
申込先はこちら

※金額は「トータルパッケージプラン」を2か月分に換算したものです。

製造物責任（PL）とリコールの情報提供サービス

『ＰＬ・リコールクラブ』のご案内

米国のPL訴訟事例や国内・米国・欧州
の製品リコール情報など、ほしい情報が
無料で確認できる！

1か月分会費

10,400円※ 0円×2

https://plclub.sompo-rc.co.jp/PLClub/



PL・リコールクラブとは、世界各国や国内のPL（製造物責任）やPS（製品安全）、製品リコールなどの事情のトレンドを、タイ
ムリーに情報提供するサービスです。配信される情報は、ウェブ上に構築されたデータベースに蓄積されるため、入会後に配信さ
れたデータは、すべてそこで閲覧やダウンロードすることが可能です。

配信情報

データベース構築

情報共有サイト

会員企業であれば閲覧・DL可能

配信情報名 概要 配信頻度

①PL調査レポート
各国のPLやリコールなどの関連法規や、統計
情報、PL対策などを調査、編纂した情報を
配信します。

1回／月

②米国PL訴訟
ウィークリーニュース

世界最大のPL訴訟大国と言われる米国で
起こっている訴訟事例を、BNAブルームバー
グの情報誌から翻訳、紹介します。

1回／週

③国内製品リコール情報 国内で発生したリコール事例をデータベース形
式で紹介します。 1回／月

④米国製品リコール情報 米国で発生したリコール事例を翻訳し、データ
ベース形式で紹介します。 1回／月

⑤欧州製品リコール情報 欧州で発生したリコール事例を翻訳し、データ
ベース形式で紹介します。 1回／月

※配信情報は会員種別により異なります。詳細は後述の「会員種別」のページをご覧ください。



＜PL・リコール法令・事情解説＞

＜統計情報＞

＜PL事例・対策解説情報＞

※すべてのバックナンバーリストはこちら https://www.sompo-rc.co.jp/services/pl

タイトル ボリューム
メキシコのPL事情――PL法理、裁判制度、PLリコールの紹介 A4：25枚
中国における自動車リコール事情 A4：21枚
カナダにおける製品リコール事情 A4：40枚
英国のPL事情 A4：38枚
韓国PL事情――最新の韓国PL法とPL関連事故・訴訟事例 A4：17枚
インドネシアのPL事情――PL法理、裁判制度、PL判例の紹介 A4：40枚
ブラジルのPL事情――ブラジルのPL法理、裁判制度、PL判例の紹介 A4：44枚
欧州における消費者製品――リコールガイドラインの解説 A4：141枚
中国「欠陥消費者製品リコール管理弁法」の解説――最新中国リコール事情 A4：24枚
南米コロンビアPL法――コロンビアに導入されたPL法理の紹介 A4：81枚
世界各国のPL法の立法状況一覧表 A4：3枚

タイトル ボリューム
アメリカ最新PL訴訟統計 A4：46枚
最新版国内ＰＬ訴訟一覧 A4：54枚
食中毒統計 A4：16枚
欧州における製品リコール統計 A4：20枚
インドの自動車リコール事例 A4：7枚
アメリカ・リコール統計――米国官庁発表の主要製品分野別リコール統計 A4：40枚

タイトル ボリューム
eコマース取引に対する製造物責任の考え方 A4：34枚
ナノテクノロジーに関連するリスク――基礎的な知見の提供 A4：13枚
高齢者に対するPL対策 A4：24枚
米国における誤使用と予見義務――米国PL判例における誤使用の取り扱いと日本との差異 A4：31枚
衣服のPL訴訟 注目判例紹介――フードの引き紐に欠陥が認定されたダウンジャケット訴訟 A4：16枚
洗濯機の誤使用とメーカーの予見義務――洗濯機による指切り事故と閉じ込められ事故 A4：37枚
外科手術支援ロボットとPL訴訟――ダビンチ手術システムのPL判例紹介 A4：49枚
PL訴訟における電子開示と文書管理――日本の大手製薬メーカーに超高額な懲罰的賠償金 A4：28枚

PL・リコールクラブ会員の皆様にたいへんご好評いただいている情報です。各企業の皆様が『今
知っておきたいPLやリコールの情報』を独自にセレクトし、レポートにまとめたものです。「国内販売
が主だが、米国や中国など海外のPL情報もほしい」そんな企業のニ－ズにもお応えし、国内だ
けでなく海外のPL事情も対象としています。30年以上に及ぶ弊社のPLコンサルティング実績
のノウハウや情報源をベースに作成しているおすすめの情報誌です。一部を以下に紹介します。



日本国内のリコール情報は、各官庁に分散しているため、一般的には検索しづらいものです。
そこで自動車、家電製品、医薬品、医療機器、日用品、食品などのリコール情報を収集し、
リスト化してウェブ上に掲載しています。月に1回配信します。

米国のPL情報は、米国を中心とした海外製品輸出や現地生産を行う企業にとって不可欠な情報です。そこで、米国のPL情
報を発信しているBNA社（The Bureau of National Affairs , Inc. ）と契約を結び、BNA社が毎週発表する米
国を中心とした海外最新PL情報を日本語に翻訳して毎週配信しています。
具体的には、BNA社の会員制Webサイト『Product Liability & Toxic Law News』に掲載された米国の最新PL判例、
製品安全関連情報などの記事を日本語に翻訳し、毎週10本程度配信しています。また、翻訳だけでなく、弊社が独自に追
加調査した情報を加えてまとめています。これらの情報は、米国に進出する企業にとって知っておくべき情報であり、自動車、
家電、産機、化学、医薬の各業界の皆様にたいへん喜ばれています。

米国における、自動車、家電製品、日用品などのリコール情報を収集、翻訳、リスト化して
ウェブ上に掲載しています。月に1回配信します。

EUにおいてリコール対象となった製品の情報の日本語版使用権をEC委員会（Ｔhe 
European Commission）から取得しました※。EUにおける自動車、家電製品、
日用品、化粧品などのリコール製品情報を、翻訳してリスト化、ウェブ上に掲載してい
ます。月に1回配信します。

※EC委員会から日本語版使用権を取得したのは、弊社が初めてです。製品安全意識が非常に高い欧州
に製品輸出や現地生産を行っている企業の皆様はもち ろん、国内販売企業においても、高まりつつある
安全要求に応える 「製品作り」に役立つ情報源としてご利用いただけると考えています。

1 ソフト 医療記録用ソフトウェアのバグをめぐる集団訴訟にメーカーが勝訴

2 医薬品 肥満治療薬の製薬メーカーが同製品と癌の関係に関する訴訟に直面

3 自動車 ディーゼル排ガス不正訴訟から自動車部品メーカーは逃れられない

4 化学物質 除草剤偽装広告訴訟の和解にメーカーは3950万ドルを支払う

5 自動車 部品欠陥訴訟で、自動車メーカーは1億2000万ドルの和解に合意

6 日用品 爆発するドライシャンプー主張は認められたが、原告は訴状修正へ

7 化粧品 ヘアジェルメーカーが『no flakes』という表示で集団訴訟に直面

8 ATV車 ATV車にまつわる訴訟で、集団訴訟化を認めない連邦地裁判決

9 家電 スマートウォッチの電池欠陥訴訟は取下げ

10 ペット用品 ペットフードの表示に関する訴訟からメーカーは逃れられず

「子会社の●●社が、論争の的となっている除草剤『●●●』と、その除草剤の人や動物に対する健康
被害の可能性について、誤解を招くような広告を行った」とする訴訟の和解として、●●社は3950万ドル
（約39億5000万円）を支払うことに合意した。

この和解の一環として、『製品の有効成分であるグリホサートは、植物の酵素のみに作用する」との文言
が、除草剤『●●●』のラベルから削除される。消費者は、「この化学物質が人間や一部の動物の酵素
にも作用する」と主張していた。

この和解は、●●●に含まれるグリホサートへの暴露が、利用者のがんの原因であると訴えた13,000件
以上の訴訟の解決に向けた、●●社の精力的な取り組みから生まれた。一方で●●社は、グリホサート
ががんを引き起こすことを否定している。

カリフォルニア州でのがんに関する3件の敗訴により、合計1億9100万ドル（約191億円）の損害賠償の
請求を受け、●●社は、和解交渉のため更なる時間確保を目的に、次回の審理を延期する事に合意し
た。少なくとも今年の第1四半期（1月から3月）に予定されていた6つの審理は延期された。●●社は陪
審員の評決を不服として上訴している。

ミズーリ州西地区連邦地裁に提出された集団訴訟では、花壇や中庭の除草で使用している庭師に対し、
除草剤の広告をなくすことを目的としている。消費者は、「グリホサートが、人間や動物の免疫系、消化器
系、脳機能を司る酵素を標的にしている」と主張しており、『グリホサートが植物にのみ影響を与える』と
いう●●社の主張に異議を唱えていた。

---Jones v. Monsanto Co.（ミズーリ州西地区連邦地裁）
＜化学物質：除草剤偽装広告訴訟の和解にメーカーは3950万ドルを支払う＞

＜配信情報イメージ＞



会員種別 配信情報 年会費（税抜）

ベーシックプラン ① PL調査レポート
③ 国内製品リコール情報 ¥40,000

USプラン ① PL調査レポート ② 米国PL訴訟Wニュース
③ 国内製品リコール情報 ④ 米国製品リコール情報 ¥85,000

EUプラン ① PL調査レポート ③ 国内製品リコール情報
⑤ 欧州製品リコール情報 ¥80,000

トータルパッケージプラン 配信情報①～⑤のすべて ¥125,000

メインプラン

サポートプラン

ご希望の配信情報に対応して、PL・リコールクラブでは複数のプランをご用意しています。企業の海外進出状況などに応じてお好
みのプランを選定いただけます。

①お試し入会制度
PL・リコールクラブに入会することでどのような情報が配信されるのかを体験いただくために、2か月間無料で情報配信サービスを受
けることができるお試し入会制度を導入しました。条件や注意事項は下記のとおりとなります。

New Service

・お試し期間のプランは「トータルパッケージプラン」とします。
・お試し入会においても、PL・リコールクラブ会員規約には同意いただきます。
・会員特典である、各種サポートプラン、バックナンバーの3本無料提供、コンサルティングサービス割引などについては、お試し入会時

には適用できず、正式入会の確認後に適用することとします。
・自動入会とはせず、お試し期間終了の前に、正式入会するかを確認させていただきます。
・正式入会を選択いただけた場合、対象プランを確認し、ご希望のPL調査レポートのバックナンバーと併せて請求書を送付させてい

ただきます。
・なお、お試し入会を利用せずにすぐに正式入会することも可能です（すぐにバックナンバーが欲しい場合など）。

※入会に関する諸条件
・PL・リコールクラブ入会時にPL・リコールクラブ会員規約への同意をお願いします。
・PL・リコールクラブの情報の提供、開示、展開などは自社内のみとさせていただきます。グループ会社や関連企業であっ

ても別法人の場合は別途ご契約が必要です（詳細は規約を参照）。
・契約期間は「5月1日～4月30日」の1年間とし、自動更新です。
・費用は上記年度分を事前にいただいております。このため年度途中でご退会の場合、配信停止は年度内の配信完了後

となります。
・年度途中で入会された場合、入会時点からのデータがシステムで閲覧いただけます。費用は年会費を月割りした金額とな

ります。
・為替相場やBNA社との版権料、翻訳料の変更などにより年会費を改定する可能性があります。



③バックナンバー開放サービス
会員企業様におかれましては、会員になっていただいた年度以降の情報をご提供させていただいております。これに対して、過去
配信した情報が知りたいというお声をいただくこともございます。本サービスは、会員になっていただいた以前の各種配信コンテンツ
のバックナンバーを閲覧することができるようにするものです。

※１：バックナンバー開放は、各会員種別で配信対象としているもの限定とさせていただきます。
※２：開放対象情報は、PL調査レポートは過去配信分すべて、国内および欧州製品リコール情報は2013年以降の情報となります。

（2023年4月1日時点）
※３：「PL調査レポート」のバックナンバーを単品でお求めの場合は、¥10,000／本とさせていただきます。
※４：「米国PL訴訟ウィークリーニュース」に版権の問題があるため、USプランとトータルパッケージプランは、開放の対象外とさせていただきます。

サポートプラン

New Service

会員条件
・配信情報を共有したいグループ会社や関連会社が10社以上あること
・配信情報を共有したいグループ会社や関連会社のリストを弊社指定のフォーマットで開示できること
・入会企業全社に対してPL・リコールクラブ会員規約を提示し、了解を得たことを示す「確認書」をご提出いただ
くこと

年会費
（1社あたり）

各種会員種別の通常価格の50％
※代表企業は通常料金となります。代表企業以外の企業が対象となります。
※会員種別は個社ごとに設定することができます。

通常は法人1社ごとのお申込みが必要となりますが、グループ会社様が複数社入会されたいというお声をいただくことがあります。
そこで、PL・リコールクラブでは、複数社でご会員になられた場合に年会費をディスカウントする特別会員制度を設けております。
お申し込みは、代表となる法人の方からお願いします。

②特別グループ会員割引制度

会員種別 開放対象情報 費用（税抜）

ベーシックプラン ① PL調査レポート
③ 国内製品リコール情報 ¥200,000

EUプラン ① PL調査レポート ③ 国内製品リコール情報
⑤ 欧州製品リコール情報 ¥400,000



④シンプルPLアドバイザリーサポート
本サポートは、PLの専門コンサルタントが貴社のPLやPS、リコールなどの製品リスクに関連するお悩みに対してご相談に乗り、アド
バイスさせていただくサポートプランとなります。当社では個別コンサルサービスとしてこれを展開しておりますが、月額10万円～、年
間120万円程度の費用がかかります。これに対して、本サポートは、通常のサービスに対して多少の対応制限はありますが、月額
3万円という破格の金額で対応させていただきます。非常にリーズナブルな金額であり、PL・リコールクラブに加入されたお客様限
定のサービスとなるため、おすすめなサポートプランです。是非ともご検討ください。

通常のアドバイザリーサービス

月額：¥100,000
（年額：¥1,200,000）

シンプルPLアドバイザリーサポート

月額：¥30,000
（年額：¥360,000）

サービス内容 PLの専門コンサルタントが、貴社の製品リスクに関連するお悩みに対してご相談に乗り、アドバイスを送らせていただくサー
ビス

連絡方法 メール、電話、ウェブ会議での対応

対応範囲
・対応時間（工数）により上限を規定します（詳しくは下記プラン参照）
・PL、PS、リコールなどの製品リスクに関連する内容までとする
・当社PL専門コンサルタントが問い合わせ時に保有している知見の範囲内での対応とする

ケース①

新製品を開発したから、製品
のPLリスクを想定してみたんだ
けど、これ以外にもあるかな？

この製品は子供のいる家庭で
も使われるため、子供に対して
の対策が不十分かもしれませ
ん。警告事項の見直しをする
のはどうでしょうか？

ケース②

当社製品で実際にPL事故が
起こってしまった時の賠償リスク
ってどれくらいなんだろう？

類似製品のPL賠償判例では1
億円が認められているようです。
この製品は類似事象も発生し
ますね。また、ワーストケースを想
定すると、さらに高額になる可能
性を秘めていますね。

ケース③

製品事故が起こってしまい、リコー
ルも検討しなければいけない。どの
ように検討していけばいいんだ？

まずは起こった事象が製品の欠
陥によるものかRmapを使って検
討してみましょう。
この検討は当時者だけでなく、
行政や一般消費者への説明に
も使うため非常に重要ですよ。

＜相談例＞

サポートプラン

New Service

＜基本サービス概要＞

※諸注意事項
・以下のようなものは、本件サービスの範囲を超えるものと判断されます。個別コンサルタント案件となるため、別途料金が発生します。
・当社コンサルタントの知見を超え、個別の調査が必要となる場合
・資料の作成、提供が必要となった場合
・直接の訪問や出張などが必要となった場合

・膨大な読み込みが必要となるような案件（長編報告書など）、複数メールでのやりとりが発生した案件などについては、読み込みや
メール作成の時間も対応時間に該当します。このため、時間超過の恐れがある場合にはご対応しかねることもございます。

・相談内容によっては回答できない場合もございます。

＜サービスプラン＞

プラン サービス内容 契約 価格 対応時間
シンプルPL

アドバイザリーサポート
各月ごとに対応工数の上限が設
定されているプラン

年間
契約

¥360,000
（月額：¥30,000） 2時間/月

アドバイザリーパス 1年間の中で対応の工数の上限を
設定するプラン

年間
契約 ¥80,000/1冊 6時間/年



主なサービスご利用企業（五十音順）

PL関連の弊社主催セミナーを通常価格の20％OFF
従業員向けPLセミナーへの講師派遣を初回のみ通常価格の10％OFF
各種 PLコンサルティングについて初回のみ通常価格の10％OFF

入会時に、過去に配信したPL情報のバックナンバーのうち、お好きなものを3本まで無料でご提供いたします
3本を超えるPL情報をご希望の場合は、有料にてご提供いたします（会員以外への一般販売はございません）

弊社ＰＬｾﾐﾅｰ、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ費用を割引

過去のＰＬ情報バックナンバーを３本まで無料

特典２

特典３

各種リスクに関する当社発行のリスクマネジメントレポートなどの情報誌を、会員の皆様に適時配信いたします

弊社オリジナルリスク情報お届け特典１

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社
リスク調査部 賠償・労災グループ
PL・リコールクラブ運営事務局

東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル27F
TEL：03-3349-4321
FAX：03-3349-5975
E-mail：pl_club@sompo-rc.co.jp

営業店



会員規約（別紙）を読み規約に同意の上申し込みます。（←同意いただいた場合は□にチェックを入れてください）

会社名

会社名（英語表記）

部署名

担当者名 様

住所
〒＿＿＿-＿＿＿＿ （都道府県から、ビル名までご記入願います）

ＴＥＬ

ＦＡＸ

e-mail

ご希望の会員種別
※□にチェックを入れてください

□ ベーシックプラン □ USプラン
□ EUプラン □ トータルパッケージプラン

ご希望の
サポートプラン

※□にチェックを入れてください

□ お試し入会制度
□ バックナンバー開放プラン（有料）
□ シンプルPLアドバイザリーサポート（有料）
□ アドバイザリーパス（有料）

≪会員特典≫
ご希望のPL情報

バックナンバー（3本）

No. No. No.
※ご記入がない場合、弊社にてバックナンバーを選んでお送りいたします

入会希望月 西暦＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月

１．弊社お問い合わせフォーム（下記URL）より、『お問い合わせ内容』欄にPL・リコールクラブ入会希望や対象の
会員種別など、必要事項をご記入いただき、ご連絡ください。

https://www.sompo-rc.co.jp/contact/form?contact_type_ids=1&service_cate1_id=11&service_cate2_id=32

２．受信後、PL・リコールクラブ事務局にて審査の上、e-mailにてお申し込み受領や会員規約への同意、諸条件の
確認などに関するご連絡をいたします。

３．上記確認がとれましたら、請求書を送付させていただき、ご入会希望月より、配信を開始いたします。

お申込み方法

※下記入会申込書をFAXまたはメールで送付いただいても受付は可能です。必要事項を明記の上、ご連絡ください。



≪個人情報の取扱いに関して≫

ご記入いただいた個人情報は、本サービスの提供先として利用させていただくとともに、弊社ならびにSOMPOホールディングスグ

ループ各社の各種サービスをご案内する先として、弊社が利用させていただくことがあります。上記以外の用途にいただいた個

人情報を使用することはございません。

本人情報の開示請求、訂正、削除は可能です。ご希望の方は、お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。


