
１．事故情報（食中毒情報を除く。）

事故発生日 製品名等 発生都道府県

1 令和3年6月29日 ネットワーク接続ストレージ 愛知県

2 令和3年3月1日 保育サービス 東京都

3 令和3年5月21日 保育サービス 兵庫県

4 令和3年7月7日 マッサージ機 栃木県

5 令和3年6月20日 パン(乳幼児用) 静岡県

２．リコール・自主回収情報
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保育施設において、使用後に立てかけていたエアーマットが倒れ、幼児
がマットの下敷きになり、頭部を打撲及び足を骨折。

マッサージ機を使用後、当該マッサージ機より白煙及び異臭。

ベビーカーに乗せた状態で乳児にパンを与えたところ、当該パンを喉に
詰まらせた。

つゆ
賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月30日)

キムチ
基準値を上回る食品添加物を検出。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月25日／販売地域　宮城県)

さけ（切り身）
保存温度及び消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月26日／販売地域　新潟県)

令 和 ３ 年 ７ 月 15 日

　　　　　　　　News Release

　消費者安全法第12条第２項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしま
したので、お知らせします。

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

事故内容

届出内容製品名等

公園での園外保育中、幼児がすべり台から落ち、額を打撲。

異物（樹脂片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月16日)

ハム

賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月29日／販売地域　愛知県)

自動二輪車（ドゥカティ）

自動二輪車（サイドスタンドアーム）のリコール。（外-3236）
サイドスタンドにおいて、可動部（サイドスタンドアーム）のアーム支点と脚部の溶接が不適切
なため、駐車中の車重に耐えられず、溶接部が破損するものがある。そのため、駐車中にサ
イドスタンドが外れ車両が転倒するほか、最悪の場合、走行中にサイドスタンドが脱落し、他
の交通の妨げとなるおそれがある。

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月5日／販売地域　長野県)

味付豚肉
アレルギー（豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月4日／販売地域　長野県)

洋生菓子
アレルギー（卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月20日／販売地域　滋賀県)

鶏肉
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月4日／販売地域　長野県)

うなぎ（蒲焼）

ネットワーク接続ストレージを使用中、アダプターのプラグ接続部分に焦
げ。

ドレッシング
賞味期限切れの商品を販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月29日／販売地域　新潟県)

惣菜（ヒレカツ）
アレルギー（えび）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月5日／販売地域　新潟県)

かりんとう
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コロッケ
アレルギー（かに）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月10日／販売地域　山梨県)

パセリ
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月4日／販売地域　北海道)

カリフラワー
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月4日／販売地域　北海道)

菓子パン
アレルギー（卵、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月27日／販売地域　埼玉県)

焼菓子
異物（粉末状のアルミ）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月5日／販売地域　長野県)

普通乗用自動車（トヨタ　アルファード　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（4987）
アイドリングストップ搭載車において、制御プログラムが不適切かつバッテリの断熱が不十分
なため、長時間アイドリングによりバッテリ温度が高い状態で使用を繰り返すと、劣化抑制の
再生充電が不足してバッテリが異常劣化することがある。そのため、アイドリングストップ後、
再始動できなくなるおそれがある。

普通乗用自動車（トヨタ　プリウス）

普通乗用自動車（その他）の改善対策。（620）
衝突回避支援システム（プリクラッシュセーフティシステム）において、プリクラッシュブレーキ
アシスト制御プログラムが不適切なため、前方に衝突の可能性がある車両を検知した際、警
報および警告表示は正常に作動するが、運転者のブレーキ踏力が弱いと、ブレーキアシスト
作動が遅れる場合がある。

惣菜（揚げもの）
アレルギー（卵、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月29日)

揚げかまぼこ
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月26日／販売地域　鹿児島県)

きゅうり
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月4日／販売地域　北海道)

ほうれんそう
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月19日／販売地域　宮城県)

みずな
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月19日／販売地域　宮城県、秋田県)

巻き寿司
アレルギー（えび、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月8日／販売地域　神奈川県)

うなぎ（蒲焼）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月8日／販売地域　茨城県)

ドレッシング
他の商品のラベルを誤って貼付。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月29日／販売地域　栃木県)

巻き寿司
アレルギー（ごま、さば、ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月30日／販売地域　京都府)

さやいんげん
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月8日)

ハム
異物（プラスチック）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月22日／販売地域　福岡県、大分県、山口県)

サーモンのムース（びん詰）　他　（計6件）
包装不良による変敗が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月30日／販売地域　東京都、神奈川県)

自動二輪車（ホンダ　CBR250RR　他）

自動二輪車（灯火装置）のリコール。（4990）
灯火装置において、走行用前照灯とすれ違い用前照灯切換えスイッチの接点構造が不適切
なため、はんだフラックスが接点表面に残留するものがある。そのため、そのまま使用を続け
ると、切換えスイッチが接触不良となり、最悪の場合、走行用前照灯が不灯となるおそれがあ
る。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　A180　他）

普通乗用自動車（操舵装置）のリコール。（外-3244）
ステアリングシャフトにおいて、製造機器の使用が不適切なため、ユニバーサルジョイントの
ベアリングを圧入する穴径が大きいものがある。そのため、使用過程で操舵時に遊びが発生
して異音が発生し、最悪の場合、ユニバーサルジョイントが脱落することで操舵不能になるお
それがある。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　メルセデス
AMGGLC434MATIC　他）

普通乗用自動車（点火装置）のリコール。（外-3245）
エンジンの点火コイルにおいて、生産管理が不適切なため、絶縁部に使用される樹脂に誤っ
た混合物が使用されているものがあり、絶縁性能が低下することで影響を受けたシリンダが
失火することがある。そのため、エンジンの出力が低下するとともにエンジン警告灯(MIL)が点
灯し、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。

餃子
異物（プラスチック片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月22日／販売地域　群馬県)

岩カキ
成分規格不適合（一般生菌数）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月7日)

焼きそば
消費期限内に腐敗が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月7日／販売地域　大阪府)
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３．食中毒情報

事故発生日 病因物質 発生都道府県

1 令和3年6月27日 カンピロバクター 大分県

2 令和3年6月24日（初発） ノロウイルス 奈良県

3 令和3年6月28日 アニサキス 埼玉県

4 令和3年6月17日 カンピロバクター 東京都

5 令和3年7月2日 セレウス菌 香川県

6 令和3年7月4日 調査中 石川県

7 令和3年7月5日 調査中 島根県

8 令和3年7月5日 ウエルシュ菌 福井県

４．留意事項

　　これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

　

　本件に対する問合せ
　　消費者庁消費者安全課　　三宅、石井
　　TEL : 03(3507)9263    FAX : 03(3507)9290

　「２．リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における（）内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。
消費者安全調査委員会（消費者庁）に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

　上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL：https://www.jikojoho.caa.go.jp)で「消費者事故等（2021年７月15日公表分）」をフリーワードに入力すると
検索可能になります。

原因施設・原因食品

給食施設（6月14日～25日の食事）

飲食店（6月27日の食事又は販売された食品）

飲食店（6月23日～25日の食事）

飲食店（7月2日の食事）

飲食店（6月15日の食事）

飲食店（7月4日の食事）

宿泊施設（7月5日の弁当）

飲食店（7月5日の食事）

焼菓子
賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月27日／販売地域　青森県)

鶏肉
特定原材料に準じる表示を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月7日／販売地域　千葉県)

パン
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月5日／販売地域　三重県)

たれ
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月22日／販売地域　岡山県)

コロッケ（計2件）
アレルギー（牛肉、豚肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月8日／販売地域　岐阜県)

揚げかまぼこ
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月8日／販売地域　神奈川県)

かつお（刺身用）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月9日／販売地域　茨城県)

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　GLB2504MATIC
他）

普通乗用自動車（車体）のリコール。（外-3246）
前席左右のフットウォールにおいて、パネル合わせ部のシーリング処理作業が不適切なた
め、車室内に雨水が浸入するものがある。そのため、床下が浸水して電気配線に腐食や短絡
が発生し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

自動二輪車（ホンダ　Rebel 250　他）

自動二輪車（灯火装置）のリコール。（外-3248）
灯火装置において、走行用前照灯とすれ違い用前照灯切換えスイッチの接点構造が不適切
なため、はんだフラックスが接点表面に残留するものがある。そのため、そのまま使用を続け
ると、切換えスイッチが接触不良となり、最悪の場合、走行用前照灯が不灯となるおそれがあ
る。

ところてん
アレルギー（小麦）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月6日／販売地域　東京都)
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