
消 費 者 庁 リ コ ー ル 情 報 サ イ ト http://www.recall.go.jp/index.php

【注意】サイトの一部(原文のまま)をご紹介します。詳しくはリンク先のページよりご確認ください。

　　  　 なお、情報提供ページは提供者側により短期間で削除される場合もあります。予めご了解ください。

記載日 対応開始日 商品名 メーカー 内容 備考 分類 URL

2021/10/1 2021/9/25 函館タナベのかにしゅう

まい、函館タナベの帆立

しゅうまい、函館タナベ

のいかしゅうまい

ゆめタウン丸亀店 回収の理由：

食品表示法違反

賞味期限表示欠落の為

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028419&screenkbn=01

2021/10/1 2021/9/28 釜揚げしらす スーパーかねひら

日野店

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

商品の中にフグの稚魚が混入していた。

異物その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028420&screenkbn=01

2021/10/1 2021/9/1 Oh!!いしいさんちのス

モークチーズ

イズーラ修善寺

他

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

カビによる汚染

健康被害の発生状況：

現在の所、健康被害は発生していないが、腹痛、嘔吐、発熱などの健康被害が発生する可能性

がある。

微生物 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028421&screenkbn=01

2021/10/1 2021/9/17 生鮮セロリ（アメリカ

産）

株式会社ユニオン 回収の理由：

食品衛生法第13条第3項違反

残留農薬の一律基準値（0.01ppm）超過（アセフェート0.05ppm検出）

これまでのところ、健康上の被害の報告はございません。

※厚生労働省の定めるアセフェートの一日許容摂取量（ADI値）は、0.0024mg/kg体重/日で

す。

輸入品 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028422&screenkbn=01

2021/10/1 2021/9/22 オータムスイーツBOX 株式会社 ジミー 回収の理由：

食品表示法違反

表示ラベルの貼り間違いによる、原材料表示の欠落

・添加物：甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）

・特定原材料に準ずるもの（アレルゲン）：カシューナッツ、クルミ

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028424&screenkbn=01

INFORMATION(リコール情報)　　2021/9/18-2021/10/1
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INFORMATION(リコール情報)　　2021/9/18-2021/10/1

2021/10/1 2021/9/28 「豚肉かたロース味付ひ

とくちステーキ用」の表

示が誤貼付された「豚ハ

ラミ味噌漬け（解凍）」

イオンスタイル東

戸塚

回収の理由：

食品表示法違反

・特定原材料「乳」表示の欠落

・その他栄養成分表示は貼付写真の正しいラベルをご確認ください。

健康被害の可能性：

・アレルギー患者が規則した場合アレルギー症状（アナフラキシーショックなどの重篤な症状

を含む）可能性があります。

誤貼付 表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028425&screenkbn=01

2021/10/1 2021/9/30 尾道ラーメン壱番館　4

食箱入り

株式会社壱番館 回収の理由：

食品表示法違反

一部商品において賞味期限表示の付け忘れの恐れあり

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028426&screenkbn=01

2021/9/30 2021/9/23 レーズンウィッチ、レー

ズンウィッチアソート

有限会社ケイワン 回収の理由：

食品表示法違反

賞味期限の誤記載（2021年9月29日と記載すべきところ、2031年9月29日と記載）

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028413&screenkbn=01

2021/9/30 2021/9/29 若どりもも肉（袋・1

入）

サミットストア

松戸新田店

回収の理由：

食品表示法違反

消費期限の誤表示（消費期限21.9.30と表記すべきところ、賞味期限21.10.30と誤表示）

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028414&screenkbn=01

2021/9/30 2021/9/28 レモンのウィークエンド

ほうじ茶と栗のパウンド

森のきりかぶ

株式会社 丸井グ

ループ

回収の理由：

食品衛生法に違反するおそれ

該当商品においてパッケージに入っている脱酸素剤に付いている酸素検知紙は本来「ピンク

色」の状態で出荷されますが、今回「紫色」に変色している商品がございました。

お客さまよりご指摘を受け、調査の結果、在庫の中に紫色のものが数点発見されたため、販売

を中止。

脱酸素剤 その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028418&screenkbn=01

2021/9/29 2021/9/23 明治 ブリック ソルト&ラ

イチ

合同会社西友　南

草津店

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

賞味期限切れ商品の販売

その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028409&screenkbn=01
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2021/9/29 2021/9/27 大入りおでん 株式会社マスゼン 回収の理由：

食品衛生法違反

一部の商品でレトルト殺菌設定不良（正：118℃×37分、誤：108℃×30分）

香味不良（酸っぱい）の申出あり

その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028410&screenkbn=01

2021/9/29 2021/9/29 茶流彩彩さんぴん茶

500mlペットボトル

沖縄コカ・コーラ

ボトリング

回収の理由：

自社基準不適合

その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028411&screenkbn=01

2021/9/29 2021/9/22 はっ酵乳

和三盆ヨーグルト

有限会社大山牧場 回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

「クモ」の種類及び混入経路は不明だが、混入に伴い病原微生物による汚染が生じた可能性が

否定できないため。

現在のところ申出のあった商品以外への混入は確認されておらず、健康被害の報告は受けてお

りません。

異物その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028407&screenkbn=01

2021/9/28 2021/9/17 （わさび茶漬けを使用し

た製品）京のお茶漬け～

布包み～、京のお茶漬け

～5包入～お茶漬け詰め

合わせ、お茶漬けセット

株式会社コント・

ド・フランス

回収の理由：

食品衛生法違反

原料の一部に国内で認可されていない食品添加物（ヨウ素化塩）が使用されていることが判明

した為。

残留量が極めて微量であることからも、健康被害に繋がる可能性は低いと考えられる。

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028403&screenkbn=01

2021/9/28 2021/9/10 紀ノ国屋 わさびふりかけ 株式会社紀ノ國屋 回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

当該商品の原材料に使用されている「わさび茎」に、添加物として認可されていない「ヨウ

素」を使用した食塩、「ヨウ素化塩」が使用されていたため。

対象製品に含まれているわさび茎由来のヨウ素含有量は極めて微量であり、食べることで健康

に悪影響を及ぼす可能性は極めて低いと考えられます。

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028406&screenkbn=01
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2021/9/27 2021/9/10 ①梅わさびふりかけ、②

わさびふりかけ瓶、③わ

さびふりかけ1kg、④味

くらべわさびふりかけ、

⑤味くらべ梅わさび、⑥

わさびふりかけ缶、⑦詰

合せさくら、⑧詰合せも

みじ、⑨詰合せ錦、⑩詰

合せ雅

株式会社フタバ 回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

弊社製品わさびふりかけ類の原料のFDワサビ茎に使用しています「冷凍塩蔵茎わさび」に、

日本では認可されていないヨウ素を加えた塩（ヨウ素化塩）の使用が判明し、メーカより回収

が必要との報告がありましたので、弊社商品も回収いたします。

対象製品に含まれているわさび茎由来のヨウ素含有量は、極めて微量であり、食べることが健

康に悪影響を及ぼす可能性は極めて低いと考えられます。

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028387&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/13 わさびふりかけ、ソフト

ふりかけわさび昆布、ミ

ニパック30Pパート2、

カープビンわさびふりか

け

田中食品㈱ 回収の理由：

食品衛生法違反

FDわさび茎を使用して製造・販売する商品におきまして、原料調達先の自主点検により日本

で認可されていない「ヨウ素化塩」が含まれていたことが判明。

当該原料は日本国以外では認可されており、健康被害の可能性・健康被害のお申し出も全くご

ざいません。

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028388&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/13 わさびふりかけ、わさび

椎茸茶

株式会社マン・ネ

ン

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

わさびふりかけ・わさび椎茸茶の原材料の一部である「乾燥わさび茎」に使用している食塩に

日本では未承認のヨウ素化塩が使用されていることが判明したため、商品の回収を行います。

当該品のヨウ素残留量は極めて微量であることから、喫食しても健康被害繋がる可能性は低い

と考えられる。

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028389&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/10 黒にんにく、有機黒にん

にく

株式会社センコー

技研

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

カビによる汚染

一部の商品において、購入者様からご連絡があり、現物を確認しましたところカビの発生が認

められました。全対象ロットを調査し、現在は問題ないものと判断しておりますが、半年先ま

である賞味期限を鑑み、弊社といたしましては安全安心第一として、当該商品の自主回収をさ

せて頂きます。

微生物 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028390&screenkbn=01
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2021/9/27 2021/9/21 和菓子 お楽しみパック

（秋）

株式会社中村屋

品質保証室

回収の理由：

食品表示法違反

フードパック（容器）に記載している賞味期限について、本来表示すべき期限より長い期限を

表示しました。

誤表示内容

　誤 「２０２１．１１．０７」

　正 「２０２１．１０．０７」

個包装につきましては正しい賞味期限が表示されています。

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028391&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/22 栗拾い（紙菅入） ばいこう堂株式会

社

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

一部商品にカビによる汚染が発見されたため

微生物 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028392&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/23 骨取りさばの味噌煮 生活協同組合コー

プさっぽろ

回収の理由：

食品表示法違反

消費期限印字間違い

正）製造日 21年9月23日〇〇時〇〇分、消費期限 21年9月23日〇〇時〇〇分

　　※消費期限には製造日の18時間後の時間が記載される

誤）製造日 21年9月23日、消費期限 21年10月11日

　　※誤って、18日後の期限を印字

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028393&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/22 真だこ ぶつ切り 頭肉 そうてつローゼン

オルト新子安店

回収の理由：

食品表示法違反

ラベル印字ミスにより本来表示すべき消費期限よりも長い賞味期限のラベルを貼付し販売。

本来あるべき消費期限(9月23日)後に誤って喫食した場合、健康被害を発生する可能性があり

ます。

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028394&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/10 有機黒にんにく、有機黒

にんにく厳選大粒60片

株式会社センコー

技研

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

カビによる汚染

一部の商品において、購入者様からご連絡があり、現物を確認しましたところカビの発生が認

められました。全対象ロットを調査し、現在は問題ないものと判断しておりますが、半年先ま

である賞味期限を鑑み、弊社といたしましては安全安心第一として、当該商品の自主回収をさ

せて頂きます。

微生物 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028395&screenkbn=01
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2021/9/27 2021/9/20 さしみ醤油 有限会社中倉商店 回収の理由：

食品衛生法違反

サッカリンナトリウム0.82g/kgを検出（使用基準：サッカリンナトリウムとして0.50g/kg未

満）

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028396&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/24 おいもチップス (株)デリシア 回収の理由：

食品表示法違反

期限表示の欠落：一部の商品に賞味期限シールの添付漏れ

貼り漏れ 表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028397&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/24 島原梅林、さぼんの華、

かすてら巻、くりまん

じゅう、原城最中、ざぼ

ん最中、松平様、原城、

島原太鼓、くりパイ、カ

ステラ、うら巻、つや

草、ちよか、ざぼんパイ

森島屋 回収の理由：

食品表示法違反

賞味期限を21.10.4と表示するところを、2.10.4と誤って表示したため。

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028398&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/24 お徳用ビーフジャーキー

チップ

株式会社CTF 回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

一部商品内の袋に誤って酸素を透過する材質のフィルムが使われており、同封されている脱酸

素剤の効果が弱まるため、変色やカビ発生の可能性がございます。

現在までのところ同様のお申し出はございませんが、万全を期すために自主回収させていただ

きます。

包材不備 その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028399&screenkbn=01

2021/9/27 2021/9/17 ①4種のナッツケーキ、

②オリジナルパウンド

ケーキ、③オレンジレモ

ンケーキ、④カフェナッ

ツケーキ、⑤クランベ

リーケーキ、⑥ココナッ

ツパインケーキ　他

特定非営利活動法

人　さざなみ会 森

の庭

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

密閉が不十分な商品が混じっている可能性があり、賞味期限内でもカビが発生しているおそれ

がある。

密閉不備 その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028400&screenkbn=01
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2021/9/24 2021/9/17 いかボー 有限会社宮内ハム 回収の理由：

食品衛生法違反

乾燥食肉製品における水分活性基準値の逸脱。賞味期限内に商品劣化が進む可能性がありま

す。

水分活性基

準値の逸脱

その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028371&screenkbn=01

2021/9/24 2021/9/16 （その他の乾燥果実）

サイヤーデーツ

株式会社4th

Avenue

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

・外装のダンボールから14.6ppmのPCBが検出されたため。

・上記と別のダンボールに梱包されたなつめやしの実から0.14ppmのPCBが検出されたため。

当該原材料における安全性につきましては、直ちに健康被害を起こすほどの含有量ではない。

原産国　：

イラン

残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028372&screenkbn=01

2021/9/24 2021/9/16 蔵王高原農園フルーツ

ソース ブルーベリー

蔵王高原農園フルーツ

ソース マンゴー

和歌山産業株式会

社

回収の理由：

・製造所表示の欠落

・食塩相当量表示の欠落

・原材料と添加物の区分け表示の欠落

表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028373&screenkbn=01

2021/9/24 2021/9/22 Picard フルーツサラダ

（赤いフルーツ）

イオンサヴール株

式会社

回収の理由：

食品表示法違反

「原材料名」表示に係る誤表示等

①　「はちみつ」の欠落

②　原材料として使用していない「果糖液糖、加糖ブルーベリー果汁」の誤表示

③　（正）濃縮パッションフルーツ果汁、（誤）パッションフルーツ果汁

なお、「はちみつ」については、１歳未満の乳児には摂取を控える旨の注意喚起表示を行うよ

う厚生労働省・消費者庁から指導されています。（１歳未満の乳児がはちみつを摂取すると健

康被害を及ぼす可能性があるためです。）

輸入品 表示不備 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028383&screenkbn=01

2021/9/24 2021/9/16 さしみ醤油、かえし黒、

こいくち松醤油、こいく

ち寿醤油、こいくち菊醤

油

岩野上康介 回収の理由：

食品衛生法違反

サッカリンナトリウム0.56g/kgを検出（使用基準：サッカリンナトリウムとして0.50g/kg未

満）

※商品②は当該醤油を原材料として使用。

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028384&screenkbn=01
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2021/9/24 2021/9/21 さしみしょうゆ、こいく

ちしょうゆ

西岡好満 回収の理由：

食品衛生法違反

サッカリンナトリウム0.55g/kg（さしみしょうゆ）及び0.62g/kg（こいくちしょうゆ）を検出

（使用基準：サッカリンナトリウムとして0.50g/kg未満）

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028385&screenkbn=01

2021/9/22 2021/9/13 MAM CHAZUKE

WASABI、MAM

CHAZUKE SET02

株式会社カナザワ

ファクトリー

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

原材料の一部であるわさび茎に、日本では未認可添加物であるヨウ素が含まれた食塩（ヨウ素

化塩）が使用されていることが判明したため。

対象商品のヨウ素の残留量は極めて微量であり、喫食しても健康被害につながる可能性は非常

に少なく、これまでに健康被害も確認されておりませんが、万全を期して自主回収させていた

だきます。

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028367&screenkbn=01

2021/9/21 2021/9/17 富士の天然水 500ml、富

士の天然水 2L、

ザ・プライス天然水

500ml

アイリスフーズ

コール

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

菌（カビの一種）の発生が認められたため。

現在までに本件に起因する健康被害は確認されておりません。

微生物 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028362&screenkbn=01

2021/9/21 2021/9/12 やまぐちきらら牛乳

1000ml、酪農3.6牛乳

1000ml、農協3.5牛乳

1000ml、牛乳育ち

1000ml、すっきりやさし

い低脂肪 1000ml　他

やまぐち県酪乳業 回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

 一部の商品で凝固、分離および風味不良等の品質が劣化する可能性がある。

品質劣化 その他 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028363&screenkbn=01

2021/9/21 2021/9/13 海苔を楽しむお茶漬 わさ

び味

株式会社山本海苔

店

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

原料の供給元より原材料の一部（わさび茎）に日本では未認可添加物であるヨウ素が含まれた

食塩（ヨウ素化塩）を使用していたことが判明したため。

製造元からの分析結果から最終製品に含まれるヨウ素濃度はごく微量であり、健康被害の可能

性は極めて低い考えられる。

添加物 残留物質 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028364&screenkbn=01
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2021/9/21 2021/9/17 成城石井 富士山の天然水

500ml

アイリスフーズ 回収の理由：

菌（カビの一種）の発生が認められたため。

現在までに本件に起因する健康被害は確認されておりません。

微生物 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000028365&screenkbn=01
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