
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2月23日
電気ストーブ（パネルヒー
ター）

愛媛県

2 令和4年9月5日 保育サービス 東京都

3 令和4年12月16日 公共施設（スポーツセンター） 神奈川県

4 令和5年1月23日 ソフトコード（迅速継手有り） 東京都

5 令和4年11月14日 保育サービス 愛知県

6 令和4年7月16日 美容サービス（マッサージ） 沖縄県

7 令和3年7月15日 イヤホン（コードレス式） 大分県

　(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5年1月9日 カンピロバクター 三重県

2 令和5年1月18日 ノロウイルス 神奈川県

3 令和5年1月 ノロウイルス 京都府

4 令和5年1月21日 アニサキス 福井県

5 令和5年1月16日（初発） ノロウイルス 鹿児島県

6 令和5年1月 カンピロバクター 香川県

7 令和5年1月22日 アニサキス 茨城県

8 令和5年1月22日 アニサキス 長崎県販売店（販売日不明の食品）

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）の接続部に焦げ。

飲食店（1月13日の食事）

電気ストーブ（パネルヒーター）から異臭がし、当該パネルヒーター及び
周辺物に焦げ。

事故内容

原因施設・原因食品

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日

　　　　　　　　News Release

公園での園外保育中、遊具で遊んでいた幼児が他児と衝突し、当該幼
児の乳歯が抜ける負傷。なお、園外保育実施前における下見での当該
遊具の状況確認が不十分で、当該遊具での遊ばせ方が適切ではなかっ
た。

スポーツセンターにおいて、天井から空調吸出口が落下。

　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

給食施設（1月17日、18日の食事）

飲食店（1月8日の食事）

飲食店（提供日不明の食事）

給食施設（1月16日の弁当）

飲食店（1月15日、16日、17日の食事）

保育施設において、重ねて置いていた椅子が落ち、室内にいた幼児の
左手にあたり、指を骨折。なお、未使用中における当該椅子の管理方法
が適切ではなかった。

美容室において、洗髪の際に首回りにマッサージを受けたところ、首の
痛み及び吐き気が生じ、翌日受診。頸部捻挫傷。

イヤホン（コードレス式）をUSBケーブルを使って充電していたところ、当
該USBケーブルから発煙し、一部に焦げ。

販売店（1月22日に販売された食品）



9 令和5年1月 ノロウイルス 富山県

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（1月19日の食事）

惣菜（揚げもの）
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　販売地域：沖縄県　クラス分類：CLASSⅠ)

ソーセージ
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5年1月27日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

冷凍食品（いかフライ）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月20日　販売地域：東京都)

冷凍食品（コロッケ）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月20日　販売地域：東京都)

弁当
アレルギー（乳、ごま、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月22日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

漬物

アレルギー（えび、かに）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月22日　販売地域：群馬県　クラス分類：CLASSⅠ)

届出内容製品名等

漬物（計2件）

漬物
保存料添加不足により賞味期限までに品質劣化の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月10日　販売地域：福岡県、鹿児島県)

添加物（ソルビン酸）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月20日　販売地域：富山県)

惣菜（サラダ）
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5年1月19日　販売地域：佐賀県　クラス分類：CLASSⅠ)

魚介類加工品（いわし）
一括表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月23日　販売地域：広島県)

惣菜（エビカツ）
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21日　販売地域：茨城県　クラス分類：CLASSⅠ)

米（計4件）
異物（小石）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月20日　クラス分類：CLASSⅠ)

ナッツ加工品
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月20日　販売地域：兵庫県)

一括表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月24日　販売地域：広島県)

佃煮
一括表示が欠落、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24日　販売地域：広島県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（エビカツ）

菓子パン（計3件）
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25日)

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5年1月21日　販売地域：鹿児島県)

たらこ　他（計2件）

豚肉（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5年1月11日　販売地域：千葉県)

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5年1月22日　販売地域：群馬県　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5年1月21日　販売地域：東京都)

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5年1月21日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月21日　販売地域：鹿児島県)

調理パン
アレルギー（えび、卵、りんご、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24日　販売地域：東京都、埼玉県　クラス分類：
CLASSⅠ)

ほっけ（干物）
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5年1月20日　販売地域：東京都、神奈川県、千葉県　クラ
ス分類：CLASSⅠ)

惣菜（ロールキャベツ）（計2件）
消費期限を誤表示、保存温度を誤表示、アレルギー（小麦、卵、乳、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5年1月23日　販売地域：大分県　クラス分類：CLASSⅠ)
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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）

1

2

3

4

5

弁当
アレルギー（りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月24日　販売地域：神奈川県、東京都　クラス分類：
CLASSⅠ)

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5年1月25日)

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（ポルシェ　911 Carrera S）

普通乗用自動車（助手席エアバッグ）のリコール。（外-3548）
革張りのダッシュボードにおいて、助手席付近の革カバーの接着が不適切なため、助手席エ
アバッグの展開時にダッシュボードの一部が変形することによりエアバッグの展開が妨げられ
る可能性がある。最悪の場合、当該部品の一部が破損し乗員が負傷するおそれがある。

普通乗用自動車（ポルシェ　Taycan　他）

普通乗用自動車（左右フロントアクスル）のリコール。（外-3549）
左右フロントアクスルにおいて、エアスプリングストラット上部のサークリップを止める溝の加
工が不適切なため、サークリップが外れ、エアスプリングがストラットと分離してしまうことがあ
る。そのため、エアスプリングのエアが抜けスプリング機能が失陥する事で車両が傾き、ハン
ドルの操作性が低下するおそれがある。

普通乗用自動車（ランボルギーニ　カウンタック）

普通乗用自動車（その他の装置）のリコール。（外-3552）
リヤボンネットのガラスパネルにおいて、接着が不適切なものがあり、接着面が剥離する可能
性がある。そのため、最悪の場合、走行中にガラスパネルが車両から完全に剥離し、脱落す
るおそれがある。

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24日　販売地域：滋賀県)

豚肉
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24日　販売地域：福岡県)

惣菜（天ぷら）
加熱不足の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月26日　販売地域：福岡県)

弁当
アレルギー（乳、さけ、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月25日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

うなぎ（蒲焼）

普通乗用自動車（ニッサン　セレナ　他）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（5268）
アイドリングストップ付車のECOモータにおいて、内部ベアリングのシール仕様が不適切なた
め、シール性能が不足し異物が侵入するとベアリングが破損し異音が発生することがある。
そのまま継続して使用した場合、ECOモータが故障しエンジンが停止するおそれがある。万が
一、周辺部品に整備時等でこぼれたエンジンオイル等の可燃物がある場合、ECOモータ故障
に伴う熱風と火花が開口部から吐出し周辺部品が焼損することがあり、最悪の場合、火災に
いたるおそれがある。

普通乗用自動車（ニッサン　セレナ　他）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（5269）
アイドリングストップ付スマートシンプルハイブリッド仕様車のECOモータにおいて、内部ベアリ
ングのシール仕様が不適切なため、シール性能が不足し異物が侵入するとベアリングが破損
し異音が発生することがある。そのまま継続して使用した場合、ECOモータが故障しエンジン
が停止するおそれがある。

魚介類加工品
アレルギー（ごま、魚醤）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月26日　クラス分類：CLASSⅠ)

ドーナツ
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5年1月24日　販売地域：奈良県　クラス分類：CLASSⅠ)

牛肉（計9件）
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14日　販売地域：東京都、神奈川県、千葉県)

牛乳（計2件）
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5年1月27日　販売地域：長崎県)

巻き寿司（計4件）
アレルギー（えび、魚醤）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月25日　販売地域：沖縄県　クラス分類：CLASSⅠ)

生鮮アカワケギ
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5年1月20日)

生鮮わけぎ
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5年1月25日)

スナック菓子
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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。

　

＜本件に関する問い合わせ先＞
  消費者庁消費者安全課　三宅、石井
  TEL : 03(3507)9263（直通）
　URL : https://www.caa.go.jp/

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2月2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（フォード　リンカーンナビゲーター）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3550）
ブレーキマスターシリンダーにおいて、製造時の内部洗浄が不適切であったため、残留切削
粉によりピストン後部のシールが損傷し、ブレーキ液がブレーキブースター内に漏れることが
ある。その状態が継続するとブレーキ警告灯が点灯し、ブレーキペダルのストロークが増加す
ると共に前輪のブレーキ制動力が低下する。最悪の場合、制動停止距離が長くなることで、
衝突の危険性が高まるおそれがある。


