
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4年5月10日 玩具 千葉県

2 令和3年12月21日 保育サービス 北海道

　(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4年5月23日 カンピロバクター 福岡県

2 令和4年5月23日 カンピロバクター 福島県

3 令和4年5月20日 アニサキス 神奈川県

4 令和4年5月21日 アニサキス 東京都

5 令和4年5月24日 クドア・セプテンプンクタータ 新潟県

6 令和4年5月29日 アニサキス 群馬県

7 令和4年5月28日 アニサキス 宮城県

8 令和4年5月26日 アニサキス 神奈川県

9 令和4年5月16日 腸管出血性大腸菌Ｏ157 東京都

10 令和4年5月27日 カンピロバクター 福島県

11 令和4年5月27日 カンピロバクター 京都府

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）
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令 和 ４ 年 ６ 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

事故内容

原因施設・原因食品

届出内容製品名等

飲食店（5月21日の食事）

幼児が玩具（マグネットシート）を誤飲し、救急搬送。

宿泊施設（5月23日、24日の食事）

販売店（販売日不明の食品）

飲食店（5月20日、21日の食事）

販売店（5月19日に販売された食品）

飲食店（5月20日の食事）

飲食店（5月27日の食事）

惣菜（サラダ）

販売店（5月25日に販売された食品）

飲食店（5月13日、14日の食事）

飲食店（提供日不明の食事）

飲食店（5月24日の食事）

保育施設において、片付け忘れた玩具入れに幼児がつまずき転倒し、
右腕を骨折。

アレルギー（牛肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月20日／販売地域　和歌山県、大阪府、奈良県)
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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4年5月7日／販売地域　宮城県)

油揚げ
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月19日／販売地域　香川県)

味付白身魚
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月1日／販売地域　愛知県)

肉加工品
異物（アルミ片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月30日)

調味料
添加物（ソルビン酸）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月27日)

ピーナッツバター
サルモネラ菌混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月23日)

豚肉
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月31日／販売地域　東京都)

焼菓子
カビによる汚染。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月26日／販売地域　愛知県)

佃煮（計2件）
カビによる汚染。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月30日／販売地域　福島県)

ラーメン
冷蔵品を常温で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月1日／販売地域　東京都、神奈川県)

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4年5月30日／販売地域　長野県)

刺身

さば（切り身）
加熱表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月24日／販売地域　栃木県)

刺身
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月27日／販売地域　鹿児島県)

しらす

味付豚肉
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月28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5月29日)

和菓子
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5月27日／販売地域　神奈川県)

弁当
アレルギー（えび、牛肉、ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月26日／販売地域　神奈川県)

弁当

調理パン（計4件）
消費期限を誤表示、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4年5月29日／販売地域　新潟県)

アレルギー（牛肉、ごま、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月26日／販売地域　埼玉県)

ラーメン
アレルギー表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月23日／販売地域　北海道)

惣菜
アレルギー（卵、いか）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月28日／販売地域　神奈川県)

まぐろたたき
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月29日／販売地域　東京都)

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4年5月28日／販売地域　沖縄県)

調理パン（計4件）
消費期限を誤表示、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4年5月29日／販売地域　新潟県)

惣菜（酢豚）

弁当
アレルギー（卵、乳、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月27日／販売地域　愛知県)

味付牛肉
アレルギー（小麦、牛肉、ごま、大豆、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月29日／販売地域　千葉県)

刺身
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月27日／販売地域　鹿児島県)

菓子パン
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5月31日／販売地域　京都府)

ドーナツ
アレルギー（アーモンド、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月30日／販売地域　新潟県)
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

3

4

味付豚肉
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5月18日)

惣菜（メンチカツ）
アレルギー（牛肉、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月24日／販売地域　兵庫県)

洋菓子（計2件）
賞味期限表示が欠落、冷蔵品を冷凍で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月31日／販売地域　熊本県)

製品名等 届出内容

後付け部品のエキゾーストシステムにおいて、エキゾーストパイプ先端部分の設計が不適切
なため、走行振動等の影響によりエキゾーストパイプのエンジン取付け部分に過負荷が生じ
る場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エキゾーストパイプに亀裂が入
り、排気ガスが漏れるおそれがあるため、自主改善。

自動二輪車（ヨシムラ　マフラー）

普通乗用自動車（テスラ　Model 3）

普通乗用自動車（その他）のリコール。（外-3407）
急速充電中またはその準備中に、タッチスクリーンの演算処理装置の冷却プログラムが不十
分なため十分な冷却が行われない場合がある。そのため、 演算処理装置の処理速度の低下
や再起動が行われ、タッチスクリーンが映らない、あるいは遅延し、最悪の場合ドライブモード
（ドライブ、ニュートラル、リバースなど）や警告などの操縦装置等に係る必要な表示が行われ
ず、衝突危険性が高まるおそれがある。

軽自動車（スズキ　エブリイ）

軽自動車（燃料装置）のリコール。（5158）
手動変速機のセレクトケーブルを固定するブラケット形状が不適切なため、セレクトケーブル
と燃料ホースが接触しているものがある。そのまま使用を続けると、最悪の場合、燃料ホース
に穴が開き、燃料が漏れるおそれがある。

軽自動車（ホンダ　N-BOX　他）

軽自動車（燃料装置）のリコール。（5159）
低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度
が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと
接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

弁当
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4年6月1日／販売地域　福岡県)

弁当
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4年6月1日／販売地域　福岡県)

弁当
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4年6月1日／販売地域　福岡県)

弁当

菓子パン
アレルギー（くるみ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月3日／販売地域　大阪府)

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4年6月1日／販売地域　福岡県)

弁当

ホタテ貝（殻付き）
成分規格不適合（麻痺性貝毒）。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月27日)

氷菓（計2件）
一部商品に液漏れ及びカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月2日)

惣菜（しめさば）
アニサキスによる汚染の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月3日／販売地域　山口県)

刺身
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月2日)

弁当
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4年6月1日／販売地域　福岡県)

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4年6月1日／販売地域　福岡県)

佃煮
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4年5月31日／販売地域　京都府)

惣菜
アレルギー（小麦、ごま、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月1日／販売地域　長野県)

冷凍食品（フライ）
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4年6月2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（2022年6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（ロールスロイス　カリナン）

普通乗用自動車（燃料タンク）のリコール。（外-3401）
燃料タンクの製造が不適切なため、タンク上部に取り付けられた燃料パイプコネクターが正し
く装着されていない可能性がある。そのため、走行振動などにより当該コネクターが外れ燃料
が漏れ、走行中にエンジンが停止したりエンジンが再始動できなくなり、最悪の場合火災に至
る可能性がある。

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（5162）
運転支援装置のＰＤＡ※において、制御プログラムが不適切なため、ＰＤＡによる減速制御中
にブレーキペダルを操作すると、制御終了後もブレーキが作動したままとなる場合がある。そ
のため、加速不良が発生し、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ過熱により発煙し、
最悪の場合、火災に至るおそれがある。
　※プロアクティブドライビングアシスト：周辺環境と運転状況に応じて、車両減速と操舵を支援するシステ
ム

普通乗用自動車（キャデラック　エスカレード）

普通乗用自動車（動力伝達装置）のリコール。（外-3414）
サプライヤーにおいて、リアホイールドライブシャフトAssy 構成部品であるアウトボードジョイ
ントボール製造時に、熱処理不足が発生した。そのため、硬度が十分でないボールが使用さ
れており、使用過程において摩耗や変形が発生することがあり、この症状が発生した場合、
異音や振動が発生することがある。そのままの状態で使用し続けると焼き付きを起こし、ホ
イールドライブシャフトアウトボードジョイント内でボールが破損した場合、空転を起こし、最悪
の場合推進力が低下し走行ができなくなるおそれがある。

自動二輪車（カワサキ　KLX230S　他）

自動二輪車（制動装置）のリコール。（5160）
前輪の制動装置において、組立時の部品管理が不十分なため、寸法の異なるブレーキディス
クが組み付けられているおそれがある。その場合、協定規則第78号の技術的な要件（制動装
置試験の基準）に適合せず、安全に減速できないおそれがある。

普通乗用自動車（トヨタ　ノア　他）
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