取替作業に関わる費用等につきましては、勝手ながら別添に

定めました内容にてお願い申し上げます。 

以上 



 
(別添) 
        代替品及び取替えについてのお願い 
 
＜取替対象品について＞ 
この度お取替えをお願いいたします、20 ㎏/h 自動切替式調整器の不具合要因

は、生産工程中にダイヤフラムと連動子のシール部にアルミの切粉片が噛み込み、

経年劣化によりダイヤフラムの弾性が低下して、少量のガス漏れに至ったもので

す。また、中圧弁体に噛み込んでいた異物は、調整器の上流側より侵入したと思

われます。この異物により中圧弁部が閉塞不良になり、中圧ダイヤフラムに過剰

な圧力が繰り返し加わり、ダイヤフラムの劣化が促進し、弾性が低下したと判断

しております。 
 
＜代替品について＞ 
代替品として提供させていただく製品は、2015 年 6 月に当該製品の製造工程を

変更し、上記不具合要員の原因となった中圧ダイヤフラムへのアルミの切粉片

が製造工程で入らないような措置を講じ、製造しております。 

工程変更後、現在までに 6年以上を経過しておりますが、2015 年 7 月以降の製

品では不具合は発生しておりません。 

 

記 
 

１． 代替品は、原則設置している製品と同様の型式とさせていただきます。 

２． 代替品との取替えは、お得意先様との打合せの上実施させていただきます。 

お得意先様にて代替品との取替えを実施いただける場合は、甚だ勝手ではご

ざいますが、下記の取替え費用にてご対応をお願い申し上げます。 

① 漏えい検知装置無しの調整器・・・7,000 円／台（税別） 
② 漏えい検知装置有りの調整器・・・10,000 円／台（税別） 

 
以上 

 
 



2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

外観図 確認方法

①～③がすべて該当していれば

取替対象品となります。

Ｉ･Ｔ･Ｏ生産品

２０ｋｇ/ｈ自動切替式調整器（ＡＸ－２０Ｂシリーズ） 取替対象品の見分け方

①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。

②「AX-20B」「TAX-20B」「AX-20BHL」
「TAX-20BHL」と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、異なる機種なので対象外です。

③６桁のロットＮｏ．が、

「１１０３０１ ～ １５０６０２」

の範囲内であるかご確認ください。

①

②

③
・フランジタイプ、ねじ接続、４本立、６本立に関わらず、

上記範囲内であれば取替対象品となります。

■問い合わせ先

Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部

０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）

０７２－９８１－３７８１（代表）



2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

外観図 確認方法

①～③がすべて該当していれば

取替対象品となります。

矢崎エナジーシステム㈱ＯＥＭ製品

２０ｋｇ/ｈ自動切替式調整器(ＡＸ－２０ＢＨＬシリーズ)取替対象品の見分け方

①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。

②「AX-20BHL」「AX-20BHL-R」
と表示されているかご確認ください。

･表示されていない場合は、異なる機種なので対象外です。

③６桁のロットＮｏ．が、

「１１０４５１ ～ １５０６５３」

の範囲内であるかご確認ください。

①

②

③
・フランジタイプ、ねじ接続、４本立、６本立に関わらず、

上記範囲内であれば取替対象品となります。

■問い合わせ先

Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部

０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）

０７２－９８１－３７８１（代表）
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都道府県ＬＰガス協会対応表

責任者 役職 営業所名 電話番号 ＦＡＸ番号
(一社)北海道ＬＰガス協会 上原　賢一 チーフマネージャー 北海道営業所 011-614-2730 011-614-2732
(一社)青森県エルピーガス協会
(一社)秋田県ＬＰガス協会
(一社)岩手県高圧ガス保安協会
(一社)山形県ＬＰガス協会
(一社)宮城県ＬＰガス協会
(一社)福島県ＬＰガス協会
(一社)栃木県ＬＰガス協会
(一社)茨城県高圧ガス保安協会
(一社)埼玉県ＬＰガス協会
(一社)群馬県ＬＰガス協会
(一社)新潟県ＬＰガス協会
(一社)千葉県ＬＰガス協会
(一社)東京都ＬＰガス協会
(公社)神奈川県ＬＰガス協会
(一社)山梨県LPガス協会
(一社)長野県ＬＰガス協会
(一社)静岡県ＬＰガス協会
(一社)愛知県ＬＰガス協会
(一社)三重県ＬＰガス協会
(一社)岐阜県ＬＰガス協会
(一社)富山県エルピーガス協会
(一社)石川県エルピーガス協会
(一社)福井県ＬＰガス協会
(一社)滋賀県ＬＰガス協会
(一社)京都府ＬＰガス協会
(一社)奈良県ＬＰガス協会
(一社)和歌山県ＬＰガス協会
(一社)大阪府ＬＰガス協会
(一社)兵庫県ＬＰガス協会
(一社)鳥取県ＬＰガス協会
(一社)岡山県ＬＰガス協会
(一社)島根県ＬＰガス協会
(一社)広島県ＬＰガス協会
(一社)山口県ＬＰガス協会
(一社)徳島県エルピーガス協会
(一社)香川県ＬＰガス協会
(一社)高知県ＬＰガス協会
(一社)愛媛県ＬＰガス協会
(一社)福岡県ＬＰガス協会
(一社)佐賀県ＬＰガス協会
(一社)長崎県ＬＰガス協会
(一社)大分県ＬＰガス協会
(一社)熊本県ＬＰガス協会
(一社)宮崎県ＬＰガス協会
(一社)鹿児島県ＬＰガス協会
(一社)沖縄県高圧ガス保安協会

089-986-8070 089-986-8071

マネージャー 埼玉営業所 048-657-2123 048-740-7940

042-740-8923

054-281-5511 054-281-5512

052-856-3800

082-278-7556 082-278-7559

協会名
Ｉ･Ｔ･Ｏ株式会社 責任者

072-982-2210

029-265-8687

042-740-8920

052-856-3801

072-985-2521

092-513-0020 092-513-0023緒方　弘樹 マネージャー 九州営業所

022-782-7401 022-782-7403

043-201-1500 043-201-1520

029-265-8685

尾崎　毅 ディレクター 大阪支店

遠藤　賢二 マネージャー 四国営業所

寺田　宗平 マネージャー 広島支店

松下　晃 チーフマネージャー 東海営業所

安部　律男 チーフマネージャー 名古屋支店

藤井　智志 チーフマネージャー 神奈川営業所

国分　惣一郎 マネージャー 関東支店

浅野　将仁

小松　義宣 マネージャー 仙台営業所

川端　茂雄 ディレクター 北関東営業所

参考１

参考１



参考２ー１ AXS-8B 
県別出荷一覧

北海道 12,133
3,217

岩手県 6,254
宮城県 9,333
秋田県 2,423
山形県 1,828
福島県 5,897
茨城県 11,158
栃木県 7,019
群馬県 6,395
埼玉県 24,807
千葉県 12,127
東京都 12,606
神奈川県 43,014
新潟県 3,066
富山県 4,612
石川県 3,622
福井県 2,002
山梨県 624

6,925
岐阜県 10,230
静岡県 10,626
愛知県 17,865
三重県 10,268
滋賀県 5,524
京都府 2,957
大阪府 9,433
兵庫県 12,291
奈良県 9,552
和歌山県 2,846
鳥取県 1,497
島根県 2,755
岡山県 14,591
広島県 12,030
山口県 4,772
徳島県 3,418
香川県 6,036
愛媛県 11,513
高知県 4,424
福岡県 14,971
佐賀県 2,523

5,016
熊本県 3,435
大分県 3,804
宮崎県 4,815
鹿児島県 4,394
沖縄県 5,748
国内 376,396
海外 55,604
合計 432,000

参考２



AX-20B,20BHL
県別出荷一覧

北海道 1,117
682

岩手県 2,293
宮城県 3,338
秋田県 782
山形県 376
福島県 1,736
茨城県 1,870
栃木県 1,487
群馬県 734
埼玉県 6,891
千葉県 3,525
東京都 4,309
神奈川県 5,530
新潟県 308
富山県 845
石川県 773
福井県 194
山梨県 78

658
岐阜県 2,203
静岡県 30,860
愛知県 5,600
三重県 1,324
滋賀県 555
京都府 510
大阪府 2,704
兵庫県 2,168
奈良県 450
和歌山県 497
鳥取県 501
島根県 454
岡山県 3,103
広島県 2,420
山口県 778
徳島県 708
香川県 1,179
愛媛県 1,666
高知県 989
福岡県 2,829
佐賀県 795

500
熊本県 877
大分県 831
宮崎県 639
鹿児島県 1,549
沖縄県 1,175
国内 105,390
合計 105,390
2011/03~2015/06



AX-20B,20BHL
県別出荷一覧

北海道 127
129

岩手県 234
宮城県 278
秋田県 91
山形県 58
福島県 159
茨城県 210
栃木県 168
群馬県 118
埼玉県 841
千葉県 293
東京都 527
神奈川県 664
新潟県 38
富山県 98
石川県 101
福井県 19
山梨県 3

144
岐阜県 335
静岡県 4,321
愛知県 422
三重県 157
滋賀県 73
京都府 58
大阪府 303
兵庫県 282
奈良県 76
和歌山県 90
鳥取県 63
島根県 80
岡山県 325
広島県 287
山口県 124
徳島県 102
香川県 227
愛媛県 275
高知県 129
福岡県 361
佐賀県 107

64
熊本県 106
大分県 118
宮崎県 53
鹿児島県 180
沖縄県 111
国内 13,129
合計 13,129
2015/01~2015/06


