
 

   

ニュース＆トピックス  【期間】2022/1/8～2022/1/21 

※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 

★セブン店員「賞味期限切れおでん」販売を内部告発、1 か月過ぎた商品も本社が認めて謝罪 ｜ J-CAST ニュー

ス 

https://nordot.app/851792798815174656?c=113896078018594299 

★奈良市の飲食店で７人が食中毒 ３日間の営業停止処分 - NHK.JP 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20220111/2050009395.html 

★七尾で ８人食中毒 ノロウイルスが原因 石川県内で今冬初確認 - 北國新聞 

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/629845 

★寄生虫“アニサキス”による食中毒相次ぐ 金沢市内の飲食店 - NHK.JP 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20220111/3020010334.html 

★小山の飲食店の営業禁止解除 ノロウイルス食中毒が発生 - 下野新聞 

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/541804 

★金沢市内２店舗で食中毒 アニサキス検出 - ライブドアニュース 

https://news.livedoor.com/article/detail/21492710/ 

★取引装い商品詐取 コロナ禍で被害増、食品会社など標的: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE135WG0T10C22A1000000/ 

★回転寿司「すし銚子丸」 客 41 人がノロウイルス（フジテレビ系（FNN）） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/818f28b926ffa8edfc616a862bc434a6fd1f49b8 

★食中毒の発生について - 広島市公式ホームページ (カンピロバクター) 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/houdou/houdou/260128.html 

★三戸郡内で男性３人食中毒 体内からカンピロバクター検出 - デーリー東北(カンピロバクター) 

https://www.daily-tohoku.news/archives/93144 

★２４人が食中毒…弁当のサラダ、ハンバーグ、漬物、煮物を食べ ノロウイルス検出 - 47NEWS 

https://www.47news.jp/7301652.html 

★海老名の飲食店で食中毒 ４０代男性の胃からアニサキス | カナロコ by 神奈川新聞 

https://www.kanaloco.jp/news/social/article-808965.html 

 

 

■食の環境 

★1 尾あたり 0.36 個：東シナ海の魚類に含まれるマイクロプラスチック量が明らかに｜長崎大学 

https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/science/science258.html 
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★トンガ津波が影響か ブリ稚魚７～８万匹死ぬ 鹿児島・南種子町漁協（南日本新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5a16fd707e3f96897b2cee6883d7712fb0f6be67 

★トンガ噴火、ワカメ養殖にも深刻被害…設備ほぼ壊滅（読売新聞オンライン） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/54408781b4b6be02adc94b855243aa28fb0c9601 

 

 

■商品・業界情報 

★待ったなし！ 脱プラスチックへ食品・外食業界のエコ対応広がる - J-CAST ニュース 

https://www.j-cast.com/kaisha/2022/01/10428337.html 

★外食大手、配膳ロボット導入に着手 店舗に合わせ改良 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC232LO0T21C21A2000000/ 

★米の販売に不透明感 - 日本農業新聞 

https://www.agrinews.co.jp/economy/index/50436 

★イトーヨーカドーに設置されていた案内看板 分かりやすさに「超名案！」 - grape [グレイプ] 

https://grapee.jp/1058343 

★｢今後 2,3 週間分の店頭商品補充が滞る見通し｣ | NICHIGO PRESS  

https://nichigopress.jp/ausnews/214798/ 

★マクドナルド 再びポテト S のみ 「M・L サイズ」販売休止へ 大規模水害･コロナが影響 

https://www.fnn.jp/articles/CX/295355 

★明治、常温で 91 日保存できる「特選北海道牛乳」発売：食品ロス削減に貢献 - ITmedia ビジネスオンライン 

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2201/07/news077.html 

★（人事・小売り・卸・外食）ライフコーポレーション - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO79126690R10C22A1TB1000/ 

★消費期限別に値引き 食品ロス削減へ実験―イトーヨーカ堂：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022011100962&g=eco 

★ニチレイ、糖質 50％オフの米「ごはんのみらい」 - Impress Watch 

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1379639.html 

★レジ袋大手、希望退職者を募集へ 有料化で苦境...製造子会社も清算｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12144-1417587/ 

★景気先行き・外食業績底入れ・介護報酬増 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL12C550S2A110C2000000/ 

★青学レギュラーは“あの大手外食チェーン”に就職…箱根駅伝で「活躍した 4 年生」は ... - Number Web 

https://number.bunshun.jp/articles/-/851600 

★配達ドライバーが営業の要。酒販卸 広島屋が、TANOMU 導入で期待すること｜フーズチャネル 

https://www.foods-ch.com/shokuhin/1642050856856/ 

★自宅で楽しむ食品ずらり 春夏の新商品６７００点、神戸で展示 食品卸の加藤産業｜【NEXT】経済 ...神戸新聞 

https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/202201/0014982921.shtml 

★綿半名物 甘酒仕込みの鮭弁当」がお弁当・お惣菜大賞 2022 に入選！ - All About NEWS 

https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000061.000047889/ 

★パーム油環境悪化 加工油脂を直撃 ADEKA も大幅価格改定 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/muraoka20220112081253782 

★ヤマモリ、家庭薬膳食品市場創造へ 「いのちのたね」本格展開 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/828295 

★サントリー天然水 南アルプス白州工場が「Alliance for Water Stewardship（AWS）」認証を取得 

https://www.suntory.co.jp/news/article/14065.html 
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★花王 | 花王、プラスチック使用量削減に向け「プラスチック製アイキャッチシール」添付商品の生産を終了 

https://www.kao.com/jp/corporate/news/sustainability/2022/20220112-001/ 

★「味の素」「ハイミー」紙包材に「Cook Do」に炒ソース発売「クノール」牛乳の栄養に照準｜ニフティニュー

ス 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1420292/ 

★無印良品、店内調理のできたて弁当を提供 まず池袋で: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC126ZT0S2A110C2000000/ 

★平和堂がネットスーパー参入へ 生鮮食品などを宅配 スマホ決済も導入｜文化・ライフ｜地域のニュース｜京

都新聞 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/711837 

★ライフ、プラ製ストローとスプーンを紙製、木製に切り換え、4 月から ｜ DCS オンライン 

https://nordot.app/854188853652013056?c=113896078018594299 

★キユーピー 原料高騰への対応急ぐ マヨネーズ・ドレッシング、付加価値化と適量品の提案強化 

https://shokuhin.net/51393/2022/01/17/topnews/ 

★外食市場、昨年はコロナで 3 割減 18 兆円市場に縮小 

https://shokuhin.net/50525/2021/12/24/topnews/ 

★ヨーカ堂ほか 6 社、産地・販売・消費で食品ロス削減実証実験 賞味・消費期限で売価変動も 

https://news.nissyoku.co.jp/news/yamamotoh20220111060248343 

★（人事・小売り・卸・外食）ヤオコー - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO79297430X10C22A1DTA000/ 

★1 月 17 日はココイチ創業記念日! “Made in TSUBAME”のスプーンや食事券・ドリンク券など ... 食品産業新聞

社 

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/01/2022-0117-1726-35.html 

★ポテトの輸入遅れ、外食・小売業界で影響拡大＝販売休止続出、「逆張り」で増量も  Yahoo!ファイナンス 

https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220117-00000150-jijf-stocks 

★ネットで食品ロス削減 甲府市が新サービス 期限間近、安価に予約販売 ／山梨 | 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20220118/ddl/k19/010/119000c 

★【独自】セブン―イレブン、セルフレジを２５年までに全国展開…人手不足や「非接触販売」に対応（読売新聞

オンライン） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6e5e8cf26a3d40ea79e3e3271a4d9dc985eaff23 

★不二製油が価格改定、油脂・油脂加工製品、大豆たん白・大豆たん白加工食品を値上げ、2 月 14 日から（食品

産業新聞社ニュース WEB） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/176b4f099388be395388b37d98b546271b7ae637 

★ポテト輸入遅れ、影響拡大 販売休止続出、「逆張り」で増量も―外食・小売業界 - 時事通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022011700748&g=eco 

★コメ、22 年産も価格下落 コンビニや外食の需要読めず - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC044I00U2A100C2000000/ 

★（人事・小売り・卸・外食）スターゼン - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO79334830Y2A110C2TB1000/ 

★ネットで食品ロス削減 甲府市が新サービス 期限間近、安価に予約販売 ／山梨 | 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20220118/ddl/k19/010/119000c 

★キッコーマン食品、キッコーマン飲料を吸収合併 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/829205 

★ジャガイモ輸入遅れ フライドポテトなど外食に影響 国産打ち出す企業も - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6c0081cbd4cb76c7ee818fc388f19fe57211a408 
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★ネットで食品ロス削減 甲府市が新サービス 期限間近、安価に予約販売 ／山梨 | 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20220118/ddl/k19/010/119000 

★オーケー、神戸物産…ディスカウントストアの二桁成長を支える「安さ＋α」の価値 | 企業 ...ダイヤモンド・

オンライン 

https://diamond.jp/articles/-/292799 

★（人事・小売り・卸・外食）セブン&アイ・フードシステムズ - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO79368420Z10C22A1TB1000/ 

★三島食品、好評ふりかけに新メンバー 今度は「かつお」 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/hamaoka20220119034327585 

★キリン、小容量飲料に設備投資 乳酸菌入り商品強化、１００億円：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012000773&g=eco 

★伊藤忠商事、食品バリューチェーンの最適化に向けてシノプスと業務提携 ｜ Biz/Zine（ビズジン） 

https://bizzine.jp/article/detail/7124 

★矢野経済研究所、飲料用容器市場に関する調査結果を発表: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP625743_20012022000000/ 

 

 

(お酒) 

★アサヒ、「スーパードライ」初の大幅刷新: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC05CTI0V00C22A1000000/ 

★ロッテ、本格洋酒チョコレート（アルコール分２．６％）「コーヒーリキュール」を発売 - ライブドアニュース 

https://news.livedoor.com/article/detail/21461140/ 

★第 6 波 酒税改正 消費変化――三正面作戦挑むビール業界 大手 4 社が方針 - 食品新聞 

https://shokuhin.net/51007/2022/01/10/topnews/ 

★知事判断で酒類提供停止可に - ニフティニュース 

https://news.nifty.com/topics/jiji/220106529936/ 

★精米に最新技術、酒のうま味向上 「高清水」の秋田酒類製造 

https://www.sakigake.jp/news/article/20220112AK0002/ 

★飲食店「協力金」、認証店と非認証店で同額に…午後８時までの営業で酒類提供なしなら 

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220111-OYT1T50195/ 

★（国税庁事業）ポーランド・エストニア 日本産酒類輸出オンライン商談会 | イベント情報 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/events/afg/541e4a41693a6a63.html 

★本格焼酎「さつま司」4 アイテム新発売、イモ品種を全面訴求/アサヒビール - 食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/news/liquor/2022/01/2022-0112-1438-35.html 

★酒類業界の競争を勝ち抜く戦略とは 宝ホールディングス・木村睦社長 - 京都新聞 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/biz/710453 

★新酒できました、鹿角・千歳盛酒造 「杉玉」を酒蔵入り口に - 秋田魁新報 

https://www.sakigake.jp/news/article/20220115AK0031/ 

★大手ビール 4 社 12 月も業務用は販売増加 2 か月連続 | 新型コロナ 経済影響 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220117/k10013434641000.html?utm_int=all_side_business-news_001 

★「ガスト」や「サイゼリヤ」、時短営業や酒提供休止…まん延防止適用地域で - 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220120-OYT1T50216/ 

★宝酒造が焼酎や酎ハイなど２２０品目を値上げ、６月出荷分から…アルコール価格が上昇（読売新聞オンライ

ン） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2a8a83926a9d27c9204b2158aee13a5d65149f1c 
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220117/k10013434641000.html?utm_int=all_side_business-news_001
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220120-OYT1T50216/
https://news.yahoo.co.jp/articles/2a8a83926a9d27c9204b2158aee13a5d65149f1c


 

 

(ホテル) 

★星野リゾートの新ホテル 北海道に続々誕生…白老町に"アイヌ文化"取り入れた温泉ホテル誕生 大 ...Yahoo!ニュ

ース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ab0e7ed5541b51473823ba5756a11a0227a9453 

★任天堂旧本社屋を改装したホテル「丸福樓」4 月オープン。1 泊 10 万円から - Engadget 日本版 

https://japanese.engadget.com/nintendo-old-building-marufukurou-hotel-052552767.html 

 

 

 

■海外 

★日本産食品の解禁議論加速 ＴＰＰにらみ、住民投票が追い風―台湾：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010900215&g=int 

★韓国紙「EU 向け韓国産ラーメンが全量廃棄か...規則変更に対応遅れ」「韓国政府への批判避けにくい」 ｜ 

KOREA ECONOMICS 

https://nordot.app/851666181760598016?c=113896078018594299 

★北京市当局、セブンイレブンに罰金 地図の記載巡り: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM06CDZ0W2A100C2000000/ 

★韓国食品メーカー複数社、合同で中国パクリ業者提訴へ | 大紀元 エポックタイムズ 

https://www.epochtimes.jp/2022/01/84414.html 

★KFC、全米で代替肉チキン販売 健康と環境配慮で ｜ 共同通信 

https://nordot.app/851633264711188480?c=39546741839462401 

★ケニアＫＦＣでポテト品切れ、国産イモ不使用発覚で不買運動 | 時事通信ニュース 

https://sp.m.jiji.com/article/show/2685885 

★牛を使わずに「本物の」乳製品を開発するイスラエルの Remilk が約 139 億円を調達 | Foovo -フードテックニュ

ースの専門メディア- 

https://foodtech-japan.com/2022/01/06/remilk-2/ 

★インドの iPhone 工場寮って社食に虫が這ってるんだって。250 人が食中毒 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7f7898f5d0cd93fa20c489badf628f8da3221b1a 

★米食品カーギル、インドに初の研究開発拠点 - NNA ASIA・インド・食品・飲料 

https://www.nna.jp/news/show/2285446 

★ケンタッキーフライドチキン 全米店舗で代替肉の商品 販売開始 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013424221000.html 

★キリン、中国飲料の合弁解消へ 1000 億円で持ち分売却: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC05D1M0V00C22A1000000/ 

★販促活動、食品ロス引き起こしたとして猛批判浴びる 中国（CNN.co.jp） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7f6b74a27d86ba49a15d44dd56742a0875cd7628 

★韓国の有名キムチから異物が… 消費者「足指の爪だ！」 メーカー「爪のようだが唐辛子」｜ニフティニュー

ス 

https://news.nifty.com/article/world/korea/12329-1420175/ 

★韓国のイカの干物製造メーカー クロックスの靴で踏みつける不衛生な製造工程が明らかになり炎上 | ゴゴ通信

ゴゴ通信 

https://gogotsu.com/archives/66777 

★米国コカ・コーラ社の慈善団体が日本の 3 団体に助成金、グリーンインフラ活動を支援し水資源保護を推進 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ab0e7ed5541b51473823ba5756a11a0227a9453
https://japanese.engadget.com/nintendo-old-building-marufukurou-hotel-052552767.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010900215&g=int
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https://nordot.app/851633264711188480?c=39546741839462401
https://sp.m.jiji.com/article/show/2685885
https://foodtech-japan.com/2022/01/06/remilk-2/
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f7898f5d0cd93fa20c489badf628f8da3221b1a
https://www.nna.jp/news/show/2285446
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https://news.yahoo.co.jp/articles/7f6b74a27d86ba49a15d44dd56742a0875cd7628
https://news.nifty.com/article/world/korea/12329-1420175/
https://gogotsu.com/archives/66777


https://www.ssnp.co.jp/news/beverage/2022/01/2022-0117-1800-16.html 

★北京、オミ株感染源は「海外郵便」 カナダが一蹴 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20220118-P7GZ7PFBQFOONOVSUEEDX24IPA/ 

★一部の牛肉部位の輸出禁止・制限措置、2023 年末まで継続(アルゼンチン) | ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/6c2c79f023948955.html 

★メキシコ、米ケロッグに制裁 糖分など表示規格違反で 写真 1 枚 国際ニュース：AFPBB News 

https://www.afpbb.com/articles/-/3385941 

★食品会社が輸出の受注に慎重、物流費高騰で - NNA ASIA・ベトナム・食品・飲料 

https://www.nna.jp/news/show/2288800 

★米スターバックス 従業員へのコロナワクチン義務化方針を撤回｜TBS NEWS 

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4452108.html 

 

 

 

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 
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