
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8月29日
その他のサービス（まつ毛エ
クステンション）

千葉県

　(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8月6日 アニサキス 東京都

2 令和4年8月21日 アニサキス 東京都

3 令和4年8月1日 アニサキス 神奈川県

4 令和4年8月29日 アニサキス 広島県

5 令和4年8月21日 カンピロバクター 山梨県

6 令和4年8月29日 クドア・セプテンプンクタータ 京都府

7 令和4年8月28日 アニサキス 高知県

8 令和4年7月30日 カンピロバクター 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）
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異物（金属の粉末）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月26日)

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月27日／販売地域　神奈川県)

菓子パン
アレルギー（アーモンド、ごま）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月26日／販売地域　三重県)

アレルギー（さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月24日／販売地域　兵庫県)

油揚げ

令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 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

届出内容

原因施設・原因食品

製品名等

飲食店（8月5日の食事）

飲食店（8月21日の食事）

店舗において、まつ毛エクステンションの施術を受けたところ、退店後に
右目の腫れ、眩暈、吐き気が生じ、救急搬送。

飲食店（8月1日の食事）

飲食店（8月28日の食事）

飲食店（8月19日の食事）

飲食店（8月28日の食事）

飲食店（8月27日の食事）

飲食店（7月28日の食事）

寿司

巻き寿司

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月27日／販売地域　岡山県)

洋菓子
一部商品に微生物増殖による風味不良が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月26日)

焼菓子
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36 かに
消費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4年8月30日／販売地域　福岡県)

パン
消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月29日)

のり加工品
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9月1日)

弁当
アレルギー（乳、牛肉、ごま、さば、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8月30日／販売地域　神奈川県)

肉加工品（計4件）
賞味期限表示及びアレルギー（小麦）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月12日)

味付牛肉（計2件）

きびなご

アレルギー（卵、乳、りんご、もも）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月17日／販売地域　青森県)

味付豚肉
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8月24日／販売地域　宮崎県)

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8月30日／販売地域　東京都)

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8月25日／販売地域　神奈川県)

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月24日／販売地域　沖縄県)

調理パン
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8月24日／販売地域　岩手県)

焼菓子（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8月24日／販売地域　神奈川県)

惣菜（天ぷら）
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8月15日／販売地域　岩手県)

カットフルーツ（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8月23日／販売地域　岩手県)

パン
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8月20日／販売地域　岩手県)

レトルト食品（中華丼）　他（計11件）
異物（繊維）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月24日)

がんもどき
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月23日／販売地域　北海道)

寿司

中華菓子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月26日)

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8月27日／販売地域　岩手県)

プリン
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18日／販売地域　滋賀県)

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月31日／販売地域　山口県)

おにぎり　他（計4件）
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8月31日／販売地域　東京都)

刺身（計11件）
賞味期限切れ食材（わさび）を貼付して販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月31日／販売地域　沖縄県)

生うに
消費期限表示及び保存方法表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月29日／販売地域　岩手県)

惣菜

カステラ
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月28日／販売地域　長野県)

鶏肉
異物（ねずみの毛）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月28日)

惣菜（サラダ）
包装不良により消費期限内の品質が保てなくなるおそれ。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月1日)

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8月29日／販売地域　東京都)

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8月27日／販売地域　茨城県)

弁当
アレルギー（えび、かに、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月23日／販売地域　岩手県)

漬物
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　(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。

　

菓子（計2件）
日本語表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月20日／販売地域　茨城県、神奈川県)

弁当
アレルギー（卵、さば、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月26日／販売地域　千葉県)

　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9月8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。

普通乗用自動車（ロールスロイス　ゴースト）
普通乗用自動車（車幅灯）のリコール。（外-3464）
ボディドメインコントローラー(BDC)のソフトウェアが不適切なため、車幅灯が故障した際の車
幅灯の残存要件に適合できなくなり、運転者が車両の故障状態を正しく認識できない。

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-3457）
非常信号用具において、出荷時に運転者席ドアポケットに当該部品が備え付けられていない
おそれがあり、備付け場所が不適切なため運転手が直接確認できず、保安基準を満たさない
おそれがある。

普通乗用自動車（アウディ　アウディ S8　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3466）
ターボチャージャーへのオイル供給ラインに取り付けられているオイルストレーナーにおい
て、当該ストレーナーのメッシュサイズが小さすぎるため、オイルストレーナーにオイルの沈殿
物が付着することがある。長期間、車両を使用することにより沈殿物が増加すると、オイルス
トレーナーがつまり、ターボチャージャーへ十分なオイルを供給できなくなり、最悪の場合、エ
ンジンの出力低下やエンジンが停止するおそれがある。

軽自動車（スズキ　キャリイ　他）
軽自動車（電気装置）のリコール。（5195）
エンジンコントローラにおいて、ＩＣ（集積回路）の製造管理が不適切なため、使用過程におい
てＩＣ内部で断線し、エンジン始動不能や走行中にエンストするおそれがある。

自動二輪車（ホンダ　CRF1100L Africa Twin　他）

自動二輪車（原動機）のリコール。（5201）
エンジン制御コンピュータ（ＥＣＵ）において、車載式故障診断装置の制御プログラムが不適切
なため、故障診断データの処理が重なると、当該データが破損することがある。そのため、異
常を検知しＥＣＵがリセットして、エンストするおそれがある。なお、６速ＤＣＴ型自動変速機搭
載車両においては、フェールセーフが働きクラッチが切れ、駆動力が伝わらなくなり、走行不
能となるおそれがある。

普通乗用自動車（トヨタ　ノア　他）

普通乗用自動車（①かじ取り装置、②その他、③制動装置）のリコール。（5202）
①運転支援装置のＬＴＡ※において、制御プログラムが不適切なため、ハンドル舵角の中立
位置のずれにより、ＬＴＡでのハンドル操舵の補正が不足するものがある。そのため、カーブと
車両速度の状況によっては、早期に警報が作動して、運転者による操舵が必要となり、保安
基準第11条（かじ取り装置）に適合しないおそれがある。
　※レーントレーシングアシスト：レーダークルーズコントロールの作動中、車線維持に必要なハンドル操
作を支援するシステム
②ディスプレイオーディオにおいて、制御プログラムが不適切なため、ナビのルート案内中に
車両を再始動し、直後にパノラミックビューモニターの映像を表示した場合、ナビ案内図を車
両左側の映像に重ねて表示する場合がある。そのため、車両左側の映像が確認できず、保
安基準第44条（後写鏡等の基準）に適合しないおそれがある。
③電動パーキングブレーキにおいて、制御コンピュータ電源回路の異常検出プログラムが不
適切なため、回路内で発生する一時的な応答遅れを異常と誤判定することがある。そのた
め、警告灯が点灯して、電動パーキングブレーキが作動しないおそれがある。

製品名等 届出内容

惣菜（サラダ）
アレルギー（卵、乳、アーモンド、魚醤）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月1日／販売地域　東京都)

漬物
アレルギー（小麦、乳、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月2日)

巻き寿司
アレルギー（かに、卵、乳、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月31日／販売地域　高知県)

ふりかけ
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8月31日／販売地域　東京都)

洋菓子（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4年9月2日／販売地域　長野県、東京都)


