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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 不明

ダイエット食品と称する製品

ダイエット食品と称する製品（製品名：Detoxeretゼリー及びDETOXERET
Chokolade）を摂取したところ、食欲不振、倦怠感、息苦しさ、貧血等の体
神奈川県
調不良となった。なお、当該DETOXERET Chokoladeから医薬品成分（シ
ブトラミン）が検出されている。

2 不明

ダイエット食品と称する製品

ダイエット食品と称する製品（製品名：Detoxeret ゼリー）を摂取したとこ
ろ、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）及 千葉県
びフェノールフタレインが検出されている。

3 不明

ダイエット食品と称する製品

ダイエット食品と称する製品（製品名：DETOXERET Chokolade）を摂取し
たところ、動悸、頭痛、口渇等の体調不良となった。なお、当該製品から 埼玉県
医薬品成分（シブトラミン）が検出されている。

4 不明

ダイエット食品と称する製品

ダイエット食品と称する製品（製品名：Detoxeretゼリー）を摂取したとこ
ろ、めまい、立ち眩み、息苦しさ、口渇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、フェノールフタレイン）が検出され
ている。

5 (喫食なし)

ダイエット食品と称する製品

ダイエット食品と称する製品（製品名：DETOXERET Chokolade）から医薬
（喫食なし）
品成分（シブトラミン）が検出。

6 不明

ダイエット食品と称する製品

ダイエット食品と称する製品（製品名：Detoxeretゼリー）を摂取したとこ
ろ、ほてり、動悸、口渇、めまい等の症状が生じた。なお、当該製品及び
宮城県
DETOXERET Chokoladeから医薬品成分（シブトラミン）が検出されてい
る。

7 不明

ダイエット食品と称する製品

ダイエット食品と称する製品（製品名：Detoxeretゼリー及びDETOXERET
Chokolade）を摂取したところ、アレルギー症状（両腕全体に赤み、一部
宮崎県
水ぶくれ、腫れ）が生じた。なお、当該製品から医薬品成分（シブトラミ
ン）及びフェノールフタレインが検出されている。

8 不明

ダイエット食品と称する製品

ダイエット食品と称する製品（製品名：DETOXERET Chokolade）を摂取し
たところ、口渇、動悸の症状が生じた。なお、当該製品から医薬品成分 滋賀県
（シブトラミン）が検出されている。

9 令和2年12月27日

公共施設（武道場）

武道場において、練習会の設置作業中、後ろ向きにすり足で後退してい
福岡県
たところ、床材の一部（木片）が足裏に刺さり、2針縫う負傷。

10 令和4年4月6日

介護サービス

介護施設において、職員が他の利用者の介助のため目を離したところ、
入浴中の利用者が浴槽で溺れ、救急搬送。当該利用者は浴槽用チェア
千葉県
のベルトを締めていたが、浮力で体が浮いて傾き、顔がお湯に浸かっ
た。

11 令和4年7月4日

プラズマテレビ

使用中のプラズマテレビから発煙し、異臭が発生。

福岡県

佐賀県

(2) 事故情報（食中毒情報）
事故発生日
1 令和4年6月27日

原因施設・原因食品
飲食店（6月24日の食事）

病因物質
カンピロバクター

発生都道府県
福岡県

2 令和4年6月9日

飲食店（6月7日の食事）

カンピロバクター

神奈川県

3 令和4年6月28日

飲食店（6月26日の食事）

カンピロバクター

熊本県

4 令和4年6月30日

飲食店（6月26日の食事）

カンピロバクター

宮城県

5 令和4年5月22日

給食施設（5月22日の食事）

ウエルシュ菌

神奈川県

6 令和4年7月7日

飲食店（7月6日、7日の食事）

ノロウイルス

山梨県

7 令和4年7月5日

販売店（7月4日に販売された食品）

アニサキス

東京都

8 令和4年7月10日

販売店（7月9日に販売された食品）

アニサキス

広島県

9 令和4年7月5日

飲食店（7月3日の食事）

カンピロバクター

群馬県

10 令和4年7月

飲食店（7月8日の食事）

カンピロバクター

香川県

11 令和4年7月5日

飲食店（7月4日の食事）

カンピロバクター

福岡県

12 令和4年7月11日

飲食店（7月11日の食事）

アニサキス

広島県

13 令和4年7月4日

飲食店（7月1日の食事）

カンピロバクター

東京都

14 令和4年7月2日

飲食店（7月1日の弁当）

アニサキス

神奈川県

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 洋菓子

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15日／販売地域 千葉県)

2 調味料（計2件）

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4年7月1日)

3 さば（みりん漬け）

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月6日／販売地域 福岡県)

4 コーン茶

日本語の一括表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年6月27日／販売地域 愛知県)

5 しらす

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月10日／販売地域 岡山県)

6 パン

アレルギー（卵、乳）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7月10日／販売地域 三重県)

7 キムチ

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月9日)

8 うなぎ（蒲焼）

保存温度及び消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月6日／販売地域 東京都)

9 巻き寿司

アレルギー（えび、かに、乳、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月9日／販売地域 兵庫県)

10 洋菓子

食材の一部を未加熱で販売。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月8日／販売地域 埼玉県)

11 焼菓子

一部商品に異臭が発生。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月8日／販売地域 兵庫県)

12 ほっけ（刺身用）

アニサキス混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月11日／販売地域 長野県)

13 菓子（計3件）

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7月8日)

14 牛肉（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4年7月9日／販売地域 沖縄県)

15 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7月8日／販売地域 埼玉県)

16 さば（みりん漬け）

アレルギー（小麦、ごま、さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月10日／販売地域 埼玉県)

17 惣菜

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4年7月8日／販売地域 山口県)

18 調理パン（計2件）

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6月29日／販売地域 青森県)

19 惣菜（揚げもの）

アレルギー（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7月8日／販売地域 三重県)

20 うなぎ（蒲焼）

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月10日／販売地域 神奈川県)

21 蒲鉾

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月9日／販売地域 長崎県)

22 洋菓子

アレルギー（小麦、卵、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月8日／販売地域 愛知県)

23 魚介類加工品（計2件）

アレルギー（小麦、乳）表示が欠落、保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月8日／販売地域 愛知県)

24 惣菜（揚げもの）

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7月12日／販売地域 愛知県)

25 和菓子（計2件）

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7月8日／販売地域 神奈川県)

26 生鮮モロヘイヤ

適用作物の範囲外の農薬を使用。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月12日／販売地域 神奈川県)

27 焼菓子（計3件）

脱酸素剤未封入によるカビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月9日／販売地域 兵庫県)

28 弁当

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7月7日／販売地域 長野県)

29 惣菜（えだまめ）

消費期限を誤表示、アレルギー（大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月1日／販売地域 千葉県)

30 スナック菓子

L-フェニルアラニン化合物含有表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年6月20日)

31 鯨肉加工品

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月11日／販売地域 兵庫県)

32 調理パン

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7月8日／販売地域 静岡県)

33 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4年7月11日／販売地域 神奈川県)

34 惣菜（メンチカツ）

アレルギー（乳、牛肉、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7月7日／販売地域 千葉県)

35 レトルト食品（スープ）（計2件）

包装不良による微生物汚染。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月9日)

36 春雨

カビによる汚染。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月12日)

37 鯨肉加工品

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月11日)

38 惣菜（唐揚げ）

アレルギー（卵、大豆、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月13日／販売地域 埼玉県)

39 味付豚肉

加熱調理表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月13日／販売地域 福島県、東京都、静岡県)

40 鶏肉

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月9日／販売地域 群馬県)

41 惣菜（揚げもの）

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7月12日／販売地域 山梨県)

42 弁当

食材（玉子焼）の細菌による汚染。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月7日／販売地域 東京都)

43 アガベシロップ

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7月4日)

44 味付たけのこ

異臭が発生。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月13日／販売地域 大分県、宮崎県)

45 菓子パン

包装不良によりカビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月5日)

46 生鮮レタス

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7月12日／販売地域 北海道)

47 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4年7月13日／販売地域 埼玉県)

48 焼菓子

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7月12日／販売地域 東京都)

49 鯨肉加工品

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月11日／販売地域 福岡県)

50 焼鳥（計2件）

アレルギー（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7月13日／販売地域 兵庫県)

51 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4年7月14日)

52 鯨肉加工品

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月12日／販売地域 熊本県)

53 寿司

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年7月15日／販売地域 鹿児島県)

(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
製品名等

1 軽自動車及び小型自動車（組立 AR-07 他）

2

届出内容
軽自動車及び小型自動車（①保安部品等、②変速機の主軸オイルシール、③アクセルリター
ンスプリング）のリコール。（5175）
①公道走行用に装着した保安部品や内外装部品等において、当該部品や取付け部の評価
が足りず、灯火器類の不灯や部品の脱落、または破損等により、それぞれの機能が損失し
て、最悪の場合、保安基準に適合しないおそれがある。
②変速機の主軸オイルシールにおいて、気密性能が不十分なため、変速機内部の潤滑油を
密封できないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該オイルシールか
ら潤滑油が滲みだし、路面に滴下するおそれがある。
③アクセルペダルを戻すためのアクセルリターンスプリングの強度が不足している。そのた
め、そのまま使用を続けると、当該スプリングが折損し、最悪の場合、アクセルペダルが戻り
きらない他、手動運転時に、パーキングブレーキが作動しなくなるおそれがある。

普通乗用自動車（車体）のリコール。（外-3448）
普通乗用自動車（フォルクスワーゲン ポロ 1.5／110kW リヤスポイラーにおいて、接着作業時に使用する接着剤が不適切なため、当該リヤスポイ
他）
ラーとテールゲートの接着力が不足しているものがある。そのため、車両振動等により接着面
が剥がれ、最悪の場合、リヤスポイラーが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

3 普通乗用自動車（フォード エクスプローラー）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3442）
緩衝装置のリヤサスペンショントーリンクにおいて、強度検討が不適切なため、ロッド部の強
度が不足しているものがある。リヤナックルのボールジョイントが、アフターマーケット部品に
交換されている一部車両では、冬季凍結防止剤等による腐食のため円滑に動かなくなること
があり、トーリンクに加わる曲げ応力増加によりロッド部が破損し、最悪の場合、走行不能とな
るおそれがある。

4 普通乗用自動車（フォード エクスプローラー）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3443）
緩衝装置のリヤサスペンショントーリンクにおいて、強度検討が不適切なため、ロッド部の強
度が不足しているものがある。リヤナックルのボールジョイントが、アフターマーケット部品に
交換されている一部車両では、冬季凍結防止剤等による腐食のため円滑に動かなくなること
があり、トーリンクに加わる曲げ応力増加によりロッド部が破損し、最悪の場合、走行不能とな
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7月22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

