
 

  

NZXT・CEO ジョニー・ホウからのメッセージ ～H1 の安全問題について～ 

（NZXT.Blog 掲載文・日本語翻訳版） 

2021 年 2 月 3 日 

この資料は 2021 年 2 月 1 日に NZXT.Blog に掲載された「A Message From 

Our CEO, Johnny, Regarding The H1 Safety Issue」（英文版）をもとに、日本

のユーザー様向けに適宜加筆を行ったものです。 

このメッセージは、2020 年 11 月 28 日に発表した「H1 の安全にかかる問題」

に関連した続報（PCI-e ライザーケーブルのリニューアルおよびリニューアル

版ライザーケーブルの無償配布）ならびに事後処理状況について、NZXT 製品

の全ユーザーのみなさまに向けて告知を行うため、作成されました。 

 

文章内の「リニューアルされた PCI-e Gen3 ライザーケーブル」の無償提供申

し込みは、すでに告知済みの修理キットとあわせて、引き続き以下「NZXT 

H1 修理キット/修理対応申し込みフォーム」を通して行っていただけます。 

＜NZXT H1 修理キット/修理対応申し込みフォーム＞ 

https://docs.google.com/forms/d/19Dc5ZM77R5nYpcaE_hOKgGksc_ggbeV

NkTrVCFD2nTQ/edit 

リニューアルされたライザーケーブルの日本への到着時期は4月末ごろを予定

しております。上記申し込みフォームを通して申請をいただいた方には、到着

しだいすみやかに正規代理店からライザーケーブルを発送いたします。 

https://docs.google.com/forms/d/19Dc5ZM77R5nYpcaE_hOKgGksc_ggbeVNkTrVCFD2nTQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/19Dc5ZM77R5nYpcaE_hOKgGksc_ggbeVNkTrVCFD2nTQ/edit


 

  

なお、すでに「修理キット」を申し込みフォームを通して申請していただいた

方には追ってリニューアル済みのライザーケーブルを正規代理店からお送りい

たしますので、再度申請をいただく必要はありません。 

 

その他、日本のユーザー様からの本資料にかかる質問等のお問い合わせ窓口は

下記の通りです。 

 

 

 

 

NZXT・CEO ジョニー・ホウからのメッセージ本文（日本語訳）は次ページに続き

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日本のユーザー様向けのお問い合わせ窓口（正規代理店）＞ 

株式会社タイムリー サポート窓口 

TEL: 03-5927-9850 / Email: support@nzxt.jp 



 

  

 

NZXT 製品のユーザーのみなさまへ 

 

このたび、みなさまにお詫びしなければならないことがあります。 

2020 年 11 月 28 日、ならびに 12 月 4 日に告知を行った「H1 の安全にかかる問題」

の対処法として、12 月 18 日にナイロン樹脂製のネジ等を含む「“修理キット”の無償

提供」ならびに「ネジ交換無償修理対応」を提示いたしました。しかしながら、今後

修理等の状況において私たちの過去の告知に気がつかず、これらのナイロン樹脂製の

ネジがまた金属製のネジに交換されてユーザー様のお手元に届く可能性があることを

考えると、私たちが提示した方法は根本的な問題について完全に対処した方法ではな

いことに思い至りました。そしてそれは同時に、NZXT 製品を愛してくださるユーザ

ーのみなさまの期待を裏切ることになると考えました。 

 

今後 NZXT.com および NZXTBLD(LETSBLD.com)においては、H1 の商品掲載を取

り下げ、販売を休止いたします（日本では、11 月 28 日の告知以降 H1 の販売は中止

されており、これを引き続き継続いたします）。 

販売休止後再出荷される H1 には、リニューアルされた PCI-e Gen3 ライザーケーブ

ルが搭載され、また現在 H1 をお使いのみなさまの中で希望される方には、既存の修

理キットと併せてリニューアルされたライザーケーブルを無償で提供いたします（日

本のユーザー様向けの具体的なリニューアル版ライザーケーブル無償提供方法・申請



 

  

手続きについては、現在正規代理店と協議中です）。 

また今後は初期の製品企画デザインから品質管理、そして出荷時のテストにいたるま

で、製品作りの全てのプロセスを見直し、改善いたします。これらの見直し・改善を

通して、製品の品質をさらに高めるだけでなく、ユーザー様からの疑問点・懸念点に

も応えていく所存です。 

 

最後になりましたが、Gamers Nexus の Steve 氏にこの場を借りてお礼を申し上げま

す。Steve 氏とそのパートナーのみなさまには、今後私たちも知らないうちにナイロン

樹脂製のネジが金属製のネジに交換され、それがまた安全性にかかわるリスクに結び

つくこと、そしてそのリスクに対処すべき重要性について気づかせていただきまし

た。ありがとうございました。 

 

ジョニー・ホウ 

 

【H1 をすでにご利用のみなさまへ（I have an H1. What do we do now?）※】 

※北米地域在住のユーザー様のみ対象。日本のユーザー様向けのライザーケーブル申

請方法等詳細については、正規代理店と協議中です。 

１．H1 の修理キットの申請を行っていただいた方には、追って NZXT よりリニュー

アル済みの PCI-e Gen3 ライザーケーブルをお送りします。もし新しいライザー

ケーブルがご入用でない方は、フォーム（opt-out via this form 部分）からお知ら



 

  

せいただけますと幸いです。 

２．H1 の修理キットの申請を行っていない方については、NZXT.com 内のフォーム

から申請いただくことで、ライザーケーブルを含めた修理キットをお送りするこ

とが可能です。 

３．ライザーケーブルの交換方法等に関わるサポート・質問等については下記 NZXT

カスタマーサポートチーム（英語のみ）にお問い合わせください。 

 

 

 

以上 3 点を通して、H1 をすでにお使いのみなさまには私ども NZXT のスタッフが真

摯に対応いたします。 

 

【よくある質問について（FAQ）※】 

※一部の内容について、北米在住のユーザー様にしかあてはまらないものがございま

す。日本のユーザー様に関する事項については適宜かっこ書きにて補足させていただ

きます。 

１．今回 PCI-e ライザーケーブルについて対処するまでに時間がかかった背景は何か 

（Why did NZXT take so long to address the PCIe Riser issue?） 

まず、私どもが H1 に使用している PCI-e ライザーケーブルは、H1 に使用するための

特注品であることが挙げられます。11 月に安全にかかる問題が発覚した後、すでに内

https://www.nzxt.com/customer-support 

TEL: +1-888-965-5520(営業時間：米国太平洋標準時・平日 8am~6pm) 

Email: h1support@nzxt.com 



 

  

部ではライザーケーブルの再設計・リニューアルに取り組んでおり、もともとは新し

いライザーケーブルを導入する一連の内部手続きが終わりしだい、H1 に組み込んで出

荷する予定でした。しかしながら今回、この一連のスケジュールを早め、新しいライ

ザーケーブルが入手できしだい、直接現在 H1 をお使いになっているユーザーのみな

さまにお届けすることとなりました。 

当初は PCI-e ライザーケーブルをシャーシに固定している金属製ネジをナイロン樹脂

製のネジに交換するだけで長期的に発火のリスクを回避できると考えておりました

が、ユーザー様からのご指摘を受け、それでは十分ではないことを認識いたしまし

た。製品が寿命を迎えるまで安心してお使いいただけるよう、根本的な原因に対処す

る必要性があると考え、今回の動きにいたりました。 

 

２．PCI-e ライザーケーブルの建付け部分における具体的な原因は何か 

（What happened with the PCIe Riser Assembly?） 

PCI-e ソケット付きのプリント基盤内部にある 12V 電源層とネジ穴部分に十分な間隔

がなく、製品の設計段階において NZXT の製品デザインスタッフ・エンジニア・品質

管理担当者がその欠陥に気づかなかったのが原因です。ネジ穴と電源層の間に十分な

間隔がないためネジ穴に金属ネジが貫通した際、ネジと電源層の間でショートが起こ

る可能性があります。その他の関連情報については過去のブログ記事をご参照いただ

くほか、NZXT カスタマーサポートチームにお問い合わせください。 

 



 

  

３．ナイロン樹脂製のネジは安全問題の対策になりうるか 

（Are the nylon screws a fix?） 

PCI-e ライザーケーブルをシャーシに固定している金属製ネジをナイロン樹脂製のネ

ジに交換していただくことで、ショートの発生を防ぐことができます。ただしこれだ

けでは根本的な原因を解決したことにはならず、もしナイロン樹脂製のネジが何らか

の原因で再度金属製のネジに交換された場合、再度ショートが起こる危険につながる

可能性があります。 

 

４． ナイロン樹脂製のネジでショートの発生を防げるにもかかわらず、なぜ今 PCI-e ラ

イザーケーブルの交換を行うのか 

(Why are you doing this if the nylon screws fix the problem?) 

FAQの１．の回答部分にもある通り、ユーザーの方におかれましては、製品が寿命を

迎えるまで安心して製品を使っていただきたいと考えております。将来に何らかの理

由でナイロン樹脂製のネジがさらに金属製のネジに交換された場合に起こりうる危険

性を完全に排除したいと考えたためです。 

 

５． 修理キット（ナイロン樹脂製ネジとナット）の送付に時間がかかっている背景は何

か※ 

(Why is it taking so long for customers to get the nylon screw repair kit?) 

現在予想以上の多くのユーザーの方から、修理キットのリクエストをいただいており



 

  

ます。修理キット送付にかかるチーム体制を改善させ、より迅速にキットをお届けで

きるようにいたします。 

（※北米市場での状況を反映しての質問回答となります。日本のユーザー様向けには

すでに十分な量の修理キットが正規代理店にあり、迅速に修理キットの無償提供、な

らびに無償修理対応を行っております。） 

 

６． PCI-e ライザーケーブルの入荷時期はいつぐらいか※ 

(How long is it going to take to get this fix?) 

リニューアルされたライザーケーブルは 3 月末ごろに入荷予定です。最新情報が入り

しだい、お伝えいたします。 

（※北米市場への入荷時期です。日本のユーザー様向けのライザーケーブル入荷時期

については、現在 4 月末ごろを予定しております。） 

 

７．なぜリニューアルされる前の PCI-e ライザーケーブルを搭載したままの H1 を販売

しないのか※ 

(Why did you put back the H1 on sale without the new riser?) 

FAQの３．の回答部分にもある通り、PCI-e ライザーケーブルをシャーシに建てつけ

る金属製のネジを、ナイロン樹脂製のネジに交換しただけでも、ショートの危険性を

防ぐことができます。しかしながら、これだけでは根本的な原因を解決することにな

りません。したがって NZXT.com および NZXTBLD(LETSBLD.com)においても、リ



 

  

ニューアルされたライザーケーブルが搭載された製品を供給できるようになるまで、

H1 の商品掲載を取り下げ、販売を休止いたします。 

（※日本では、11 月 28 日の告知以降 H1 の販売は中止されており、2021 年 2 月 3 日

現在も H1 の販売は中止されたままです。今後日本市場においては正規代理店と協議

の上、リニューアルされたライザーケーブルが搭載された製品を供給できるようにな

るまで、H1 の販売中止を継続いたします。） 

 

８．H1 の返品は受け付けてもらえるか (Can I return my H1?) 

NZXT.com または NZXTBLD(LETSBLD.com)にて H1 をお買い上げいただいたお客

様で、返品をご希望される方には全額保証の上返品をお受けいたします。それ以外の

販売店でお買い上げいただいたお客様におかれましては、お買い上げの販売店の返品

手続きにのっとって返品申請を行っていただけますよう、お願いいたします。 

（日本でお買い上げの H1 の返品手続きについては、本資料冒頭の日本のユーザー様

向けのお問い合わせ窓口（正規代理店）までお問い合わせください。） 

 

９．今後正式なリコール等を行う計画はあるか (Will you proceed with a formal recall?) 

NZXT は 2020 年 11 月より、米国消費製品安全委員会（CPSC）と本件について継続

的に協議を行っています。CPSC より正式なリコールを行うよう指針が示された場合

は、また追ってユーザーのみなさまにもお知らせいたします。 


