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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

マッサージ店において、マッサージの施術を受けたところ、右肩を脱臼し
静岡県
救急搬送。

1 令和3年11月10日

その他のサービス(マッサー
ジ)

2 令和3年10月24日

パワーコンディショナ（太陽光
住宅の内壁に設置されているパワーコンディショナから発煙。
発電システム用）

3 令和2年10月28日

保育サービス

保育施設において、園庭遊びの準備中に職員が目を離した際に、幼児
が転倒し、足を骨折。

東京都

4 令和3年8月10日

保育サービス

保育施設において、幼児が部屋を仕切るカーテンで遊んでいたところ、
転倒し、腕を骨折。

神奈川県

5 令和3年11月18日

その他のサービス（低周波治 整骨院において、低周波治療の施術を受けたところ、気分不良を起こし
岡山県
救急搬送。
療）

6 令和3年11月14日

遊戯施設

遊戯施設において、幼児が乗り物に乗車したところ、足の甲を負傷。

7 令和3年4月1日

電動アシスト自転車

電動アシスト自転車で走行中、当該自転車が突然減速したためバランス
神奈川県
を崩して転倒し、肋骨を打撲。

埼玉県

奈良県

(2) 事故情報（食中毒情報）
事故発生日

原因施設・原因食品

病因物質

発生都道府県

1 令和3年11月8日

飲食店（11月5日の食事）

カンピロバクター

福岡県

2 令和3年11月8日

飲食店（11月6日の食事）

カンピロバクター

福岡県

3 令和3年11月8日

飲食店（11月5日の食事）

カンピロバクター

熊本県

4 令和3年11月8日

飲食店（11月6日の食事）

カンピロバクター

福岡県

5 令和3年11月11日

給食施設（11月10日の食事）

調査中

広島県

6 令和3年11月8日

飲食店（11月6日の食事）

カンピロバクター

千葉県

7 令和3年11月8日

飲食店（11月6日の食事）

カンピロバクター

福岡県

8 令和3年11月4日

販売店（11月3日に販売された食品）

アニサキス

神奈川県

9 令和3年11月8日

飲食店（11月6日の食事）

カンピロバクター

三重県

10 令和3年11月

飲食店（11月8日の食事）

カンピロバクター

香川県

11 令和3年11月14日

飲食店（11月14日の食事）

アニサキス

千葉県

12 令和3年11月6日（初発）

飲食店（11月4日及び11月7日の食事）

ノロウイルス

東京都

13 令和3年11月15日

飲食店（11月15日のお弁当）

調査中

岡山県

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 魚介類加工品（いか）

一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月11日／販売地域 北海道)

2 はちみつ加工品

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11月12日)

3 惣菜（唐揚げ）

アレルギー（卵、乳、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11月12日／販売地域 神奈川県)

4 惣菜

アレルギー（乳、いか、鶏肉、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月9日／販売地域 東京都)

5 弁当

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11月11日／販売地域 岡山県)

6 弁当

アレルギー（えび、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月14日／販売地域 千葉県)

7 惣菜（コロッケ）

アレルギー（えび、かに、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11月14日／販売地域 山梨県)

8 焼鳥

アレルギー（ごま）表示を過剰表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月1日)

9 佃煮

一部商品に包装不良によるカビ発生。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月12日／販売地域 京都府)

10 和菓子

消費期限を誤表示及び冷蔵品を常温で販売。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月13日／販売地域 福岡県)

11 鶏卵

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月7日／販売地域 宮城県)

12 めかぶ

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月14日／販売地域 山口県)

13 惣菜（唐揚げ）

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11月12日／販売地域 神奈川県)

14 きゅうり漬物

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月9日／販売地域 北海道)

15 糀

異種のカビ発生。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月17日／販売地域 新潟県、千葉県)

16 惣菜（米料理）

消費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11月16日／販売地域 神奈川県)

17 弁当

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11月11日／販売地域 福岡県)

18 生かき(加熱用）

加熱用を生食用と誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月16日／販売地域 神奈川県)

19 巻き寿司

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11月16日／販売地域 兵庫県)

20 牛肉

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月15日／販売地域 東京都)

21 菓子パン

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月17日／販売地域 広島県)

22 惣菜（コロッケ）（計2件）

アレルギー（卵、ごま、大豆、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11月14日／販売地域 愛知県)

23 いか（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11月15日／販売地域 福岡県)

24 ドレッシング（計2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21日／販売地域 愛媛県)

25 ソーセージ

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月18日／販売地域 新潟県)

26 惣菜

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11月16日／販売地域 神奈川県)

27 ラクトアイス

フタシール不良による密閉性が保たれない。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月10日)

28 洋菓子

一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月13日)

29 チョコレート

賞味期限切れの商品を販売及び賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月17日／販売地域 東京都)

30 惣菜（煮魚）

異物（釣り針）混入。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月19日／販売地域 青森県)

31 生鮮パイナップル（計2件）

未認可の食品添加物を検出。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月17日)

32 肉加工品

異物（ガラス片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月18日)

33 魚肉練り製品（計3件）

冷蔵品を常温で販売したことによる変質の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月12日／販売地域 福島県)

34 豚肉（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11月13日／販売地域 埼玉県)

35 漬物

アレルギー（小麦）表示が欠落及び賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月15日／販売地域 福島県)

36 調理パン

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11月16日／販売地域 高知県)

37 冷凍食品（キッシュ）

アレルギー（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11月17日)

38 ドレッシング

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月17日／販売地域 東京都)

39 惣菜（揚げもの）

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年11月18日／販売地域 愛知県)

40 冷凍食品（洋菓子）

アレルギー（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11月18日／販売地域 東京都、神奈川県)

(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 普通乗用車（ポルシェ Cayenne e-hybrid 他）

普通乗用車（原動機）のリコール。（外-3314）
原動機の排気ガス微粒子フィルタにおいて、製造工程管理が不適切なため、フィルタ内部の
コーティングが不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、フィルタ内
部のコーティングが機能しなくなり排気ガス浄化性能が低下することで、排出ガス基準値を超
えるおそれがある。

2 普通乗用車（ボルボ ボルボV40 他）

普通乗用車（燃料装置）のリコール。（外-3301）
燃料装置のキャップレスフューエルフィラーインサート（燃料給油口）において、防水設計が不
適切なため、大雨等により燃料装置内部へ雨水が浸入することがある。そのため、燃料装置
が腐食し、走行中エンストやエンジン始動不良、または燃料漏れに至るおそれがある。

3 普通乗用車（ボルボ ボルボXC40）

普通乗用車（動力伝達装置）のリコール。（外-3311）
トランスミッションにおいて、オイルクーラーパイプの固定が不適切なため、耐振性能が不足し
ているものがある。そのため、走行中の振動等によりオイルクーラーパイプに亀裂が発生し、
オイルが漏れることにより、トランミッションの冷却と潤滑が不足により異音や振動が発生し、
トランスミッション警告メッセージが表示するおそれがある。

4 普通乗用車（スバル レヴォーグ）

普通乗用車（制動装置）のリコール。（5048）
ＶＤＣ（ビークルダイナミクスコントロール）ユニットにおいて、電動パーキングブレーキ制御プ
ログラムが不適切なため、電動パーキングブレーキが作動中に車両振動が入ると、センサが
過敏に反応し、走行中と誤認識することがある。そのため、警告灯が点灯し、電動パーキング
ブレーキが解除できなくなるおそれがある。

5 自動二輪車（ホンダ X-ADV 他）

自動二輪車（原動機）のリコール。（5057）
6速ＤＣＴ型自動変速機を搭載した車両において、エンジン制御コンピュータの燃料噴射制御
プログラムが不適切なため、スロットルを素早く僅かに開けると、インジェクタによる燃料噴射
量を正しく制御できないことがある。また、自動変速機制御コンピュータの発進時クラッチ油圧
制御プログラムが不適切なため、発進時のクラッチ油圧が高いものがある。そのため、燃焼に
必要な燃料噴射量が不足した際に負荷トルクが高くなり、最悪の場合、発進時にエンストする
おそれがある。

6

軽自動車及び普通乗用自動車（灯火装置）のリコール。（5061）
軽自動車及び普通乗用自動車（ホンダ N-BOX Custom
前照灯又は前部霧灯において、車両製作工場での光軸検査の管理に不適切なものがあり、
他）
前照灯又は前部霧灯の光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

7 普通乗用車（スバル レヴォーグ）

普通乗用自動車（その他）の改善対策。（改630）
運転支援装置において、衝突被害軽減ブレーキの制御プログラムが不適切なため、カーブ路
での対向車や路外障害物に対しシステムが衝突対象として過敏に反応することがある。その
ため、意図しないところで障害物との接近を知らせる警報音が鳴り、衝突被害軽減ブレーキ
が作動するおそれがある。

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11月26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

