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「ベイサイド迎賓館（和歌山）」営業停止処分について 
 

 このたび当社が運営する和歌山県和歌山市のハウスウェディング施設「ベイサイド迎賓館」内の 2つ
の邸宅施設のうちの１つ、「ホワイトハウス」におきまして、ノロウィルスを原因とする感染性食中毒

事故が発生いたしました。発生日は 2 月 11 日、症状は嘔吐、腹痛等、発症者数は 26名で、既に全員
が回復されています。 
 和歌山市保健所の調査では、当社従業員 3名及び 1組の挙式披露宴の列席者の一部からノロウィルス
が検出され、同保健所による総合的な判断により、ノロウィルスが原因の感染性食中毒と断定されまし

た。この結果、平成 19年 2 月 21日付で、和歌山市保健所長から当社に対し「営業停止命令書（和歌
山市指令保生第 4486号）」が出され、ホワイトハウス内の厨房施設につき、3日間の営業停止処分とな
りました。 
当社は今回の処分を受け、2月 23日まで当該厨房施設の営業を停止いたします。 
発症された皆様には多大なご苦痛とご迷惑をおかけいたしましたこと、また、多くの関係者の皆様に

ご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 
飲食物提供施設を運営する当社といたしましては、このような事態を繰り返し招いたことを深く反省

するとともに、衛生管理教育の継続と衛生環境の整備強化を実施し、再度このような事態が起こらぬよ

う、全社員一丸となって努めてまいります。 
なお、当該施設における営業停止処分 3 日間による平成 19 年 3 月期の業績に与える影響は軽微と
なる見込みであります。 

以上 
 
＜添付資料＞ 
① 本件の経緯 
② 当社の衛生管理体制について 
③ ノロウィルスについて 
 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
ベイサイド迎賓館（和歌山）のお客様及び

お取引先の皆様 ベイサイド迎賓館（和歌山） 073-446-8160 

株主・投資家の皆様及び一般の方々 社長室 IRグループ 03-5469-3070 
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本件の経緯について 
 

2月 12日（月） 
当社スタッフ 1 名が体調不良を訴える。支配人は、そのスタッフに対し、すぐに自宅待機
を命じ、病院へ行くように指示した。 

2月 13日（火）
～18日（日） 

社内調査として、当社従業員及び店舗に常駐する全スタッフ計 30名のうち、東京本社へ研
修中の従業員 1名を除く 29名の検便を当社が通常検査で利用している専門機関へ依頼。 

2月 15日（木） 

18時 

2月 13日に提出した検便において、当社 2名のスタッフからノロウィルスが検出された。
該当する 1名のスタッフは、2月 12日より自宅待機中。もう 1名のスタッフはすぐに帰宅
させ、自宅待機を命じた。 
なお、この時点で支配人の検便結果は陰性だったため、翌 16日からの勤務は支配人のみと
し、その他のスタッフに対し、検便の結果が判明するまで自宅待機を命じた。 
また、当該結果を受け、即時に以下の処置を実施した。 
＜食材に関して＞ 
・ 非加熱食材で、加熱処理を行えない食材（果物等）はすべて廃棄 
・ 加熱済みの食材は、再度加熱処理を実施 
＜館内に関して＞ 
・ 厨房器具は、漂白剤に漬け込み処理を実施 
・ 館内を、次亜塩素酸ナトリウムを使用して清掃 
・ 食器は、すべて洗浄機にて加熱処理を実施。加熱処理後、食品添加物性消毒剤にて再度

消毒を実施 
・ 館内のリネン（タオル、テーブルクロス等）はすべて回収し、新しいものと交換 

23時 30分 
 

2月 11日（日）の午後 ホワイトハウス（※）にて挙式披露宴を実施したご新郎様より、
挙式披露宴に参加した数名のお客様が、体調不良を訴えていたとメールにて連絡を受けた。

2月 16日（金） 

午前中 

・ ご新郎様及びご新婦様へご連絡をとり、夜、ご自宅にてお話を伺うことになった。 
・ 当社スタッフにより 2月 10日～12日に実施した挙式披露宴に関してメニュー内容、調
理方法をはじめ事実関係の調査を行い、主に以下の内容を確認した。 

① 10日から 12日までに使用した食材の購入及び調理方法は、同一だった。また、ホワイ
トハウス、ヴィクトリアハウス（※）それぞれのキッチンは別棟にあり、調理に携わる

スタッフも分かれていた。 
② 10日は午後ホワイトハウスにて試食会を行った。 
③ 11 日はホワイトハウス、ヴィクトリアハウスで各 2 組の挙式披露宴を実施したが、す
べての料理の基本メニューは同一だった。なお、当該パーティーには基本メニューに加

え、10 日に実施した試食会でも提供されたメニューと同じ内容の前菜が１品追加され
た。この前菜の食材及び仕込みの時期は、試食会で提供された前菜と同一だった。 

④ 12 日はホワイトハウス、ヴィクトリアハウスで各 1 組の挙式披露宴を実施したが、す
べてのパーティーの基本メニューは 11日の内容と同一であった。ヴィクトリアハウス
の 1組は、前述した 11日と同一の前菜を追加した。 

⑤ 10日の試食会に参加したお客様から体調不良の連絡はなかった。 
⑥ 11日、12日に実施した他の挙式披露宴のお客様に確認したが、体調不良を訴える方は
いらっしゃらなかった。 

17時 30分 
2月 14日に提出した検便において、新たに 1名のスタッフからノロウィルスが検出された。
該当スタッフは自宅待機中であった。 

夜 
ご新婦様ご家族より状況を伺い、すべての列席者の方々へ当社からヒアリングを実施する

ことになった。 
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2月 17日（土） 

当社営業統括部のスタッフを中心に、列席者の方々へご連絡し、状況を伺った。 
列席者 76名のうち 16名が体調不良を訴えており、病院からノロウィルス感染が疑われる
感染症胃腸炎の診断を受けた方もいらっしゃったことが判明した。 
また、2月 15日に提出した検便において、新たに 1名のスタッフからノロウィルスが検出
された。該当スタッフは自宅待機中であった。 

2月 18日（日）  

9時 30分 
和歌山市福祉保健部保健所生活保健課（以下、和歌山市保健所）に伺い、事情を説明。担

当者には、午後に面会することになった。 

午後 
和歌山市保健所の担当者へ今までの経緯を説明したうえで、11 日及び 12 日の披露宴に関
して料理に関わる資料及び当社が実施していたスタッフの検便結果を提出した。なお、立

ち入り検査は、2月 19日に実施することになった。 

終日 
当社営業統括部のスタッフを中心に、引き続き列席者の方々へご連絡し、状況を伺った。

体調不良を訴えている方は、列席者 76名のうち 24名であると判明した。 
2月 19日（月）  

9時 30分 
和歌山市保健所担当者により、ベイサイド迎賓館 ホワイトハウス内の厨房内においてふ

き取り検査を行った。また、保健所による検査対応として、当社従業員 17名のうち東京本
社へ研修中の従業員 1名を除く 16名の検便を提出。 

14時 全館内の消毒を実施した。 

終日 
当社営業統括部のスタッフを中心に、引き続き列席者の方々へご連絡し、状況を伺った。

体調不良を訴えている方は、列席者 76名のうち 26名であると判明した。 
2月 20日（火）  

18時 
2月 18日に提出した検便において、新たに 1名のスタッフからノロウィルスが検出された。
該当スタッフは自宅待機中であった。 

2月 21日（水）  

10時 
和歌山市保健所による調査の結果、最終的に当社従業員 3 名及び一部の列席者からノロウ
ィルスが検出された。同保健所は、総合的な判断から、感染症による食中毒としてベイサ

イド迎賓館（和歌山）ホワイトハウスの厨房施設に対し 3日間の営業停止命令を発令した。
 

 
（※注）  
ベイサイド迎賓館（和歌山）は、１つの店舗内に 2つの邸宅を持つ店舗です。 
当社は、各邸宅に挙式披露宴に必要な挙式場、宴会場等の施設を設置しており、キッチンもそれぞ

れに設置しております。また、ベイサイド迎賓館（和歌山）の各邸宅の呼称は「ホワイトハウス」

「ヴィクトリアハウス」であります。 
 
 

以上 
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当社の衛生管理体制について 

当社では、当社の管理下において料理及び飲み物を提供する、直営店全店舗におきまして、

安全の確保を運営の最優先とし、衛生管理の徹底に努めてまいりましたが、このたびの事故

を教訓に更なる再発防止・安全強化を図るとともに、全社員一丸となって信頼の回復に努め

てまいります。 
具体的には、現状の衛生管理体制を以下のとおり変更することをすでに決定しており、順

次実行に移してまいります。 

■現状の衛生管理体制 

１． 衛生検査の実施（年 4回） 
当社では、専門機関による衛生検査を 2004年 10月より実施しております。 
・ 検査対象：披露宴提供商品 
・ 検査内容：表面付着菌検査／食品検査／目視検査／改善提案 
・ 検査頻度：年 4回（うち 2回は目視検査を除く） 
表面付着菌検査は厨房にある主要な調理器具を対象とし、食品検査は披露宴において提

供するメニューの最も一般的なコース内容を適用して食材・料理に対し実施しておりま

す。また、各店舗のシェフに対し普段の運営方法について詳細をヒアリングし、改善点

及び前回からの改善の状況について報告をまとめております。 

２． 検便の実施（年 12回） 
当社では、キッチン内で勤務する全料飲スタッフに年 12回、それ以外の店舗スタッフに
は年 4 回以上の検便を義務付けており、検査結果については陽性の場合ただちに本人及
び管理者へ通知し、検査結果が陰性となるまで店舗への出入りを禁止するなど、適切な

労務管理に努めております。 

３． 体調に関するヒアリングの実施（週 1回） 
従業員及び挙式披露宴に関わる取引先のスタッフに対し、体調に関するヒアリングを毎

週実施しております。体調不良を訴えた者には即座に医師の診察を受けるよう指導しま

す。診断結果によっては完全回復まで店舗への出入りを禁止し、状況に応じて休養させ

ております。 

４．スタッフへの教育（月 1回） 
嘔吐物、排泄物の処理について全店舗の従業員及び挙式披露宴に関わる取引先のスタッ

フに対し、月 1回以上の教育を実施し、周知徹底しております。 

５． スチーム洗浄機の設置 
全店舗でウィルス死滅に最も効果が高い（85℃以上で 1 分加熱）とされるスチーム洗浄
機を常備しており、嘔吐物の処理には、次亜塩素酸ナトリウム殺菌、アルコール消毒、

スチーム洗浄を行っております。 
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６． 講習会の実施（年 2回） 
年 2回実施しているシェフ及び料飲スタッフの会議において、保健所・民間の専門機関
等の講師等による指導を行っております。 

７． お客様への対応（随時） 
挙式披露宴当日において、体調を崩されているお客様につきましては、別室でお休みい

ただく等、柔軟な対応をしております。 

■今後の改善点 
当社では、従来の体制に以下のとおり変更を加え、衛生管理の更なる強化を図ります。 

１． 体調管理及び衛生指導の強化 
体調に関するヒアリングについて、毎日実施するよう変更するとともに、手洗いの励行

をはじめ、店舗責任者による衛生指導をさらに徹底いたします。 

２． スチーム洗浄機の増設 
全店舗におけるスチーム洗浄機の設置台数を増加させ、店舗あたり 1 台の設置からバン
ケットあたり 1台の装備といたします。 

３． 対策チームの設置 
社外の専門家を交えたプロジェクトチームを編成し、感染症及び感染性食中毒への対策

を中心に、衛生管理体制の集中的な見直しと全スタッフへの指導を行います。 
以上 
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ノロウィルスについて 

 
■食中毒の種類について 
食中毒は、一般に飲食物を介して人体内に取り込まれたある種の病原微生物や、有毒、有害な物質

によって引き起こされる病気で、多くの場合、急性の胃腸炎症状を起こす健康障害です。 
食中毒は、その病因によって、 
① 細菌に汚染された食物を取ることでおこる「細菌性食中毒」 
② ウィルスに汚染された食物から感染する「感染性食中毒」 
③ その他の原因（化学物質等）によるもの 
の３つに大別されます。 
 
■ノロウィルスについて 
ノロウィルスは、ウィルス性食中毒を引き起こす最も典型的なウィルスとされており、主に冬季に

発生する傾向が見られます。特にカキなどの二枚貝を経由して感染するケースが多く報告されてい

ます。主な症状は、発熱、下痢、嘔吐です。感染後１～２日で発症し、ほとんどの場合は１～２日

で改善します。 
 
このウィルスの感染経路はほとんどが経口感染で、次のような感染様式があると考えられています。 
 
① 汚染されていた食材を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合 
② 食品取扱者（食品の製造等に従事する者、飲食店における調理従事者、家庭で調理を行う者など

が含まれます。）が感染しており、その者を介して汚染された食品を食べた場合  
③ 患者のふん便や嘔吐物から二次感染した場合また、家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する

機会が多いところでヒトからヒトへ直接感染する場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜参考文献＞ 
・ 株式会社社会保険出版社 「新版 食中毒予防読本」 
・ 厚生労働省 食中毒・食品監視関連情報「ノロウィルスに関するＱ＆Ａ」 

以上 

ヒト 自然界 二枚貝など 

ヒト 料理 食材 

唾液、ふん便、嘔吐物等 摂取 

不適切な
調理方法 

唾液等による
表面付着 唾液、

ふん便、 
嘔吐物等 

摂取 


