
 

   

ニュース＆トピックス  【期間】2022.04.30-2022.05.20 

※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 

★ラーメン・つけ麺食べた客が下痢や腹痛、サルモネラ属菌検出も…３日間の営業停止に 読売新聞 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220507-OYT1T50199/ 

★岩見沢の女性３人 スイセンで食中毒 - 47NEWS 

https://www.47news.jp/localnews/prefectures/hokkaido/7760793.html 

★シラスウナギ密漁、岡山で相次ぐ 1 キロ 100 万円超、県外に販売か（朝日新聞デジタル） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5a91f73ba3e16adef38fe0fae48efd05b35111e8 

★盗んだカツオを鹿児島に“横流し”か 運送会社の元社長らを逮捕 

https://www.fnn.jp/articles/-/357607 

★国産＝安全はウソ？ 江戸時代から続く食品の偽装表示 

https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26574 

★岩見沢の女性３人 スイセンで食中毒 - 47NEWS 

https://www.47news.jp/localnews/prefectures/hokkaido/7760793.html 

★「客は見分けつかない」 タマネギの産地偽装、78 歳を書類送検 容疑で府警 ／大阪 | 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20220511/ddl/k27/040/273000c 

★寄生虫「アニサキス」食中毒 スーパーで買ったイワシの刺身を食べたら…胃痛・嘔吐 BSS 山陰放送 

https://news.yahoo.co.jp/articles/00908f79e4c9a3935b5830980b834d478896fc58 

★「客は見分けつかない」 タマネギの産地偽装、78 歳を書類送検 容疑で府警 ／大阪 | 毎日新聞  

https://mainichi.jp/articles/20220511/ddl/k27/040/273000c 

★焼津のカツオ盗難に「第２のルート」か…陸路と船で鹿児島の加工会社へ ： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220511-OYT1T50134/ 

★北九州市で給食に『くぎ』のような異物混入 原因を調査中（FBS 福岡放送） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/603e36d618d3b12d6927e8a2066bf4a7e78074ca 

★アニサキス食中毒相次ぐ いわき市保健所注意呼びかけ、今年８件 - 福島民友 

https://www.minyu-net.com/news/scramble/FM20220516-704083.php 

★港区内の弁当調製施設が調理した弁当で発生した食中毒 東京都 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/05/16/01.html 

★給食に金属片、発覚後も提供続ける 「細かく刻めば見つけられると」（朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/1309703e67aab936e6d1fd9b12b3b025cba09a78 

★刺し身に「アニサキス」で食中毒 経験者「胃を刺されたよう」 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7d6b295be5d4ffbcc3e76e47bdbfbddb65ac114d 
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★食中毒（疑い）が発生しました 福岡県 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/syokuchudoku20220518.html 

★大腸菌が混入の可能性…森永乳業「トリプルヨーグルト砂糖不使用」自主回収 - BIGLOBE ニュース  

https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0519/ym_220519_8848072327.html 

★カップめん“値下げせず”要求 一蘭が再発防止計画 公取委認定 ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220519/k10013633951000.html 

 

 

■食の環境 

★５７０万トンの食品ロス削減・産地偽装を防止…農産物の生産・流通情報を一元管理へ ： 政治 ： ニュー

ス ： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220506-OYT1T50153/ 

★日本茶需要拡大へ情報発信 農水省が新茶期からキャンペーン - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/55766/2022/05/06/inryou/inryou-inryou/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8C%B6/ 

★アサリの産地偽装、DNA 検査で防ぐ 熊本県が独自に開始（熊本日日新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/f948c0976021a33f7c13747c984deafad92c23a9 

★2021 年産たまねぎの収穫量大幅減 指定野菜の統計調査 農水省｜JAcom 農業協同組合新聞 

https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2022/05/220509-58646.php 

★腸管出血性大腸菌 O157 の無毒化に群馬大などが成功 (1) ｜ TECH+ 

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220509-2341891/ 

★「秋田県産シイタケ」外国産と差別化へ 秋田・横手市 

https://www.fnn.jp/articles/-/357875 

★市販弁当や冷食が多い妊婦、死産と関連か 名古屋市立大研究チーム ｜ 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20220511/k00/00m/040/127000c 

★外食チェーン 値上げの動き広がる 原材料などのコスト高止まり ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220511/k10013620161000.html 

★「食料安全保障強化へ大胆な施策と農業予算増額を」 ＪＡ全中・中家会長が金子農相に要請｜JAcom 農業協

同組合新聞 

https://www.jacom.or.jp/noukyo/news/2022/05/220513-58757.php 

★感染の有無を 1 分で判別、バイオセンサーによるウイルス検査が注目される理由 - ホワイトペーパー：日経ク

ロステック Active  

https://active.nikkeibp.co.jp/atcl/wp/b/22/04/28/02589/ 

★東大と理研、水を超高速で通すにもかかわらず塩を通さないフッ素ナノチューブを開発： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP631980_R10C22A5000000/ 

★機能性表示食品、届出件数は加速度的増加 ヘルスクレームの明確さ武器に - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/muraoka20220516034203572 

★牛乳 5000t 廃棄なの？ 簡単でない裏事情（朝日新聞 SDGs ACTION！） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/d1a8f3c5be36fa3ec818b57a5f58f94a7042c9c7 

★豚熱ウイルス 人が拡散か 感染源 500km 先 農研機構｜JAcom 農業協同組合新聞 

https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2022/05/220517-58853.php 

 

 

■商品・業界情報 

★食料品、値上げ始まると加速するリスクに要注意＝日銀展望全文（ロイター） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a50131530d7510f2c2b0839daf7c6e6fd662dbbf 
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★鉄道会社 生鮮食品なども輸送 「貨客混載」で旅客減に対応へ｜NHK 神奈川県のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20220505/1050016833.html 

★有機農業の耕地５０倍へ 東北の農業関係者「絵に描いた餅」 ｜ 河北新報オンラインニュース / ONLINE 

NEWS  

https://kahoku.news/articles/20220503khn000032.html 

★大和リゾートの展開するネットショッピング【りぞけっと】期間限定の SPRING SALE を開催中！ 時事通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000007.000089513&g=prt 

★国分、物流センターの在庫削減に向け需要予測サービスを導入 - DIGITAL X（デジタルクロス）  

https://dcross.impress.co.jp/docs/usecase/003140.html 

★バーガーキング「ベーコンブースター ビッグマウスバーガー」発売、“チーズ&チーズ”も再登場 食品産業新聞

社 

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0428-1628-14.html 

★飲食店 夏に、もう一段の「値上げ」も 企業業績は減益に - M＆A Online 

https://maonline.jp/articles/neage_geneki20220505 

★日本でも広がる「プラントベースフード」...多彩な商品続々 健康志向＆環境問題への意識から世界 ... J-CAST 

https://www.j-cast.com/kaisha/2022/05/05436466.html?p=all 

★オイシックス、フードロス解決へ「アップサイクル食品」集めた期間限定ショップをオープン（BUSINESS 

INSIDER JAPAN） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/ce100bea171ea5775664db7435d6fa4acb2489fd 

★「セブンプレミアム」再成長へテコ入れ 主力品磨き込みを NB へ入れ替えも検討 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/yamamotoh20220428032304847 

★ハインツ日本、PBF 市場に参入 デミグラスソースなど業務用で - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/847739 

★日本板硝子が開発、食中毒の原因菌を 25 分で検出する試薬｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 

https://newswitch.jp/p/31984 

★厚切りの焼肉キング・薄切りの焼肉ライク、客から愛される秘密…店舗訪問で発見  ビジネスジャーナル 

https://biz-journal.jp/2022/05/post_292699.html 

★丸亀製麺は半額！ケンタッキーやゴーゴーカレーも…日本全国「飲食チェーン」完全網羅！食べ得 ... 日刊大衆  

https://taishu.jp/articles/-/101871?page=1 

★【牛丼御三家・こどもメニュー】すき家・松屋・吉野家「おこさまセット」全比較 - エキサイト  

https://www.excite.co.jp/news/article/Toushin_29455/ 

★テック企業となったウォルマート 新たな金脈はサブスク、金融、外販、広告か  ダイヤモンド・チェーンスト

ア  

https://diamond-rm.net/overseas/169034/ 

★ヤオコー・サントリー「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルを開始｜サントリー食品インターナショナル 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000438.000027480.html 

★スシロー全店舗休業 5 月 10 日・11 日実施、“働きやすい環境づくり”の取り組みで｜食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0509-1143-14.html 

★マルハニチロ  北日本 釧路第三工場 4 月より稼働開始 

https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/news_center/news_topics/20220506_mnkitanihon_kushiro3.pdf 

★サイゼリヤだけがなぜ強い？ 円安＆原料高で外食チェーンの苦境が続くなか 

https://news.yahoo.co.jp/articles/c570a512f614b9dccb6217bf3918eaf91c1e58d5 

★（人事・小売り・卸・外食）すかいらーくレストランツ - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60607620Z00C22A5TJR000/ 
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★ロッテリア「絶品ランチ割」絶品チーズバーガー・絶品ベーコンチーズバーガー ... - 食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0509-0541-15.html 

★おてごロッテリア 150 円キャンペーン開始、ハンバーガー・ハッシュポテト・チキンからあげっと対象に ... - 

食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0509-0526-15.html 

★やさいバス、台湾産パイン輸入 現法通じカスミへ納品 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC097U60Z00C22A5000000/ 

★アサヒ飲料がペットボトル水平リサイクル 自販機横ですぐ回収 

https://www.fnn.jp/articles/-/358512 

★植物肉「ミラクルミート」の DAIZ とＪＡ全農が業務提携、国産大豆の安定的な仕入れと食肉とのハーフ＆ハー

フ商品などの開発で協業：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000041.000052858&g=prt 

★亀田製菓、コメ・植物由来素材で新ブランド 製菓から食品に進出：日経クロストレンド 

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/watch/00013/01828/ 

★明治、「十勝チーズ研究センター」設置 研究・開発を効率化 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/ozawa20220501104021667 

★水戸の学校へ消毒液 230 リットル寄贈 明利酒類と常陽銀 

https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16520958744697 

★浅草の味を全国区に！東京・浅草の有名店「神谷(かみや)バー」の味わいが楽しめる「浅草ハイ ... PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000026921.html 

★外食市場は回復傾向なのに… 東海地方は“客足”戻らず? 飲食店の状況は今 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/ead04f503a888a5af3bdf15ad5d3d147a7159c26 

★ロイヤルホストの会長が「外食産業はもうスケールメリットが効かない」と語る理由  ダイヤモンド・オンラ

イン 

https://diamond.jp/articles/-/302883 

★コメダ珈琲店「コメ醤チキンカツパン」発売、スパイシーなジャンに唐辛子、ガツンとニンニク  食品産業新

聞 

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0509-1841-15.html 

★都心店は「昭和っぽさ」へ回帰 磯丸水産の SFPHD 社長 - 日経ビジネス電子版 

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00100/042800045/ 

★楽天と日清が「完全栄養食」で連携、「楽天市場」や社員食堂で提供 - Impress Watch  

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1408373.html 

★［アイリスオーヤマ株式会社］西日本の食品事業の生産拠点へ／鳥栖工場に飲料水生産設備導入 鳥栖市と進出

協定締結：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000520.000019955&g=prt 

★全農 国産大豆でプラントベース食品を事業化 植物肉開発のＤＡＩＺ社と提携｜JAcom 農業協同組合新聞 

https://www.jacom.or.jp/noukyo/news/2022/05/220511-58714.php 

★商品パッケージの校正作業の一部を自動化 ～作業時間を約３割削減し、クリエイティブな業務に転換～：時事

ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000897.000030525&g=prt 

★主要外食 100 社の 3 割「1 年以内に値上げした」 上昇幅は平均 77 円 帝国データバンク調査 - ITmedia  

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2205/12/news132.html 

 

★予約から会計までが手の中で完結！塚田農場の DX で新しい外食体験を＜公式サイト - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000389.000004635.html 
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★原材料価格高騰 メニュー値上げ決めた飲食店 “客離れ不安” - NHK.JP  

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220511/1000079808.html 

★天丼てんや値上げ、「天丼」「天ぷら定食」「天ぷらそば(うどん)」各 30 円、「野菜天丼」10 円など、6 月 16 日価

格改定 

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0512-1344-15.html 

★ロイヤルホスト「黒×黒ハンバーグ」など値上げ、グランドメニュー全 72 品中 8 品を 110 円  食品産業新聞  

 https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0512-1423-15.html 

★ガストがあえて低価格メニュー強化の訳【動画】 | 外食 | 東洋経済オンライン  

https://toyokeizai.net/articles/-/588242 

★冷やしてかけるだけ！冷やしカレーうどんの素＜中辛＞2022 年も数量・期間限定で発売 - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000310.000036263.html 

★「アスタくにづか 3 番館」のスーパー『ロピア新長田店』オープン予定日は 5 月 17 日（火）に決定 ... 神戸ジ

ャーナル  

https://kobe-journal.com/archives/5799966777.html 

★コカ・コーラ、小型容器の値上げを検討 大型 PET の 5 月価格改定に続く動き 7 月以降の実施を視野 - 食品新

聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/56128/2022/05/13/inryou/inryou-inryou/ 

★イセ食品グループ 3 社目の倒産、伊勢農場（三重県）が会社更生開始決定（東京商工リサーチ） - Yahoo!ニュー

ス 

https://news.yahoo.co.jp/articles/22dee25b33100c2473c6417348fadd1abcb85156 

★「サントリー天然水」北アルプス信濃の森工場に一般客向けブランド体験型施設（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/6c76797472dd1bec6d278e733abe758a5baf03c8 

★餃子の王将、丸亀製麺、ココイチ…知っておきたい外食チェーンのお得サービス  NEWS ポストセブン 

https://www.news-postseven.com/archives/20220515_1753101.html?DETAIL 

★創業 50 周年のモスバーガー、窮地を救ったマーケターが語る「復活の条件」 - JBpress  

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/70105 

★凸版印刷／長距離輸送中の温度管理ができる無線通信ラベルを開発 ｜ 流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/it/o051671.html 

★サントリー、飲料値上げ １０月から最大２０％：時事ドットコム  時事通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051600831&g=eco 

★（人事・小売り・卸・外食）カスミ - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60838720W2A510C2TJR000/ 

★雇用調整助成金／小売り・外食の約半数が受給、計上額 2128 億円 | 流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/strategy/o051617.html 

★「ハヤシ」スーパー撤退 秋までに全店閉店 ／千葉 

https://mainichi.jp/articles/20220517/ddl/k12/020/093000c 

★東急百貨店／本店営業終了に向け食品の「電話注文即日配送」開始 ｜ 流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/promotion/o051715.html 

★森永乳業、「ビフィズス菌 BB536」が中国の「新食品原料」に登録： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP632364_X10C22A5000000/ 

★ダイドー  子会社の合併（特定子会社の異動）に関するお知らせ 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2590/tdnet/2126748/00.pdf 

★「株式会社アールプラスジャパン」への資本参加 │ミツカングループ企業サイト 

https://www.mizkan.co.jp/company/news/detail/220516-90.html 
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★ホテルシェフの味をお部屋で自ら仕上げる：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000344.000055787&g=prt 

★かっぱ寿司“丼でプリンつくりました”重量 2 倍「プレミアム丼プリン」「プレミアムホイップ丼 ... 食品産業新聞 

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0517-1117-15.html 

★森永ミルクは、乳幼児向け食品にプロバイオティクスのビフィドバクテリウム・ロングム BB536 を ...Real 

News On-line!  

https://rno.jp/%E6%A3%AE%E6%B0%B8%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%81%AF%E3%80%81

%E4%B9%B3%E5%B9%BC%E5%85%90%E5%90%91%E3%81%91%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%AB%

E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%A3/ 

★日本初！ＡＩで量り売りも…スーパーでの買い物が変わる！？製品展示会〈宮城〉 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2022e6c19d1aedcbe8dc3791557e6622095846b2 

★（人事・小売り・卸・外食）コメリ - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60838820W2A510C2TJR000/ 

★4 月のコメ相対価格、前年比 13%安 農水省まとめ 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1789M0X10C22A5000000/ 

★KFC 最大 490 円引き「トクトクパック」登場、チキンと選べるサイドメニューの組み合わせ  食品産業新聞社  

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0518-0331-15.html 

★特定技能 1 号在留資格取得者 14 名がベトナムから入国「ベトナム カゾク」1 期生 16 名の開講式を実施  時事

通信  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000119.000075449&g=prt 

★東北バイオフードリサイクル 食品リサイクル発電プラント本格稼動開始 

https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20220518-01.html 

★モスバーガー、特定技能取得のベトナム人１６人採用…３年間で８０人受け入れ計画 ： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220517-OYT1T50183/ 

★コメ原料のラーメン開発 グルテンフリーへ神戸の食品メーカー｜NHK 兵庫県のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220518/2020018152.html 

★レトルト食品 5 割増産 にしき食品、38 億円で工場増設： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60892510Y2A510C2L01000/ 

★森永乳業  利根工場におけるドリンクヨーグルトの新製造ラインでペットボトル容器を軽量化 

http://www.morinagamilk.co.jp/archives/007/202205/20220517tonepet.pdf 

★カルビー、DX 加速でパッケージ校正作業自動化へ Too 社と共同開発 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/aoyagi20220512104341898 

★卸向け 非接触営業・受発注システムのタノムが鹿児島に進出 - 時事通信  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000018.000047175&g=prt 

★【東急】オフィスなしの超高層ビル「東急歌舞伎町タワー」を開業へ | 財界オンライン  

https://www.zaikai.jp/articles/detail/1637 

★トリドール 縮む外食市場で劇的 V 字回復、米麺で 14 億人の中国を攻める! ダイヤモンド・チェーンストアオ

ンライン  

https://diamond-rm.net/management/182340/ 

★すき家「シーザーレタス牛丼」チーズの風味とコク強化し 2022 年も登場、“スーパーフード MIX”や ...食品産業

新聞  

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0519-0908-15.html 

★バーガーキング「ウエスタンスモーキーワッパー」発売、ランチソース&BBQ ソース使用  食品産業新聞社  

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/05/2022-0519-1456-14.html 
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(お酒) 

★大手各社 業務用ビールを増産 イベントやビアガーデン盛況 

https://www.fnn.jp/articles/-/356125 

★キリンビール、ロングセラーの「のどごし生」がリニューアル（Lmaga.jp） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/47f8c493786d534388f5a1fdbe7ed015565bd4a5 

★ホテル・航空に迫る構造変化、新たな需要をつかみとれるか【コロナ直撃 2 業種を分析】 ダイヤモンド・オン

ライン 

https://diamond.jp/articles/-/302501 

★「西の星」ビンテージ焼酎発売 三和酒類、最高品質の大麦原料に - 西日本新聞  

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/919338/ 

★アサヒ５倍・キリン４倍…業務用を大幅増産するビール大手、それぞれの施策 - ニュースイッチ  

https://newswitch.jp/p/31980 

★【令和 4 年熊本国税局酒類鑑評会】優等賞 製造場代表を受賞いたしました！ - 西日本新聞 

https://www.nishinippon.co.jp/item/o/919809/ 

★【国内最年少】弱冠 24 歳社長が率いる酒造ベンチャーが新規酒造免許を取得！ - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000079560.html 

★セブン-イレブン津田沼店がリニューアル 売り場拡大、酒類は 1000 種超に - 習志野経済新聞 

https://narashino.keizai.biz/headline/17/ 

★「日本酒祭り」復活開催 なやばしに愛知・岐阜 8 蔵が集結 - 食品新聞 

https://shokuhin.net/55879/2022/05/09/inryou/sake/ 

★日本酒類販売社長に倉本氏  日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ00017_Q2A510C2000000/ 

★キリン HD、ビールなど酒類を値上げへ 2022 年 5 月 12 日発表 | 経済 | 福井のニュース  福井新聞 

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1548935 

★The CHOYA AGED 3 YRARS EXTRA FRUIT」2 品が国際的な酒類品評会「SFWSC2022」にて ...PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000045487.html 

★セブン‐イレブンで「浅草ハイボール 電氣ブランサワー」発売 浅草「神谷バー」とタイアップ  ITmedia  

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2205/11/news094.html 

★「泡盛」酒税軽減廃止へ 増税乗り越えた「本格焼酎」ブームの再現はある？ - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/0cf7fd40c143934ac6caad2d8677e58e4ad8b5e3 

★こだわりのお酒が楽しめる！タチノミ・リカーショップ「NOMURA SHOTEN」オープン  

https://straightpress.jp/20220514/690380 

★老舗酒蔵の楯の川酒造、全量純米大吟醸蔵にこだわった日本酒をネット販売 4 月にサイト刷新 マイナビニュー

ス  

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220515-2345509/ 

★ウイスキーの本場 イギリスでの世界的コンテストで三郎丸蒸留所のウイスキー5 商品受賞 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000031708.html 

★高島屋「売らない店」オープン／日本初、酒類購入時に「年齢確認不要」顔認証導入 ... - 口コミラボ 

https://lab.kutikomi.com/news/2022/05/16/retail202204/ 

★日本酒輸出拡大に最大 1000 万円：国税庁 | 支援 - J-Net21  J-Net21 - 中小機構  

https://j-net21.smrj.go.jp/news/l357tf00000008r5.html 

★ビールの販売動向が示す飲酒の場の「シフト」 - ニュースイッチ  

https://newswitch.jp/p/32138 

★コロナ禍で飲食店などから余った酒類の買い取りが増加 再販売する仙台市の店舗 - khb 東日本放送  

https://www.khb-tv.co.jp/news/14604069 
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★英品評会で「ゴールド」 金龍（酒田）のウイスキー「ＹＵＺＡ」（山形新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/4924bd97ccff5929100d2854568fc02a56cd166c 

★世界最大規模のワイン・清酒品評会「IWC2022」で、ホロライブ 5 期生の雪花ラミィと明利酒類が ...PR 

TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000025633.html 

★クラフトビールを関市から「プロジェクト」前進 試験用製造免許など取得 | 岐阜新聞 Web  

https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/78229 

 

 

(ホテル) 

★有名ホテルが得意先だった食肉卸業者の悲劇、コロナ禍が引いた倒産の引き金 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/bdc6ca8032e573e87de4bd6e50421fbe2d59f4be 

★旅館、ホテルとも低下 2 月の第 3 次産業活動指数 | - 観光経済新聞 

https://www.kankokeizai.com/%E6%97%85%E9%A4%A8%E3%80%81%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB

%E3%81%A8%E3%82%82%E4%BD%8E%E4%B8%8B%E3%80%802%E6%9C%88%E3%81%AE%E7%AC%A

C3%E6%AC%A1%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%8C%87%E6%95%B0/ 

★大型連休 観光地のホテルではコロナ前水準まで戻る所も - NHK.JP 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20220509/5020011012.html 

★大阪 南海電鉄開業の複合施設 運営会社がホテル事業撤退へ - NHK.JP  

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220512/2000061078.html 

★東武鉄道、東京スカイツリータウン 10 周年記念「ホテルガチャ」販売 - トラベル Watch  

https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1408592.html 

★横浜に長期滞在型ホテルが 5/20 オープン！ウェスティンホテル横浜に併設 | HotelBank (ホテルバンク) 

https://hotelbank.jp/new-hotels/kanagawayokohama-2022-05-20open/ 

★大型連休で京都のホテル稼働率が改善 終盤失速「人出が多かった割には」 京都新聞 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/793383 

★広島駅前「ホテルセンチュリー21」 8 月末で閉館へ（RCC 中国放送） - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/fbc989442460172d450a6bdefbbb0350290e14b8 

★京都平安ホテル廃業へ 従業員「納得いかない」 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20220518-E3HJ7OVYKFI4VOXQODI5TSP46Y/ 

★渋谷・道玄坂と神戸へ テイクアンドギヴ・ニーズが新たに 2 つのホテルを出店 - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000012799.html 

★【フォーシーズンズホテル京都】料飲統括部長にダレッサンドロ・ジョバンニが着任 - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000080380.html 

 

 

■海外 

★焼きビーフンで 108 人食中毒 選挙集会、現金支給の報告も - まにら新聞 

https://www.manila-shimbun.com/category/society/news263968.html 

★4 月の外食物価指数 6.6％↑、24 年ぶりの最高水準…ピザ・チキンは 9％↑＝韓国 - wowKorea 

https://s.wowkorea.jp/news/read/346497/ 

★タイで輸出支援枠組み発足 金子農相出席、連携強化：中日新聞 Web 

https://www.chunichi.co.jp/article/465190?rct=economics 

★食物肉のベンチャー企業ＤＡＩＺ社 タイの食品企業へ原料の供給開始【熊本】 

https://www.fnn.jp/articles/-/356116 
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★大手食品メーカーも続々参入！タイでプラントベースフードの人気が急上昇｜@DIME アットダイム 

https://dime.jp/genre/1378887/ 

★“深刻な食糧不足 世界で 1 億 9000 万人超” WFP など ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220505/k10013612051000.html 

★EU “ロシアからの石油輸入 年内に禁止” 一部加盟国から懸念 ｜ NHK ｜ ウクライナ情勢 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220505/k10013612031000.html 

★日本政府、食品輸出支援を強化 タイ側規制の情報発信や相談対応 - NNA ASIA・タイ・マクロ・統計・その他

経済 

https://www.nna.jp/news/show/2331073 

★食品ロス削減 ASEAN で動き広がる - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/kwsk20220425110542557 

★ウクライナ危機により食品表示の暫定的例外措置を導入(フランス) ｜ ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/e1d1cb07523fb9df.html 

★首都ホテルで爆発２５人死亡 キューバ、ガス漏れ原因か - 産経ニュース  

https://www.sankei.com/article/20220508-66XX3IAYNZJDXOFRILLSHYP2EM/ 

★ウーバー、旅行手配へ本腰 フライトやホテルの予約可能に まず英国で開始 | トラベルジャーナル  

https://www.tjnet.co.jp/2022/05/09/%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%80%81%E6%

97%85%E8%A1%8C%E6%89%8B%E9%85%8D%E3%81%B8%E6%9C%AC%E8%85%B0%E3%80%80%E3%8

3%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%84%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%81%

AE/ 

★韓国政府、インドネシアのパーム油輸出規制による食品業界への影響調査(インドネシア、韓国) 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/dd1e1c456a9ea7a3.html 

★三井物産、マレーシアの食品容器製造・販売を買収…東南アジアでのコンビニ人気受け 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220509-OYT1T50150/ 

★ドイツのレストラン、価格上昇で入店料を取り始める - 2022 年 5 月 9 日, Sputnik 日本 

https://jp.sputniknews.com/20220509/11210950.html 

★キューバ首都ハバナの 5 つ星ホテルでガス爆発、少なくとも 26 人が死亡 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6bb5a0801ab33aa26a678cb49d3be2ed1f2c7d85 

★【米国大豆の需給展望】比価はトウモロコシ有利、大豆の作付はうまくいけば 9100 万 A が上限に/食品用輸入

大豆トップシェア商社・兼松に聞く（食品産業新聞社ニュース WEB） 

- Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/dd9c4422f0c8f5be7587279c35d665ce2829a9bb 

★輸送での鮮度の問題を克服、高雄市の冷凍パインチャンクが日本に初出荷 ： Taiwan Today 

https://jp.taiwantoday.tw/news.php?unit=148,149,150,151,152&post=218805 

★全米で粉ミルク不足が深刻化、購入数制限も（CNN.co.jp） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/30c662aa3c86eb13ae049c8f0ced8aeea974f91b 

★ベトナムのリゾートホテル １０歳男児がプールの排水口に背中を吸い込まれ溺死 遺族原因究明求める  

https://news.yahoo.co.jp/articles/1dbe1fb1bc067b4809f91d8852892b77c8a3f382 

★米首都トランプホテル終幕 前大統領に売却益９８億円か - 産経ニュース  

https://www.sankei.com/article/20220512-2OIBWRNPQFK2BEFAEWC6PU72WQ/ 

★インド 小麦の輸出禁止を発表 国内での安定供給を図る ｜ NHK ｜ ウクライナ情勢 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220514/k10013626441000.html 

★バイデン氏、企業との会合で乳児用粉ミルク不足の解消要請 ｜ ロイター 

https://jp.reuters.com/article/supply-chain-baby-formula-idJPL3N2X50EH 
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★中国のスーパーで魚にも二次元コード！食の安全危機で防衛策進化の皮肉（ダイヤモンド・オンライン） - 

Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e1d0a17eb299a607773a4aeff1dbaa2ea1bd55ac?page=1 

★インドネシアからマカオに到着した冷凍エビのパッケージから新型コロナウイルス検出（マカオ新聞） - Yahoo!

ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/37545bbd9f12450956e2cd34db187108ac60f50f 

★米マクドナルド、ロシア事業売却 損失最大で 1800 億円： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN16AIN0W2A510C2000000/ 

★米の粉ミルク不足、年内いっぱい続く見通し＝ペリゴＣＥＯ ｜ ロイター 

https://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPKCN2N200J 

★日本産食品の輸入規制協議開けず 中国が 1 年以上拒否 ｜ 共同通信 

https://nordot.app/897736987394621440?c=113896078018594299 

★中国の外食大手ヤム・チャイナ 本国で宅配急拡大、米国で上場廃止懸念＝富岡浩司 

https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220524/se1/00m/020/004000c 

★食肉用ブタ価格が上昇、外食需要の回復で - NNA ASIA・ベトナム・食品・飲料 

https://www.nna.jp/news/show/2336776 

★米、粉ミルクの新規輸入容認へ 国内在庫不足に対応（ロイター） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3244edd37d7cf82407c3f776ae4e365b03628256 

★アボット、粉ミルク生産再開巡りＦＤＡから同意獲得 ｜ ロイター 

https://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N2X83Y7 

★極洋、ベトナムに製造子会社 新たに 2 工場を確保へ - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/849058 

★雪印メグミルク、シンガポールに戦略拠点 経済成長見据え - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/848988 

★ドイツ老舗グラスメーカーのクラフトビールグラスを輸入販売開始へ【ファイブ・グッド】  

https://foodfun.jp/archives/18960 

★「北朝鮮、封鎖のせいで食品価格が最大２０倍に…点滴もビール瓶で製造」 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a23d813b5ebe7f8fa6649ebf6f9b1ed007141c04 

★ロッテアサヒ酒類、黒ビール新商品６月発売 - NNA ASIA・韓国・食品・飲料  NNA ASIA  

https://www.nna.jp/news/show/2337940 

★日本製偽装の中国製キャンディーを大量押収 - NNA ASIA・ベトナム・社会・事件 

https://www.nna.jp/news/show/2337412 

★米大統領、粉ミルク不足対応で国防生産法発動 増産目指す ｜ ロイター 

https://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N2XA3J7 

★粉ミルク不足のアメリカ 欧州から緊急空輸へ（テレビ朝日系（ANN）） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/4f0b0b66a2606908cab68e94687024eb466d827d 
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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 

mailto:s-koshimizu@san-g.com
http://hse-chiba.com/index.html

