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補償の概要 【手厚いプランと基本を揃えたプランをご用意しました。】

あんしんフード君　基本の補償を揃えたスタンダードなプランです。

スーパーあんしんフード君　より手厚く補償できるおすすめプランです。

最高10万円
加入されている営業施設が不幸にし
て火災に遭われた場合に、見舞金を
お支払いします。

他人の生命や身体を害し（身
体障害）、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

対人
他人の財物を減失、破損または
汚損し（財物損壊）、法律上の損
害賠償責任を負担することによっ
て被る損害を補償します。

対物
他人への身体障害・財物損壊
以外に、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

人・物
以外

偶然な事由により被保険者
が負担した費用や喪失した
利益等を補償します。

費用
利益

特別費用
損害保険部分（★）でお支払いされる

保険金の※1

費用
利益

損害
賠償

費用
利益

生産物
リスク

業務・施設
リスク

受託物
リスク

支払限度額（1事故・保険期間中）　1,000万円 （被害者1名あたり）： 50万円　免責金額 0円

対物受託物に起因する事故 対物携帯品に関する事故

対物対人業務中の事故 対物対人施設の管理不備による事故 対物漏水に関する事故

支払限度額（1事故・保険期間中）　1億円×ご加入口数（１～10口　ただし業種9の場合は１～20口）　免責金額 0円

対物対人提供した飲食物に起因する事故 各種費用等

人・物
以外

人格権侵害、広告宣伝活動に起因
する権利侵害それぞれについて
被害者1名あたり100万円
1事故・保険期間中1,000万円
限度
免責金額（自己負担額） ： なし

1事故100万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

お詫び広告等

1回の事故につき被害者1名
あたり次の金額が限度。ただし
保険期間中1,000万円限度。
死亡 ： 50万円
重度後遺障害 ： 50万円
入院 ： 10万円
通院 ： 3万円
免責金額（自己負担額） ： なし

治療費・見舞金等
費用
利益

1事故100万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

裁判費用等
費用
利益

1事故500万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

消毒費用、
設備交換費用等

費用
利益

費用
利益

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

費用
利益

1事故100万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

お客さまへの
代金弁償等 対物

事故調査のための
費用等

10％ 1,000万円
限度※2

見舞いに要した交通費、連絡経費、
衛生教育費等にお役立てください。

火災見舞金

弁護士無料
電話相談サービス

休業リスク 傷害リスク
現金盗難等リスク 旅館宿泊者賠償リスク（業種9のみ）

オプション オプション

スーパーあんしんフード君とあんしんフード君は次の事故のような場合にお役に立ちます。
お客さまのニーズに合わせてお選びください。

食協
独自！

加入者特典（共済部分）

共済部分 ： 共済金
食協
独自！

Restaurant

営業停止

免責金額　0円

保険金額：年間粗利益の１/１２

★

★

★

★ あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

人格権侵害・広告宣伝
活動による権利侵害

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

リコール費用

● 食中毒 ● 異物混入 ● アレルギーによる
　ショック死（表示不備）

● 容器破損による衣服
　の汚損

● 不良完成品損害

※不良完成品損害は対象になりません。

費用
利益

業務上のケガによる
死亡・後遺障害補償

（① 入院中に受けた手術の
　　場合30,000円、
② ①以外の手術の場合
　　15,000円）

300万円

業務上のケガに
よる通院補償

1日あたり　3,000円
1日あたり
2,000円 Aプラン Bプラン Cプラン

100万円 300万円 500万円

セット名
支払限度額
（貨紙幣類）

FISH

EGG

業務上のケガによる
入院補償（手術補償）

旅館・ホテルに宿泊中のお客様が責任を負う賠償事故

支払限度額（宿泊者1名・1事故あたり）

20万円

免責金額

3,000円

＊正しい売上高でご加入頂いていない場合、保険金・共済金が減額されますので
　ご注意ください。
＊補償期間は15日となります。

従業員等（事業主、役員、従業員、パート・アルバイト等）の業務上のケガ

現金（売上金）等の盗難、火災等に起因する事故

※1 損害賠償金および休業補償金をさします。
ただし「不良完成品損害」「飲食物自体の
損害」「人格権侵害・広告宣伝活動によ
る権利侵害」に関わる損害賠償金は除
きます。

※2 2口以上ご加入の場合、限度額は「1,000
万円×口数」となります。

支払限度額
（1事故・保険期間中）

1,000万円×ご加入
口数（１～10口）
免責金額 0円
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補償の詳細【基本補償：あんしんフード君・スーパーあん しんフード君 共通】 次のような事故の場合にお役に立ちます。　

生産物
リスク

業務・施設
リスク

受託物
リスク

事故調査のための費用等

損害の拡大防止・軽減のために支出した費用（事故原因調査
費用、取り片付け費用等）をお支払いします。
●事故原因を調査するため従業員の検便を実施した。
1事故・保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

消毒費用、設備交換費用等
消毒費用

施設において食中毒や特定感染症等が発生した場合の消毒費
用（備品の交換費用も含みます）をお支払いします。
●施設において食中毒が発生し、保健所の指導の下消毒を行った。
●施設内でノロウイルス食中毒が発生し、施設内の消毒ととも
に、空調のフィルター交換を行った。

●施設でトコジラミの被害が発生し、保健所に届け出した上で
駆除、消毒を行った。
1事故500万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

裁判費用等
訴訟対応費用

賠償問題解決のために要した訴訟に関する必要文書作成費
用、訴訟のために要した従業員の残業手当等。
＊争訟費用（訴訟費用、弁護士報酬等）については、基本補償
で補償の対象となります。
1事故100万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

治療費・見舞金等
被害者治療費等

被害者が死亡・後遺障害・入院・通院された場合に加入者より
被害者にお支払いする見舞金・治療費等。
1回の事故につき被害者1名あたり次の金額が限度。
ただし保険期間中1,000万円限度。
死亡 ： 50万円
重度後遺障害 ： 50万円
入院 ： 10万円
通院 ： 3万円
免責金額（自己負担額） ： なし

お客さまへの代金弁償等
生産物自体の損害

事故原因となった飲食物自体の賠償損害も補償します。
●食中毒事故が発生し、事故原因となった飲食物の代金払い
戻しをお客さまより請求された。

（注）業種９（旅館、ホテル等）の場合、本補償はありません。
1事故100万円限度
期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

商品回収費用等
リコール費用

製造・販売した商品が原因で身体障害・財物損壊を発生または
発生させるおそれがある場合の回収費用等を補償します。
●食料品製造・販売業者が販売した食料品への異物混入が発
覚したため、身体障害のおそれがあるとして新聞に社告のう
え回収。新聞への社告費用、回収費用、回収品の保管のため
に臨時に借用した倉庫の賃借費用が発生した。
1事故・期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし
（注）補償の対象となる事故は、身体障害または財物損壊発生

のおそれがあり、かつ、社告（インターネットのみは対象外）
・行政庁への届け出・行政庁からの回収命令等で回収等の
実施および事故の発生またはそのおそれが客観的に明ら
かなものに限ります。

※社告費用、回収費用（回収に要した人件費・交通費を含む）、
回収した商品の保管費用・廃棄費用等が補償の対象となりま
す。詳細は21ページにてご確認下さい。

お詫び広告等
損害回復費用

事故によって失った信頼を回復させるための広告宣伝活動お
よびコンサルタント費用。
＊事故の有無に関わらず通常要する広告宣伝活動に関する費
用は除きます。
●食中毒事故を起こし、地方紙にお詫び広告を掲載した。
1事故100万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

各種費用等
提供した飲食物が原因
で、お客さまに食中毒が
発生した。

提供した飲食物に異物
混入があり、お客さまが
口内を損傷された。

提供した飲食物のアレルギ
ー表示に不備があり、お客
さまがアレルギーのショッ
ク症状により死亡した。

提供した飲食物の容器が
破損しており、内容物の
漏えいによりお客さまの
衣服が汚れてしまった。

出前で自転車を運転中、
誤って通行人にぶつかり

ケガをさせた。

店舗内の給排水管が破裂・漏水し、
階下の家財を汚損してしまった。

ビールサーバーの故障により、
階下の店舗の商品を汚してしまった。

店舗で給仕中、誤ってコーヒー
をこぼしてしまいお客さまの
衣服を汚してしまった。

お店の空調機や看板が落下し、
お客さまにケガをさせた。

店舗の床にこぼ れた水を放置
し、お客さまが 滑って転んで

ケガを　した。

提供した飲食物に起因する事故

業務中の事故

漏水に関する事故

施設の管理不備による事故

お客さまが店舗内で食事中に、
バッグを盗まれてしまった。

お客さまが店舗内で食事中に、
下駄箱に入れた靴が盗まれてしまった。

携帯品に関する事故

クロークで預かったコートを
誤って汚してしまった。

受託物に起因する事故

手荷物を保管中、
目を離した隙に盗まれた。

帳場で預かった現 金が
盗難に遭った。

＊業種区分９（旅館業）を除き、
自動車等の 管理に起因する
事故は補償 の対象外となりま
す。

対人 対人 対人 対物

製造・販 売した原材料
が原因で、その原材料
を使っ て調理した商
品（完成 品）が汚損され
てしまった。

対物

対人

対物

対物

対物 対物

対物 対物

対物

対物 対人 対人

人格権侵害・広告宣伝活動による権利侵害

以下の事由によって加入者が法律上の損害賠償責任を負担し
た場合。
●不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀（き）損。
●口頭、文書等による名誉毀（き）損・プライバシー侵害。
●新聞、看板等によって不特定多数の人に対して行う広告宣
伝に起因する名誉毀（き）損・プライバシーの侵害または
著作権、表題もしくは標語の侵害。

●エレベーターの管理ミスにより停止し、来店客が長時間閉じ
込められた。

●チラシの絵が他社の絵に酷似しているとして賠償請求された。
人格権侵害、広告宣伝活動に起因する権利侵害それぞれについて
被害者1名あたり100万円
期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額） ： なし

初期対応費用

※いずれも被保険者（会員）に賠償責任がある場合にお支払いの 対象となります。

※いずれも被保険 者（会員）に賠償責
任がある場合に お支払いの対象と
なります。

※いずれも被保険 者（会員）に賠償責
任がある場合に お支払いの対象と
なります。

（注）製造 ・販売し
た原材料 自体は補
償の対象 となりません。

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

※1　いずれも引受保険会社の同意・承認を得た費用に限ります。
※2　いずれも被保険者（会員）に賠償責任がある場合にお支払いの対象となります。

対物 人・物
以外

対物対人

対物対人

対物

（盗取） （盗取）

※1

※1

※1

※2 ※2

※1

※1

※1
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EGG


