
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7月4日 ガスホース 大阪府

2 令和3年7月12日 ガスこんろ 京都府

3 令和3年4月29日 その他のサービス（エステ） 東京都

２．リコール・自主回収情報
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エステ店において、施術を受けたところ、両頬、下顎等にⅡ度の熱傷。

焼きそば
品質不良が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月15日／販売地域　沖縄県)

じゅんさい
腐敗、変敗のおそれ。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月16日／販売地域　神奈川県)

しょうゆ
保存料の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月1日／販売地域　愛媛県)

和生菓子（計5件）
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13日／販売地域　沖縄県)

春菊
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14日／販売地域　大阪府)

黒砂糖

令 和 ３ 年 ７ 月 29 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

ガスふろがま（RF式）を使用中、漏えいしたガスに引火し、当該ガスホー
ス等の一部に焦げ。

一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月13日)

パン

ガスこんろよりガスが漏えいし、当該ガスこんろ内部の一部に焦げ。

洋生菓子

カステラ
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16日／販売地域　北海道)

一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月8日)

弁当
アレルギー（えび、ごま、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15日／販売地域　神奈川県)

手巻寿司
アレルギー（小麦、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月12日)

ジュース（計2件）
開栓時に異音、異味が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年6月28日)

牛豚合挽肉　他（計3件）
異物（包装資材テープ）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月14日／販売地域　愛媛県)

うどん
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13日／販売地域　広島県)

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13日)

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15日)

惣菜（酢豚）
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7月13日／販売地域　群馬県)

卵豆腐
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自動二輪車（スズキ　バーグマン）

自動二輪車（燃料装置）のリコール。（4993）
燃料ポンプと燃料噴射装置をつなぐ燃料ホースにおいて、燃料ホースの内径が不適切な状
態で製造されたものがある。このため、当該ホース接続部の気密が不十分となり、燃料ポンプ
によって圧送される燃料が気密不良部から漏れるおそれがある。

普通乗用自動車（ポルシェ　Taycan 4S　他）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3258）
電気装置において、原動機制御装置およびパワーエレクトロニクスのプログラムが不適切な
ため、エラーの誤検知により走行中にエンジン警告灯が点灯する可能性があり、最悪の場
合、車両が走行不能になるおそれがある。

普通乗用自動車（ポルシェ　Panamera　他）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3238）
緩衝装置において、右側フロントロアアームの鍛造加工が不適切なため、強度が不足してい
るものがある。そのため、当該ロアアームが走行中に破損し、最悪の場合、ハンドル操作が
正常に行えなくなるおそれがある。

惣菜（グリルチキン）
アレルギー（小麦、ごま、さば、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18日／販売地域　滋賀県)

惣菜（焼売）
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7月18日／販売地域　広島県)

和生菓子
適温外の温度帯で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月19日／販売地域　神奈川県)

納豆
適温外の温度帯で配送。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月15日／販売地域　千葉県)

普通乗用自動車（BMW BMW318i　他）

普通乗用自動車（エアバッグ装置）のリコール。（外-3243）
運転者席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス
発生剤が吸湿する可能性がある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰返し
た場合など、衝突時等のエアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがあり、インフレータ内
の圧力が上昇して容器が破損することにより、乗員が負傷するおそれがある。

普通乗用自動車（ルノー　メガーヌR.S.）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3250）
燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、樹脂製インペラとカバーのクリアランス設計が不適
切なため、燃料温度の上昇によって樹脂製インペラが変形し、樹脂製インペラとカバーが接触
することがある。そのため、燃料ポンプモーターが作動不良となり、最悪の場合、走行中エン
ストに至るおそれがある。

普通乗用自動車（BMW　 MINI クーパー D クラブマン
他）

アレルギー（えび、アーモンド）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月13日／販売地域　山形県)

惣菜（ロースかつ）　他（計2件）
商品名称を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月14日／販売地域　東京都)

ぽん酢
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15日／販売地域　兵庫県、愛知県)

味付豚肉
アレルギー（小麦、大豆、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18日／販売地域　長野県)

調理パン
アレルギー（卵、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19日／販売地域　京都府)

惣菜（キーマカレー）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3256）
車両の組立て工場において、燃料ホースの取付け工程が不適切なため、燃料ホースとイン
テークパイプもしくは、エンジンカバーの間隙が狭い状態で取り付けられたものがある。その
ため、当該ホースが時間の経過とともに摩耗し、最悪の場合、燃料漏れが発生するおそれが
ある。

普通乗用自動車（ルノー　メガーヌR.S.）

普通乗用自動車（エンジン）のリコール。（外-3251）
エンジン・コントロールユニットにおいて、エンジン制御プログラムの異常判定の設定が不適
切なため、加減速時のアクセル操作やマニュアルモードによる変速操作を不適切な加減速操
作と認識し、コントロールユニット異常を検出することがある。そのため、そのままの状態で使
用を続けると、走行中にエンジン警告灯が点灯するとともに、フェイルセーフモードに移行し、
エンジン出力が制限されるおそれがある。

普通乗用自動車（BMWアルビナ　B3 3.3　他）

普通乗用自動車（エアバッグ装置）のリコール。（外-3255）
運転者席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス
発生剤が吸湿する可能性がある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰返し
た場合など、衝突時等のエアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがあり、インフレータ内
の圧力が上昇して容器が破損することにより、乗員が負傷するおそれがある。

和菓子（計6件）
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19日／販売地域　青森県)

焼菓子
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7月19日／販売地域　千葉県)

カットフルーツ（計6件）
適温外の温度帯で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月20日／販売地域　沖縄県)

清涼飲料水
異物（キャップ内側部分のビン欠損品）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月13日／販売地域　兵庫県)

牛肉
一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月15日)
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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15日 カンピロバクター 神奈川県

2 令和3年7月6日 カンピロバクター 山梨県

3 令和3年7月4日 カンピロバクター 神奈川県

4 令和3年7月4日 アニサキス 神奈川県

5 令和3年6月28日（初発） 腸管出血性大腸菌Ｏ157 滋賀県

6 令和3年7月1日 腸管出血性大腸菌Ｏ157 滋賀県

7 令和3年6月26日 腸管出血性大腸菌Ｏ157 滋賀県

8 令和3年7月12日 カンピロバクター 福岡県

9 令和3年7月5日 カンピロバクター 東京都

10 令和3年7月12日 カンピロバクター 埼玉県

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。

　

辛子明太子
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17日／販売地域　京都府)

ワイン
異物（ボトル開口部の破損物）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月20日／販売地域　北海道、茨城県、埼玉県)

菓子パン
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20日／販売地域　高知県)

ミネラルウォーター
異臭が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月22日)

弁当
アレルギー（えび、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20日／販売地域　栃木県)

調理パン（計2件）
アレルギー（卵、乳、牛肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月15日／販売地域　高知県)

寿司
アレルギー（小麦、いくら）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月14日／販売地域　広島県)

焼きそば
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7月15日／販売地域　北海道)

弁当
アレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月15日／販売地域　沖縄県)

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11日／販売地域　福岡県)

ベーコン
アレルギー（卵、乳、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月19日)

　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29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

飲食店（6月13日の食事）

販売店（7月3日に販売された食品）

飲食店（7月2日の食事）

飲食店（6月25日、29日、7月2日及び3日の食事）

飲食店（6月26日及び27日の食事）

飲食店（6月22日及び26日の食事）

飲食店（7月9日の食事）

飲食店（7月2日の食事）

飲食店（7月9日の食事）

飲食店（7月3日の食事）
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