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ノロウイルス食中毒発生！損害賠償金より高額な消毒費用
「あんしんフード君」・「食品営業賠償共済」共済金の支払い状況

Close Up 解説 100万円超の消毒費用!? 役立つ「あんしんフード君」の追加費用補償
今回はノロウイルス食中毒の事例をご紹介いたします。本事例では提供した料理によりノロウイルス食中毒が発生し18

名が被害にあわれました。お支払いした共済金は損害賠償金：170,300円、特別費用：17,030円のほか、「あんしんフー
ド君」の追加費用補償にて被害者治療費等（菓子折代金）：69,550円、消毒費用（備品交換費用含む）：1,439,016円でした。
「あんしんフード君」の追加費用補償は被害者治療費等や消毒費用、そのほか初期対応費用（従業員の検便検査費用など）や
損害回復費用（お詫び広告費用など）等、様々な費用が補償対象となっております。被害者救済および経営の安定のため、会
員の皆様へ「あんしんフード君」加入をお勧め下さいますようお願いいたします。

原因物質等 事故発生日 支部名 支所名 加入コース 業種名
年間掛金（円）

事故の概況 被害者数 共済金額（円）
休業掛金（円）

ノロウイルス

2017.1.20 山口県 宇 部 あんしん
フード君

す し	
飲食店

66,500	
8,200

提供した料理によるノロウイルス食
中毒。各種費用にて見舞品代および
消毒費用を支払った。

18	 賠：187,330	
被：69,550	

消：1,439,016

2016.12.29 長崎県 長 崎 レギュラー 飲食店 30,000 提供した刺身によるノロウイルス食
中毒。

53	 賠：1,200,114

2017.2.5 愛知県 安 城 レギュラー 飲食店 4,700 提供した弁当によるノロウイルス食
中毒。

66	 賠：1,577,945

2017.1.8 茨城県 古 河 レギュラー 飲食店 2,700 サッカー大会で提供した弁当による
ノロウイルス食中毒。

62	 賠：770,471

カンピロ
バクター

2017.1.9 横浜市 保土ヶ谷区 あんしん
フード君 飲食店 9,000 提供した料理による食中毒。 5	 賠：473,070	

生：21,989

2017.2.20 千葉県 習志野 レギュラー 飲食店 2,700	
400

提供した料理によるカンピロバク
ター食中毒。

3	 賠：244,588

ウェルシュ菌 2016.10.26 滋賀県 彦 根 あんしん
フード君 飲食店 62,100 提供した弁当による食中毒。 91	 賠：743,138

アニサキス
2017.2.8 横浜市 金沢区 レギュラー す し 2,700 提供したしめサバの握りによるアニ

サキス食中毒。
1	 賠：119,707

2017.4.5 宮崎県 延 岡 あんしん
フード君

仕出し・弁当	
飲食店

11,000 提供したサバの刺身によるアニサキ
ス食中毒。

1	 賠：44,814

エロモナス 2013.7.12 京都市 上 京 ワイド 仕出し・弁当	
飲食店

9,000 提供した仕出し弁当による食中毒。 22	 賠：1,284,070	
弁：644,501

異物混入

2015.12.25 東京都 中央区 あんしん
フード君 飲食店 34,100	

8,200
提供した肉料理に異物が混入してお
り、喫食したお客の歯を欠損させた。

1	 賠：365,090

2014.6.12 奈良県 葛 城 あんしん
フード君 食品製造業

31,800 加入者が製造したそばに異物が混入
しており、喫食したお客の歯を欠損
させた。

1	 賠：351,000

カ ビ 2016.6.22 香川県 東 讃 ワイド 食品製造業 2,000 製造したパンにカビが発生しており、
喫食したお客が体調不良となった。

1	 賠：23,620

容器の欠陥 2017.4.4 奈良県 葛 城 あんしん
フード君 食品製造業

31,800 加入者が製造した天ぷらうどんのア
ルミ鍋が変形しており、お客が調理
した際にアルミ鍋の一部が空焚きし
ている状態となったため、お客のIH
コンロを破損させた。

—	 賠：54,837

施設	
賠償事故

2016.7.10 神奈川県 茅ヶ崎
地区

あんしん
フード君 飲食店

9,000	
900

従業員が熱された焼肉の網を誤って
お客に落とし、お客の首から肩にか
けて火傷を負わせた。また、衣服を
破損させた。

1	 施：224,521

2014.5.11 大 阪 中 央 あんしん
フード君 飲食店 75,300	

8,200
従業員が誤って高温のスープをこぼ
し、お客に火傷を負わせた。

1	 施：987,000	
弁：380,458

2017.3.2 長野県 伊 那 あんしん
フード君 旅 館 6,300	

1,100
館内浴室の照明灯の電球カバーが外
れて落下し、お客の足を負傷させた。

1	 施：71,041	
被：6,000

2017.3.21 茨城県 ひたち
なか

あんしん
フード君 飲食店

9,000 店内トイレの蛇口を開けたまま放置
したため、漏水し階下の施設を汚損
させた。

—	 施：641,520

受託物	
賠償事故

2016.11.13 青森県 三 沢 あんしん
フード君 飲食店 9,000 店内でお客の靴が盗難にあった。 —	 受：17,582

2017.3.13 岡山県 岡山市 あんしん
フード君 飲食店 9,000 店内でお客の靴が盗難にあった。 —	 受：25,663

被害者	
治療費等 2017.2.15 千葉県 東 金 あんしん

フード君 飲食店

9,000 店内でお客が躓き転倒した際に、テー
ブルの上にあったモツ鍋がこぼれ、
お客が火傷した。店舗側に過失が無
いため各種費用にて通院見舞金を支
払った。

1	 被：1,860

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2017.5.1 ～ 5.31抜粋）

賠：生産物賠償金、施：施設賠償金、受：受託賠償金
被：被害者治療費等、生：生産物自体の損害

消：消毒費用、弁：弁護士費用


