ニュース＆トピックス

【期間】2022.08.13-2022.08.26

※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
★カンピロバクター食中毒、熊本県内で増加中 鶏肉は「十分に加熱を」 神経障害起こす恐れも
https://kumanichi.com/articles/715955
★韓国産アサリを「熊本産」と偽り販売 山口・宇部市の会社を捜索 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/6c87f14ad5dde1b9bc48d8a9e0e01277f6bc7e11
★小豆の産地偽装で製あん業者と元社長を略式起訴

旭川区検：北海道新聞 どうしん電子版

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/719449/
★真あじのパック詰めにフグ混入で自主回収 周南市のスーパー｜NHK 山口県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20220823/4060014521.html
★７５人が食中毒、弁当のエビチリやシューマイ食べて…宅配弁当店を処分 調理人からサルモネラ菌 ...Yahoo
!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/502f33510afbe6af367cc015907a742811e5baf9
★ＣＯ中毒、食洗機の不具合原因か スズキ本社食堂で発生｜秋田魁新報電子版
https://www.sakigake.jp/news/article/20220824CO0137/
★中国産たけのこ産地偽装 不正競争防止法違反の罪で役員を起訴｜NHK 熊本県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20220824/5000016726.html
★レトルト食品を自主回収 合成樹脂混入の可能性｜NHK 関西のニュース
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220824/2000065435.html

■食の環境
★サツマイモの病害が深刻化 27 都道県に拡大、収穫量減も ｜ 共同通信
https://nordot.app/932193365437464576
★加速するグルメサイト離れ。
「Google」利用率トップに。「食べログ敗訴は妥当」
、飲食店で多数派｜株式会
社 TableCheck のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000023564.html

■商品・業界情報
★ホテルから重油８千リットル流出…近くにさけます孵化場、漁業被害懸念 - 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220814-OYT1T50080/

★ホテル、バスと連携 札幌を楽しむイベント | - 観光経済新聞
https://www.kankokeizai.com/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%80%81%E3%83%90%E3%82
%B9%E3%81%A8%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%80%80%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E3%82%92%E6
%A5%BD%E3%81%97%E3%82%80%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/
★｢天丼てんや｣人気支える味への徹底したこだわり
https://toyokeizai.net/articles/-/610289
★隅田川沿いの倉庫をリノベーションしたベーカリーカフェがオープン。ニュージーランドを感じる ...
ValuePress!
https://www.value-press.com/pressrelease/301760
★国内で伸び悩んでいた「サルサソース」購入率が約 2 倍になった理由、”肉のサラダ化”で野菜が ..エキサイト
https://www.excite.co.jp/news/article/Oricon_2245313/
★日清医療食品が栃木に新工場 東日本エリアの生産拠点に - 47NEWS
https://www.47news.jp/localnews/prefectures/tochigi/8170946.html
★シャトレーゼも驚愕！？【全国スーパー総選挙で受賞】1443kcal 登場「食べすぎ危険」絶品 3 選
https://www.o-uccino.jp/article/posts/91522
★「激戦区でも勝ち残る自信ある」 綿半スーパーセンターの新規出店に密着 売りは『品物の新鮮さ ... Yahoo
!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/a8b21ff847f33956382a82b039ac2b789a965aaf
★小麦価格、据え置きへ 岸田首相、物価高対策で指示 地方臨時交付金も増額（時事通信） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/ac5a78bcf44be55858e80ecfea5ff8df51774e99
★WHO、日本に新組織設立へ 広島サミット時、首相合意（共同通信） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/7288c5361fc3da4d3e327ced428f6f9257397d9c
★パンや麺類の値上げ相次ぐ 政府、輸入小麦価格を据え置きへ ｜ 共同通信
https://nordot.app/931088679758987264
★牛乳・ヨーグルト、今冬値上げ 「生乳」が大幅上昇―需要減に懸念も：時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022081200724&g=eco
★「いきなり！ステーキ」創業者 一瀬邦夫社長が引責辞任： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1270D0S2A810C2000000/
★ファミマ、飲料補充ロボットを 300 店舗に導入 作業分析システムも ｜ 小売・流通業界で働く人の情報サ
イト_ダイヤモンド・チェーンストアオンライン
https://diamond-rm.net/flash_news/222382/
★サントリー食品インターナショナル、
「サントリー天然水」工場生産ライン増設へ - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/flash/865914
★日水製薬、生菌数 24 時間測定できる TCR 提案 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/tateishiw20220726085648596
★ホテルニューオータニ東京「スーパールームサービス」にコース料理も追加 - トラベルビジョン
https://www.travelvision.jp/news/detail/news-92488
★ホテルランキングのトップ 10 に「御三家・新御三家・新々御三家」が“わずか 2 軒”の理由 Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/72d94f82c8bc15f850a385fbaf31933405166c12
★東京マリオットホテル 都会のオアシス・品川御殿山の自然を愛でながら頬張る“秋のお楽しみ ... 時事ドッ
トコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000978.000006521&g=prt
★【JW マリオット・ホテル奈良】注目の若手中華料理人、廣澤将也と当館日本料理「校倉」料理長
PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001104.000011305.html

★4-6 月の実質 GDP 年率 2.2%増 外食や宿泊など個人消費が伸びコロナ禍前水準を回復 nippon.com
https://www.nippon.com/ja/news/fnn20220815403255/
★外食５社減益や赤字拡大、すかいらーく 100 店閉店 - NNA ASIA・日本・サービス NNA ASIA
https://www.nna.jp/news/show/2377634
★マルハニチロ、群馬工場が稼働 焼そばライン増設 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/fujimura20220808052541558
★初亀醸造から敬老の日ギフトにぴったりなコラボアイテムが登場！ - ちびまる子ちゃん
https://www.chibimaru.tv/news/entry/2022/007189.html
★米ベストウェスタンホテルブランドでホテル開発を手がけたランドーナージャパン（愛知）など 2 社が破産
負債合計 50 億円 Yahoo! JAPAN
https://news.yahoo.co.jp/articles/c0fea6efb09820b4ecf52bc90f8c1b01723acabe
★4-6 月の実質 GDP 年率 2.2％増 外食や宿泊など個人消費が伸びコロナ禍前水準を回復

Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/55ff4942b4dd8e4fd0fadae934c5f2c6d0b732e1
★すかいらーく、22 年 12 月期の営業利益予想を 95 億円引き下げ、最終損益は赤字に

ダイヤモンド・チェ

ーンストア
https://diamond-rm.net/flash_news/222378/
★いきなりステーキ なぜ急速衰退 - goo ニュース
https://news.goo.ne.jp/topstories/business/goo/958c956b2a0c92acfe2694f9f862c5e2.html?fr=RSS
★ワタミ／4～6 月営業損失約 3 億円、国内外食業が苦戦 - 流通ニュース
https://www.ryutsuu.biz/accounts/o081620.html
★高清水配合の化粧品、台湾ＥＣサイトで販売 秋銀の地域商社輸出 - 秋田魁新報
https://www.sakigake.jp/news/article/20220817AK0015/
★デイブレイクの特殊冷凍機「アートロックフリーザー」が令和 4 年度「外食産業貢献賞」を受賞 PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000042920.html
★第 26 回業務用加工食品ヒット賞／外食産業貢献賞 受賞企業 16 社決まる - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/kinbara20220804011308757
★飲食店検索で「Google」86％の利用率で初の首位！ 予約は「グルメサイト」「電話」根強く ... FOOD FUN!
https://foodfun.jp/archives/20012
★ライフで心に残る「カレーうどん」に出会った！PB 商品でアタリを探すコツ | 女子 SPA！
https://joshi-spa.jp/1189206
★なぜ日本酒は斜陽産業になったのか 個性をなくした「国酒」の末路 - 日経クロストレンド
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00643/00004/
★熱海・咲見町に「Cafe Giraffe」 上階にホテル開業計画も - 熱海経済新聞
https://atami.keizai.biz/headline/555/
★外食も値上げラッシュ 食材高騰、客離れ加速も
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022081700861&g=eco
★8 月 22 日号特集「外食に未来はあるか」を担当記者が解説 - 日経ビジネス電子版
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00419/081700034/
★外食最大手が群馬県にだけ展開している「全く新しい」コンビニ 1 年間で直営 9 店がオープン

上毛新聞社

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/162237
★ＪＡ コメ出荷前の“仮渡し金” コシヒカリで３年ぶり増額へ - NHK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20220818/1030022330.html
★エスビー食品が 2022 年秋冬 新製品&リフレッシュ品 56 アイテムを発売 サステナブルな食生活や YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=XNEmSKl5M2U
★アレルギー配慮の米粉麺 日本ハム｜全国のニュース｜京都新聞

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/860571
★ファーストキッチン、トレーラー型店舗オープン。出店コスト 3 分の 1 -Impress Watch
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1432874.html
★セブン-イレブンでワクチン接種証明書を発行 大手コンビニ初
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000265286.html
★原油・物価高騰対策など求め農水省に要望書 食品産業センター - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社）
https://shokuhin.net/60608/2022/08/19/sonota/kyoninka/
★外食チェーン 夏以降も値上げの動き 原材料や物流費の高騰で ｜ NHK ｜ 物価高騰
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220821/k10013780841000.html
★17 歳少年が転落し死亡、沖縄市のホテル５階から 部屋には未成年者やビール缶
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1570131.html
★プリンスホテル、西武 HD による売却もやむなしといえる「大苦境」の実態 ダイヤモンド・オンライン
https://diamond.jp/articles/-/307420
★外食チェーン 夏以降も値上げの動き 原材料や物流費の高騰で - NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220821/k10013780841000.html
★子持ち主婦が節約のために実施していることは？2 位は「外食を控える」 - マイナビニュース
https://news.mynavi.jp/article/20220821-2429671/
★新業態 テイクアウト・デリバリー「鶏からあげ・豚肉角煮 からあげくに」が 1 月 21 日墨田区吾妻橋
...フーズチャネル
https://www.foods-ch.com/news/prt_86849/
★輸入小麦の価格据え置き - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社）
https://shokuhin.net/60726/2022/08/22/gyakukousen/
★ローソン、全社員がアプリ開発者 運転記録など効率化： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC159ST0V10C22A7000000/
★江崎グリコ、宅配事業開始 糖質量抑えた昼食、大阪で｜全国のニュース｜京都新聞
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/863456
★サタケ、米分析サービスのサイトが全面刷新 より簡便で迅速に - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/flash/867307
★【ホテル椿山荘東京】
【もっと Tokyo】トライアル対象“もっとおこもりステイ”3 種を 9 月 1 日より...藤田観光
https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/news/2022/08/22/36138/
★コロナ禍で大打撃の外食産業 配膳ロボット市場は縮小か拡大か? 外食産業特有の課題と実際 ... ロボスタ
https://robotstart.info/2022/08/22/sbr-restaurant-industry-robots.html
★すかいらーく「100 店閉鎖」大苦境の中に残っている 2 つの希望 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/430fb0a6c0e029fdd34d7dda70efda1f555f59d2
★注目の〝裏天満〟ＭＺ世代に新業態／ダイナック | フードウイークリーWEB｜週刊食品
https://f-weeklyweb.com/kansai20220822/
★週刊スーパーマーケットニュース オギノ、布団・古着の店頭回収を実施

ダイヤモンド・チェーンストア

オンライン
https://diamond-rm.net/market/222668/
★東洋製缶、飲料カップ脱プラ アルミで代替： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC151ZA0V10C22A8000000/
★【ヘルスケアフードファクトリー関東が竣工】日清医療食品、栃木市に最重要戦略拠点 ｜ 建設通信新
聞 Digital
https://www.kensetsunews.com/web-kan/728763

★ブルボン、健康ビスケット創出へ始動 他社商品交えた売場づくりで市場拡大目指す 「カーボバラ
ンス」
「MCT プラス」が軸足（食品新聞） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/33d786ed48f8828bd8bdd3f5f4639866f5a41466
★食品販売が売上高の 6 割に 「大阪王将」を導いた“逆算” - 日経ビジネス電子版
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00100/082200059/
★【値上げ調査】ネット通販に「値上げを感じる」は 45%。節約対策は「外食利用や衣類の購入は ... ネット
ショップ担当者フォーラム - 株式会社インプレス
https://netshop.impress.co.jp/node/10074
★子牛価格下落続く 前年より 10 万円以上落ち込み 飼料高騰、外食需要減…購買者の肥育農家に...南日本新聞
https://373news.com/_news/storyid/161569/
★三重県産の米を PR へ アンバサダーの就任式
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20220823/3070008645.htm
★旅を感じる食品を EC 販売、JA タウンに新ショップ「サトクル」がオープン | 通販通信 ECMO
https://www.tsuhannews.jp/shopblogs/detail/69511
★金属と高分子の粒子複合体、食中毒の細菌を簡単検出 大阪公立大（Science Portal） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/875a0f3c27ed8b7e3ba9b743b3f464b21e7c3aff
★機能性表示食品で実証実験 売り場での表示で買上率増加 日本チェーンドラッグストア協会（健康産業
速報） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/c86884bb089f45b39c93c06ca0c54880cf34bd63
★【ホテルグランヴィア京都】ホテル開業を記念したシェフの一皿 “和栗のしぼりたてモンブラン”も ... PR
TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000095932.html
★拡大する冷凍食品 外食や百貨店、異業種の参入相次ぐ 自販機など販売手法も多彩に 食品新聞
https://shokuhin.net/60856/2022/08/24/topnews/
★すかいらーく衝撃の「100 店舗閉店」は序章…新たな‟トラブル”の可能性 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/c12e2e91e7b155ac685d7ac3609805ae2ef73941
★三重県産米をＰＲ アンバサダー就任式｜NHK 東海のニュース NHK
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20220823/3000024417.html
★CPU クーラーでお馴染みの「株式会社サイズ」が酒類の取り扱いを開始 - AKIBA PC Hotline!
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/wakiba/find/1434518.html
★外食チェーン 7 月の売り上げ 前年同月比 14.5％増 | NHK | 新型コロナ 経済影響
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220825/k10013787271000.html
★大阪万博「出展内定辞退」ドタバタ劇の深層、大阪外食産業協会を悩ます 2 企業の苦境

ダイヤモンド

・オンライン
https://diamond.jp/articles/-/308249
★外食の「連邦経営」掲げるクリエイト 個人店とチェーンの間に活路 - 日経ビジネス電子版
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00100/082400060/
★拡大する冷凍食品 外食や百貨店、異業種の参入相次ぐ 自販機など販売手法も多彩に 食品新聞
https://shokuhin.net/60856/2022/08/24/topnews/
★季節限定「おろしだれしょうが納豆」新発売 - PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000075439.html

(お酒)
★世界三大酒類コンペで入賞、老舗酒蔵がつくる「みりん」は海外へ羽ばたく Forbes JAPAN（フォーブス ジ
ャパン）
https://forbesjapan.com/articles/detail/49533
★【明石市】明石酒類醸造＆海峡蒸溜所ビジターセンターがオープンしますよ！ 号外 NET 明石市
https://akashi.goguynet.jp/2022/08/13/akashisakeruizyouzou/
★デビュー作が鑑評会「金賞」 花の舞の新杜氏は 33 歳 - 朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASQ8G7F2ZQ7HUTPB006.html
★8 月 17 日(水)に福島「奈良萬」夢心酒造が 8 月 24 日(水)に広島「賀茂泉」賀茂泉酒造が YouTube で ...
atpress.ne.jp
https://www.atpress.ne.jp/news/321483
★『そば焼酎かのか 25 度』
『やさしい麦焼酎かのか 12 度』9 月 6 日新発売 - アサヒビール
https://www.asahibeer.co.jp/news/2022/0817.html
★8 月 17 日(水)に福島「奈良萬」夢心酒造が 8 月 24 日(水)に広島「賀茂泉」賀茂泉酒造が YouTube で ... ウ
ーマンエキサイト
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_atpress_321483/
★朝ドラ「ちむどんどん」効果? 沖縄のお酒・泡盛が 18 年ぶりの出荷増 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/d5892912b8092b6f20914f41e72081adef9aa07c
★7 度目の日本一！本格・瓶内 2 次発酵で造る『安心院スパークリングワイン』が日本ワイン ... 西日本新聞
https://www.nishinippon.co.jp/item/o/975182/
★【茨城新聞】
「宅飲み」運転、事故増加 茨城県内今年上半期 「飲食店」上回る
https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16609945174562
★旭酒造 清酒「獺祭」 山田錦 3.5 万円で購入へ 高品質化、農家の未来に - 食品新聞
https://shokuhin.net/60709/2022/08/22/inryou/sake/
★月桂冠「Gekkeikan Studio no.3」発売、甘味＆酸味ひろがる完熟パイナップルテイスト 食品産業新聞社
https://www.ssnp.co.jp/news/liquor/2022/08/2022-0823-1336-14.html
★酒類業界最大の団体・日本酒造組合中央会が「日本酒イベントカレンダー 2022 年 9 月版」を発表！
PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000083559.html
★酒類業界最大の団体・日本酒造組合中央会が「日本酒イベントカレンダー 2022 年 9 月版」を発表！
時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000012.000083559&g=prt
★５社が酒類の垣根越えコラボ - 時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/p?id=20220824103844-0042739840
★今注目の「ビール・発泡酒」 Amazon 売れ筋ランキング（2022 年 8 月 23 日 16 時 00 分更新分） goo ラン
キング
https://ranking.goo.ne.jp/column/8259/
★ウイスキーのモルトを使用したジン『ニッカ ジンスパイア』 9 月 13 日全国発売｜ニュースリリース
https://www.asahibeer.co.jp/news/2022/0825.html
★全国燗酒コンテスト２０２２ 最高金賞に「高清水」２点 - 秋田魁新報
https://www.sakigake.jp/news/article/20220825AK0018/
★電通デジタルと電通九州、霧島酒造の顧客体験向上のために DX 推進を支援 | 岐阜新聞 Web
https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/120229

■海外
★危険な科学成分を含む偽酒で 30 人死亡 インド政府の対応に批判高まる
https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12189-1808860/
★ＧＩ相互保護、拡大へ ベトナム、タイと 農水省調整 / 日本農業新聞
https://www.agrinews.co.jp/news/index/96572
★米マクドナルド、ウクライナでの営業再開計画を発表 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-08-11/RGGDQRT0G1KY01
★イギリスで賞味期限ラベル廃止の動き 食品ロス対策で大手スーパー２社が発表 ｜ ELEMINIST（エレミ
ニスト）
https://eleminist.com/article/2215
★16 万軒ある「日本食レストラン」で、日本人が経営に関わる店は 10％以下 世界の食市場から見る、日本
食の「マネタイズ」の課題 - ログミーBiz
https://logmi.jp/business/articles/327103
★米国防長官がコロナ感染 - 香港経済新聞
https://hongkong.keizai.biz/gpnews/1146757/
★食料品高騰の米国、内食より外食が安上がり？ - WSJ - ウォール・ストリート・ジャーナル
https://jp.wsj.com/articles/restaurant-meals-become-a-relative-bargain-as-grocery-prices-soar-11660695136
★中国、再び輝き出すナイトタイムエコノミー｜日経 BP 総合研究所

日経 BP

https://project.nikkeibp.co.jp/bpi/atcl/column/19/081400325/
★スタートアップ企業が本わさび生産拡大へ、粉わさび主流の現地日本食市場に注目(ブラジル) ｜ ビジネス
短信 ―ジェトロの海外ニュース - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/a531fe1aa4e07d26.html
★清涼飲料業界、砂糖不足で悲鳴 - NNA ASIA・フィリピン・食品・飲料
https://www.nna.jp/news/show/2379102
★「お酒も太ります」 韓国で来年から酒類にカロリー表示 - もっと! コリア (Motto! KOREA)
https://mottokorea.com/mottoKoreaW/KoreaNow_list.do?bbsBasketType=R&seq=119083
★ギフティ メコン社、ベトナムの高級スーパーマーケット Annam Gourmet に eGift System を提供
時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000284.000004529&g=prt
★ブドウの品質低下に戦々恐々 猛暑で早まる収穫 仏 写真 16 枚 国際ニュース：AFPBB News
https://www.afpbb.com/articles/-/3419181?act=all
★英政府、食品関連の消費者調査結果を公表(英国) ｜ ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/5284a4901fb3bb0a.html
★日本ハム、大豆ミート食品本格輸出 まず米国の飲食店へ： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF28B3S0Y2A720C2000000/
★【魚に PCR 検査】海産物通し感染拡大か 中国・海南島
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000265422.html
★税収減少で若者層に飲酒を勧める日本政府＝韓国報道 - ニフティニュース - @nifty
https://news.nifty.com/article/world/korea/12211-1822632/
★中国、貸出金利 0.05％下げ 7 カ月ぶり、3.65％に | OVO [オーヴォ]
https://ovo.kyodo.co.jp/flash/a-1793418
★韓国、2030 代の間でウィスキーが大人気
https://www.kedglobal.com/jp/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E9%
9F%93%E5%9B%BD2030%E4%BB%A3/newsView/ked202208220023

★干ばつで 2022 年の小麦生産量の米国予測は前年比 14.7％減(ルーマニア) ｜ ビジネス短信 ―ジェトロの海
外ニュース - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/a07f5cc77d70d020.html
★干害でトウモロコシ生産予測 3 割減、政府は灌漑に 15 億ユーロ投入(ルーマニア) ｜ ビジネス短信 ―ジェ
トロの海外ニュース
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/aadfd2fb9ac8fd27.html
★米ホールフーズ、消費者らが提訴 「牛肉の抗生物質不使用は虚偽」 ｜ ロイター
https://jp.reuters.com/article/amazon-com-whole-foods-lawsuit-idJPKBN2PU0B7?il=0

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

