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日食協理事会の様子
鵜飼理事長による

開会あいさつ

　令和４年５月20日（金）食品衛生センター５階講堂にて、（公社）日本食品衛生協会 令和４年
度 第１回理事会（決算）を開催しました。
　当日は鵜飼理事長の開会あいさつからはじまり、次の承認事項および議案が承認されました。
　また、日本食品衛生共済協同組合 令和４年度 第１回理事会（決算）につきましては、例年同
様に決議の省略（書面）による理事会とし、提出した議案は、令和４年５月20日（金）に全役員
より承認されました。 （総務部　布藤　香）
（公社）日本食品衛生協会

承認事項
１．新規加入特別会員について	
２．会長の選任について

議　　案
１．令和４年度	定時総会に提出する議案について	
　Ⅰ	令和３年度	組織等に関する事業報告　　	Ⅳ	令和３年度	事業報告の附属明細書
　Ⅱ	令和３年度	公益目的事業報告　　　　　	Ⅴ	令和３年度	計算書類の承認
　Ⅲ	令和３年度	収益等事業報告	
２．令和４年度５月までの事業進捗状況について	
３．令和４年度	定時総会招集について

日本食品衛生共済協同組合
議　　案
１．令和３年度	事業報告
２．令和３年度	決算報告

令和４年度  第１回理事会令和４年度  第１回理事会（日食協）（日食協）、第１回理事会、第１回理事会（日食共組）（日食共組）報告
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◎ 食品衛生功労関係 （以下順不同、敬称略）
勲　等 氏　名 主　要　経　歴

旭日小綬章 中　川　洋　二 現・（一社）青森県食品衛生協会会長

旭日双光章 早　坂　廣　通 現・（公社）茨城県食品衛生協会副会長

旭日双光章 𠮷　田　　　晃 現・（一社）群馬県食品衛生協会会長

旭日双光章 北　野　憲太郎 現・（公社）福井県食品衛生協会会長

旭日双光章 岡　本　　　巧 現・（一社）愛知県食品衛生協会副会長

旭日双光章 山　本　　　保 元・（社）京都府食品衛生協会副会長

旭日双光章 清　水　勝　巳 現・（一社）兵庫県食品衛生協会副会長

旭日双光章 古　川　宗　夫 現・（公社）佐賀県食品衛生協会会長

　去る４月29日、内閣府より令和４年春の叙勲受章者が発表され、全国食協組織から次の方がたが栄
誉に浴されました。心よりお祝い申し上げます。	 （総務部　布藤　香）

令和 4 年　春の叙勲令和 4 年　春の叙勲

　「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理研修」を、
本年度もWeb形式（Zoom）にて開催いたします。
　昨年6月のHACCP義務化により、すべての食品等事
業者（食品の製造･加工、調理、販売等）が衛生管理計画
を作成･遵守することが必要となりました。その中で小規
模事業者の皆さまは、HACCPの考え方を取り入れた衛
生管理の実施が必要となります。
　本年度は、飲食店事業者･菓子製造業･惣菜製造業に
加えて、ご要望が多かった漬物製造業も追加いたしま
した。
　本研修会では、食中毒予防の観点からHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のポイントを解説
し、衛生管理計画の作成と記録の演習も行うことで、より実践に近いものとなっております。
　HACCPが義務化されてもうすぐ一年になります。まだ取り組んでいない方は取り組むきっかけ
に、すでに取り組んでいらっしゃる方は理解を深めるために、ぜひご参加ください。
〇各研修日程

業　　種 開　催　日　程 申　込　開　始
飲 食 店 業 令和 4 年 6 月 7 日（火）

申込受付中
菓子製造業 令和 4 年 6 月21日（火）
惣菜製造業 令和 4 年 7 月28日（木） 6 月 1 日（水）10時～
漬物製造業 令和 4 年 8 月25日（木） 6 月17日（金）10時～

※詳細はこちらをご参照下さい。
　http://www.n-shokuei.jp/news/2022/kensyuu_haccp_toriire.html
※各回ともに14：00～16：00の開催予定となっております。
※各回定員は100名程です。定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。
※受講料は各研修共に、5,500円（税込、テキスト代、送料込）です。 （公益事業部　HACCP事業課）

告知 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理研修」開催のご案内「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理研修」開催のご案内
（ 飲食店、菓子製造業、惣菜製造業、漬物製造業 ）（ 飲食店、菓子製造業、惣菜製造業、漬物製造業 ）

令和 4 年度　日食協 HACCP人材育成事業
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　食品衛生責任者養成講習会eラーニングでは、
確認試験が合計４回あります。章ごとにある確認

試験３回と最終の確認試験１回に合格することが必要で
す。確認試験も講義ビデオの視聴と同様にオンラインで
受けていただきます。
　問題はランダムに出題され、全問選択式となっています。
自動採点によって試験の合否、点数、問題の正誤等が表
示されます。間違えた問題は講義ビデオや学習テキスト
で復習することができます。（※講義ビデオは受講期限内
であれば繰り返し視聴が可能です。）
　確認試験は合格するまで何度でもトライできます。章
ごとの確認試験に合格すると、次章の講義ビデオに進む
ことができます。
　また、試験画面に進む前、試験中も必ず顔認証によっ
て受講生の本人確認を行います。
　あくまでも一定の習熟度に達しているかを確認するための試験ですので、受講するにあたり、
あまり深刻に考え過ぎないようにしていただければと考えております。	（食品衛生システム部）

栄養表示試験、受託しています栄養表示試験、受託しています!!こちらこちら

食品衛
生研究

所
食品衛

生研究
所

　食品衛生研究所では、海外の国や地域に応じた栄養成分表示に必要な試験を受託しており、
ご利用いただきやすいセット料金を設定しております。同じ試験項目であっても、対象となる
国等により試験方法や算出方法が異なる場合があり、結果が変わってくることがあります。ま
た、複数の国や地域向けの試験を同時にご依頼いただく際は、重複する項目について一部追加
料金のみでの対応もしております。試験について不明な点はご相談にも対応いたしますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。

表示義務のある項目の栄養表示試験のセット料金（税込）
米国 139,920円 台湾 66,880円
EU 81,840円 UAE 97,680円
香港 88,880円 韓国 80,080円

カナダ 113,520円 オーストラリア／
ニュージーランド 81,840円

☆ホームページからも
　お問い合わせできます ⇒

　 お問い合わせ先
　 食品衛生研究所　検査事業部事業推進課
　 TEL：042-789-0211
　 E-mail：kensajigyou@jfha.or.jp

 （検査事業部　布村　俊治）

報告
食 品 衛 生 責 任 者 養 成 講 習 会 e ラ ー ニ ン グ食 品 衛 生 責 任 者 養 成 講 習 会 e ラ ー ニ ン グ

よくある質問　Q&Aよくある質問　Q&A　　　　　　　　　　    受講編

確認試験に合格できるか不安です・・・Q
A

確認試験画面

合否判定画面

↑
顔認証画面見 本
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　令和4年度「あんしんフード君」推進強化策の一環として、6月から9月を推進強化期間として設
定し標記推進事業を実施いたします。本期間においては、1年間の内、加入件数が集中している期
間である一方、「あんしんフード君」の加入割合では41.5％となっており他の期間（48.6％）と比
較すると低迷しています。将来的な「あんしんフード君」制度一本化に向けた取り組みにおいてこ
の期間を重点的に「あんしんフード君」の切替えを加速させていくことが非常に重要となります。
　各支部支所におかれましては、食協役職員および普及推進員との連携により食協組織一体となっ
て「あんしんフード君」の推進について積極的に取り組ま
れますようお願いいたします。
■ 令和3年度「あんしんフード君」期間別加入状況
期　間 6月～9月 他の期間 合　計

全体加入件数 116,543件	 150,938件	 267,481件	
あんしん
フード君 48,344件 73,373	件 121,717	件

加入割合 41.5% 48.6% 45.5%

①新規加入者および「食品営業賠償共済」加入者に対する推進
　新規加入者には、原則として「あんしんフード君」をご案内ください。令和3年度共済金支払統計
では、「あんしんフード君」加入者に対する支払いが9割以上を占めています。
　日食協ニュースでは、毎号、「あんしんフード君」共済金支払い事例を掲載していますので、『共
済金支払い資料集』と合わせ新規加入者等への説明や巡回指導等においてもぜひご活用ください。
【切替促進例】 ◦手集金加入者：継続手続き時に「あんしんフード君」へ切替え
	 ◦口振加入者：メール、FAX、SNSを利用した切替え案内
②業種別組合等団体加入者に対する推進
　全体加入件数約270,000件の内、業種別組合等団体加入者は44,000件となっていますが、「あ
んしんフード君」加入者はわずか11,000件（加入割合25％）となっており、過去の賠償共済推進
強化の取組みとして団体一括加入を推奨していたなごりで「食品営業賠償共済」加入団体が依然と
して多く存在しています。日食協共済部では、団体加入者リストを各支部に提供（5月11日付け）
していますので、団体一括切替えに向けた取り組みをお願いいたします。
　なお、他の業種別団体が実施する共済制度において募集を停止する等の理由により、その後の引
受先として「あんしんフード君」を案内される事例が報告されています。各支部支所におきまして
も同様の事例がございましたら日食協共済部までご連絡ください。
【切替えに向けた取り組み】
◦	普及推進員との連携により組合の理事会･総会等の会合で制度説明を行う。
◦	組合員に対する広報活動として機関紙等に広告を掲載する。
■ 推進強化期間および加入促進費
推進強化期間 6月～9月計上分（5月20日～9月5日受付分）

加入促進費A：
新規加入件数×1,000円 加入件数50件の場合、50,000円（加入促進費）

加入促進費B：
共済掛金増加額×10％

たとえば ･･･。
〇〇飲食店組合	賠償共済レギュラーコース一括加入
共済掛金2,700円×50件＝合計共済掛金135,000円
　　↓
「あんしんフード君」に切り替えると ････
共済掛金8,500円×50件 =合計共済掛金425,000円
（425,000円 -135,000円）×10％ =	29,000円（加入促進費）
※	実際の加入促進費は、強化期間に受け付けた各支所の全体掛金額
における前年度同期間との増加額に基づき算出いたします。

	 （共済部　竹部　康広）

「あんしんフード君」推進強化期間 始まる !「あんしんフード君」推進強化期間 始まる !報告

R・W　
事故件数：109件
支払額：39,924,195円

F・S
事故件数：1,161件
支払額：601,039,666円Ｒ：レギュラー

Ｗ：ワイド
Ｆ：あんしんフード君　
Ｓ：スーパーあんしんフード君

共済金支払件数と支払額の内訳
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令和4年度	 食鳥処理衛生管理者の登録講習会令和4年度	 食鳥処理衛生管理者の登録講習会
	 受講希望の調査実施のお知らせ	 受講希望の調査実施のお知らせ

　食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する法律第12条5項第4号に基づく食鳥処理衛生管理
者の登録講習会につきまして、食鳥処理衛生管理者の設置が必要な施設における当講習会の受講希
望者数を把握するための調査を実施いたします。
　令和4年度における標記講習会につきましては、受講希望者が一定数以上となった場合、開催の
ための登録を申請いたします。
受講を希望される方は当協会ホームページ
http://www.n-shokuei.jp/news/2022/kousyuu_chousa.html
よりご回答くださいますようお願いいたします。（締切7月29日（金））
　なお、講習会開催の可否につきましては、ご回答いただいた方宛にメールにてご連絡いたしま
す。 （公益事業部　食品衛生推進課）

告知

報告 令和3年度 令和3年度 「あんしんフード君」推進目標達成支部 決定!「あんしんフード君」推進目標達成支部 決定!

　令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的に推進が厳しい状況でしたが、各
支部･支所関係者の皆さまのご尽力を賜りお礼申し上げます。
　さて、3年間の継続目標として掲げた最終年となる令和3年度も「あんしんフード君」20％増加
目標に向け、推進を図っていただきました。その結果、令和3年度は下表の8支部が達成し、優秀
な実績を上げられました。
　目標達成支部には日食協定時総会において特別表彰および副賞として30万円を贈呈いたします。

令和3年度「あんしんフード君」推進目標達成支部

No. 支部名 目標件数 達成件数 達成率 増加件数
(3年間)

1 宮 城 県 1,941件 1,951件 100.5% 296件

2 新 潟 県 4,239件 4,260件 100.5% 521件

3 岐 阜 県 3,230件 3,251件 100.7% 521件

4 静 岡 県 4,956件 5,046件 101.8% 590件

5 和歌山県 1,530件 1,533件 100.2% 267件

6 愛 媛 県 1,641件 1,661件 101.2% 377件

7 佐 賀 県 1,335件 1,351件 101.2% 266件

8 沖 縄 県 4,219件 4,264件 101.1% 545件
	 〈ブロック順〉
　また、令和4年度はさらなる「あんしんフー
ド君」の推進強化を図るため、新たな推進目標
を設定し、右記のとおり達成率に応じた報奨金
を交付いたします(ただし、前年度実績を下回っ
た場合は対象外)。
　さらに、「あんしんフード君」増加件数100
件につき5万円を交付いたします。
　令和7年度末をめどに「食品営業賠償共済」
のレギュラー、ワイドコースの取扱い終了を検討しておりますので、新規契約は原則「あんしんフー
ド君」のご案内をお願いいたします。	 （共済部　山村　彩実）

達　成　率 報奨金額

80％以上 30万円

70％以上80％未満 20万円

60％以上70％未満 15万円

50％以上60％未満 10万円
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集合施設で店舗営業する事業者には、ぜひ「あんしんフード君」のおススメを!!集合施設で店舗営業する事業者には、ぜひ「あんしんフード君」のおススメを!!
「あんしんフード君」・「食品営業賠償共済」共済金支払い状況

Close Up 解説 階下への漏水事故は高額化することも！?～「あんしんフード君」で万全の備えを～

No 事故
分類 事故区分 事故発生日 共済加入 加入コース 営業種類 年間掛金（円）

事故の状況 被害
者数 共済金額（円）支部 支所 休業掛金（円）

1

食
中
毒

カンピロ
バクター 2020.02.29 群馬県 高崎 レギュラー 飲食店 2,700

900
提供したとりレバーによるカンピ
ロバクター食中毒。 1

賠：� 197,000
特：� 20,000
弁：� 333,106
計：� 550,106

2 アニサキス 2022.02.21 新潟県 新潟市 レギュラー
仕出し・弁当
すし
飲食店

6,500 販売した刺身の盛り合わせによる
アニサキス食中毒。 1

賠：� 197,455
特：� 20,046
計：� 217,501

3 フグ毒 2021.01.03 三重県 志摩 あんしん
フード君 飲食店 8,500 提供したフグ料理による食中毒。 1

賠：� 200,000
特：� 20,000
弁：� 330,734
計：� 550,734

4
異
物
混
入

異物混入 2021.11.29 佐賀県 佐賀中部 あんしん
フード君 仕出し・弁当 11,000

販売したお好み焼きにねじが混入
しており、喫食したお客さまが歯
を欠損した。

1

賠：� 54,100
特：� 5,410
弁：� 330,840
計：� 390,350

5

施
設
賠
償
事
故

施設リスク

2021.03.09 静岡県 沼津 あんしん
フード君 飲食店 8,500 店舗の洗面所の床が濡れており、お

客さまが滑って転倒し負傷した。 1
施：� 411,012
特：� 41,101
計：� 452,113

6 2022.02.22 京都府 宇治 あんしん
フード君 仕出し・弁当 11,000 店舗の看板が強風で飛び、車両に

接触し破損させた。 −
施：� 206,349
特：� 20,635
計：� 226,984

7 業務リスク 2022.01.01 群馬県 利根沼田 あんしん
フード君 旅館（㎡） 18,600 従業員が除雪作業の際にお客さま

の車両を破損させた。 −
施：� 1,174,710
特：� 117,471
計：� 1,292,181

8 漏水リスク 2021.09.05 新潟県 上越
スーパー
あんしん
フード君

旅館（㎡）
34,500
900

傷：�18,900

従業員が 3階食堂を清掃中に汚水
の入ったバケツをひっくり返し 2
階へ漏水、2階テナントの商品等
を汚損させた。

−
施：� 613,287
特：� 61,329
計：� 674,616

9

受
託
物
賠
償
事
故

受託物リスク

2021.07.06 福岡市 早良
スーパー
あんしん
フード君

飲食店
8,500
600

傷：�10,900

従業員がお客さまから預かったバ
ッグの中に入っていた財布が盗難
にあった。

−
受：� 420,112
特：� 42,011
計：� 462,123

10 2022.03.01 岡山県 岡山市 あんしん
フード君 飲食店 295,600

53,900

従業員が受託品の給食センター調
理室の回転釜を使用する際、誤っ
て空焚きをして釜を破損させた。

−
受：� 407,000
特：� 40,700
計：� 447,700

11 携帯品リスク 2022.03.23 大分県 大分市 あんしん
フード君 飲食店 8,500

900
店舗の管理不足により、お客さま
の靴が盗難にあった。 −

受：� 13,000
特：� 1,300
計：� 14,300

12
そ
の
他

不良完成品
損害 2022.01.14 福岡県 大牟田 あんしん

フード君 食品製造業 10,200
加入者が製造したあんこに異物（残
渣）が混入していたため、卸先が
製造した完成品を汚損させた。

− 不：� 577,978
計：� 577,978

支払い日（2022.4.1～4.30抜粋）
※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
※ご加入された支部・支所と営業所在地が異なる場合があります。

賠：生産物賠償金、不：不良完成品賠償金、施：施設賠償金、受：受託賠償金
特：特別費用、弁：弁護士費用、計：合計共済金

　今回は、加入者施設で発生した漏水事故についてご案内します。
　加入者はビルの3階で営業しており、清掃作業中の不注意による漏水事故が発生しました。汚水は2階の別
テナントの商品を汚損し、特別費用を含めて約70万円の共済金をお支払いしました。
　漏水事故が発生した場合、階下施設から、①商品や施設（天井、壁紙、マット･じゅうたん等）のクリーニング
費用、②階下施設が営業できない間の休業損害といった賠償金を請求されるケースが一般的です。
　①については、階下施設において高級な宝石類、衣料品、鞄や靴等の革製品、電化製品等を取扱う場合に高
額化する傾向にあります。また②については、階下施設が大規模な飲食店や遊興施設であ
る場合に、1日あたりの休業損害額が高額となる傾向にあります。
　特に汚水が漏水した場合には、清掃後の臭気損害発生により数か月間にわたり営業再開
できないケースもあり、その際の休業損害額は数百万円～数千万円となることもあります。
　ビル等の複数事業者が集まる集合施設で店舗を営業される事業者には、必ず「あんしん
フード君」を勧めていただきますよう、お願いいたします。	 （共済部）

令和4年4月末現在の新型コロナウイルスによる共済金支払い状況（速報）
⃝加入施設の消毒費用　377件　97,649,396円
補償対応コース： 「スーパーあんしんフード君」または「あんしん

フード君」

⃝加入施設の休業補償　713件　528,745,239円
補償対応コース： 「スーパーあんしんフード君」またはその他のコース

に休業補償特約を附帯した契約
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三井住友海上火災保険株式会社
広域法人部営業第一課 VOL.214

ジブラルタ生命は、食協生命共済保険取扱会社です。 ジブラルタ生命保険株式会社 VOL.214

　弊社の人事異動が４月１日に行われ、令和４年度の各支部担当次課長が決定いたしましたので、ご案内い
たします。（西日本の担当次課長は次月号にてご案内致します）

支部名 部支店 課支社 担当者名 役職 電話番号 FAX番号
北海道 北海道支店 スタッフ 小森 左悦子 業務課長 011-213-3955 011-213-3991
札幌市 北海道支店 札幌第一支社 加藤 渉 支社長 011-213-3890 011-272-6531
青森県 青森支店 青森支社 松下 陸 支社長 017-734-7561 017-734-7653
岩手県 岩手支店 盛岡支社 丹生 修一郎 支社長 019-622-3135 019-624-3434
宮城県 仙台支店 仙台第３支社 山田 薫 支社長 022-221-9014 022-221-8846
仙台市 仙台支店 仙台第３支社 山田 薫 支社長 022-221-9014 022-221-8846
秋田県 秋田支店 秋田支社 井野口 隆司 支社長 018-865-0561 018-824-7095
山形県 山形支店 山形支社 山中 宏之 支社長 023-624-1835 023-624-1837
福島県 福島支店 郡山第二支社 紺野 勝哉 支社長 024-900-6776 024-900-6797
茨城県 茨城支店 水戸支社 赤木 正雄 支社長 029-224-3355 029-224-5168
栃木県 栃木支店 宇都宮支社 藤田 勝芳 支社長 028-650-0470 028-621-1628
群馬県 群馬支店 群馬第一支社 木下 一成 支社長（上席） 027-221-1623 027-224-7693

埼玉県（下記以外支所） 埼玉支店 埼玉第二支社 土屋 光太郎 支社長 048-644-6102 048-644-7272
埼玉県（朝霞・川越・
所沢・飯能・比企・秩父・
本庄・寄居の各支所）

埼玉支店 スタッフ 若松 徹 業務課長 048-644-5427 048-644-5129

千葉県 千葉支店 千葉第一支社 香川 博司 支社長（部長） 043-225-2716 043-225-5695
千葉市 千葉支店 千葉第一支社 香川 博司 支社長（部長） 043-225-2716 043-225-5695
東京都 広域法人部 営業第一課 漆原 進 課長 03-3259-6692 03-3259-7218

神奈川県 神奈川支店 湘南支社 作道 信夫 支社長（上席） 0466-25-8283 0466-24-0109
横浜市 神奈川支店 横浜第一支社 永嶋 秀啓 支社長（上席） 045-274-8915 045-641-2157
川崎市 神奈川支店 横浜第三支社 大澤 広嗣 支社長 045-274-8917 045-641-2159
新潟県 新潟支店 新潟第二支社 小久保 透 課長 025-241-8849 025-241-8056
富山県 富山支店 富山支社 大塚 和裕 支社長 076-432-3025 076-441-3134
石川県 金沢支店 金沢第一支社 川端 順平 支社長 076-223-9912 076-260-5455
福井県 福井支店 福井支社 田坂 正樹 支社長（上席） 0776-24-8251 0776-22-6063
山梨県 山梨支店 山梨第一支社 小野 貴正 支社長（上席） 055-228-4331 055-228-4385
長野県 長野支店 長野支社 村田 整 支社長（上席） 026-225-5001 026-225-5013
岐阜県 岐阜支店 岐阜第二支社 髙山 大輔 支社長 058-265-9395 058-265-9411
静岡県 静岡支店 静岡支社 馬場 信幸 課長 054-273-5134 054-273-5147
愛知県 愛知支店 スタッフ 永井 竜彦 業務課長（上席） 052-223-4171 052-223-4160

名古屋市 愛知支店 スタッフ 永井 竜彦 業務課長（上席） 052-223-4171 052-223-4160
三重県 三重支店 三重支社 小松 寛 支社長 059-227-1274 059-225-2639
奈良県 奈良支店 奈良支社 植松 英樹 支社長 0742-30-3201 0742-36-6304

弊社の支部担当次課長について～その１（東日本編）

 
 
 

ジブラルタ生命のライフプラン・コンサルタント サービスを活用してみませんか？

【受付時間】平日 9:00～18:00 土曜 9:00～17:00
　　　　　（日曜・祝日・12/31～1/3を除く）

https://www.gib-life.co.jp/



　 6月に「あんしんフード君」推進強化期間が始まりました。食品等事業者の賠償リスクを総合的に補償する「あんしんフード君」は
食協会員を守ることにもつながります。新規営業の方や、切替えがまだの方にぜひ「あんしんフード君」をお勧めください。（藤井）編集後記

令和4年6月1日発行

日食協ニュース／No.588

8

担当：澁谷朗子
E-mail:shibuya@jfha.or.jp
担当：澁谷朗子
E-mail:shibuya@jfha.or.jp

定期購読・書籍のご注文、お問い合わせは　公益社団法人日本食品衛生協会　出版部普及課まで
TEL 03-3403-2114　FAX 03-3403-2384　メールアドレス fukyuuka@jfha.or.jp

↑食品衛生関連図書の
　ご購入はこちらへ

6月号の内容

食と健康
食品衛生研究

■月刊 「食と健康」
特集	　手洗いマイスターのための　解説「日食協が推奨する衛生的な手洗い」
食品衛生の現場から：職場の熱中症予防
指導員のひろば：食品衛生指導員活動について（高知県支部　幡多支所）

■月刊 「食品衛生研究」
◆HACCP制度化における微生物の自主検査の考え方～妥当性確認された簡便・迅速な代替法の選択と活用～
◆富山市内の学校給食で発生した集団食中毒について

期間限定特別価格キャンペーン実施中！！

＜ルシパックA3＞

　2022年6月1日から8月31日まで、「ATP試薬　期間限定特別価格キャンペーン」を実施いたし
ます。食品衛生指導員活動をはじめ、食品衛生月間中の講習会、手洗い教室などでご活用ください。
　なお、以下の表に掲載の頒布品につきましては、頒布先を全国の食品衛生協会、食品衛生関係行政
機関に限定しております。あらかじめご了承ください。

　日食協が推奨する「衛生的な手洗い」に関する書籍･ポスターなど、各種商品を取り揃えております。

「衛生的な手洗い」に関連する商品のご案内

ルミテスター Smart
ATP試薬ルシパック専用のポータブル式ルミノメー
ターです。洗浄後の清浄度を数値化できます。
ルシパックA３
ATP･ADP･AMPを検出できる高感度タイプの
ATP試薬です。
ルシパックPen
ATP･AMPを検出できるATP試薬です。
※上記両製品の品質保持期限は、製造日より15か月です。

※ATP検査機器本体とATP試薬を同時注文された場合でも、ATP試薬には送料が発生します。

品　　名 定価（税込） 頒布価格（税込） 送　料通常価格 特別価格
ATP検査機器本体 ルミテスター�Smart 109,780円 81,972円 ー 無　料

ATP試薬
ルシパックA3� 100本入り

26,400円 24,200円 18,944円 900円×
　　�個数※ルシパックPen� 100本入り

ルシパックPen40�40本入り 13,200円 12,320円 ー

＜ルミテスター Smart＞

ー2022.6.1～8.31ー
ATP試薬に関するご案内ATP試薬に関するご案内

『食中毒･感染症を防ぐ!!
 衛生的な手洗い』
日食協が推奨する「衛生的
な手洗い」方法についてイ
ラストや写真を多様し解説。
手洗いの目的やタイミン
グ、ATP等を利用した検証
方法まで解説する ″手洗い
のバイブル″。

ポスター
「食中毒･感染症を防ぐ!! 衛生的な手洗い」
衛生的な手洗い手順を、イラストでわかりやすく
まとめたポスター。
A4判、変形判のほか、中国語･英語版もあります。

※ そのほか、月刊「食と健康」6月号で、手洗いマ
イスター必見の特集「日食協が推奨する衛生的
な手洗い」を掲載しております。そちらも、講習
会等でご活用ください。

A4判 88ページ
価格：612円（税込）

価格：A4判 32円（税込）、変形判 106円（税込）
　　　中国語･英語版 55円（税込）


