
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5年2月5日 遊戯施設（トランポリン） 大阪府

2 令和4年11月15日 歯ブラシ 埼玉県

3 令和3年12月22日 イヤホン（コードレス式） 静岡県

4 令和4年9月17日 扇風機（充電式） 岐阜県

5 令和5年2月1日 ガス湯沸器 新潟県

6 令和4年10月19日 保育サービス 北海道

7 令和4年7月22日 医療サービス（美容） 兵庫県

8 令和4年6月29日 保育サービス 島根県

9 令和5年2月12日 遊戯施設（トランポリン） 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5年1月30日 ノロウイルス 茨城県

2 令和5年2月1日 アニサキス 福井県

3 令和5年1月30日 ノロウイルス 広島県

4 令和5年1月29日 ノロウイルス 東京都

5 令和5年2月3日 ノロウイルス 広島県

6 令和5年2月2日 ノロウイルス 広島県

7 令和5年1月22日 カンピロバクター 神奈川県

8 令和5年2月2日 アニサキス 神奈川県

9 令和5年2月6日 アニサキス 鳥取県

遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、着地した際に右足首を負傷
し、救急搬送。右脛骨・腓骨遠位端骨折。

飲食店（1月29日の食事）

販売店（1月31日に販売された食品）

飲食店（1月28日の食事）

クリニックにおいて、医療脱毛の施術を受けたところ、右脇に熱傷。

飲食店（1月19日の食事）

飲食店（2月2日の食事）

飲食店（提供日不明の食事）

乳児が歯ブラシを使用していたところ、歯ブラシの一部で歯茎を裂傷。

事故内容

原因施設・原因食品

令 和 ５ 年 ２ 月 16 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

遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、右肩を負傷し、救急搬送。
肩関節脱臼。

イヤホン（コードレス式）を充電していたところ、異音がし、白煙及び異臭
が発生。

充電中の扇風機（充電式）を充電していたところ、異音がし、発火。当該
扇風機及び周辺物に焦げ。

保育施設において、幼児が鉄棒の上にマットをかけて、その上に座って
飛び降りる遊びをしていたところ、バランスを崩して落下し、右肘を骨折。
職員は遊ぶ様子を見ていたが、注意等は行わなかった。

保育施設において、職員が両脇に抱っこしていた幼児2名を下ろそうとし
たところ、当該職員がバランスを崩し、うち1名の幼児が床に顔面を打
ち、歯を負傷。

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、当該ガス湯沸器及び接
続具の一部に焦げ。

飲食店（1月28日、29日の食事）

飲食店（2月2日の弁当）

飲食店（2月1日の食事）



10 令和5年1月31日 ノロウイルス 愛知県

11 令和5年2月 ノロウイルス 富山県

12 令和5年2月5日 ノロウイルス 埼玉県

13 令和5年2月4日 ノロウイルス 長崎県

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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巻き寿司
アレルギー（えび、乳、牛肉、ごま、さけ、豚肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月3日　販売地域：群馬県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司
アレルギー（かに、乳、牛肉、ごま、さけ、鶏肉、豚肉、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2月3日　販売地域：熊本県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司
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2月4日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

清涼飲料水
日本語表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月1日)

巻き寿司

巻き寿司（計2件）
アレルギー（小麦、卵、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月3日　販売地域：長野県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司
アレルギー（えび、かに、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5年2月3日　販売地域：京都府　クラス分類：CLASSⅠ)

寿司
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月5日　販売地域：三重県)

菓子パン（計3件）

巻き寿司（計2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5年2月3日　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（唐揚げ）

蒲鉾

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2月5日　販売地域：神奈川県　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2月2日　販売地域：愛媛県)

届出内容製品名等

魚肉練り製品
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5年1月31日)

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2月3日　販売地域：鳥取県　クラス分類：CLASSⅠ)

たれ
自社基準を上回る菌数を検出。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月2日　販売地域：大阪府、兵庫県)

飲食店（2月3日に調理した食品）

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5年1月27日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司（計2件）
アレルギー（小麦、卵、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月3日　販売地域：長野県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司（計4件）
アレルギー（小麦、卵、さば、大豆、豚肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月6日　販売地域：岩手県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司
アレルギー（卵、乳、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月3日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（しめさば）（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5年1月27日　販売地域：愛知県)

食材セット（鍋もの）（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5年1月27日　販売地域：愛知県)

巻き寿司
アレルギー（卵）表示等の食品表示の一部が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月3日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司

飲食店（1月30日、31日の弁当）

飲食店（2月4日の弁当）

飲食店（2月4日の食事）

アレルギー（卵、乳、バナナ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月5日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司（計4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5年2月4日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

アレルギー（えび、かに、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月3日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

清涼飲料水
日本語表示が欠落、アレルギー（もも）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月1日　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜

焼菓子（計17件）
保存方法及びアレルギー（乳、アーモンド、くるみ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月3日　販売地域：岐阜県　クラス分類：CLASSⅠ)
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冷凍食品（餃子）（計6件）
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2月7日　販売地域：埼玉県)

炊き込みご飯の素（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5年2月8日　販売地域：東京都、兵庫県)

魚介類加工品（いか）
一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月9日　販売地域：新潟県)

菓子
一部商品の賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月7日　販売地域：愛知県)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（卵、オレンジ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月7日　販売地域：滋賀県　クラス分類：CLASSⅠ)

えび
一部商品に合成抗菌剤が残留。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月27日　販売地域：宮城県)

ゼリー（計3件）
食品表示が欠落、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2月7日　クラス分類：CLASSⅠ)

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5年2月6日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

異物（プラスチック片）混入。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月7日)

ワイン

菓子
異物（金属片）混入。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月7日　販売地域：愛知県、茨城県　クラス分類：
CLASSⅠ)

寿司
異物（ホチキス芯のようなもの）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月2日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

洋菓子（計3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5年2月2日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（ソーセージ）（計2件）
アレルギー（卵、乳、牛肉、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31日　販売地域：栃木県　クラス分類：CLASSⅠ)

総菜パン
アレルギー（卵、牛肉、豚肉、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2月5日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司（計3件）
アレルギー（いか、さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月2日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

巻き寿司
アレルギー（卵、乳、オレンジ、牛肉、ごま、鶏肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月7日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

煮豆　他（計2件）
アレルギー（小麦、卵、ごま、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月9日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当（計4件）
アレルギー（小麦、卵、ごま、大豆、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2月9日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（計5件）
アレルギー（小麦、卵、乳、ごま、大豆、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月9日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

煮豆　他（計5件）
アレルギー（小麦、卵、大豆、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月9日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

冷凍食品
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2月5日　販売地域：愛知県)

弁当
アレルギー（えび、ごま、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2月6日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

ドレッシング
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2月7日　販売地域：大阪府、香川県　クラス分類：
CLASSⅠ)

惣菜（揚げもの）（計2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5年2月8日　販売地域：京都府　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（煮魚）（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5年2月9日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

佃煮
アレルギー（小麦、さば、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月10日　販売地域：茨城県　クラス分類：CLASSⅠ)

生かき(加熱用）
加熱用表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月10日　販売地域：東京都)

洋菓子（計2件）
保存温度及び賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月8日　販売地域：東京都)

巻き寿司
アレルギー（乳、えび、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月4日　販売地域：栃木県　クラス分類：CLASSⅠ)

味噌
賞味期限、アレルギー（小麦、大豆）表示等の食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月10日　販売地域：兵庫県　クラス分類：CLASSⅠ)

レトルト食品（カレー）
アレルギー（乳、ごま、豚肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月10日　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
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2月8日　販売地域：熊本県　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

　

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。

　

アレルギー（豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月10日　販売地域：長野県　クラス分類：CLASSⅠ)

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2月10日　クラス分類：CLASSⅠ)

普通乗用自動車（かじ取り装置）のリコール。（外-3562）
ステアリングシャフトにおいて、接続部位のボルト締結作業が不適切なため、締付けトルクが
不足しているものがある。そのため、走行時等の振動で接続が緩み、ハンドルのガタや異音
が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、接続が外れてかじ取りが出来なく
なるおそれがある。

弁当

＜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16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

普通乗用自動車（トヨタカスタマイジング＆ディベロップメ
ント）

レクサスＲＸ４５０ｈ（ハイブリッド仕様車）用の後付消音器において、左側テールパイプの強度
が不足していたため、亀裂が発生し異音が出て、排気が漏れる場合がある。そのため、その
ままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して破損し、最悪の場合、脱落するおそれがある。
自主改善。

軽自動車（ホンダ　N-ONE）

軽自動車（動力伝達装置）のリコール。（5277）
手動変速機を搭載した車両において、ピークトルクリミッタの樹脂製ハウジングの成形条件が
不適切なため、当該ハウジングの強度が低下したものがある。そのため、クラッチの繰返し操
作によりハウジングが破損し、クラッチ液が漏れ、最悪の場合、クラッチ操作ができず変速で
きなくなるおそれがある。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　GLE350d 4MATIC
他）

普通乗用自動車（車枠）のリコール。（外-3561）
後部車枠において、設計公差が不適切および製造誤差が大きいため、リアゲート周り等の水
密性が不足しているものがある。そのため、走行時等の車枠のひずみにより雨水が少量ずつ
荷室内に浸入する。雨水の浸入が繰り返されることによりスペアタイヤの格納室がやがて浸
水し、近傍にある燃料ポンプコントロールユニット内にも水分が浸入することで、最悪の場合、
走行中に警告灯の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（メルセデス・ベンツ　GLE400d
4MATIC）

寿司
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2月9日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ)

いか
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月9日　販売地域：愛知県)


