ニュース＆トピックス

【期間】2021/12/25～2022/1/7

※情報配信元：株式会社 Fooｄ・Safety http://www7b.biglobe.ne.jp/~food-safty/
【注意】食品に関わる記事の一部をご紹介します。詳しくはリンク先のページよりご確認ください。
なお、情報提供ページは提供者側により短期間で削除される場合もあります。予めご了解ください。

■食品事故関係
★乳児２人の顔青白く、ミルクに使った水から基準の１万２２５０倍の亜硝酸態窒素 : 社会 : ニュース : 読売新
聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211217-OYT1T50098/
★焼津港の冷凍カツオ窃盗事件に関与か 静岡県警が家宅捜索：東京新聞 TOKYO Web
https://www.tokyo-np.co.jp/article/150612
★小学校給食で出したメロンパンにアレルギー原料 1 人が嘔吐、もう 1 人は発疹 宮崎・小林市（南日本新聞）
- Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/e4253662002c6b89997ded545035bdc1a4cdc251
★児童生徒５人にアレルギー症状 松本の給食センター、食品誤発注
https://www.47news.jp/localnews/7208593.html
★正月三が日 餅をのどに詰まらせ 19 人が搬送 4 人死亡 東京都 | 事故 | NHK ニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220104/k10013414711000.html
★ノロウイルスなど「冬の食中毒注意報」初発令 京都、胃腸炎が流行基準超え
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/706638

■食の環境
★乳製品の廃棄回避へ 37 億円 過剰在庫、飼料転用支援 自民（時事通信） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e9505db55583d14ad9bedf77c91ac33bc6bd31c
★農水省・22 年度予算案 「みどり戦略」や輸出へ重点 補正と一体「16 ヵ月予算」編成 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/honmiya20211224092138281
★年末年始の生乳廃棄は回避 引き続き消費拡大への協力呼びかけ｜NHK 北海道のニュース
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220104/7000041813.html

■商品・業界情報
★年末年始の外食事情……今年はどうなる？ (2021 年 12 月 26 日) - エキサイトニュース
https://www.excite.co.jp/news/article/Asajo_127932/
★沖縄県内の農業産出額 2020 年は 6.9％減 コロナ禍で外食・イベント需要が減少 - 沖縄タイムス
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/885632

★松屋フーズの「ステーキ屋松」
、庶民派の「1000 円ステーキ」を実食レポ - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/19ecffa48ac3773585dfc504c297678814a69ea3
★アサヒ飲料、AI が品質検査 22 年に工場導入: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC227ZV0S1A221C2000000/
★マクドナルド、紙製ストローに切り替え…横浜など３０店舗 : 経済 : ニュース : 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20211222-OYT1T50157/
★マクドナルド、一時ポテトが“S サイズ”のみに 北米からの輸入遅延で（BCN） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/2514e4227e20b24663707bb299c62fb6f3a0786e
★温度を“見える化”しデータ活用する「温度モニタリングソリューション（TMA）」を提供開始：時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000024.000040232&g=prt
★冷蔵庫内をスマホで確認 食品ロス削減…シャープ、パナソニックが新サービス : ニュース : 関西発 : 地域 :
読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20211223-OYO1T50005/
★松坂屋静岡店に水族館設置へ 脱百貨店目指す｜NHK 静岡県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20220102/3030014513.html
★サントリー2022 年 自販機ビジネスに注力 従業員 7000 人規模の新会社が始動 自販機を小売業・サービス業
として強化｜ニフティニュース
https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1402301/
★小売り、外食先細り 「廃業検討」１、２割 農水省が食品業界経営課題を調査 - 日本農業新聞
https://www.agrinews.co.jp/economy/index/49406
★那智勝浦町でまぐろの初競り 和歌山 - NHK.JP
https://www3.nhk.or.jp/lnews/wakayama/20220104/2040010390.html
★神戸商工会議所 家次会頭 Ｇｏ Ｔｏトラベルの再開に期待感 - NHK.JP
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220104/2020016631.html
★2022 年の外食産業はどうなる？ 「オンザライス系」と「大衆食堂」に注目す ... - ニコニコニュース
https://news.nicovideo.jp/watch/nw10350072
★日清食品の新製品が返礼品に追加 チキンラーメン発祥の大阪・池田市 - 朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASQ136WW9PDFPPTB00H.html
★初競り、大間マグロ１６８８万円 コロナ影響で外食低迷反映、豊洲 - 東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/152459
★「まん延防止」実施ならどうなる 飲食店への時短要請が可能に 知事が地域を指定 - 琉球新報
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1449320.html
★ベイシア、
「楽天全国スーパー」内でネットスーパーの営業開始 ｜ DCS オンライン
https://nordot.app/850965120234897408?c=113896078018594299
★外食市場調査（2021 年 11 月度） - PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001354.000011414.html
★徳島県上板町で子牛の初競り｜NNN ニュース - 日テレ NEWS24
https://www.news24.jp/nnn/news99ei8isb5g7xmmb4kl.html
★電通デジタルとアサヒビールが合弁会社「スマドリ株式会社」を設立 - 紀伊民報
https://www.agara.co.jp/sp/article/172524
★オーケー保有株、35 億円買い取り 関西スーパー
https://mainichi.jp/articles/20220107/ddm/008/020/041000c

(お酒)
★黒糖焼酎ハイボール 味比べ 徳之島など３島蔵元開発
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20211225-OYTNT50090/
★サッポロ、仙台工場にＲＴＤ製造設備を新設 既存設備の一部撤去 ｜ ロイター
https://nordot.app/846292320927350784?c=113896078018594299
★アルコール飲料のネット購入が急増、その消費者グループの特徴

Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

https://forbesjapan.com/articles/detail/45169
★「ジーマ」
「ブルームーン」販売元が事業終了 販売は流通限り | 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20220104/k00/00m/020/113000c
★酒好きほぼ 100 人に聞くアンケート「酒飲みのミカタ」 2022 年は外で自由にお酒が飲めますように

沖縄タ

イムス
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/889674
★2022 年 キリンビール事業方針 - 産経ニュース
https://www.sankei.com/economy/news/220106/prl2201060176-n1.html
★料飲店限定“本格ビールのうまさの糖質ゼロ”「パーフェクトサントリービール樽詰 ... - 財経新聞
https://www.zaikei.co.jp/releases/1533540/
★鹿児島大学「焼酎学」通じて地域社会の振興・発展・活性化につなげる/酒類の教育の現場から

au Web ポー

タル
https://article.auone.jp/detail/1/3/6/176_6_r_20220106_1641446663147195

(ホテル)
★進化を続ける老舗ホテル「帝国ホテル 東京」のダイニングエリアがさらに魅力的に：アエラ ...AERA STYLE
MAGAZINE
https://asm.asahi.com/article/14507924
★帝国ホテルの元料理長が、“備蓄食品”を美味しく調 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/706638 理！(2022 年
1 月 5 日) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=L7UhA7RzuRY

■海外
★台湾、飲料店などで発泡スチロールカップの使用禁止へ ごみの減量図る（中央社フォーカス台湾） - Yahoo!ニ
ュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/9c5cc34208f59ab6d851465289b7c194923d3535
★保健省、食品輸入規制に関する新ガイドラインと Q＆A を公表(タイ) | ビジネス短信 - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/12/b187004fc48cc726.html
★食品大豆動向 最大懸念はコンテナ不足、新穀サンプル到着遅れ、在庫ひっ迫の可能性も（食品産業新聞社ニュ
ース WEB） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/e4bf4a9e85496a7e74a6f855d76385ca14a3f084
★小麦とトウモロコシの輸出数量上限を設定(アルゼンチン) | ビジネス短信 - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/12/4c5517798a0f3bd6.html
★米 CDC、ドール市販のサラダを調査 リステリア感染で: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN23F3U0T21C21A2000000/

★【独自】韓国で「日本産」を隠す産地偽装が増加…水産物の「風評」拡大が背景か : 国際 : ニュース : 読売新
聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/world/20211225-OYT1T50268/
★台湾煙酒がリトアニア産ラム酒 2 万本買い取り＝中国の足止めで行き場失う - エキサイト
https://www.excite.co.jp/news/article/Jpcna_CNA_20220103_202201030007/
★CNN.co.jp : 米ウォルマート、
「留守宅の冷蔵庫へ直配」のサービス拡大へ
https://www.cnn.co.jp/business/35181689.html
★米スターバックス 従業員にワクチン接種義務化｜テレ朝 news-テレビ朝日のニュースサイト
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000240400.html
★中国、低温物流網構築に本腰、食の質・安全向上 | 化学工業日報
https://bit.ly/3G10WwL
★バンクーバーでビニール製レジ袋の使用禁止に 飲料カップは有料化、料金に 25 セント上乗せ（みんなの経済
新聞ネットワーク） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/1e81ff56896277ed55b41d2aa83d3da9dd7db679
★カナダ、乳製品輸入の関税割当枠でＵＳＭＣＡ違反＝紛争解決パネル | Reuters
https://jp.reuters.com/article/usa-trade-usmca-dairy-idJPKBN2JF06N
★【中国】ローソン、深センのコンビニ買収＝広東初進出［商業］ ｜ NNA アジア経済ニュース
https://nordot.app/851143786341548032?c=113896078018594299
★香港で市中感染、夜間の外食禁止に 8 カ国からの航空便の着陸も禁止 - 朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASQ16569ZQ16UHBI022.html
★タイの感染者、2 週間で 1 日数万人になる恐れ 政府が規制検討 - ロイター
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-thailand-idJPKBN2JG0AY

今回のお知らせがお客様の参考になれば幸いです。
不必要なお知らせでしたら、申し訳ありません。お手数ですが、不要の旨をご返信下さい。
【連絡先】
株式会社千葉衛生科学検査センター 検査課 輿水
s-koshimizu@san-g.com

【株式会社千葉衛生科学検査センター】
食品検査、栄養成分分析、異物検査、検便検査、ノロウイルス検査など
検査の事、HACCP の事でご相談がありましたら、いつでもご連絡ください。
http://hse-chiba.com/index.html

