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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

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。

１．事故情報
(1) 事故情報（食中毒情報）
原因施設・原因食品

事故発生日

病因物質

発生都道府県

1 令和3年9月23日

飲食店（9月21日の食事）

アニサキス

岩手県

2 令和3年9月17日

販売店（9月17日及び21日に販売された食品）

セレウス菌及び黄色ブドウ球菌

北海道

3 令和3年9月

飲食店（9月21日の食事）

アニサキス

東京都

4 令和3年9月28日

宿泊施設（9月28日の食事）

植物性自然毒（カキシメジ（推定））

群馬県

5 令和3年9月22日

飲食店（9月21日及び24日の食事）

ノロウイルス

高知県

6 令和3年9月26日

給食施設（提供日不明の食事）

腸管出血性大腸菌Ｏ157

広島県

２．リコール・自主回収情報
(1) リコール・自主回収情報（食品関係）
製品名等

届出内容

1 黒にんにく（計4件）

商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月10日)

2 しょうゆ（計4件）

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9月20日／販売地域 長崎県)

3 肉加工品

包装不良による変色やカビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月24日)

4 焼菓子（計17件）

包装不良によるカビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月17日／販売地域 神奈川県)

5 お茶漬（計4件）

原材料の一部に未認可添加物を使用。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月17日)

6 焼菓子（計3件）

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9月24日／販売地域 長野県)

7 焼菓子（計15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9月24日／販売地域 長崎県)

8 パン

アレルギー（さけ、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月19日／販売地域 宮城県)

9 和菓子（計2件）

冷蔵品を常温で保存・販売。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月24日／販売地域 神奈川県)

10 ふりかけ

原材料の一部に未認可添加物を使用。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月10日)

11 惣菜（鍋もの）

アレルギー（乳、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月23日／販売地域 東京都)

12 味付鶏肉

アレルギー（乳、大豆、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9月22日／販売地域 北海道)

13 惣菜

アレルギー（かに、小麦、ごま、さば、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9月27日／販売地域 島根県)

14 ヨーグルト

異物混入に伴う病原微生物による汚染の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月22日／販売地域 香川県)

15 清涼飲料水

賞味期限切れ商品を販売。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月23日／販売地域 滋賀県)

16 レトルト食品（おでん）

一部の商品でレトルト殺菌設定不良。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月27日)

17 洋菓子（計4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9月27日／販売地域 高知県)

18 惣菜（鍋もの）

アレルギー（乳、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月25日／販売地域 東京都)

19 魚介類加工品（計2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9月25日／販売地域 愛知県)

20 惣菜（カキフライ）

アレルギー（卵、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月23日／販売地域 滋賀県)

21 焼菓子（計3件）

酸素検知紙が変色した商品が発生。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月28日／販売地域 東京都)

22 しらす

フグ混入。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月28日／販売地域 神奈川県)

23 チーズ

商品の一部にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月1日／販売地域 静岡県、神奈川県)

24 生鮮セロリ

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9月17日)

25 惣菜（焼魚）

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9月27日／販売地域 神奈川県)

26 焼菓子（計2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9月23日／販売地域 神奈川県)

27 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9月29日／販売地域 千葉県)

28 惣菜（焼売）（計3件）

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9月25日／販売地域 香川県)

29 生鮮ドラゴンフルーツ

成分規格不適合（残留農薬）で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月13日)

30 加熱後摂取冷凍食品（とうもろこし）

成分規格不適合（大腸菌群）で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月21日)

31 生鮮スナップエンドウ

成分規格不適合（残留農薬）で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月27日)

32 スナック菓子

賞味期限切れ商品を販売。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月28日／販売地域 愛知県)

33 焼菓子

アレルギー（カシューナッツ、くるみ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月22日／販売地域 沖縄県)

34 さば（糠漬け）

アレルギー（さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月26日／販売地域 京都府)

35 惣菜（コロッケ）

アレルギー（かに、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月17日／販売地域 青森県)

36 味付豚肉

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9月28日／販売地域 神奈川県)

37 食材セット（ラーメン）

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9月30日／販売地域 岡山県)

38 そば

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9月25日／販売地域 神奈川県)

39 しらす

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月28日／販売地域 栃木県)

40 和菓子

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月30日／販売地域 東京都)

41 菓子パン

アレルギー（卵、落花生）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月30日／販売地域 神奈川県)

42 しめじ

放射性物質基準違反。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月30日／販売地域 岩手県)

43 惣菜（おでん）

アレルギー（乳、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月30日)

(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
製品名等

1 普通乗用自動車（ポルシェ Cayenne S 他）

2

届出内容

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3282）
エンジン始動用のスタータにおいて、製造工程管理が不適切なため、エンドカバーのねじがゆ
るむことがある。そのため、スタータが作動しなくなり、エンジンが始動できなくなるおそれがあ
る。

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3283）
普通乗用自動車（ランドローバー レンジローバースポー 原動機において、電動スーパーチャージャー回路基板の製造が不適切なため、電子部品と配
ツ）
線の距離が少ないものがある。そのため、走行振動等により電子部品と配線が短絡し、イン
ストルメントパネル上の警告灯（ＭＩＬ）が点灯することがある。

3 普通乗用自動車（ランドローバー ディスカバリー）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3284）
バッテリマイナスケーブルのボディ側アース取付部において、作業管理が不適切なため、取
付ボルトの締結トルクが大きい状態のものがある。そのため、当該ボルトのネジ山が破損し、
原動機及び電装品に電源が供給されず、最悪の場合、原動機が始動しない又は走行中にエ
ンストするおそれがある。

4 普通乗用自動車（ランドローバー DEFENDER 90）

普通乗用自動車（座席）のリコール。（外-3285）
前列シートフレームにおいて、最前部及び最後部の停止位置にあるブラケットの強度が不足
しているため、手動でシートを最前部又最後部に強い力で移動した場合、ブラケットが変形す
ることがある。そのため、ロック位置がずれる事により、シートを正しい位置で固定出来ないお
それがある。

5 普通乗用自動車（ポルシェ 911Carrera S 他）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3294）
ブレーキブースタにおいて、プレッシャインプットロッドの製造時の組付指示が不適切なため、
接続部の締付けトルクが不十分なものがある。そのため、当該ロッドねじ部が完全に緩み、最
悪の場合、プレッシャインプットロッド先端のボルト接続部が脱落することでブレーキが効かな
くなるおそれがある。

6 普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ G350d 他）

普通乗用自動車（乗員補助拘束装置）のリコール。（外-3287）
ドアに搭載されている側面衝突センサにおいて、コネクタの製造管理が不適切なため、走行
時の振動等によりコネクタの接続が緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続け
ると、電気的な接続が断たれることで警告灯が点灯する。又は、緩んだ状態で側面衝突を受
けると衝撃によりコネクタが外れて電気的な接続が断たれ、最悪の場合、乗員補助拘束装置
（サイドエアバック等）の作動が遅れて乗員が負傷するおそれがある。

7 普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ S5004MATIC）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3288）
助手席足元にあるプレフューズボックス内の配線において、製造時の組付けが不適切なた
め、端子の固定ナットが適切な締付けトルクで取付けられていないものがある。そのため、走
行中の振動等により導通不良が発生し、増加した電気接触抵抗により発熱して、最悪の場
合、火災に至るおそれがある。

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3292）
電源配線を接続している床下の中継接続部の端子固定ナットにおいて、製造時の組付け
が不適切なため、走行時の振動等により緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用
8 普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ S5004MATIC 他）
を続けると、電気的な接続が断たれることで警告灯が点灯し、エンジンが始動せず、走行不
能になることがある。または、電気的な接触抵抗が増加し発熱して、最悪の場合、火災に至る
おそれがある。

9 普通乗用自動車（シトロエン C3 他）

普通乗用自動車（動力伝達装置）のリコール。（外-3293）
トルクコンバーターにおいて、製造工程で使用する試験機のメンテナンスが不適切なため、ト
ルクコンバーターの試験中にオイルシールが損傷し、その状態のまま車両に組み付けられた
ものがある。そのため、使用過程中にオイル漏れが発生し、クラッチがスリップすることで、警
告灯点灯、メーター内のメッセージ表示、及び変速不良が発生し、加速不良となるおそれがあ
る。

10 普通乗用自動車（アウディ アウディ A3 30T）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3295）
ブレーキサーボコネクティングロッドにおいて、製造時の組付け指示が不適切なため、接続部
の締付けトルクが不十分なものがある。そのため、ボルトが完全に緩み、最悪の場合、ブ
レーキサーボコネクティングロッド先端のボルト接続部が脱落することでブレーキが効かなく
なるおそれがある。

11 普通乗用自動車（トヨタ JPN TAXI用フェンダーランプ）

後付用品として設定したフェンダーランプにおいて、車両に接続する用品用の電気配線の回
路設定が不適切なため、前照灯を走行用に切替えた場合、左側走行用前照灯が点灯しない
ため、自主改善。

12 普通乗用自動車（ルノー カジャー）

普通乗用自動車（施錠装置）のリコール。（外-3286）
リアドアロック機構において、構成部品の開発評価が不適切なため、高温環境下で長時間維
持するとロックポジション維持力が低下することがある。そのため、走行振動等によりチャイル
ドセーフティロックが解除されることで、車内ドアレバー開操作を行うと、ドアが開くおそれがあ
る。

13

普通乗用自動車（フォルクスワーゲン ティグアン
TDI/110kW）

14 普通乗用自動車（アバルト 595 他）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3290）
第２燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージセンサー付きサクションジェットポンプにおい
て、当該ポンプの燃料ラインと燃料ゲージセンサーの間隔が不適切なため、燃料ゲージセン
サーが燃料ラインに引っかかることがある。そのため、実際の燃料量と燃料計の指示値が一
致せず、燃料が多く表示され、そのままの状態で走行を続けると、燃料切れにより走行不能と
なるおそれがある。
普通乗用自動車（前照灯洗浄器）のリコール。（外-3298）
ヘッドライトウォッシャーゴムホースにおいて、製造管理が不適切なため、ゴムホースの接続
部の強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ゴムホー
スの強度が低下することにより、保持力が保てなくなり、当該接続部からヘッドライトウォッ
シャー液が漏れ、最悪の場合、接続部からホースが抜けることで、ヘッドライトウォッシャー液
が噴射できなくなるおそれがある。

３．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。
「２．リコール・自主回収情報（(2)リコール・自主回収情報（食品関係以外））」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10月7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。

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

