
１．事故情報

　(1) 事故情報（下記(2)を除く）

事故発生日 製品名等 発生都道府県

1 令和3年11月4日 その他のサービス（エステ） 大阪府

2 令和3年3月5日 保育サービス 沖縄県

3 令和3年11月24日 食器洗い乾燥機 岐阜県

4 令和3年8月10日 保育サービス 東京都

5 令和3年11月2日 保育サービス 東京都

6 令和3年11月26日 ガスこんろ 神奈川県

7 令和3年11月 ソフトコード（迅速継手有り） 和歌山県

　(2) 事故情報（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11月15日 カンピロバクター 宮崎県

2 令和3年11月2日 カンピロバクター 神奈川県

3 令和3年11月28日 アニサキス 広島県

4 令和3年11月21日 カンピロバクター 北海道

5 令和3年11月17日 アニサキス 東京都

6 令和3年11月19日 カンピロバクター 山梨県

7 令和3年12月2日 アニサキス 福井県

事故内容

原因施設・原因食品

飲食店（10月31日及び11月2日の食事）

食器洗い乾燥機を使用中、内部から発煙。

飲食店（11月13日の食事）

飲食店（11月27日の食事）

保育施設において、幼児が門から園外に出たことに職員が気付かず、
当該幼児が車道に出ようとしたところを通行人により保護。

公園での園外保育中、幼児2名が公園の外に出たことに職員が気付か
ず、警察により保護。

エステ店において、施術を受けたところ、呼吸苦及び顔面部に発赤が起
き、救急搬送。

保育施設において、職員が幼児を踏み台から降ろす際に、誤って当該
幼児の腕を持ってしまい、肘を亜脱臼。

飲食店（12月1日の食事）

消費者がガスこんろを修理しようとして、ガス接続されたまま当該こんろ
を持ち上げたところ、ガス栓と当該こんろとの接続が緩み、漏えいしたガ
スに引火し、当該こんろの一部に焦げ。

ガスこんろ付きテーブルのガス接続部に異物（埃）がある状態でソフト
コード（迅速継手有り）と接続したところ、漏えいしたガスに引火し、当該
ソフトコードの一部に焦げ。

令 和 ３ 年 12 月 ９ 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

飲食店（11月20日の食事）

飲食店（11月16日の食事）

飲食店（11月17日の食事）



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）
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焼菓子（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21日／販売地域　埼玉県)

つゆ（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12日)

惣菜（焼売）
加熱調理不足。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月28日／販売地域　群馬県)

きのこ加工品
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月20日／販売地域　秋田県)

惣菜（揚げもの）
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11月27日／販売地域　東京都)

ラーメン
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月29日／販売地域　愛知県)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（ごま、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11月30日／販売地域　埼玉県)

惣菜（揚げもの）
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11月28日／販売地域　長野県)

焼菓子（計2件）
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18日／販売地域　秋田県)

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11月29日／販売地域　長野県)

届出内容製品名等

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27日／販売地域　広島県、岡山県、高知県)

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11月25日)

寿司
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11月21日／販売地域　福岡県)

和菓子
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22日)

ドレッシング

フリーズドライ食品（計4件）

酵母菌混入による発酵のため開栓時の内容物の噴き出し等の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月15日)

焼菓子

ゼリー

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29日／販売地域　長野県)

生かき(生食用）
成分規格不適合（細菌数）の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月30日)

ぽん酢

食材セット（もつ鍋）
容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造基準違反（製造時の加熱が不十分）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月22日)

野菜加工品
商品のPHが基準より高く、期限内に品質の劣化のおそれ。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月1日)

一部商品に液漏れ発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月12日)

弁当
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11月19日／販売地域　山梨県)

菓子パン
消費期限を誤表示、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11月29日／販売地域　神奈川県)

和菓子
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22日／販売地域　栃木県)

一部商品の容器包装が膨張。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月24日)

即席めん（計3件）

味噌
食品営業許可を受けていない製造所で製造。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月30日／販売地域　千葉県)

洋菓子（計5件）
包装不良による劣化、カビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月29日／販売地域　沖縄県)

ジャム（びん詰）
カビ発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月29日)

生鮮にら
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29日／販売地域　栃木県、東京都)
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

3

製品名等 届出内容

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（座席ベルト等）のリコール。（外-3320）
助手席の乗員の有無を検知する乗員検知モジュールが装着されていない車両があり、その
ままの状態ではシートベルト非装着時の警告灯が作動しない。

普通乗用自動車（ランドローバー　レンジローバー　他）

普通乗用自動車（前照灯）のリコール。（外-3319）
前照灯において、インストルメントパネルクラスターコントロールモジュールのプログラムが不
適切なため、走行用とすれ違い用の自動制御が作動中である状態を計器内に表示しない。そ
のため、自動制御状態であることを運転者が判別できない。

軽自動車（ホンダ　N-VAN）

軽自動車（動力伝達装置）のリコール。（5069）
無段変速機において、油圧制御プログラムが不適切なため、一定車速での走行時にアクセル
の開閉を頻繁に繰り返す操作を行うと、金属ベルトに亀裂が生じ破損することがある。そのた
め、そのまま使用を続けると、発進、加速不良となり、最悪の場合、走行不能となるおそれが
ある。

魚肉練り製品（計3件）
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12月2日／販売地域　東京都、岩手県)

魚介類加工品（かつお）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月12日)

魚介類加工品（ししゃも）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月3日／販売地域　新潟県)

弁当
アレルギー（乳、落花生、カシューナッツ、ごま、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月25日／販売地域　静岡県)

洋菓子
賞味期限及び保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月4日／販売地域　愛知県)

餃子
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月1日)

いわし（干物）　他（計12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12月2日／販売地域　群馬県)

ベーコン
賞味期限表示が欠落の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月8日／販売地域　愛知県)

惣菜（つくね）
アレルギー（卵、乳、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月1日／販売地域　滋賀県)

甘納豆（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12月1日／販売地域　神奈川県、東京都、千葉県)

魚肉練り製品
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12月2日／販売地域　東京都、千葉県)

のり加工品
異物（スポンジ片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月5日)

生かき(生食用）
成分規格不適合（細菌数）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月1日)

和菓子（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11月16日／販売地域　静岡県)

弁当
アレルギー（乳、ごま、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月1日／販売地域　東京都)

寿司
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11月26日／販売地域　神奈川県)

寿司
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26日／販売地域　神奈川県)

清涼飲料水
食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月29日／販売地域　青森県)

豚肉（計2件）
異物（金属片）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／販売地域　神奈川県、東京都、埼玉県)

惣菜（煮魚）
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30日／販売地域　神奈川県)

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12月1日／販売地域　沖縄県)

惣菜（水餃子）
アレルギー（卵、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30日)
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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。

　

　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

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12月9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。

　「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。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　S400d 4MATIC）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3326）
燃料タンク内にある燃料ホースにおいて、レイアウトが不適切なため、燃料レベルセンサに干
渉するものがある。そのため、実際の燃料量と燃料計の表示が一致せず、燃料が多く表示さ
れてそのままの状態で走行を続けると、最悪の場合、燃料切れにより走行不能に至るおそれ
がある。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　S500 4MATIC
他）

普通乗用自動車（座席）のリコール。（外-3325）
助手席の着座検知装置において、エアバッグコントロールユニットの制御プログラムが不適切
なため、作動が停止することがある。そのため、人が着座しているにもかかわらず着座を検知
しないため、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　G350d）
普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3327）
エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、生産指示が不適切なため、誤った
制御プログラムが搭載されている。そのため、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。

普通乗用自動車（フォルクスワーゲン　VW T-CROSS
1.0/85kW）

普通乗用自動車（座席ベルト等）のリコール。（外-3321）
コンビネーションメーターの制御プログラムが不適切なため、運転席のシートベルトの着用を
後部座席のシートベルト着用より先に行った場合、後部座席のシートベルト非着用の警告表
示及び警告音が作動しないことがある。そのため、協定規則第16号の要件に適合していない
おそれがある。


