
 

   

ニュース＆トピックス  【期間】2022.07.16-2022.07.29 

※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 

★冷凍マグロの産地偽装 東京の業者、2万匹以上 ｜ 共同通信 

https://nordot.app/920621867261444096 

★税務大学校で集団食中毒、O121 検出も…食堂を営業停止処分 千葉・船橋 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6f194a05155f77a0faa3fa65560076a584f6af89 

★タイ北部の葬儀で集団食中毒 251 人が手当受ける - バンコク週報 

https://bangkokshuho.com/thaisanmenkiji-1096/ 

★食中毒の発生について～あきる野市内の高齢者施設で提供された食事で発生した食中毒  東京都福祉保健局 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/pressshokuhin220720.html 

★【回収】メキシコ産ブドウ 一部残留農薬基準超過(ID:43849) | リコールプラス 

https://www.recall-plus.jp/info/43849 

★調理パン 14 種類 アレルギー表示不備｜食品事故情報｜食の安全 - フーズチャネル  

https://www.foods-ch.com/anzen/kt_43846/ 

★浜松市の焼肉店で食中毒 8日に食事した客 4 人に症状 保健所は注意呼び掛け - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/1183b751ff56af72722bd8cc46fbd08e380bf4ec 

★食中毒の発生 - 東京都 食中毒の発生について あきる野市内の高齢者施設で提供された食事で発生した食中毒 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tose 

★生け締めしたサーモンの血、海に流した疑い 青森の養殖業者社長逮捕：朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASQ7P54V3Q7PULUC01C.html 

★高野町の飲食店でカンピロバクターによる食中毒 

https://news.wbs.co.jp/174883 

★小学校で育てたジャガイモ、授業中ゆでて皮付きで食べて…児童４５人が嘔吐や腹痛 

https://news.yahoo.co.jp/articles/c55a4aeff8576d86d8e1977d21fdc90e5158e961 

★高野町の飲食店で食中毒 ／和歌山 

https://mainichi.jp/articles/20220726/ddl/k30/040/380000c 

★大阪王将、「厨房に虫」SNS で拡散 公式Webサイトで謝罪「現在調査中」 

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2207/25/news135.html 

★中国産アサリを県産と偽り販売 県が業者を是正指示｜NHK 熊本県のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20220726/5000016425.html 

★メタノール入り密造酒飲んで 42 人死亡、97人入院 インド - AFPBB News  

https://www.afpbb.com/articles/-/3416692 
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★大阪王将の仙台太白区の店舗で不適切な衛生管理｜NHK 東北のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20220728/6000020313.html 

★２７歳女性 腸管出血性大腸菌に感染、ＨＵＳ発症 千葉県内医療機関に入院 

https://news.goo.ne.jp/article/chiba/region/chiba-20220730122306.html 

★原因は弁当店の「ウナギ弁当」 ３歳から７０代の男女７５人が集団食中毒 鹿児島県霧島市 

https://news.yahoo.co.jp/articles/178671caf6c0ededa3460fece8cb314536513bed 

★【農心】韓国国内で未販売の輸出用ラーメン「辛ラーメン RED」、欧州残留農薬基準超過で現地回収措置 

https://sn-jp.com/archives/90207 

 

 

■食の環境 

★今なお足りぬフライドポテト： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC06A0Z0W2A700C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=165836745
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★サントリーや日清食品に学べ 顧客から選ばれる食品メーカーになるための 3 つのパターン：顧客体験価値ラン

キング 2022（1/2 ページ） - ITmedia ビジネスオンライン 

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2207/22/news015.html 

★日本パン公正取引協議会、包装食パン表示検査を実施 一般消費者 10 人が評価 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/aoyagi20220715091723418 

★味覚研究の最前線 ｜ NHK ｜ WEB 特集 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013729121000.html 

★食用米の生産量 初の 700 万トン割れへ 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000263055.html 

★バター在庫量、6 月末 1.1%減 農水省統計： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62953450X20C22A7QM8000/ 

★タマネギの小売価格は落ち着く傾向 高値水準続くも 10 週連続値下がり｜JAcom 農業協同組合新聞 

https://www.jacom.or.jp/yasai/news/2022/07/220727-60625.php 

★8月の値上げ食品、今年最多の 2600 品目超「円安で一気に拡大」：東京新聞 TOKYO Web 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/192377 

★サンマ漁獲量 ことしも低水準の見通し 国の研究機関が公表 ｜ NHK ｜ 環境 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220730/k10013743011000.html 

 

 

■商品・業界情報 

★マックスバリュが大型食品工場稼働へ 総菜などを約２００店舗に供給 従業員採用予定も【岡山・岡山市】 

https://www.fnn.jp/articles/-/390490 

★エスビー食品、ライブ配信開始 Web で発信を強化 ｜ AdverTimes（アドタイ） by 宣伝会議 

https://www.advertimes.com/20220715/article389906/ 

★日清食品グループ CIO 成田氏に聞く ローコード開発による「内製化」の推進 (1/3)｜EnterpriseZine（エンタ

ープライズジン） 

https://enterprisezine.jp/article/detail/16272 

★森永乳業、パキスタン育粉を連結子会社化 海外事業拡大へ弾み - 日本食糧新聞電子版  

https://news.nissyoku.co.jp/flash/860967 

★人手不足の外食チェーンが中途採用者に 50万円支給 上念司氏「待遇 - 文化放送  

https://www.joqr.co.jp/qr/article/59170/ 
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★中部食品マーケット特集：2 回目の「FABEX 中部」名古屋で 東海スーパーマーケットビジネス ...日本食糧新聞  

https://news.nissyoku.co.jp/news/usamiy20220623043617232 

★まん福ホールディングス 飲食店や食品加工、中小 5社を買収へ： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62716280Z10C22A7FFT000/ 

★混合しょうゆや本みりんなど 10 月１日出荷分から値上げ【盛田】 - FOOD FUN!  

https://foodfun.jp/archives/19656 

★ホテルオークラ／東京別館（東京都港区）を解体／鹿島で１１月１５日工事着手  日刊建設工業新聞 

https://www.decn.co.jp/?p=123632 

★大手外食チェーン／ファストフード 11ブランド、中華 9 ブランドで値上げ | 流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/strategy/o071920.html 

★国内 No.1 AI 食事管理アプリ『あすけん』食事療法におけるデジタル治療（DTx）用アプリの事業化を目指し 

第二種医療機器製造販売業許可を取得：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000057.000058653&g=prt 

★東京ドームホテル、東京ドーム案内ツアー付き宿泊プランを日にち・人数限定で発売 マイライフニュース  

https://www.mylifenews.net/resort/2022/07/post-1438.html 

★大手外食チェーン／ファストフード 11ブランド、中華 9 ブランドで値上げ | 流通ニュース  

https://www.ryutsuu.biz/strategy/o071920.html 

★外食大手３～５月連結決算 売上高は全社伸びる - 日本農業新聞  

https://www.agrinews.co.jp/economy/index/89934 

★ざくざく食感が楽しい粒状みそ ヤマク食品が新商品発売 

https://www.topics.or.jp/articles/-/739861 

★テーブルマーク 冷凍「ごっつ旨いお好み焼」製造ライン増設、加ト吉水産・福島工場にコロナ禍の需要増う 

け｜食品産業新聞社ニュースWEB 

https://www.ssnp.co.jp/news/frozen/2022/07/2022-0721-1417-14.html 

★イオン、容器再利用システム導入 京都府内 8店舗 西日本では初めて - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/okadas20220714034430562 

★三幸製菓、25日から 33 品を販売再開 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/861678 

★インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ 2022 で｢Japanese GIN 和美人｣部門 ... - 秋田魁新報  

https://www.sakigake.jp/news/article/20220721PR0019/ 

★日本農林規格等に関する法律（ＪＡＳ法）が改正されました。（2022.5.25） - フーズチャネル  

https://www.foods-ch.com/anzen/news_00522/ 

★記録的円安も影響…日本のホテル・旅館で“売却”相次ぐ 箱根を視察する外国人に密着(2022 年 7月 20 日)  

YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=n4WrD7Bskbw 

★中部外食９社６月売上高 制限解除で全社増収 足元、第７波を懸念 中部経済新聞  

https://www.chukei-news.co.jp/news/2022/07/21/OK0002207210101_02/ 

★6月の中途求人倍率 1.91 倍に上昇 小売・外食で求人増 - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC209VP0Q2A720C2000000/ 

★大手外食チェーン、44％が値上げを実施。業態別ではファストフードが最多 - 店舗物件探し  

https://www.inshokuten.com/foodist/article/6551/?ref=foodist_la 

★ファミマ、店舗スタッフの“給与前払い”を導入 人手不足解消ねらい（オリコン） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2a94556c0c5c49e75bd72e20308907955ebf22ea 

★スーパーバリュー、ロピアと資本業務提携 食品スーパーの再編加速へ（食品新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/12f0ba7f91178ac6e7d7f0d83644d626c973324a 
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★廃棄おからをスイーツに キユーピー知財を活用 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/kawasaki20220718102956059 

★東京ディズニーリゾート PR【公式】 on Twitter: "＼ディズニーホテルの開業記念日 ／ 7月 7日

で ...twitter.com 

https://twitter.com/TDR_PR/status/1544893994697519104 

★5割以上の飲食店が新型コロナウイルスの影響でテイクアウトを開始 - フーズチャネル  

https://www.foods-ch.com/news/prt_76113/ 

★ロイヤル HD、なぜ今“冷凍食品”に注力？「消費者は時間と場所を選ばなくなった」 ビジネスジャーナル  

https://biz-journal.jp/2022/07/post_308272.html 

★ハウス食品の「禁断」スパイス 100 万本突破 鍵はネーミング - 日経クロストレンド  

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00668/00005/ 

★５つのペルソナ像探る／三菱食品 | フードウイークリーWEB 

https://f-weeklyweb.com/top-news20220725/ 

★「炭酸水」売れ筋ランキング＆おすすめピックアップ 暑い日に楽しむ、爽やかな刺激！【2022 年 7 ...ITmedia 

https://f-weeklyweb.com/top-news20220725/ 

★６月の外食売上高１９％増 百貨店は４カ月連続プラス  日本海新聞 

https://www.nnn.co.jp/knews/220725/20220725130.html 

★公式アプリ 「すしスタンプサービス」のお知らせ【元気寿司】｜外食業界の新店舗 - フーズチャネル 

https://www.foods-ch.com/news/press_775143/ 

★8月 オープン予定【フジオフードグループ本社】｜外食業界の新店舗、新業態など - フーズチャネル 

https://www.foods-ch.com/news/press_1427432/ 

★生活者からの反響数は約 40 万件！第 1 回 全国スーパーマーケット「おいしいもの総選挙」結果発表 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000203.000046400&g=prt 

★伊藤忠商事、植物性食品の料理展開 カレーなど 4種類： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC22DM30S2A720C2000000/ 

★日本生協連／レトルト食品 14種の外箱省き、年間約 44トン紙資源削減 ｜ 流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/strategy/o072575.html 

★ドミノ・ピザ「1 枚買うと 2 枚無料」を 4日間限定で実施 従業員を心配する声も - ライブドアニュース 

https://news.livedoor.com/article/detail/22561827/ 

★世界初!? ホテルに誕生「本気すぎる旅客機再現施設」を実見 シートは旧政府専用機 ガチ操縦も可 乗りもの 

ニュース 

https://trafficnews.jp/post/120805 

★【スイスホテル南海大阪】全ての旅行者が平等に楽しめる国際観光都市・大阪へ大阪観光局主催 ... PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000021966.html 

★中央区 第 15棟目のホテル アパホテル〈八丁堀駅前〉 起工式開催 - 時事通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000513.000018265&g=prt 

★６月の外食売上高１９％増 百貨店は４カ月連続プラス - 東京新聞 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/191748 

★金賞受賞！！スーパーマーケットおいしいもの総選挙！！綿半魚類 一宮漁港の「海鮮パフェ」が ...時事ドッ 

トコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000091.000047889&g=prt 

★モスバーガー 米スプーン導入 年間 3 トンのプラスチックを削減 

https://www.fnn.jp/articles/-/395016 

★Amazon、全国 18 カ所に配送拠点新設 北は青森、南は沖縄まで 「置き配指定」も拡充へ - ITmedia NEWS 

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2207/27/news118.html 
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★フューチャーアーキテクト、伊藤忠食品、営業・物流システム刷新プロジェクトを始動 - 紀伊民報 

https://www.agara.co.jp/article/214154 

★【現場レポート】サンノー（株）が（株）カクヤスの子会社に｜NetIB-News - データ・マックス 

https://www.data-max.co.jp/article/35070 

★ホテル「アマネク金沢」が 8 月 15 日開業 | - 観光経済新聞 

https://www.kankokeizai.com/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%80%8C%E3%82%A2%E3%83%

9E%E3%83%8D%E3%82%AF%E9%87%91%E6%B2%A2%E3%80%8D%E3%81%8C8%E6%9C%8815%E6%

97%A5%E9%96%8B%E6%A5%AD/ 

★人手不足対策に注目 国内最大規模の外食・ホテル展示商談会 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20220727-MRO4RP663NIYZNMOQR7NO7WNGM/ 

★グリーンピア岩沼のホテル、８月３日に営業再開 「ホテルテトラ」と岩沼市が本契約 - 河北新報 

https://kahoku.news/articles/20220727khn000009.html 

★ホテルで本格パイロット体験ができる「フライトシミュレーター」プランが話題 - 舞浜シェラトン 

https://news.mynavi.jp/article/20220727-2409529/ 

★外食チェーン大手のワタミ株式会社、統合マーケティングツール「C-mo」の導入で集客 ...時事通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000021.000029037&g=prt 

★農水産物輸出、過去最高 1208 億円 21 年九州農業レポート コロナ禍から回復傾向、外食需要に伸び  熊本 

日日新聞社 

https://kumanichi.com/articles/739019 

★ハワイのザ・リッツ・カールトンホテルが日本人限定宿泊プランを販売 

https://hotelbank.jp/inbound/ritzcarlton-for-japanese-plan/ 

★【ホテル総支配人リレーインタビュー】第 12 回 ホテル日航福岡総支配人 大月照雄氏  トラベルビジョン  

https://www.travelvision.jp/news/detail/news-97017 

★株式会社名鉄トヨタホテル様とのパートナー契約締結のお知らせ - 名古屋グランパス  

https://nagoya-grampus.jp/news/pressrelease/2022/0728post-1963.php 

★静岡の食品メーカーが缶詰新商品「富士宮焼きそば」販売へ 開発に 1 年半 - 富士山経済新聞  

https://mtfuji.keizai.biz/headline/2024/ 

★Amazonとライフの生鮮食品配送、町田・八王子などエリア拡大。埼玉・千葉も（Impress Watch） - Yahoo! 

ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/cb9ed269071f20f5f3d61375f795252f214eb2b3 

★ANA、セブンイレブン／ドローン活用の物流サービス検討で覚書締結 ｜ 流通ニュース 

https://nordot.app/924911448425119744?c=113896078018594299 

★ヤフーショッピングと PayPayモール統合へ...使い勝手向上、「経済圏」拡大で楽天、アマゾンに対抗｜ニフテ 

ィニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12318-1774672/ 

 

 

(お酒) 

★＜お酒にも多様性＞ 廃棄される食材を原料に：中日新聞Web 

https://www.chunichi.co.jp/article/510875 

★高瀬物産、「業務用食品・酒類提案会」開催 SDGs など新価値を - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/kinbara20220712034748640 

★酒蔵 104 軒のアンケートから読み解く、本格焼酎と泡盛のソーダ割り 2022 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000087722.html 
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★日本のクラフトサケ醸造所 7 社が秋田県男鹿市に集結「クラフトサケ ブリュワリーフェス”猩猩宴 ... 時事通信  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000002.000097044&g=prt 

★「生ジョッキ缶」を通常販売へ アサヒスーパードライ 

https://www.fnn.jp/articles/-/392043 

★平戸市・福田酒造の「長崎美人」 酒米を自家栽培 - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC07B0R0X00C22A7000000/ 

★女性のための酒、女性が開発 新潟・酒類卸と酒造、12人タッグ 親しみやすい味、デザイン重視  

https://mainichi.jp/articles/20220724/ddl/k15/100/075000c 

★ビール 1 本から無料配達 日雑もペット用品も コロナ禍を逆手に飛躍 独自の進歩遂げるカクヤス  

https://news.yahoo.co.jp/articles/d0c81b797e9d51baee8f541deaa87f7a1e4ba2e6 

★日本酒ラベル、個性豊か 仙台の晩翠画廊・きょう２４日まで入選作品展示 - 河北新報  

https://kahoku.news/articles/20220724khn000005.html 

★ワタミについて、サントリー酒類は保有割合が 5％未満に減少したと報告 [変更報告書No.3] - 株探 

https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202207250328 

★日本酒を「世界酒」へ グローバル展開の戦略と原動力とは - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/d97c3482bc681d3ec030690bdd3140f3d520277b 

★サントリー酒類がワタミ＜7522＞株式の変更報告書を提出（保有減少） - M＆A Online 

https://maonline.jp/kabuhoyu/sh-s100oryf 

★ＧＩ梅酒を収益源に 和歌山県旅館組合、酒類販売も取り組む | トラベルニュース at 

https://www.travelnews.co.jp/news/yado/2022072609023831030.html 

★ノンアルコールでも飲酒運転になることも!？ うっかり飲んじゃった - ベストカー 

https://bestcarweb.jp/feature/column/470939 

★缶チューハイ市場切り開いた宝酒造 一世風靡から 38 年、挑戦続く 浸透する「大衆酒場」の世界観 食品新聞 

https://shokuhin.net/59624/2022/07/27/inryou/sake/ 

★「近畿の酒、世界に PR する」 大阪国税局長の後藤健二氏が就任会見 - 朝日新聞デジタル  

https://www.asahi.com/articles/ASQ7W66JGQ7WPTIL017.html 

★日本酒醸造の技、ウイスキーに 山形・楯の川酒造、蒸留所設立 

https://news.yahoo.co.jp/articles/435fbc7f59bebf6e5f1844379fd1a536cd284b84 

★若手の日本酒が全国鑑評会で金賞 伊賀の大田酒造・杜氏３年目の大田さん快挙 - 中日新聞Web  

https://www.chunichi.co.jp/article/516317 

 

 

■海外 

★外食物価指数 6.7％上昇、庶民の財布直撃 - NNA ASIA・韓国・マクロ・統計・その他経済  

https://www.nna.jp/news/show/2364607 

★ダイソー米国子会社と食品輸出で商談：ジェトロ ｜ イベント ｜ J-Net21［中小企業ビジネス支援サイト］ 

https://j-net21.smrj.go.jp/news/l357tf0000002ppp.html 

★エバラ食品  タイにおける新工場建設及び子会社、孫会社の増資に関するお知らせ 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2819/tdnet/2157267/00.pdf 

★大麻入り食品は他商品と区分、小売店に指示 - NNA ASIA・タイ・食品・飲料 

https://www.nna.jp/news/show/2364808 

★英政府、食用昆虫認可の移行措置案を発表(英国) ｜ ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/07/e1cd79654339bb2b.html 

★包装済み食品がＧＳＴ対象に、税率は５％ - NNA ASIA・インド・食品・飲料 

https://www.nna.jp/news/show/2365497 
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★Xinhua Silk Road：中国酒類ブランドの TingHuaがノーベル賞受賞者を主任研究員として雇用  共同通信 P 

R ワイヤー 

https://kyodonewsprwire.jp/release/202207193995 

★米ラム・ウェストン、21 年末比 15%高 外食需要に期待 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB194X20Z10C22A7000000/ 

★上海で店内飲食が再開 利用時間は 1時間半に限定（CNS（China News Service）） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/af13e4f82e013a40b4d5f64deda48986fb7ad3e9 

★マレーシア:ジェトロ KL が日本産食品プロモ、地場高級スーパーと提携 | AsiaX 

https://www.asiax.biz/news/60695/ 

★タイ最大の乳製品メーカーの工場が閉鎖に。フォーモスは生産停止。 タイニュース・クロスボンバー（X 

-bomber Thailand）  

https://x-bomberth.com/20220719formos/ 

★しょうゆなど減塩政策に対応急がれる(コロンビア) ｜ ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/07/496b71dbcb3488eb.html 

★Danone、業界初の「乳性・植物性混合ミルク」を発売 - ESG Journal 

https://esgjournaljapan.com/world-news/19134 

★ハーゲンダッツのバニラアイスに回収命令 - NNA ASIA・インドネシア・食品・飲料 

https://www.nna.jp/news/show/2366269 

★米ラム・ウェストン、21 年末比 15%高 外食需要に期待 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB194X20Z10C22A7000000/ 

★ハーゲンダッツ、バニラ以外も 11種販売停止 - NNA ASIA・インドネシア・食品・飲料 

https://www.nna.jp/news/show/2366882 

★食品医薬品安全処、ペプシゼロシュガーの悪臭について苦情調査…ロッテ七星飲料「異常なし」＝韓国│韓国 

社会・文化│wowKorea(ワウコリア) 

https://www.wowkorea.jp/news/korea/2022/0721/10356934.html 

★韓国政府、外食産業育成…宅配ロボット規制を緩和し、外国人就職を拡大 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/125e7ca64afa0e0d582bb8ae788060cbfe3fd5c7 

★小麦相場、６％急落 ウクライナ輸出合意で：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072300225 

★メカジキ「準絶滅危惧種」に 1 ランク引き上げ 国際自然保護連合（時事通信） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/1485083d9a57ec21b9ce843aa15ff22d76482802 

★果物中心の食事は脂肪肝に悪影響を及ぼす可能性が明らかに - GIGAZINE 

https://gigazine.net/news/20220724-fruits-bad-effect-to-nafld/ 

★酒造大手のハイト真露、2日間出荷中止...トラック運転手労組のストで＝韓国 - ワウコリア  

https://www.wowkorea.jp/news/korea/2022/0724/10357169.html 

★米飲食業界で高まる「悲観論」、大不況以来の水準に | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）  

https://forbesjapan.com/articles/detail/49114 

★国営ＰＴＴ、健康補助食品事業の新会社設立 - NNA ASIA・タイ・医療・医薬品  NNA ASIA 

https://www.nna.jp/news/show/2367527 

★ドイツで食品価格が高騰、消費者は味よりも価格を重視(ドイツ、ウクライナ、ロシア) ｜ ビジネス短信 - ジ 

ェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/07/e36daaf9c1627c6b.html 

★タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定(タイ) ｜ ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/07/679653dea284c55b.html 
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★米 FDA、食品安全強化法（FSMA）のうち農業用水規則案の施行期日延期を提案(米国) ｜ ビジネス短信 –  

ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/07/09c3ea5507607e51.html 

★仏レミー、第 1四半期は好調 中国で 6月に販売回復 | ロイター 

https://jp.reuters.com/article/remy-results-idJPKBN2P10FI 

★ガソリン高で米市民生活に変化、車利用や外食など抑制－ＡＡＡ調査 - Bloomberg 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-07-26/RFLNTGT1UM0X01 

★米食品医薬新局 FDA がノババックス製新型コロナワクチンの緊急使用を許可 - @DIME アットダイム 

https://dime.jp/genre/1434005/ 

★SOL DE AGUA(メキシコ産生鮮マンゴ) 一部残留農薬基準超過(ID:43947) | リコールプラス 

https://www.recall-plus.jp/info/43947 

★三菱ケミカル、食品包装材を増産 英国で数百億円投資： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC271ZK0X20C22A7000000/ 

★除草剤グリホサート 最近の欧米事情 サイエンスを離れた悲喜劇続く ? FOOCOM.NET 

https://foocom.net/column/shirai/23224/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/07/09c3ea5507607e51.html
https://jp.reuters.com/article/remy-results-idJPKBN2P10FI
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-07-26/RFLNTGT1UM0X01
https://dime.jp/genre/1434005/
https://www.recall-plus.jp/info/43947
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC271ZK0X20C22A7000000/
https://foocom.net/column/shirai/23224/
mailto:s-koshimizu@san-g.com
http://hse-chiba.com/index.html

