
 
  

 
2020 年 7 ⽉ 21 ⽇ 

 
お客様 各位 

 
MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ株式会社 

 
 

「タリスカー 10 年 フラスクパック」の安全性に関するお知らせ 
 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 
2020 年 7 ⽉ 4 ⽇付けでお知らせしたとおり、弊社商品の「タリスカー 10 年 フラスクパック」（以下「対象商

品」といいます。）に付属するステンレス製フラスクにタリスカーを注いで⼀定期間が経過すると、タリスカーが濃く変
⾊する場合があることが判明したため、弊社において⾃主回収を進めてまいりました。 

第三者検査機関による変⾊した対象商品の品質検査の結果、原因は、⾦属成分の関与の可能性が考えら
れましたが、これらの⾦属成分の検出量（1L 当たり）は、厚⽣労働省の定める「⾷品、添加物等の規格基準」
⼜は厚⽣労働省の定める「⽇本⼈の⾷事摂取基準」（2020 年度版）の 1 ⽇当たりの耐容上限量を満たして
いることを確認しましたので、ここにお知らせ申し上げます。 

なお、上記の規格基準を満たしてはおりますが、タリスカーが濃く変⾊する場合があることが改めて認められたた
め、弊社におきましては引き続き、対象商品の回収を⾏ってまいります。 
 

記 
 
1. 対象商品 

 
商品名︓「タリスカー 10 年 フラスクパック」 

※対象商品に付属するステンレス製フラスクには、タリスカーのロゴが印字されています。 
品番︓1089134 
価格︓6,000 円（希望⼩売価格/税抜） 
販売開始⽇︓2020 年 5 ⽉ 19 ⽇ 
  

2. お客さま向けのお問い合わせ先 
 
 商品回収及び返⾦についてのお問い合わせ、および、その他ご不明点等ございましたら、下記対応窓⼝に
お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 
 
＜連絡先＞ 
受付︓MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 
代表電話番号︓03-5217-9777 
受付時間︓午前９時30分〜午後５時30分（午後1時〜2時は除く）（⼟・⽇・祝⽇を除きます。） 

   メールアドレス︓contact@mhdkk.com 



 
 

July 21, 2020 
 

Dear Valued Customers, 
 

MHD Moët Hennessy Diageo K.K. 
 
 

Notice on the Safety of “Talisker 10 Year Old Flask Pack” 
 
 

We would like to express our sincere gratitude for your continued support and patronage. 
As announced on July 4, 2020, it has come to our attention that when Talisker is poured into the stainless 

steel flask accompanying our product “Talisker 10 Year Old Flask Pack” (the “Product”), the Talisker may turn 
darker after a certain period of time, and we have been voluntary recalling the Product.  

Based on the results of quality tests of the discolored Product by third-party inspection organizations, we 
hereby notify you that the cause may be the involvement of certain metal components; provided however that, 
the detected amounts (per 1 L) of such metal components meet either: 
(i) the “standards for foods, additives etc.” established by the Ministry of Health, Labor and Welfare; or  
(ii) the maximum tolerable amount per day under the “Japanese Dietary Intake Standards (2020 version)” 

established by the Ministry of Health, Labor and Welfare. 
 
Though the Product meets the above mentioned standard criteria, it has been re-confirmed that the Talisker 

may turn darker after a certain period of time, we will continue to recall the Product. 
 
3. Product 

 
Product Name: “Talisker 10 Year Old Flask Pack 700×6” 

*TALISKER logo printed on the stainless-steel flask accompanying the Product 
Item No.: 1089134 
Price: JPY6,000 (manufacturer’s suggested retail price, excluding tax) 
Release date: May 19, 2020 
  

4. Contact details for customers 
 
If you have any questions regarding product recall and refund or other inquiries, please contact the 
customer desk below: 
 
<Contact Details> 
MHD Moët Hennessy Diageo K.K. 
TEL (main): 03-5217-9777 
Hours: 9:30 a.m. to 5:30 p.m. (excluding 1 p.m. to 2 p.m.) (excluding Saturdays, Sundays and holidays)  

   E-mail: contact@mhdkk.com 
 


