
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2日 保育サービス 東京都

2 令和4年3月 ダイエット食品と称する製品 兵庫県

3 不明 ダイエット食品と称する製品 千葉県

4 令和4年6月4日 遊戯施設（トランポリン） 大阪府

5 令和3年6月11日 その他のサービス（エステ） 富山県

6 令和3年12月31日
その他のサービス（ストレッ
チ）

富山県

7 令和4年6月9日 教育サービス（中学校） 広島県

8 令和4年6月7日 ソフトコード（迅速継手有り） 東京都

9 令和4年5月23日 ソフトコード（迅速継手有り） 神奈川県

10 令和4年5月28日 医療サービス（接骨) 愛知県

　(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4年5月 アニサキス 神奈川県

2 令和4年6月1日 ウエルシュ菌 宮崎県

3 令和4年6月2日 アニサキス 山口県

4 令和4年5月30日 カンピロバクター 兵庫県

保育施設において、職員が幼児がいることに気付かず扉を閉めたとこ
ろ、当該幼児の指を挟み、骨折。

飲食店（6月1日の弁当）

ダイエット食品と称する製品（製品名：Detoxeret ゼリー（セロリと海藻の
風味、ブラックカカオ蜂蜜風味））を摂取したところ、頭痛等の体調不良と
なった。なお、当該製品から医薬品成分（シブトラミン）が検出されてい
る。

ダイエット食品と称する製品（製品名：Detoxeret Jeｌｌｙ（セロリと海藻の風
味、ブラックカカオ蜂蜜風味）)を摂取したところ、頭痛等の体調不良と
なった。なお、当該製品から医薬品成分（シブトラミン）が検出されてい
る。

遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、着地した際の頭部打撲等
の負傷により、救急搬送。

店舗において、施術中に違和感等があり、救急搬送。椎骨動脈解離に
起因する小脳梗塞と診断。

店舗において、HIFU（ハイフ）を用いた施術を受けたところ、左脇及び左
右上腕に熱傷。
　（注）HIFU：High-Intensity Focused Ultrasound

飲食店（5月30日の食事）
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　　　　　　　　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

販売店（5月30日に調理した食品）

飲食店（5月27日の食事）

理科の授業の実験中に、硫化水素と思われるガスの発生により生徒6名
が体調不良を訴え、救急搬送。

原因施設・原因食品

接骨院において、頸椎用の牽引治療器を用いた施術を受けたところ、意
識消失し、救急搬送。

ガスこんろを使用したところ、ガス栓付近から発火し、当該ソフトコード
（迅速継手有り）の接続部の一部に焦げ。

ガスこんろを使用したところ、安全装置の作動音がし、当該ソフトコード
（迅速継手有り）の接続部の一部等に焦げ。



5 令和4年5月27日 カンピロバクター 埼玉県

6 令和4年5月29日 カンピロバクター 岐阜県

7 令和4年6月4日 アニサキス 宮城県

8 令和4年6月4日 ウエルシュ菌 静岡県

9 令和4年5月30日 ウエルシュ菌 愛知県

10 令和4年5月5日 カンピロバクター 神奈川県

11 令和4年6月5日 アニサキス 福井県

12 令和4年6月3日 カンピロバクター 愛知県

13 令和4年5月22日 カンピロバクター 東京都

14 令和4年5月31日 カンピロバクター 東京都

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）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

飲食店（6月4日の食事）

飲食店（5月31日の食事）

うどん　他（計4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5月29日)

焼菓子
アレルギー（カシューナッツ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月8日／販売地域　北海道)

弁当
アレルギー（えび、かに、ごま、さけ、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6月6日／販売地域　千葉県)

洋菓子（計6件）
菓子製造業許可の許可を取していない施設で製造。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月3日／販売地域　宮城県)

焼きそば
カビ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2日／販売地域　愛知県、三重県、岐阜県)

賞味期限切れ食材（つゆ）を貼付して販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月3日／販売地域　島根県)

届出内容

弁当

鶏肉
保存温度表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月7日／販売地域　長野県)

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6月7日／販売地域　愛知県)

生鮮キャベツ
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6月3日／販売地域　広島県)

惣菜（コロッケ）
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4年6月4日／販売地域　静岡県)

惣菜（サラダ）
アレルギー（卵、ごま）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月5日)

ピーナツ豆腐
アレルギー（落花生）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月7日／販売地域　鹿児島県)

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月4日)

弁当
アレルギー（乳、オレンジ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月6日／販売地域　神奈川県)

肉加工品
アレルギー（小麦、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月6日／販売地域　新潟県)

ゼリー　他（計4件）

パン（計7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5月21日／販売地域　静岡県)

弁当

キャビア
添加物（ソルビン酸）の使用基準違反で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月27日)

飲食店（5月25日の食事）

飲食店（5月27日、28日の食事）

飲食店（6月3日の食事）

給食施設（6月3日の食事）

飲食店（5月30日の弁当）

飲食店（5月2日の食事）

飲食店（5月20日の食事）

飲食店（5月28日の食事）

製品名等
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離乳食
商品名を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月9日)

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4年6月9日／販売地域　大阪府)

寿司
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4年6月9日／販売地域　神奈川県)

惣菜（えび料理）
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6月9日／販売地域　神奈川県)

焼菓子
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4年6月10日／販売地域　北海道)

惣菜（コロッケ）
アレルギー（えび、かに、鶏肉、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6月9日／販売地域　兵庫県)

生鮮きゅうり
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6月3日／販売地域　神奈川県)

米菓
賞味期限内でピーナッツの鮮度を保てず、味が変質する可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月9日)

惣菜（サラダ）
アレルギー（牛肉、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4年6月9日／販売地域　新潟県)

チーズ
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月3日／販売地域　東京都)

調理パン
アレルギー（鶏肉、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31日)

巻き寿司
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4年6月7日／販売地域　愛知県)

さけ（切り身）
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30日／販売地域　石川県)

弁当
アレルギー（えび、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2日／販売地域　埼玉県)

レトルト食品（おかゆ）
包装不良による腐敗・変敗の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月9日)

弁当
アレルギー（えび、いか）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　岩手県)

肉加工品
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4年6月7日／販売地域　愛媛県)

味付豚肉
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月7日／販売地域　静岡県)

アイスクリーム（計6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4年5月25日／販売地域　高知県)

惣菜（唐揚げ）（計5件）
アレルギー（乳、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6月6日／販売地域　山口県)

焼豚
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8日／販売地域　大阪府)

こんにゃく（計4件）
異物（器具の破片）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月10日／販売地域　京都府)

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4年6月8日／販売地域　京都府)

焼菓子
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4年6月9日／販売地域　北海道)

しらす
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月9日／販売地域　愛知県)

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6月8日／販売地域　東京都、神奈川県)

CBDオイル
製造許可範囲外での生産。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月2日)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（乳、鶏肉、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6月7日／販売地域　沖縄県)

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4年6月7日／販売地域　栃木県)

CBDオイル（計5件）
製造許可範囲外での生産。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月26日)

ドレッシング
異物（プラスチック片）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月4日／販売地域　岡山県)

惣菜（揚げもの）



　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
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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。

　

普通乗用自動車（ニッサンMT　キックス）

普通乗用自動車（走行装置）のリコール。（5164）
後輪のアクスルにおいて、ハブを固定するアクスルボルトの締結作業が不適切なため、走行
振動等によりボルトが緩み、構成部品がガタつき異音が発生するおそれがある。そのままの
状態で使用を続けると、最悪の場合、ボルトが抜けてハブに干渉しホイールがロックするおそ
れがある。

　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16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。

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（非常点滅表示灯）のリコール。（外-3416）
オーディオ／エアコン操作ユニットの設計上の不具合により、ハザードフラッシャースイッチを
操作し、ハザードフラッシャーを点灯した場合、車両のスリープモード後ではないとハザードフ
ラッシャーをオフにすることができないおそれがある。

普通乗用自動車（BMW　BMWi4　M50　他）

普通乗用自動車（ジャガー　E-PACE　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3409）
①アクセサリーベルトの張力を一定に保つためのオートテンショナーのばねの耐久性が不適
切なため、経時劣化により張力が低下すると、当該ベルトに振れの発生と共に負荷がかかり
折損することがある。
②セルモーターでエンジンを始動する条件を正しく検知できないために、セルモーターが作動
せず、常に原動機の再始動用モーターが使用され、その結果再始動用モーターを駆動するベ
ルト(アクセサリーベルト)に負荷がかかり、当該ベルトが折損することがある。
そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、発電不足により警告灯が点灯し、バッテ
リーが上がり、燃料装置、点火装置等の電装品の使用が出来ず、原動機が停止し走行不能
或いはオーバーヒートに至るおそれがある。


