
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12月2日 電子レンジ 和歌山県

　(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 カンピロバクター 香川県

2 令和4年12月4日 カンピロバクター 山口県

3 令和4年11月20日 カンピロバクター 神奈川県

4 令和4年12月9日 アニサキス 熊本県

5 令和4年12月5日 アニサキス 千葉県

6 令和4年11月30日 アニサキス 東京都

7 令和4年12月8日 ウエルシュ菌 山口県

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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電子レンジから発煙。当該電子レンジ内部が一部溶解。

事故内容

原因施設・原因食品

飲食店（11月28日の食事）

飲食店（12月2日の食事）

届出内容製品名等

生かき(生食用）（計6件）

弁当

成分規格不適合（大腸菌数）。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月8日)

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12月11日　販売地域：福井県、石川県　クラス分類：
CLASSⅠ)

漬物
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月10日　販売地域：徳島県、兵庫県)

おから
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月9日　販売地域：佐賀県)

惣菜（コロッケ）
アレルギー（牛肉、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12月9日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

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12月10日　販売地域：徳島県)

令 和 ４ 年 12 月 22 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

飲食店（11月18日の食事）

飲食店（12月8日の食事）

飲食店（12月4日の食事）

飲食店（11月29日の食事）

給食施設（12月7日又は12月8日の食事）
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アレルギー（えび、小麦、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12月11日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司
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12月14日　販売地域：長野県　クラス分類：CLASSⅠ)

チーズ
一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月15日)

餅
包装不良により一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月13日)

生鮮小松菜
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12月1日　販売地域：福岡県)

惣菜
一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月12日)

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12月12日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

生鮮コブミカンの葉
成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月12日)

冷凍養殖カエル
成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月12日)

生鮮くわい
成分規格不適合（残留農薬）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12月13日)

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12月12日　販売地域：東京都)

弁当
一部具材の加熱不足による食中毒の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月11日　販売地域：長野県)

和菓子
見本品を誤って販売。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月12日　販売地域：三重県)

さば（フィーレ）

たらこ
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月1日　販売地域：愛知県、三重県、滋賀県)

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月10日　販売地域：茨城県)

餅
一部商品に微生物発生による変色。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月13日)

焼菓子
異物（ビニール片及び紙片）混入。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月9日)

粉末食品
包装不良により商品の漏れ及び品質劣化の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月13日)

魚介類加工品（数の子）
保存温度表示及び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12月15日　販売地域：新潟県)

和菓子
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12月15日　販売地域：福島県　クラス分類：CLASSⅠ)

生鮮くわい
成分規格不適合（残留農薬）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12月15日)

魚介類加工品
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月9日　販売地域：群馬県)

惣菜（えび料理）
アレルギー（えび、卵、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月15日　販売地域：山口県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司（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12月13日　販売地域：高知県　クラス分類：CLASSⅠ)

寿司
アレルギー（卵、さけ、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月13日　販売地域：高知県　クラス分類：CLASSⅠ)

寿司（計3件）
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12月14日　クラス分類：CLASSⅠ)

寿司（計2件）
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12月14日　販売地域：愛媛県、高知県、神奈川県　クラ
ス分類：CLASSⅠ)

惣菜（味付玉子）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月13日　販売地域：埼玉県、東京都、群馬県)

カットフルーツ（計3件）
異物（金属片）混入。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月13日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜
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（注）消費者庁への消費者事故等の通知時において、厚生労働省ウェブサイト「食品リコール公開回収事案検索」の「健康への危険性の程度」欄が

　　　 「CLASSⅠ」とされている場合はその旨を記載しています。なお、「CLASSⅠ」の程度はそれぞれ次のとおりです。

①食品衛生法：喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い

②食品表示法：喫食により直ちに消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性が高い

　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
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惣菜（炒めもの）
アレルギー（えび、卵、牛肉、さけ、さば、魚介類）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月15日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
アレルギー（かに、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12月10日　販売地域：栃木県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（焼鳥）
アレルギー（小麦、乳、ごま、大豆、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12月13日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

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12月14日　販売地域：茨城県)

魚肉練り製品
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月13日　販売地域：北海道)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（卵、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月12日　販売地域：三重県　クラス分類：CLASSⅠ)

菓子パン
アレルギー（乳、大豆）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12月7日　販売地域：静岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　C220d　他）

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　GLS400d 4MATIC
他）

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　EQA250）

普通乗用自動車（車枠及び車体）のリコール。（外-3532）
12Vバッテリにおいて、固定方法が不適切なため、事故などの衝突時の負荷に耐えられず、
固定場所から動く可能性がある。そのため、バッテリ配線が外れることで、最悪の場合、衝突
後の安全機能（緊急通報サービス、電動シート調整、非常点滅表示灯、自動ドアロック解除）
が適切に作動しないおそれがある。

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3533）
フロントアクスルの一体型キャリアにおいて、防錆処理が不適切なため腐食に対する耐用年
数が低いものがある。そのため、年数が経過すると強度が低下することで部分的な破損が発
生し、最悪の場合、操舵が不能になるおそれがある。

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3534）
ディーゼルエンジンの燃料供給ホースにおいて、製造指示が不適切なため、製造時に使用す
る分離剤に誤りがある。そのため、ホース内壁の摩擦力が低くなっているため、接続ノズルと
のクランプ締結が適切に行われているにもかかわらずラバーホースの抜けが発生して燃料漏
れを起こし、最悪の場合、警告灯点灯と共にエンジンが停止するおそれがある。

普通乗用自動車（座席）のリコール。（外-3535）
3列目シートのバックレストロックにおいて、生産管理が不適切なため、背もたれの固定に必
要な左右2か所のシートバックレストロックのリターンスプリングの片側が装着されていないも
のがある。そのため事故等で衝突した際に、背もたれが倒れることで、最悪の場合、乗員が
負傷するおそれがある。

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3536）
フロントモータの電気配線において、配索指示が不適切なため、フロントモータのサポートフ
レームに干渉し、被覆が摩滅することで短絡し、警告灯が点灯して出力が低下する等の不具
合が発生することがある。短絡する電気配線の種類によっては、最悪の場合、走行不能に至
るおそれがある。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　E300 クーペ　他）

普通乗用自動車（車体）のリコール。（外-3538）
右後席の窓枠において、製造設備が不適切なため、窓ガラスへの接着が適切に行われてい
ないものがある。そのため、走行時に後席窓から脱落し、最悪の場合、後続車両の交通の妨
げになるおそれがある。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　G350 Blue TEC
他）

普通乗用自動車（その他）のリコール。（外-3539）
制御プログラム管理サーバの不具合により、特定の日に整備作業等を行ったコントロールユ
ニットにおいて、書き込まれた制御プログラムの内容に不適切なものがある。そのため、
　１．出力低下の発生や、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。
　２．ESP（横滑り防止装置）やABSの性能低下、灯火器の不点灯等が発生するおそれがあ
る。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　GLB200d）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3537）
ESPコントロールユニット（横滑り防止装置）において、車両組立工場内での取扱いが不適切
なため、外装が変形しているものがある。そのため、気密性能が低下することで水分が浸入
し、電気的故障が発生して警告灯の点灯と共に横滑り防止機能やABSの作動が停止し、最
悪の場合、内部で短絡が発生して火災に至るおそれがある。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　A250 4MATIC セ
ダン　他）

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　C200　他）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3531）
エアサスペンションのエアコンプレッサにおいて、減圧バルブの材質が不適切なため、錆が発
生して作動不良を起こすことがある。そのため警告灯点灯と共に車高調整ができず、最悪の
場合、走行中に車高が低下するおそれがある。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　E200　他）
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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12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。

　「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（メルセデス・ベンツ　S500 4MATIC
他）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3540）
ステアリングコラムモジュールの配線コネクタにおいて、作業指示が不適切なため、緩み止め
ロックが装着されていないものがある。そのため、使用過程で受ける走行振動により当該コネ
クタが緩み、電気的な接触不良を起こすことで関連装置の警告灯が点灯すると共に、最悪の
場合、ESP（横滑り防止装置）、運転席側エアバッグ、方向指示器、ギアセレクタが作動しなく
なるおそれがある。


