ニュース＆トピックス

【期間】2022.06.04-2022.06.17

※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
★「もうかるからやった」産地偽装業者に行政処分

今後はワカメ販売しない 静岡県（テレビ静岡 NEWS） -

Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8f561a5656a4e00262590472afa8a5fac9e023d8
★京都の飲食店で食中毒「鶏肉は生で食べないで」 2 日間営業停止処分（京都新聞） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/62e29d64fa62dc46c640587626ed78903090b4f9
★ジフピーナッツバター 5 品目 サルモネラ菌混入の恐れ｜食品事故情報｜食の安全｜フーズチャネル
https://www.foods-ch.com/anzen/kt_43383/
★宮崎市でウェルシュ菌食中毒 弁当を食べた 41 人が腹痛・下痢の症状 （宮崎ニュース UMK） - Yahoo!ニ
ュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f07644ffdc6547959bb8223d1496fb187c96c6c
★「アニサキス」食中毒相次ぐ 鮮魚店や飲食店は…
https://news.yahoo.co.jp/articles/08986070107daea2fd884633c7eaf0f4b93bcb80
★食中毒・感染症予防 宿泊施設立ち入り調査 静岡・東部保健所｜NNN ニュース - 日テレ NEWS
https://news.ntv.co.jp/nnn/112klksguhooqzddfcn
★やせるゼリーで健康被害 薬品検出 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6428771
★キャベツ 一部残留農薬基準超過の恐れ
https://www.foods-ch.com/anzen/kt_43417/
★介護老人保健施設で集団食中毒 静岡・島田市 患者からウエルシュ菌検出 前日夕食の「けんちん煮」が原
因か

静岡第一テレビ

https://news.yahoo.co.jp/articles/fae85cef08a670923bc2772cb1b162f19c12f3d7
★陸自・豊川駐屯地で２６７人食中毒…７４８食納入された弁当が原因 - 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220609-OYT1T50108/
★【速報】ウニやカニはなかった…「スシロー」おとり広告に措置命令 消費者庁 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/7840e8b344f8358bd62eadee3979288e99fd10ed
★「ちりめん」パックにフグ混入 800 パック余りに混入可能性 スーパーが自主回収 愛知県- 名古屋テレ
ビ【メ～テレ】
https://www.nagoyatv.com/news/?id=013428
★相次ぐアニサキス食中毒「加熱・冷凍処理で予防を」保健所は注意喚起 - ライブドアニュース
https://news.livedoor.com/topics/detail/22323395/

★ロシア産ウニ混ぜ返礼品偽装 厚岸の業者が自主廃業へ：北海道新聞 どうしん電子版
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/693050/
★けんちん煮で食中毒か、老人施設の入所者６０人が下痢や腹痛…便からウエルシュ菌検出
https://news.yahoo.co.jp/articles/345db41d80a84b66907a01e7720be0f0e14922ca
★食中毒（疑い）が発生しました(福岡 アニサキス)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/syokuchudoku20220613.html
★食中毒事件の発生 (長崎件 ふぐ毒)
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/06/1655181769.pdf
★園児と職員 47 人が嘔吐・下痢、胃腸炎の集団感染か 京都・福知山のこども園(ノロウイルスか?)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ec06874b86c3d38fc2ed6fdf94994690248db546
★弁当で 116 人食中毒 飲食店を営業停止 朝来健康福祉事務所 ／兵庫 | 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20220616/ddl/k28/040/240000c
★ワカメ産地偽装 食品会社元代表取締役の男に執行猶予付きの有罪判決「水産物の公正な競争を阻害」静岡地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/097c96665d82449a6e5eab5870310d4850ca116f
★産地偽装アサリの根絶を！ 熊本県産アサリの産地偽装対策となる条例案 可決へ(RKK 熊本放送) - goo ニュース
https://news.goo.ne.jp/article/rkk/region/rkk-71918.html
★船橋の居酒屋で食中毒 カンピロバクター菌を検出 鶏炙り刺しなど食べた 3 人症状 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7a4a0fc0ca71b43f95dd54e963a86e6cfb208db
★食中毒か、群馬の小学校で７０人体調不良 - 産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20220616-6VGWIVCF3NIEPIXDBV7IR7ZYUE/
★仕出し弁当を食べた１１６人が食中毒 ５～８４歳の男女が下痢や腹痛などの症状
https://www.47news.jp/7919724.html
★熊本市の焼き鳥店で食中毒 ３日間の営業停止処分 - FNN プライムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/376550

■食の環境
★健康食品の品質や安全性を確保するためにロゴマークを創案：時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000003.000102381&g=prt
★O157 無毒化に成功、治療法確立へ前進 さまざまな食中毒にも期待｜日刊サイゾー
https://www.cyzo.com/2022/06/post_311629_entry.html
★クルミアレルギー 10 倍に急増 唇が腫れ...食品表示義務化へ - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/182a2e3cc9faf9c795a49ead948b3e1651e6a4bb
★機能性表示食品、届出総数は 5000 件を突破し市場規模も 3000 億円超 - 日経バイオテク ONLINE
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/011900001/22/06/06/00392/

■商品・業界情報
★相次ぐ食品値上げでＰＢ商品に脚光 スーパー各社、価格据え置きで売り上げ増：北海道新聞 どうしん電子版
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/688833/
★アサヒ飲料やカゴメ、AI が「目」を光らせて品質管理： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC13DSB0T10C22A5000000/
★いなば食品の持株会社 INB ホールディングス、愛知県大府市にペットフードの新工場│オートメーション新
聞 WEB
https://www.automation-news.jp/2022/06/63124/

★餃子の王将・壱番屋・丸亀製麺・大戸屋…外食 4 社決算で明暗鮮明、負け組 2 社は？ダイヤモンド・オンライン
https://diamond.jp/articles/-/304279
★機能性表示食品は市場規模が 3000 億円超に、
「免疫」表示はまだ 1 成分 - 日経バイオテク ONLINE
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/082300007/053000048/
★「帝国ホテル」が半額プラン “都内観光”狙い独自の割引（フジテレビ系（FNN）
） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/af7b999b01d79ecf81df82e9573cc236c5eadd01
★マイステイズ・ホテル・グループ、買収した「かんぽの宿」を「亀の井ホテル」にリブランド | 観光経済新聞
https://www.kankokeizai.com/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%
BA%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83
%BC%E3%83%97%E3%80%81%E8%B2%B7%E5%8F%8E%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E3%81
%8B/
★ホテルニューオータニ博多、宿泊者が「探偵」となる体験型宿泊プラン第 2 弾 - 天神経済新聞
https://tenjin.keizai.biz/headline/7403/
★外食の新しいカタチ ラーメン自販機最前線 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/restaurant/goushi20220518094743110
★マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」6 度目の発売、爽快レモンタルタルソース・3 種 ... 食品
産業新聞社
https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/06/2022-0606-1134-14.html
★【先行販売受付中】世界的なコンペティションでメダルを受賞した「飲むみりん」“Me 無濾過生 ... ValuePress!
https://www.value-press.com/pressrelease/297663
★羽田空港ベストビュードライブ｜エクセルホテル東急のプレスリリース - PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000044409.html
★帝国ホテル、英国エリザベス女王の即位 70 周年を記念した純白のケーキ - ファッションプレス
https://www.fashion-press.net/news/88929
★ミツカングループ、変化対応を加速 経常益半減も家庭用堅調 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/yoshiokau20220607092058313
★ホッカンホールディングス・池田社長、100 周年で中計発表 26 年営業利益 56 億円へ - 日本食糧新聞
https://news.nissyoku.co.jp/news/ebata20220606101500422
★サンヨー食品×岩下の新生姜『岩下の新生姜味 塩焼そば』が再発売のご要望に応えて 6 月 20 日...岩下の新生姜
https://iwashita.co.jp/news/220620-sanyofoods/
★太陽化学、四日市の新工場 7 月稼働 健康食品の素材製造： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD0797H0X00C22A6000000/
★アシード HD、食品製造参入へ： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61516070X00C22A6LA0000/
★大塚食品、代替肉の大豆ミートで国内初認証
https://www.47news.jp/localnews/prefectures/tokushima/7884433.html
★マルエツ／「Uber Eats」の配達サービス新たに 29 店舗で開始 ｜ 流通ニュース
https://www.ryutsuu.biz/ec/o060724.html
★新タマネギ 価格が高騰１・５倍 北鹿のスーパーなど 主要産地が天候不順
http://www.hokuroku.co.jp/publics/index/51/detail=1/b_id=922/r_id=5596/
★史上初。
「飲むみりん」”Me”が米国最大の酒類コンペティション”SFWSC2022”で銀賞を受賞。 ValuePress!
https://www.value-press.com/pressrelease/297664
★ホテル「ザ・セレクトン福島」 ７月以降の宴会場利用停止 コロナ影響、人員足りず

福島民報

https://www.minpo.jp/news/detail/2022060997765
★大物顧客引き留めへ透ける思惑 「桜を見る会」夕食会でホテルニューオータニが酒の持ち込み無料

東京新聞

https://www.tokyo-np.co.jp/article/182368
★食品ロス、522 万トンと最少に コロナ下で外食が減って… - 朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASQ696Q83Q69UTIL02S.html
★GoTo 食事券の販売を再開していないのは東京と大阪のみに【農水省】 | フードファン！ - FOOD FUN!
https://foodfun.jp/archives/19196
★太陽化学、健康食品素材の新工場が完成 来月から稼働 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61587530Z00C22A6L91000/
★「庄や」人気メニューが惣菜に！ スーパーマーケット「ベイシア」とコラボ - エキサイト
https://www.excite.co.jp/news/article/CrankinTrend_E109118/
★スタバ、冷たい飲料の蓋なし提供全店に 脱プラ対応で： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC093B60Z00C22A6000000/
★日本ハム「食の未来委員会」始動 奥様重役会から改称 - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社）
https://shokuhin.net/57239/2022/06/10/sonota/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95/
★すかいらーく: 5 分未満の切り捨て賃金支払いへ パートらに 16 億円：朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASQ683TL3Q67ULFA019.html
★ハワイ発！「アイランドセルツァー」ナチュラルローソンで先行発売 | ストレートプレス
https://straightpress.jp/20220612/704554
★積み上がるコメの在庫、外食低迷の影響広く 業務用増やしてきた栃木 - 朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASQ6C74PMQ67UUHB00B.html
★急増した「からあげ専門店」淘汰進むも市場に残る成長余地とは/日本唐揚協会 八木専務理事...食品産業新聞社
https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/06/2022-0610-1331-35.html
★茨城県産農産物、輸出量最高に サツマイモやメロン…青果が好調 - goo ニュース
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/business/mainichi-20220612k0000m020013000c.html
★“富裕層向けホテルが３割不足に” 外国人観光客が回復なら - NHK
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220613/2000062239.html
★外資系最高級ホテル「コンラッド」が名古屋・栄に進出 26 年夏開業 - 朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASQ6F5JJ5Q6FOIPE01C.html
★トーホー、通期営業利益を上方修正 外食向け卸事業が回復基調 | 小売・流通業界で働く人の情報 ... ダイヤ
モンド・チェーンストア
https://diamond-rm.net/flash_news/211707/
★外食に安売り・深夜の限界点 スシローが露呈した窮状 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD107RJ0Q2A610C2000000/
★値上げ以外で客単価を上げるには セブンがダイソー商品や野菜を売る理由 | ツギノジダイ
https://smbiz.asahi.com/article/14635910
★全米販、業界 10 団体に「コメ諸経費高騰にご理解のお願い」、「企業努力に限界」婉曲的に価格転嫁への理解
求める｜食品産業新聞社ニュース WEB
https://www.ssnp.co.jp/news/rice/2022/06/2022-0613-1450-14.html
★【史上初】
「飲むみりん」”Me”が英国の ISC2022 で銀賞受賞。世界三大酒類コンペティションの ... ValuePress!
https://www.value-press.com/pressrelease/298209
★若手蔵人の挑戦を応援・知識や技術の向上を目指す新制度始動！ 楯野川 若手チャレンジボトル ... 時事ドッ
トコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000053.000071925&g=prt
★ホテル椿山荘東京、
「もっと Tokyo」割引対象のプラン 「スイートルーム」確約プランも - ITmedia
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2206/14/news045.html

★外食産業向け業態転換等補助金（補助事業）の公募（1 次）についてのお知らせ - 柏崎市
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/covid19info/4/2/2/32064.html
★はま寿司「平日寿司一皿 90 円」終了、6 月 15 日と 22 日に、漁獲量減少・食材の高騰を受け 食品産業新聞社
https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/06/2022-0614-1611-14.html
★外国人観光客の受け入れ、2 年 2 か月ぶり再開。ガイドラインと飲食店・宿泊業が対応すべきこと

フーズ

チャネル
https://www.foods-ch.com/gaishoku/1655182987624/
★マクドナルド「マカロン ピスタチオ」2022 年も登場、ナッツの香ばしさ味わえるマックカフェ限定 ... 食品
産業新聞社
https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2022/06/2022-0614-1610-15.html
★〔新商品〕国産サンショウの調味料＝ハウス食品 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/flash/854838
★ブランドパワーSM・GMS 編、王者イオンに異変！代わりに躍進した企業は？ ダイヤモンド・チェーンストア
https://diamond-rm.net/management/213554/
★コロナで外食減り、食品ロス最少の 522 万トン―20 年度 : 国民 1 人当たり年間 41 キロの廃棄 nippon.com
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01359/
★三菱食品の健康ブランド「からだシフト」からプロティン粉末飲料
https://shokuhin.net/57528/2022/06/15/kakou/kenshoku/
★外食 40 社のコロナ補助金 4.4 倍 21 年度、依存鮮明に - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC319FU0R30C22A5000000/
★【シェラトン都ホテル東京】夏においしい！国産いちごを堪能 ホテル専用ビニールハウスで収穫 ...PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001034.000023303.html
★成育医療研究センターや日ハムなど、卵白酵素分解物で鶏卵アレルギーを予防する技術を開発：日経バイオテ
ク ONLINE
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/052000031/060900090/
★「食べログ」に賠償命令

アルゴリズム変更は独禁法違反 地裁判決 ｜ 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20220616/k00/00m/040/058000c
★ニチレイフーズ“初”のアップサイクル商品に挑戦！ニチレイ『焼おにぎり 10 個入』の規格外ごはんが「除菌
ウエットティッシュ」に：時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000029.000079554&g=prt
★共同印刷、レンジ用蒸気抜き包材を開発 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/wakui20220614040113761

(お酒)
★東北酒蔵マップ、新たに売店の有無も 仙台国税局が最新版 - 山形新聞
https://www.yamagata-np.jp/news/202206/05/kj_2022060500136.php
★ビール大手 4 社が一斉値上げ…晩酌の一杯が高くつくのも安倍元首相が「元凶」だった 日刊ゲンダ
イ DIGITAL
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/306242
★10 年超熟成の麦焼酎「香ばしくまろやか」 竹田市の萱島酒類が発売 - 大分合同新聞
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2022/06/06/JD0061371663
★本格麦焼酎『いいちこシルエット』が日本で唯一の蒸留酒品評会「TWSC 2022」にて【金賞】受賞
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000088253.html

★SSI 公認資格「日本酒ナビゲーター」がオンラインで取得可能！日本酒基礎講座が 7/31(日)より
全 3 ...SAKETIMES
https://jp.sake-times.com/special/press/p_sakestation-navigator8
★焼酎のソムリエ「焼酎唎酒師」資格認定講習会・試験 大阪会場 9 月よりの本年最終開催の申込受付 ... ドリ
ームニュース
https://www.dreamnews.jp/press/0000259821/
★マスカットが爽やかに香るボリビアの蒸留酒『シンガニ』3 ブランド・7 アイテムの販売を開始

PR TIMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000004291.html
★三和酒類、RTD タイプの缶入り焼酎ハイボール「いいちこ下町のハイボール Lemo-chiko（レモちこ ... 日本
経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP633940_Y2A600C2000000/
★新見・三光正宗 新酒鑑評会で金賞 ２５年ぶり 地元米、水にこだわり - 山陽新聞デジタル
https://www.sanyonews.jp/article/1271458
★本格焼酎 鹿児島から世界進出狙う 人口減、好み多様化…国内市場縮小に危機感 一方で清酒

南日本新聞

https://373news.com/_news/storyid/157376/
★「これが高知の“酒”のレベル!」全国 1 位の金賞率と入賞率・新酒鑑評会 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/27907e528a53eb5462465676835dc6750b3e5d06
★世界的な酒類品評会で受賞 本格芋焼酎「DAIYAME 40」が ISC 2022 でゴールド受賞！ - 秋田魁新報
https://www.sakigake.jp/news/article/20220613PR0011/
★【変化対応に向け５つの会社を統合】新生サントリー社長に鳥井氏

マイナビニュース

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220613-2367172/
★日本酒造組合中央会と国際ソムリエ協会がパートナーシップを締結 - SAKETIMES
https://jp.sake-times.com/special/press/p_asi-partner
★四国の酒造メーカー 去年の輸出量 おととしの約１.６倍に - NHK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20220614/8030013170.html
★県産日本酒、22 年ぶり金賞率首位 高知県〔地域〕（時事通信） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/7c7939108a60558d71c47771c37340517ab1cf07
★酒類輸出が過去最高 ６０２キロリットル、前年比６割増 ２１年四国

四国新聞

https://www.shikoku-np.co.jp/dg/article.aspx?id=K2022061500000004600
★菊正宗、酒類 4～12%値上げ - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61750020V10C22A6TB1000/

■海外
★プーチン氏、穀物輸出に「ウクライナが機雷除去」の条件提案…黒海封鎖で世界的食料危機 ： 読売新聞オン
ライン
https://www.yomiuri.co.jp/world/20220604-OYT1T50198/
★欧米向け輸出、産地偽装相次ぎ注意呼びかけ - NNA ASIA・タイ・マクロ・統計・その他経済
https://www.nna.jp/news/show/2344506
★日系出店ラッシュ、コロナ後へ小売りや外食 - NNA ASIA・マレーシア・サービス NNA ASIA
https://www.nna.jp/news/show/2345799
★高雄産高級フルーツ、千葉のスーパーで試食 消費者から好評／台湾 - エキサイト
https://www.excite.co.jp/news/article/Jpcna_CNA_2022
★ビスケット・パスタ・パン・ケーキ産業協会、遺伝子組み換え小麦由来の食品の商業化に反対する立場を撤
回(アルゼンチン、ブラジル)ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/06/52277717ce5986a5.html
★豪 KFC、レタスを一部キャベツに変更 価格高騰で 写真 4 枚 国際ニュース：AFPBB News
https://www.afpbb.com/articles/-/3408663
★米ロサンゼルス市、一部地域でレストラン向けアルコール提供許可申請の審査期間が迅速化へ(米国) ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/06/173a32cd7dcacb09.html
★英国における日本産酒類普及の可能性 | 2022 - 地域・分析レポート - 海外ビジネス情報 - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2022/722ab5ebd0b4bfc6.html
★中国でコロナ感染再拡大、上海が再び外食規制－北京は学校再開を延期 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/0ef93733d8be3dd270924f25e7d0ddfdb9ce0529
★通信キャリア３香港、百佳の専門店２倍に - NNA ASIA
https://www.nna.jp/news/show/2348237
★中国が台湾の高級魚ハタの輸入を停止、台湾は WTO 提訴も検討―独メディア - エキサイト
https://www.excite.co.jp/news/article/Recordchina_895822/
★原産地偽装した米国・EU への迂回輸出問題、タイ商務省は工場検査など強化(タイ、米国、EU) ｜ ビジネス
短信 - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/06/26f7d2426c621c3c.html
★食品安全法、国王署名で施行へ - NNA ASIA・カンボジア・食品・飲料
https://www.nna.jp/news/show/2348997
★ウクライナ侵攻の影響で世界に“食料危機” アメリカ産トウモロコシの争奪戦も【WBS】
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb08a8029170541842ab042bd58cd14ab1c72ca4
★ロッテアサヒ酒類、韓国で３年ぶり広告再開 - NNA ASIA・韓国・食品・飲料

NNA ASIA

https://www.nna.jp/news/show/2350573
★食品、ガソリン…「ひどい」 米国で止まらない物価高騰に住民悲鳴
https://mainichi.jp/articles/20220615/k00/00m/020/182000c
★英国の食品インフレ、最大 15％に達する可能性＝研究所 ｜ ロイター
https://jp.reuters.com/article/britain-inflation-idJPKBN2NX0HO
★ＵＡＥ、インド産小麦の再輸出停止 - NNA ASIA・インド・食品・飲料
https://www.nna.jp/news/show/2351245

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ございません。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

