
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8日 電気カーペット 岐阜県

2 令和4年12月20日 ガスこんろ 兵庫県

3 令和4年11月23日
電気温風機（セラミックファン
ヒーター）

石川県

4 令和4年5月11日 バッテリー（空調衣類用） 山口県

5 令和4年9月11日
その他のサービス（スポーツ
ジム）

東京都

6 令和4年9月18日 医療サービス（鍼灸） 東京都

7 令和4年10月31日 保育サービス 愛知県

8 令和4年1月8日 公共施設（体育館） 大阪府

9 令和4年2月5日 公共施設（体育館） 宮崎県

10 令和4年5月28日 公共施設（体育館） 群馬県

11 令和4年12月18日 電気冷蔵庫 愛知県

12 令和4年11月18日 保育サービス 福岡県

13 不明 照明器具 大阪府

14
令和4年12月31日及び令
和5年1月2日

ガス湯沸器 大阪府

　(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12月16日 アニサキス 福井県

使用中の照明器具から異臭及び破裂音。

事故内容

原因施設・原因食品

充電中のバッテリーから発火し、当該バッテリー及び周辺物に焦げ。

電気カーペットを使用して就寝していたところ、異臭がしたため確認する
と、当該電気カーペットの一部が溶解及び焦げ。

体育館において、バレーボールの試合中にレシーブのため床に飛び込
んだところ、床材の一部（木片）が腹部に刺さり、負傷。救急搬送先で木
片を除去。

体育館において、バスケットボールの練習中に床に滑り込んだ際に剥離
した床材の一部が右膝に刺さり、13針縫う負傷。

体育館において、着座から後方へ引くように立ち上がったところ、床材の
一部が臀部に刺さり、負傷。

電気温風機を使用していたところ、当該電気温風機の一部及び周辺が
溶解。

使用中の電気冷蔵庫から破裂音がして発煙。

令 和 ５ 年 １ 月 13 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

販売店（12月15日に販売された食品）

ガスこんろを使用し、数時間後に確認したところ、当該ガスこんろ内部か
ら発火し、当該ガスこんろの一部に焦げ。

スポーツジムにおいて、利用者が運動機器を使用中、当該機器のワイ
ヤーが切れ、当該利用者の足が当該機器の支柱に衝突し、救急搬送。
下肢打撲。

鍼の施術を受けたところ、施術した鍼が抜けなくなり、救急搬送。

保育施設において、アレルギーのある幼児に対して、職員が確認せずに
おやつを与えたため、当該おやつを食べた幼児がアナフィラキシーを発
症し、救急搬送。

消費者が取り付けたガス湯沸器を使用したところ、当該ガス湯沸器と接
続具の接続不良により漏えいしたガスに引火し、当該ガス湯沸器の一部
に焦げ。

保育施設において、職員が幼児の手の位置を確認せずに折り畳み机を
畳んだところ、当該幼児の指を挟み、指先を縫う負傷。



2 令和4年11月23日 カンピロバクター 沖縄県

3 令和4年12月12日 カンピロバクター 長崎県

4 令和4年12月17日 アニサキス 宮城県

5 令和4年12月12日 カンピロバクター 静岡県

6 令和4年12月18日 カンピロバクター 鳥取県

7 令和4年12月17日（初発） ノロウイルス 滋賀県

8 令和4年11月10日 カンピロバクター 神奈川県

9 令和4年12月16日 カンピロバクター 神奈川県

10 令和4年12月20日 ノロウイルス 神奈川県

11 令和4年12月22日（初発） ノロウイルス 静岡県

12 令和4年12月 カンピロバクター 鹿児島県

13 令和4年12月18日 カンピロバクター 沖縄県

14 令和4年12月12日 ノロウイルス 東京都

15 令和4年12月 アニサキス 神奈川県

16 令和4年12月16日 ノロウイルス 東京都

17 令和4年12月19日 カンピロバクター 滋賀県

18 令和5年1月2日 ノロウイルス 福井県

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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飲食店（12月9日の食事）

飲食店（12月15日の食事）

らー油

惣菜（天ぷら）

真空不良により品質基準を満たせない可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年12月13日　販売地域：山梨県、静岡県、長野県)

飲食店（11月19日の食事）

販売店（12月16日に販売された食品）

添加物（サッカリンナトリウム）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月19日　販売地域：秋田県)

アレルギー（いか、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17日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

おにぎり
アレルギー（小麦、大豆）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：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

鶏肉
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月16日　販売地域：埼玉県)

弁当
アレルギー（えび、乳、いか、さば、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18日　販売地域：岐阜県　クラス分類：CLASSⅠ)

漬物

飲食店（12月15日に販売された食品）

飲食店（12月17日の食事）

飲食店（12月31日～1月2日の弁当）

調味料
アレルギー（えび）表示が欠落、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12月16日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

飲食店（12月10日の食事）

飲食店（12月16日、17日および18日の食事）

届出内容製品名等

飲食店（11月8日の食事）

飲食店（12月13日の食事）

給食施設（12月18日および19日の食事）

飲食店（12月21日および23日の食事）

飲食店（12月6日の食事）

飲食店（12月16日の食事）

飲食店（12月10日および12日の食事）

販売店（12月25日に販売された食品）

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16日　販売地域：兵庫県)

辛子明太子（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12月19日　販売地域：福岡県)

洋菓子

辛子明太子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月19日　販売地域：福岡県)
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惣菜（カキフライ）
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21日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

カレーの素（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19日　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子
アレルギー（小麦、卵、アーモンド）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月19日　販売地域：兵庫県　クラス分類：CLASSⅠ)

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12月21日　販売地域：広島県)

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12月12日　販売地域：大阪府)

カレーの素（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19日　クラス分類：CLASSⅠ)

カレーの素（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19日　クラス分類：CLASSⅠ)

しらす（計2件）
フグ混入。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月19日　販売地域：山形県　クラス分類：CLASSⅠ)

寿司（計9件）
アレルギー（えび、かに、小麦、卵、大豆）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：奈良県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計5件）
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20日　販売地域：大分県)

焼菓子　他（計2件）
賞味期限表示及びアレルギー（小麦、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計5件）
賞味期限表示及びアレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計2件）
賞味期限表示及びアレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計5件）
賞味期限表示及びアレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計5件）
賞味期限表示及びアレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司
アレルギー（えび、卵、乳、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16日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

洋菓子（計3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12月19日　販売地域：山形県)

魚介類加工品（いわし）
アレルギー（小麦、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月19日　クラス分類：CLASSⅠ)

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12月17日　販売地域：奈良県)

焼菓子（計2件）
賞味期限表示及びアレルギー（小麦、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

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12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計3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12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計4件）
賞味期限表示及びアレルギー（小麦、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計5件）
賞味期限表示及びアレルギー（小麦、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

和菓子（計2件）
消費期限表示及びアレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計3件）

キャラメルクリーム
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　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
アレルギー（卵、そば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月17日　販売地域：宮崎県　クラス分類：CLASSⅠ)

辛子明太子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月19日　販売地域：福岡県)

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12月10日　販売地域：千葉県)

惣菜（天ぷら）
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12月9日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)
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惣菜（メンチカツ）　他（計2件）
アレルギー（えび、卵、乳、いか、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12月21日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

洋菓子（計2件）
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：福岡県)

惣菜（コロッケ）
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14日　販売地域：鳥取県　クラス分類：CLASSⅠ)

菓子
日本語表示の欠落により、アレルギー（小麦、卵、ごま）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　クラス分類：CLASSⅠ)

豆腐
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22日　販売地域：北海道)

惣菜（ロールキャベツ）
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20日　販売地域：岩手県)

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12月19日　販売地域：石川県)

ラーメン
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月29日　販売地域：奈良県)

いくら
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21日　販売地域：京都府)

巻き寿司
アレルギー（小麦、卵、さけ、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月22日　販売地域：大阪府　クラス分類：CLASSⅠ)

おにぎり（計4件）
消費期限切れの商品を販売。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月22日　販売地域：新潟県)

惣菜（揚げもの）
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20日　販売地域：三重県　クラス分類：CLASSⅠ)

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12月20日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子
アレルギー（アーモンド）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月21日　販売地域：北海道　クラス分類：CLASSⅠ)

おにぎり
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12月22日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

ドーナツ
チルド品を常温で販売。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月22日　販売地域：滋賀県)

卵加工品（計21件）
添加物（塩化ジデシルメチルアンモニウム）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月21日)

冷凍食品（揚げもの）
冷凍品を冷蔵で販売。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月11日　販売地域：山形県)

クリームチーズ　他
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12月6日　販売地域：長崎県)

惣菜（グラタン）
アレルギー（かに、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月22日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

漬け魚　他（計3件）
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12月23日　販売地域：長野県)

漬け魚　他（計8件）
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12月23日　販売地域：長野県)

漬け魚（計2件）
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12月23日　販売地域：長野県)

惣菜（えびフライ）
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22日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

味付豚肉
アレルギー（小麦、乳、大豆、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21日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

味付メンマ
保存温度表示、賞味期限表示、及びアレルギー（小麦、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月23日　クラス分類：CLASSⅠ)

冷凍トゲウナギ
成分規格不適合（抗生物質）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19日)

惣菜（鶏料理）（計2件）
加熱不足による生焼けの可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月23日　販売地域：長野県)

中華まんじゅう（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12月22日　販売地域：千葉県)

糖蜜
一括表示にない添加物（安息香酸）を検出。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月23日)
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洋菓子（計2件）
冷凍品を冷蔵で販売。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月31日　販売地域：埼玉県)

キムチ
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12月27日　販売地域：福岡県)

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12月31日　販売地域：岩手県)

弁当
アレルギー（小麦、卵、乳、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、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12月30日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

惣菜（天ぷら）
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5年1月2日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

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12月28日　販売地域：広島県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司
アレルギー（小麦、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月26日　販売地域：島根県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（天ぷら）（計2件）
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12月29日)

蒲鉾（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12月29日)

レトルト食品（カレー）（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29日　クラス分類：CLASSⅠ)

えび
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月25日　販売地域：東京都)

惣菜（米料理）
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25日　販売地域：大阪府)

ししゃも
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25日　販売地域：千葉県)

うどん
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12月26日　クラス分類：CLASSⅠ)

生麩（計6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12月26日)

菓子パン
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12月28日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

ミックスナッツ
賞味期限切れの商品を販売した可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月15日　販売地域：福岡県)

生鮮ほうれん草
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23日)

和菓子
異物（ゴム片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日)

レトルト食品（計28件）
殺菌不良により容器包装詰加圧加熱殺菌食品の規格基準に満たない可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月23日)

いか（生食用）
成分規格不適合（大腸菌群）。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月20日)

キムチ（計2件）
アレルギー（えび、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月28日　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
消費期限を誤表示、アレルギー（かに、乳、ごま、牛肉、さば、大豆、鶏肉、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12月28日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

調味料
添加物（安息香酸）の使用基準違反　ほか。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月29日)

焼菓子
期限切れの見本品を販売。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月28日　販売地域：愛媛県)

総菜パン（計2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12月24日　販売地域：長崎県)

うどん
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12月26日　クラス分類：CLASSⅠ)

ミネラルウォーター
異物（ゴム片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月14日)

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12月15日　販売地域：千葉県)

米菓（計2件）

かに
賞味期限切れの商品を販売。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月27日　販売地域：福岡県)
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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

さけ（切り身）
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12月30日　販売地域：福岡県)

味付サーモン(計2件）
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5年1月5日　販売地域：新潟県　クラス分類：CLASSⅠ)

鶏肉
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月30日　販売地域：埼玉県)

コーヒー
清涼飲料水製造業の許可を持たない施設で製造、食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月23日　販売地域：大阪府)

魚介類加工品（にしん）
カビによる汚染。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月3日　販売地域：北海道)

惣菜（天ぷら）
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12月30日　販売地域：東京都)

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5年1月4日　販売地域：兵庫県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（焼き魚）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月30日　販売地域：神奈川県)

魚介類加工品（さけ）
アレルギー（小麦、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月4日　クラス分類：CLASSⅠ)

たこ
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27日　販売地域：神奈川県)

ジュース　他（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12月30日)

馬肉
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月24日　販売地域：東京都)

焼菓子
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12月22日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

調理パン
アレルギー（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5年1月3日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

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5年1月2日　販売地域：長野県)

きのこ
出荷制限地域で採取したものが混入した可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月27日)

豚肉　他（計2件）
異物（ベルト片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月4日)

さば　他（計3件）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月29日　販売地域：埼玉県)

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5年1月5日　販売地域：愛知県)

米菓
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5年1月5日　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（チキンカツ）　他（計2件）
アレルギー（ごま、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30日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

寿司
アレルギー（えび、いか、いくら、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月6日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

餅　他（計2件）
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12月29日　販売地域：熊本県　クラス分類：CLASSⅠ)

餅（計3件）
包装不良によるカビ発生。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月3日　販売地域：大阪府)

うなぎ（長焼）
冷凍品を冷蔵で販売。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月5日　販売地域：千葉県)

餅（計2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5年1月7日　販売地域：大分県、福岡県)

ふぐ
有毒部分を除去せずに販売。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月6日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)



　(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。

　

自動二輪車（スズキ　ジクサー）

自動二輪車（電気装置）のリコール。（5259）
イグニッションスイッチにおいて、配線の固定位置が不適切なため、ハンドル最大操作時に強
く屈曲する箇所がある。そのため、そのまま使用を続けると、屈曲の繰り返しにより当該配線
が断線し、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

　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（2023年1月13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

自動二輪車（BMW　BMW K1600B　他）

自動二輪車（緩衝装置）のリコール。（外-3541）
リアサスペンション下部とフレーム間を連結しているピポッドストラットにおいて、製造工程が
不適切なため、硬度が不足しているものがある。そのため、当該部品が破損し、車両後部の
車高が降下し、最悪の場合、リアタイヤとホイールカバーが接触することで大きな減速が発生
し、走行安定性を損なうおそれがある。

普通乗用自動車（ジープ　グランドチェロキー　他）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3542）
制動装置においてABSの制御プログラムが不適切なため、ブレーキプレッシャーセンサーか
らの信号に過敏に反応してしまうことがある。そのため、ブレーキペダルを踏んでないにもか
かわらず、制動灯が点灯および、エンジンが始動可能となるとともにPレンジからシフト操作が
可能となり、車両が動き出すおそれがある。

自動車用品（サイバーストーク　LEDルームランプ球）
当該製品の構成部品であるヒートシンク部の絶縁塗膜が剥離することでヒートシンク部に導
通してしまい短絡することがある。このため、最悪の場合、発熱・発火により灯具が損傷する
おそれがあるため自主改善。

軽自動車（ダイハツ　ムーブ　他）

軽自動車（運転者席、乗車装置）のリコール。（5260）
予防安全機能（スマートアシスト）用カメラにおいて、ウインドシールドガラスへのカメラ固定用
ブラケットの接着工程管理が不適切なため、接着力が弱いものがある。そのため、使用過程
で当該ブラケットが剥がれ、最悪の場合、走行中に落下して前方視界を妨げるため、運転者
席の基準を満足しないおそれがある。また、落下したブラケットの端部形状が乗車装置の基
準を満足しないおそれがある。

普通乗用自動車（スズキ　ハスラー　他）

普通乗用自動車（エアバッグ装置）のリコール。（5264）
エアバッグコントローラにおいて、バックアップ電源用コンデンサの製造不良により、内部
ショートが発生することがある。そのため、コントローラの電源が衝突時に遮断されると全ての
エアバッグ及びシートベルトプリテンショナーが展開しないおそれがある。

普通乗用自動車（プジョー　リフター）

普通乗用自動車（車体）のリコール。（外-3545）
アンダーエンジンプロテクターにおいて、設計が不適切なため、オフロード走行の際にプロテ
クター内に草が堆積する場合がある。このため、堆積した草が排気管と接触して火災に至る
おそれがある。

普通乗用自動車（ポルシェ　911 GT3）
普通乗用自動車（運転席及び助手席シート）のリコール。（外-3524）
運転席と助手席シートベルトにおいて、シートベルトアンカーの取付けスクリューの締付けトル
クが不適切なため、最悪の場合、シートベルトが外れ乗員を拘束できなくなるおそれがある。

普通乗用自動車（マセラティ　MC20）

普通乗用自動車（灯火装置）のリコール。（外-3528）
尾灯制御回路用プリント基板において、半導体供給不足のため、メーカー指定と異なる金属
酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）をサプライヤーにて組み付けた製造ロットが
あった。このため、バッテリー電圧が最大値（16V）となる付近で尾灯への電流供給が不安定
になることがあり、最悪の場合、尾灯が小刻みに明滅するおそれがある。

普通乗用自動車（マセラティ　MC20））

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3529）
原動機のブローバイガス還元装置において、車両生産工場での組付けの際、オイルセパレー
ターから吸気ダクトに至るブローバイパイプが取り付けられていないことがある。このため、ご
く稀に開口部から微細な異物が吸気内に混入し、最悪の場合、ターボインペラーが損傷する
おそれがある。またオイルセパレーターを通過した微量のオイルベーパーによりエンジンルー
ム内が汚れることがある。


