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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12月13日

電気洗濯乾燥機

電気洗濯乾燥機を使用中に発煙。

岡山県

2 令和3年12月26日

玩具

幼児が玩具の付属品（ペン）を舐めて遊んでいたところ、誤って飲み込
み、救急搬送。

大阪府

3 令和3年10月26日

保育サービス

園外保育中、お散歩カートにいた幼児が、職員を追いかけようとして当
該お散歩カートから落ち、腕を骨折。

東京都

4 令和3年8月8日

花火（手持ち花火）

幼児が手持ち花火に火を点けたところ、当該花火が爆発し、当該幼児が
山梨県
首にⅡ度の熱傷。

(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12月23日

飲食店（12月20日の食事）

カンピロバクター

沖縄県

2 令和3年12月31日

飲食店（12月29日の食事）

カンピロバクター

兵庫県

3 令和3年12月31日

飲食店（12月29日の食事）

カンピロバクター

岐阜県

4 令和3年12月30日

飲食店（12月29日の食事）

カンピロバクター

奈良県

5 令和3年12月30日

飲食店（12月28日の食事）

カンピロバクター

宮城県

6 令和3年12月30日

飲食店（12月29日、30日の食事）

ノロウイルス

兵庫県

7 令和4年1月5日

飲食店（1月4日の弁当）

ノロウイルス

岡山県

8 令和4年1月4日

飲食店（1月3日の食事）

ノロウイルス

栃木県

9 令和4年1月6日

飲食店（1月5日の弁当）

ノロウイルス

石川県

10 令和4年1月7日

飲食店（1月7日の弁当）

アニサキス

石川県

11 令和4年1月9日

飲食店（1月8日の食事）

アニサキス

石川県

12 令和4年1月5日

飲食店（1月5日の弁当）

調査中

岐阜県

13 令和3年12月30日

飲食店（12月28日の食事）

カンピロバクター

愛知県

14 令和3年12月30日

飲食店（12月29日の食事）

ノロウイルス

東京都

15 令和4年1月2日

飲食店（12月30日の食事）

カンピロバクター

愛知県

16 令和4年1月3日（初発）

飲食店（1月2日～4日の食事）

ノロウイルス

大阪府

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 漬物（計5件）

異物（釘）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月5日／販売地域 宮城県)

2 巻き寿司

異物（原料由来の骨）混入。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月9日)

3 惣菜（唐揚げ）

食品添加物（ベーキングパウダー)表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月4日／販売地域 高知県、愛媛県)

4 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4年1月10日／販売地域 東京都)

5 惣菜（揚げもの）

商品名称を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月10日／販売地域 東京都)

6 弁当（計2件）

アレルギー（乳、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4年1月7日)

7 弁当

アレルギー（卵、乳、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月6日／販売地域 山梨県)

8 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4年1月4日／販売地域 愛知県)

9 惣菜（サラダ）

アレルギー（小麦、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月11日／販売地域 神奈川県)

10 魚介類加工品（いか）

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月12日／販売地域 埼玉県)

11 餅

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29日／販売地域 福岡県)

12 ソーセージ 他（計4件）

賞味期限表示が欠落、保存温度の誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月12日／販売地域 長野県)

13 惣菜（コロッケ）

アレルギー（えび、かに）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月5日／販売地域 岩手県)

14 弁当

アレルギー（そば、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月10日／販売地域 千葉県)

15 辛子明太子（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4年1月11日／販売地域 福岡県)

16 洋菓子（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12月22日／販売地域 東京都)

17 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12月11日／販売地域 北海道)

18 和菓子

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年12月27日／販売地域 東京都)

19 生鮮ほうれん草

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4年1月14日／販売地域 千葉県)

20 洋菓子

異物（ビニール片）混入。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月13日)

21 漬魚（計3件）

産地表示等を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月7日)

22 生鮮魚介類（計109件）

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月11日／販売地域 長野県)

23 菓子パン

アレルギー（卵）表示が欠落、消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月11日／販売地域 宮城県)

24 パン

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4年1月13日／販売地域 新潟県)

25 あさり（缶詰）

賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月14日)

賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年1月12日／販売地域 神奈川県)

26 魚介類加工品（えび）

(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 普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ GLB200d 他）

普通乗用自動車（後写鏡等）のリコール。（外-3338）
画像表示装置（カーナビのモニタ）において、MBUXマルチメディアシステムの制御プログラ
ムが不適切なため、起動時に何も表示しない、あるいは、起動後に再起動し数秒間画像表示
が途絶えることがある。そのため、画像表示装置による直前直左視界の確認ができないおそ
れがある。

2 普通乗用自動車（シボレー コルベット）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3332）
トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアが不適切なため、他のコントロールモ
ジュールと通信不良が発生し、通信不良を検出した場合、警告灯が点灯しないことがある。そ
のため、予期せぬ状況でコーナリング時に本来の性能が発揮できないなどの影響が出る
おそれやエンジン始動時後にパーキングロックが解除されないことにより、最悪の場合、走行
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（2022年1月20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

