
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

2022/6/7 2022/6/3 食品自動販売機

ショートケーキ缶、

ショートケーキ缶ミニ、

チョコレート缶、

チョコレート缶ミニ、

ティラミス、マカロン

回収の理由：

　食品衛生法違反

　菓子製造業許可が必要な商品を、菓子製造業許可の許可を取得していない施設で製造したた

め

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

php?rcl=00000029371&screenkbn=01

2022/6/7 2022/6/2 中華めん類

ヤマナカスター焼そば3

食入

サンデイリー株式

会社

回収の理由：

　食品衛生法違反のおそれ

　変色がありカビによる汚染と考えられるため

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

php?rcl=00000029369&screenkbn=01

2022/6/8 2022/6/4 ベストプライス　ミック

スゼリー、ぶどう&アロ

エ、ヨーグルトデザー

ト、白桃ゼリー、みかん

ゼリー

イオン株式会社 回収の理由：

　トップバリュベストプライス　ミックスゼリー、ぶどう&アロエゼリー、ナタデココいっぱ

いヨーグルトデザートで原料原産地表示の欠落及び賞味期限の不適切な表示（期限を短く表

示）とトップバリュベストプライス　白桃ゼリー、みかんゼリーに原料原産地表示の欠落

①BP果肉いっぱいミックス230g　異性化液糖（国内製造）

②BP果肉いっぱい ぶどう&アロエ230g　異性化液糖（国内製造）

③BPナタデココいっぱい ヨーグルトデザート230g　ナタデココ（インドネシア製造）

④BP果肉いっぱい白桃ゼリー230g	　白桃（中国産）

⑤BP果肉いっぱいみかんゼリー230g　みかん（中国産）

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

php?rcl=00000029374&screenkbn=01

2022/6/9 2022/4/26 食用油脂

CBDオイル5%/10%(オレ

ンジ、ブルーベリー、レ

モン、ココア/無香料)

株式会社九州コー

ケン

回収の理由：

　食品衛生法違反

　製造許可範囲外での生産品

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

php?rcl=00000029379&screenkbn=01

2022/6/9 2022/5/2 食用油脂

Poi! CBD オイル

株式会社九州コー

ケン

回収の理由：

　食品衛生法違反

　製造許可範囲外での生産品

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

php?rcl=00000029378&screenkbn=01
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2022/6/10 2022/6/10 ベルギーワッフル（プ

レーン）

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

　 アレルギー表示（乳成分）の欠落

　アレルギー体質の方は、腹痛、嘔吐などの健康被害が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=00000029396&screenkbn=01

2022/6/10 2022/6/9 玄米柿の種 栗山米菓 回収の理由：

　食品衛生法違反のおそれ

　消費者から「ピーナッツが美味しくない」とのお申し出が6件あり、製品の過酸化物価の上

昇が懸念されるため。

　油脂の酸化により気分が悪くなる可能性があります。なお、これまでに健康被害の報告はあ

りません。

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

php?rcl=00000029395&screenkbn=01

2022/6/10 2022/6/9 ベルギーチョコチップ

ワッフル

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

　 アレルギー表示（乳成分）の欠落

　アレルギー体質の方は、腹痛、嘔吐などの健康被害が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=00000029386&screenkbn=01

2022/6/10 2022/6/8 特「刀剣乱舞-花丸-」～

雪ノ巻～×亀屋良長 京せ

んべい「薫る便り」

亀屋良長 本店 回収の理由：

　食品表示法違反

　特定原材料「卵」の表示欠落

　優良誤認表示（古代小麦、沖縄の塩）

　乳成分の表示過剰

　卵アレルギーをお持ちの方が喫食した場合、アレルギー反応を起こす可能性が御座います。

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

php?rcl=00000029385&screenkbn=01
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2022/6/10 2022/6/8 焼豚ブロック（福留ハ

ム）

㈱ダイエー此花店 回収の理由：

　食品表示法違反

　期限の表示誤り　＜正＞ 消費期限22.6.9　＜誤＞ 賞味期限22.7.22

 6月9日現在 健康被害の報告はなく、6月10日以降の喫食により健康被害が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=00000029383&screenkbn=01

2022/6/10 2022/6/9 新潟県産コシヒカリ100%

使用 玉子がゆ

たいまつ食品㈱ 回収の理由：

　食品衛生法違反のおそれ

　工程検査において、自社基準(耐圧強度)を満たさない製品があり、商品袋メーカーに問い合

わせたところ、商品袋に異常があるとの報告があったため。

　当該製品製造時の工程検査では異常は見られませんでしたが、万全を期すために自主回収を

決定しました。

　微生物の影響で健康被害の可能性があります。

　現時点では健康被害の報告はございません。

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

php?rcl=00000029382&screenkbn=01

2022/6/10 2022/5/25 はるちゃんのアイス屋

（バニラ、コーヒー、小

倉、チョコ、ラムレーズ

ン、ゆずアイス）

高知県農業協同組

合

回収の理由：

　食品表示法違反

　①～⑥の商品について、アレルゲン表示「卵」の欠落

　アレルゲン表示「卵」の欠落以外の不適切表示について

　a.製造者名の不適切表示、栄養成分表示の欠落：①～⑥

　b.重量順表示の不適切表示、原材料と添加物の間の／（スラッシュ）の表示の欠落

　　：②、③、⑤、⑥

　c.一部の原材料の表示欠落：⑥

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

php?rcl=00000029381&screenkbn=01

2022/6/13 2022/6/11 細竹（ねまがり竹） 回収の理由：

　食品衛生法違反

　放射性物質基準値超過（放射性セシウム270Bq/kg検出）

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

php?rcl=00000029399&screenkbn=01

2022/6/13 2022/6/10 ①板こんにゃく、

②味付きしょうがこん

にゃく、

③味付きするめこんにゃ

く、

④味付きごぼうこんにゃ

く

だるまハウス 回収の理由：

　食品衛生法違反のおそれ

　こんにゃく製造に使用する器具の一部が破損していることが判明。製品内に破片が混入して

いる恐れがあるため。

　口腔内の切創、腹痛、などの健康被害が発生する可能性があります。

硬質異物 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000029398&screenkbn=01
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2022/6/13 2022/6/9 manma四季の離乳食

9ヶ月～だいこんの鶏そ

ぼろおじや

株式会社はたけの

みかた

回収の理由：

　食品表示における商品名誤表示

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

php?rcl=00000029397&screenkbn=01

2022/6/14 2022/6/9 ジビエ肉味噌 株式会社米見 回収の理由：

　食品衛生法第13条第2項（食品添加物の使用基準違反）

　そうざいにソルビン酸カリウムを添加したため。

（参考）

１ ソルビン酸カリウムは、食品の腐敗や変敗の原因となる微生物の増殖を抑制し、保存性を高

める目的で使用される食品添加物であり、チーズ、魚肉ねり製品、みそ等に使用が認められて

います。

２ みそには、ソルビン酸として 1.0g/kg までソルビン酸カリウムの使用が認められています。

３ 今回検出された濃度は、体重 50kg の人が当該品を毎日約１個喫食し続けても健康への影響

を及ぼす濃度ではありません。

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

php?rcl=00000029411&screenkbn=01

2022/6/14 2022/6/8 ゆめアイス（バニラ） 株式会社おおのミ

ルク工房

回収の理由：

　食品衛生法違反

　一般細菌数 110,000/g（規格基準違反）

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

php?rcl=00000029410&screenkbn=01

2022/6/14 2022/6/8 殻付ホタテ 室蘭漁業協同組合 回収の理由：

　食品衛生法第6条第2号 違反に伴う自主回収

　麻痺性貝毒の基準値（4.0MU/g可食部）を超過する4.1MU/gが検出されたため。

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

php?rcl=00000029408&screenkbn=01

2022/6/14 2022/6/10 糸こんにゃく だるまハウス 回収の理由：

　食品衛生法違反のおそれ

　製造時に使用したゴムベラが摩耗しており、ゴム破片が混入している可能性があるため。

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

php?rcl=00000029407&screenkbn=01

2022/6/15 2022/6/15 まるで炊きたて帆立めし 株式会社ロックフ

ローズン

回収の理由：

　食品表示法違反

≪アレルゲン表記の欠陥≫　誤：一部に大豆を含む　正：一部に大豆・小麦を含む

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

php?rcl=00000029415&screenkbn=01
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2022/6/15 2022/6/10 お肉屋さんのキムチ 株式会社河鶴 回収の理由：

　食品衛生法違反のおそれ

　異臭（薬品臭）

　賞味期限2022年6月15日の製品から、いつもの味と違い異臭（薬品臭）がすると連絡があり

ました。

　自主検査の結果、人体に害を及ぼす菌の検出はされませんでした。

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

php?rcl=00000029414&screenkbn=01

2022/6/16 2022/6/15 三筍最中のあんこ 有限会社つくば学

園通りお煎餅いお

り庵

回収の理由：

　食品衛生法違反のおそれ

　製品に膨張が認められたため

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

php?rcl=00000029422&screenkbn=01

2022/6/16 2022/6/13 焼き立てパン各種 ザ・ビッグ北島店

サービスカウン

ター

回収の理由：

　食品衛生法違反

　約5㎝の縫い針2本が混入している焼き立てパン「エスカルゴ」が発見されたたため

　パンに縫い針が混入していたときは、口内・喉の裂傷等の健康被害が発生する可能性があり

ます。

硬質異物 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.

php?rcl=00000029421&screenkbn=01

2022/6/16 2022/6/9 塩化マグネシウム 株式会社オルハ

コーポレーション

回収の理由：

　食品衛生法違反

　認識不足により添加物製造の許可を取得せず小分け製造してしまったため。

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

php?rcl=00000029420&screenkbn=01

2022/6/16 2022/6/14 ゼリーの時間（白桃、ぶ

どう、マンゴー、ミック

ス）

ゼリーの彩り（りんご、

パイン、杏仁豆腐、マン

ゴー、白桃、みかん、ぶ

どう）

食卓応援SELECT 果汁入

りぶどうゼリー

純和食品株式会社 回収の理由：

　下記ゼリーにおいて、原料原産地表示の欠落及び賞味期限の誤記載（本来の賞味期限より短

く表示）

①白桃（中国産）、②異性化液糖（国内製造）、③マンゴー（ベトナム産）、④異性化液糖

（国内製造）、

⑤りんご（中国産）、⑥パインアップル（フィリピン産又はインドネシア産）、

⑦異性化液糖（国内製造）、⑧マンゴー（ベトナム産）、⑨白桃（中国産）、⑩みかん（中国

産）、

⑪異性化液糖（国内製造）、⑫異性化液糖（国内製造）

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

php?rcl=00000029418&screenkbn=01
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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

INFORMATION(リコール情報)　　2022.06.04-2022.06.17

2022/6/17 2022/6/1 だし醤油 満 株式会社皓介 回収の理由：

　食品衛生法違反のおそれ、食品表示法違反

・賞味期限内の対象商品を常温で1か月保存した消費者が開封したところ商品が吹き出したと

いうクレームが入った。

・現時点では容器内での菌の繁殖によりガスが発生したものと考えられる。容器内で菌が繁殖

することにより喫食者の健康を害するおそれがある。

・菌が繁殖することにより健康被害が発生するおそれを否定できない。なお、現時点での健康

被害の報告はありません。

・保存方法、製造者名記載誤りがあった。

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

php?rcl=00000029427&screenkbn=01

2022/6/17 2022/6/13 玉ねぎ和風ドレッシング 株式会社浜田屋本

店

回収の理由：

食品衛生法違反のおそれ

　菌が繁殖した可能性のある白い物が発生している商品が発見されたため、回収します。原因

について現在調査中です。

　これまで健康被害は報告されていません。

　一般細菌数や大腸菌群などの菌の繁殖による汚染の可能性

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

php?rcl=00000029426&screenkbn=01
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