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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（下記(2)を除く）
事故発生日

事故内容

製品名等

発生都道府県

1 令和3年6月1日

バッテリー（スマートフォン用） 充電中の当該バッテリーから発熱及び異臭。

2 令和3年7月

電気オーブン

電気オーブンを使用中、加熱が止まらず、内容物に焦げ。

滋賀県

3 令和3年10月19日

ガス湯沸器

消費者が設置したガス湯沸器と接続具の接続不良により漏えいしたガ
スに引火し、当該ガス湯沸器の一部に焦げ。

大阪府

4 令和3年10月9日

ゴム管

ガスこんろを使用中、ゴム管から漏えいしたガスに引火し、当該ゴム管
に焦げ。

神奈川県

埼玉県

(2) 事故情報（食中毒情報）
原因施設・原因食品

事故発生日

1 令和3年10月12日（初発） 飲食店（10月12日、13日の食事）

病因物質

発生都道府県

調査中

福島県

2 令和3年9月29日

飲食店（9月27日の食事）

カンピロバクター

東京都

3 令和3年10月14日

飲食店（提供日不明の食事）

アニサキス

福島県

4 令和3年10月15日

飲食店（10月14日の食事）

アニサキス

岩手県

5 令和3年10月6日

飲食店（10月2日の食事）

カンピロバクター

神奈川県

6 令和3年10月

飲食店（10月10日の食事）

カンピロバクター

鹿児島県

7 令和3年10月16日

飲食店（10月15日の食事）

カンピロバクター

長野県

8 令和3年10月

飲食店（10月9日又は10月11日の食事）

カンピロバクター

群馬県

9 令和3年10月19日

医療施設（10月19日の食事）

化学物質（亜硝酸態窒素）

群馬県

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
1 焼菓子

届出内容
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10月7日／販売地域 京都府、神奈川県)

2 焼菓子

シール部分の溶着不良。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月4日／販売地域 京都府、神奈川県)

3 焼菓子（計2件）

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10月4日)

4 味付豚肉

アレルギー（大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月12日／販売地域 山形県)

5 ほっけ（フィーレ） 他（計2件）

加熱済と誤表示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10月6日／販売地域 福島県)

6 弁当

アレルギー（ごま）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月15日／販売地域 埼玉県)

7 おはぎ

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月18日／販売地域 茨城県)

8 そば

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10月14日／販売地域 京都府)

9 豆菓子

異物（虫）混入。
(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)

10 清涼飲料水 他（計7件）

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10月21日)

11 赤飯

食品表示法に基づく表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月18日／販売地域 三重県、東京都)

12 魚介類加工品（ニシン）

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10月18日／販売地域 北海道)

13 焼鳥（計6件）

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10月15日／販売地域 愛知県)

14 弁当

アレルギー（えび、ごま）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月14日／販売地域 東京都)

15 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10月18日／販売地域 高知県)

16 和菓子

腐敗、変敗のおそれ。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月11日

17 和菓子

包装不良。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月19日／販売地域 三重県)

18 しょうゆ

容器包装が膨張。
(自主回収に着手した年月日 令和3年9月10日／販売地域 奈良県、大阪府、兵庫県)

19 そば

微生物起因による容器包装の膨張。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月17日)

20 菓子パン（計9件）

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10月20日)

21 肉加工品

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月15日)

22 惣菜（しめさば）

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月19日／販売地域 福岡県)

23 和菓子（計3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10月15日／販売地域 京都府)

24 弁当

アレルギー（乳、さけ、さば、鶏肉、豚肉、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10月20日／販売地域 熊本県)

25 つゆ

乳酸菌数増殖による発酵、色度変化及び容器膨張。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月19日)

26 焼菓子（計31件）

サルモネラ属菌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10月20日／販売地域 三重県)

27 菓子

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10月16日／販売地域 宮城県)

28 牛肉

異物（スライサーの刃）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和3年7月2日／販売地域 神奈川県)

29 菓子パン

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10月14日／販売地域 滋賀県)

30 菓子パン

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10月20日／販売地域 神奈川県)

31 惣菜（サラダ）

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10月14日／販売地域 東京都)

32 ミックスナッツ

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月15日)

33 肉加工品

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10月15日／販売地域 東京都)

34 巻き寿司

アレルギー（えび、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10月9日／販売地域 静岡県)

35 焼菓子

アレルギー（乳、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月20日／販売地域 富山県)

36 おにぎり

食材の一部を未加熱で販売。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月19日／販売地域 北海道)

37 チーズ加工品

成分規格不適合（酵母）、容器包装が膨張、エタノール臭の発生。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月14日)

38 惣菜（鍋もの）（計3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10月17日／販売地域 静岡県)

39 弁当（計8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10月21日／販売地域 愛知県)

(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
製品名等

届出内容

1 自動二輪車（カワサキ W800 他）

自動二輪車（排出ガス発散防止装置）のリコール。（5034）
車両組立てにおいて、不適切なマフラの取付手順により、エキゾーストパイプの固定が不完
全なものがある。そのため、走行中、エキゾーストパイプホルダ固定用ナットに緩みが発生し、
最悪の場合、当該ナット及びエキゾーストパイプ固定用カラーが脱落し他の交通の妨げとなる
おそれがある。

2 普通乗用自動車（BMW X3xDrive30e 他）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3302）
高電圧バッテリーにおいて、製造時の工程が不適切なため、セルモジュール内に異物が混入
しているものがある。そのため、バッテリー回路が短絡し、異常な電流が流れ放電して、最悪
の場合、火災に至るおそれがある。

3 玩具

基準値を上回るフタル酸エステルを検出。

4

普通乗用自動車（(株)ホンダアクセス フロントロアガー
ニッシュ）

後付け用品として販売したフロントロアガーニッシュにおいて、フロントバンパへの固定構造が
不適切なため、当該ガーニッシュの固定テープが剥がれるものがある。そのため、走行中の
風圧によりガーニッシュが浮き、最悪の場合、ガーニッシュが脱落し、他の交通の妨げとなる
おそれがあるため、自主改善。

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28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

