
 

   

ニュース＆トピックス  【期間】2022.08.27-2022.09.23 

※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 

★焼津漁協の元職員や水産加工会社の元社長に懲役 3 年を求刑 静岡・焼津港カツオ窃盗｜FNN プライムオ 

ンライン 

https://www.fnn.jp/articles/-/411418 

★船橋の飲食店で食中毒 鶏レバ刺しや焼き鳥など食べた 5 人に症状  千葉日報 

https://news.yahoo.co.jp/articles/eb61cd8f845744272061103ecb670ba552f30201 

★男女 5 人から Oー157 検出 三重・多気町「VISON」内の飲食店で食中毒 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/4dbdf82dc11e8e7080935c392e1fc329a60b060a 

★生食用牛肉の細切りなどを食べ食中毒 店「レアステーキ」と主張 Ｏ157 を検出 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/873941 

★猛毒キノコ「カエンタケ」に注意 仙台でも過去に発見例 | 河北新報オンラインニュース 

https://kahoku.news/articles/20220902khn000022.html 

★実際は果汁 2％の「100％ メロンテイスト」措置命令 ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220906/k10013805801000.html 

★生食用牛肉の細切りなどを食べ食中毒 店「レアステーキ」と主張 Ｏ157 を検出 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7ae38bc3a3f7daba6561d77dfa2fc071a394e166 

★熊本市の飲食店で男女 2 人が食中毒 カンピロバクター 熊本日日新聞社 

https://kumanichi.com/articles/783218 

★ファイル：女性 5 人が O157 食中毒 ／京都 - 毎日新聞  

https://mainichi.jp/articles/20220908/ddl/k26/040/254000c 

★老人ホームで食中毒 入居者 12 人が嘔吐・下痢などの症状 愛媛・砥部 - TBS NEWS DIG 

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/147499 

★2 年前の製品を再利用で保健所が改善指導 大阪の老舗つくだ煮店 ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220908/k10013808861000.html 

★砂肝から金属片と黒い異物”を複数の商品から確認 スーパー「加工工程で異物混入はない」保健所調査へ 

ー（RBC 琉球放送） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5d727961bde87101d30bbc3483b10f2e18407cb9 

★飲食店ですし食べた 30 代女性１人食中毒 群馬県館林市 

https://www.47news.jp/localnews/prefectures/gunma/8297455.html 

★シラス干しにフグ混入 「絶対食べないで」 愛知で自主回収：朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASQ997RLHQ99ONFB014.html?iref=com_latestnews_01 
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★株式会社山田養蜂場に対する景品表示法に基づく措置命令について ｜ 消費者庁 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/029930/ 

★保育園の給食「ブリの照り焼き」食べ…園児 5 人が顔面の発赤、発疹の症状 ヒスタミンによる ... yahoo 

https://news.yahoo.co.jp/articles/43843f80dde3a5d5ec30a7b7161ecd293681df16 

★会津よつば農協出荷のホウレンソウ 残留農薬検出で自主回収｜NHK 福島県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20220912/6050020106.html 

★フグの卵巣を白子と誤り食べたか 男性（70 代）自分で釣ったフグを食べ食中毒に フグの調理資格はな 

し（テレビユー山形） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/873400ac6381bdb2c2e9e6a78c0946d2eb3ea44d 

★「レアステーキ」食べた女性が死亡 精肉店で購入 食中毒とみられる症状で 女性からは O157 検出 

https://news.yahoo.co.jp/articles/108614d2bd007e40ed836bc943b83423b1e2bc8f 

★【速報】精肉店で購入の「ユッケ」食べた 90 代女性が食中毒で死亡「O157」と診断 他に『9 歳～87 歳』 

の男女 22 人が腹痛など訴え 京都・宇治市 

https://news.yahoo.co.jp/articles/78f4105da1e4cf1227a634d8c254428dd823d3a2 

★イヌサフラン誤食で食中毒 松江市 

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/214921 

★「レアステーキ」食べた女性が死亡 精肉店で購入 食中毒とみられる症状で 女性からは O157 検出 

https://news.yahoo.co.jp/articles/108614d2bd007e40ed836bc943b83423b1e2bc8f 

★【速報】精肉店で購入の「ユッケ」食べた 90 代女性が食中毒で死亡「O157」と診断 他に『9 歳～87 歳』 

の男女 22 人が腹痛など訴え 京都・宇治市 

https://news.yahoo.co.jp/articles/78f4105da1e4cf1227a634d8c254428dd823d3a2 

★イヌサフラン誤食で食中毒 松江市 

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/214921 

★生食用牛肉で O157 食中毒死 緊急立ち入り調査開始 京都市保健所、300 施設に｜社会｜地域のニュース 

｜京都新聞 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/881495 

★北九州市の給食でまた異物混入（九州朝日放送） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7d744797857fbac674387bf67b4fc76f6ab78d37 

★給食のカレーに塩素系漂白剤入れたか 小学校教員逮捕 埼玉 ｜ NHK ｜ 事件 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220916/k10013820271000.html 

★学校給食用のみそに金属片 大阪・枚方市（産経新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/c4f9114f93853e626908be666cf6dd3485841500 

★また給食に異物混入  福井市の下宇坂小学校で給食に金属片か （福井テレビ） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/c3f63289021b183cc691d5128b7eb055787bd957 

★フグ食べた男性が意識不明 青森、自らさばく（共同通信） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5f83ad776191ed848095cac5b04dbb3ffd33b54d 

★男児がのどを詰まらせ窒息死 保育園に暗黙のルール「時間内に食べきる」 - ライブドアニュース 

https://news.livedoor.com/article/detail/22892002/ 

★【食中毒】熊本市の飲食店で男女 5 人が「鳥肉の刺身」を食べ 発熱や下痢【またカンピロバクター菌】（RK 

K 熊本放送） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9765dd63cc250d9ba69cc904e13de52e100cbe7e 

★高齢者３施設で４９人食中毒 東京・江戸川区 - 産経ニュース  

https://www.sankei.com/article/20220922-GDUSGJ7Q3ZNMFHV2MER5MP4LHU/ 

★食中毒の発生について～世田谷区内の中高一貫校の寮で発生した食中毒～(ウェルシュ菌) 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/pressshokuhin220922_1.html 
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■食の環境 

★電気料金高騰 大手 10 社すべてが設定上限に到達｜テレ朝 news-テレビ朝日のニュースサイト 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/amp/000266683.html 

★キャベツの芯から新素材 廃棄部位利用で 3D プリント食品の表現力を拡大 農研機構｜JAcom 農業協同 

組合新聞 

https://www.jacom.or.jp/saibai/news/2022/08/220830-61228.php 

★エタノールが植物を乾燥に強くすることを発見、農作物への活用に期待（Science Portal） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/de73068e2cdc236e1c386a98bc710d8461168298 

★野菜や果物を多くとる人は死亡リスク 10％近く減 横浜市大など ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220908/k10013808131000.html 

★「23 年麦価は従来制度運用を」 製粉協会 山田新会長 - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/61486/2022/09/07/kakou/seifun/ 

★第 70 回 消費者庁の食品添加物不使用ガイドラインの“効力”は半減したのか？ ｜ FOOD NEWS ONLINE 

フードニュースオンライン 

https://foodnews.online/2022/09/12/post-530/ 

★スケトウダラ取れずシイラやサワラ増加、富山湾海水温上昇で…「なじみが薄く売れない」 ： 読売新聞オ 

ンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220910-OYT1T50228/ 

★イカの安定的な養殖に成功 商業化目指す 沖縄科学技術大学院大 ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220913/k10013815131000.html 

★公取委、ウーバーイーツに異例申し入れ 新報酬体系「透明性を」 ｜ 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20220915/k00/00m/040/201000c 

★コロナ下で主要企業の半数で転勤制度見直しの動き 毎日新聞アンケ ｜ 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20220917/k00/00m/040/179000c 

★飲食店の「第三者認証」基準を緩和。レジ前のパーティションなど不要に ｜ Foodist Media by 飲食店.COM 

https://www.inshokuten.com/foodist/article/6626/ 

★味の素、カゴメ…「物流崩壊」への危機感で食品の製・卸・販が連携強化へ ｜ 物流専門紙カーゴニュース発 

 ｜ ダイヤモンド・オンライン 

https://diamond.jp/articles/-/309971 

★食品の値上げの影響による年代別買い物行動変化をみる ～値上げに関する意識・行動調査～ ｜ 株式会社 

クレオ ｜ 買いたい気持ちをデザインする。 

https://kreo.jp/report/220921_shokukaimono 

 

 

■商品・業界情報 

★日本ハム、3 日分の食物アレルギー対応食品「常温ストックセット」を発売： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP639117_30082022000000/ 

★順天堂大、パートナーズと共同研究講座「食と生殖機能先端研究講座」を開設～不妊症の改善に寄与するサ 

プリメントの開発を目指す～：日経バイオテク ONLINE 

https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/release/22/08/29/14382/ 
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★すかいらーく HD、冷凍食品展開はバーミヤン冷凍生餃子やガスト「チーズ in ハンバーグ」など 16 品、自 

社アプリなどを通じて拡販へ、スーパーなどでの展開にも注力（食品産業新聞社ニュース WEB） - Yahoo! 

ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/d1981a45c210b7067ed8c6346ae9979768d26860 

★松屋銀座、冷凍食品専用売り場を３１日オープン…「銀座アスター」のエビチリも ： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220830-OYT1T50137/ 

★一正蒲鉾、培養魚肉の共同開発へ インテグリ、マルハと契約 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/868628 

★シングルモルト宮城峡 アロマティックイースト｣9 月 27 日 数量限定発売 - アサヒビール 

https://www.asahibeer.co.jp/news/2022/0830.html 

★都城２焼酎 部門最高賞 仏コンテスト 柳田酒造と霧島酒造：地域ニュース - 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/local/miyazaki/news/20220829-OYTNT50140/ 

★栃木の酒蔵、秋限定の日本酒「ひやおろし」 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC2944L0Z20C22A8000000/ 

★【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 

★外食時に消費者が「人によるサービス」へのこだわり度合いを調査（2022 年 7 月実施） - リクルート 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2022/0830_11549.htm 

★７月の外食売上高、前年同月比１４・５％増 コロナ拡大で後半失速 - zakzak 

https://www.zakzak.co.jp/article/20220830-THRCR6KAIRMZNKKHBWJZCVDWGI/ 

★｢すかいらーくは外食業界の縮図｣ファミレス苦境の正体、証券アナリストの視点…ロイヤルホスト 

https://www.businessinsider.jp/post-258566 

★すかいらーく創業の横川竟氏「外食の安売りは僕の反省でもある」 - 日経ビジネス電子版 

https://www.businessinsider.jp/post-258566 

★イオンが新業態 冷凍食品 1500 品目 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6437174 

★ニチレイ、子ども食堂など支援へ財団 「MIRAIterrace」設立 - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/61107/2022/08/31/sonota/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95/ 

★約２０年ぶり全館改装の神戸阪急、６フロアが３１日オープン 世界初に日本初、食や体験を充実 ｜ おで 

かけトピック ｜ 兵庫おでかけプラス ｜ 神戸新聞 NEXT 

https://www.kobe-np.co.jp/news/odekake-plus/news/detail.shtml?news/odekake-

plus/news/pickup/202208/15599206 

★シングルモルトＷ〈余市〉〈宮城峡〉業務用向けに１万本限定で【アサヒビール】 - FOOD FUN!  

https://foodfun.jp/archives/20222 

★新宿歌舞伎町に新複合施設「東急歌舞伎町タワー」映画館やホテル、Zepp ホール含む超高層ビル  ファッ 

ションプレス 

https://www.fashion-press.net/news/48000 

★【ホテルグランヴィア大阪】ホテルの匠が監修した「おせち料理」を販売！2022 年 9 月 1 日（木）ご ...PR 

 TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000095932.html 

★“夜の外食”に変化――すかいらーく HD「最大 1 時間」閉店繰り上げ 宅配注文にも影響…いま売 

れる ...Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a02eae3fd3b843f0c4e351b986ac33465bc2b091 

★「すかいらーくは外食業界の縮図」ファミレス苦境の正体、証券アナリストの視点…ロイヤルホスト 

https://news.yahoo.co.jp/articles/cf0e2cd0f88feddf3def21f8460ed7dc422f34f6 
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★「銀座の味」冷凍食品で登場 コロナ禍で外食減り需要拡大 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/882c017e67b23ed3c5ab50eee493d0f9e4dca84b 

★天ぷらや枝豆などの冷凍食品を 11 月１日納品分から値上げ【東洋水産】 FOOD FUN!  

https://foodfun.jp/archives/20232 

★静岡県、水産業者と新潟のスーパー「ウオロク」の商談会 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC307BM0Q2A830C2000000/ 

★原材料価格高騰 かまぼこやちくわにも影響 欧米での人気も上昇 ｜ NHK ｜ ビジネス特集 ｜ 物価高騰 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220901/k10013793221000.html 

★日本盛と酒類総合研究所が日本酒の劣化臭「老香」を抑える酵母の共同開発に成功  @DIME アットダイム  

https://dime.jp/genre/1457310/ 

★世界初のリサイクルアルミ 100％使用飲料缶を実現 「ザ・プレミアム・モルツ」に採用 東洋製罐 ...食品新聞 

https://shokuhin.net/61201/2022/09/01/inryou/sake/ 

★アジア最大級の蒸留酒の品評会 東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC） ９月１日 ... ド 

リームニュース 

https://www.dreamnews.jp/press/0000265179/ 

★IHG ホテルズ＆リゾーツ、2023 年に「ホテルインディゴ東京渋谷」を開業 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000382.000002364.html 

★京都市でホテルの破産や廃業相次ぐ 宿泊業界に押し寄せる淘汰の波  京都新聞 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/868998 

★菓子も冷凍食品も外食もゲームも… 9 月も値上げ相次ぐ - NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220901/k10013797281000.html 

★定食 30 円↑中華そば 50 円↑無料みそ汁廃止…外食するにはつらい秋 

https://news.yahoo.co.jp/articles/0b9c64d4009bab7758f76bb7434a2b9f9401373c 

★イオンリテール、冷凍食品専門の新業態「@FROZEN」 千葉・浦安に出店 | 小売・流通業界で働く ...ダ 

イヤモンド・チェーンストアオンライン 

https://diamond-rm.net/flash_news/223747/ 

★リンガーハットが AI 活用で食品ロス解消へ シリコンバレー発のパロアルトインサイトと需要予測システム 

を共同開発 

https://ledge.ai/ringerhut_ai/ 

★日清食品・サッポロ、異業種タッグで挑む物流改革： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC274QD0X20C22A7000000/ 

★「ご飯が進む」おかず続々 食品値上げでお米に商機―メーカー各社：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090400108&g=eco 

★スタバのコーヒー４杯をドローンが運ぶ 神戸ハーバーランドからポーアイまで「３分」｜神戸新聞 NEXT 

https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/202209/0015605503.shtml 

★「セブンカフェ」マイボトル導入へ実証実験（食品新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/b02b1685e8b08ea037ef6ef3c03156eb3d4d06cf 

★キユーピー、介護食「やさしい献立」31 品の賞味期間延長 19 ヵ月から 25 ヵ月に - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/kawasaki20220830110843577 

★カルビー、日本初・食後血糖値対策の機能性表示食品シリアル発売 「フルグラ」で健康寿命延伸に貢献 – 

日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/869495 

★イオン九州、ウエルシア HD 合弁会社設立 新業態出店拡大目指す - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/869485 
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★日本酒の輸出が「過去最高」を記録！高級日本酒が海外で売れ始めたこれだけの深い理由 東洋経済 

https://news.yahoo.co.jp/articles/ca88914bd0576e6e09737e9f77e635b48fadb0a8 

★台湾の大手スマートホテルチェーンが和歌山県と進出協定を締結 - 時事ドットコム  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000002.000106661&g=prt 

★大阪のホテル、脱プラスチック推進…万博に向け、府が補助 歯ブラシなどを代替素材に 読売新聞オンライン  

https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20220904-OYO1T50000/ 

★北海道・ニセコに新たなライフスタイルホテル「山翠ニセコ」誕生! ミシュラン 3 つ星「すし宮川 ...マイナ 

ビニュース  

https://news.mynavi.jp/article/20220904-2442979/ 

★焦点：人手不足はニューノーマル、効率化待ったなしの外食産業 - ロイター  

https://jp.reuters.com/article/restaurants-labor-idJPKBN2Q10H0?feedType=RSS&feedName=special20 

★大量閉店のすかいらーく｢山手線内値上げ｣の勝算 | 特集 | 東洋経済オンライン 

https://toyokeizai.net/articles/-/613683 

★四国のスーパー ６月売り上げ去年より減 値上げが影響か 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20220904/8030013916.html 

★カルビーと東和ケミカル、廃棄フィルム資源循環へ - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/aoyagi20220831085026890 

★宝酒造がノンアル飲料再参入 「辛口ゼロボール」 宝焼酎のうまさ生かしキレのある味わい実現（食品 

新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a34cdd56db1ac7013f0377744c548167e80e2ef7 

★コロワイド、シダックスに食品事業買収提案 オイシックスと争奪戦に ｜ 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20220907/k00/00m/020/001000c 

★マルハニチロ 群馬県邑楽郡の群馬工場で冷凍食品麺の生産ラインを増設│オートメーション新聞 WEB 

https://www.automation-news.jp/2022/09/65472/ 

★サントリー、飲料工場内で水素製造 燃料利用で CO2 を 4 割削減 ｜ 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20220905/k00/00m/020/476000c 

★酒類市場は縮小、サッポロ HD はどう成長するか - ニュースイッチ 

https://newswitch.jp/p/33642 

★明石酒類醸造＆海峡蒸溜所ビジターセンター」オープン 明石市 - Kiss PRESS(キッスプレス)  

https://kisspress.jp/articles/36833/ 

★お酒のカクヤス、料飲店向け高級ワインの即時お届けサービス２号店、「KAKUYASU 銀座 wine ... 大宮経 

済新聞 

https://omiya.keizai.biz/release/144596/ 

★カルディ、りんごのお酒やお菓子がセットになった「りんごバッグ」を発売！ 9 月 9 日から BIGLOBE ニ 

ュース  

https://news.biglobe.ne.jp/trend/0905/aab_220905_6558547550.html 

★JR 東日本、手持ちの Suica が客室キーになるスマートホテル「B4T」 - Impress Watch  

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1437746.html 

★外国人客激減の北海道ニセコで高級ホテルが続々オープン…土地を買い占めた人物は？ 文春オンライン 

https://bunshun.jp/articles/-/57043 

★修行ができる“お寺”ホテル 空き家活用...僧侶とお経も 写経からバーベキューまで FNN プライムオンライン  

https://www.fnn.jp/articles/-/413328 

★7 月消費支出 3.4%増、行動制限なく宿泊や外食伸び - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA055T20V00C22A9000000/ 
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★外食店のデジタル化、どこまで OK？ 「人によるサービス」へのこだわり調査 …は - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/ab0481208f53d83137e683ac8052cc01614bb473 

★広瀬すずさん・堀内敬子さん 出演、焼きに焼かれて売上日本一！味の素冷凍食品（株）「ギョーザ ... PR 

TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000027220.html 

★テルモ、流動食事業を DM 三井製糖に売却： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC071SJ0X00C22A9000000/ 

★サトウ食品、パックご飯のライン増設： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64125450X00C22A9L31000/ 

★宝酒造「バービカン」以来３６年ぶり新商品 成長続くノンアル - iZa(イザ) 

https://www.iza.ne.jp/article/20220906-BD6JSD32FBKDPIQ7FQ3MCFF6KM/ 

★Suica が客室の鍵になるスマートホテル「ホテル B4T」。1 号店が常磐線いわき駅に 2023 年 1 月開業 

https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1437815.html 

★「星野リゾートのここを見習う」22 ホテル運営会社代表に聞く新インバウンド戦略 | 観光 ダイヤモンド・ 

オンライン 

https://diamond.jp/articles/-/309320 

★９月１１日、箱根湯本のホテル「はつはな」リニューアルオープン - 小田急電鉄 

https://www.odakyu.jp/news/d9gsqg00000013xc-att/d9gsqg00000013xj.pdf 

★外食大手コロワイド、シダックスに給食事業などの買収を提案 - 朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASQ966X9LQ96ULFA02J.html 

★かっぱ寿司 100 円メニュー大幅拡大、「ねぎとろ ねぎ塩ペッパー包み」「かにみそ軍艦」 食品産業新聞 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/486718/ 

★コメダ珈琲店「フルムーンバーガー」発売、ま～るい満月をイメージ、“満月 満腹 大満足!” 食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/486624/ 

★活力復活へ！第 72 回外食産業フェア／日本外食品流通協会 | フードウイークリーWEB 

https://f-weeklyweb.com/kansai20220907/ 

★イチジク出荷本格化 生産者に盗難防止対策呼びかけ 新潟市 - NHK 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20220907/1030022538.html 

★（人事・小売り・卸・外食）イオンリテール 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64103540W2A900C2TB1000/?unlock=1 

★サントリーHD、山梨県と基本合意書 持続可能社会実現へ - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/oka20220907040431458 

★人吉市・繊月酒造のシソリキュール 国際酒類品評会で最高賞 - 熊本日日新聞社  

https://kumanichi.com/articles/726977 

★本格焼酎ブランド「いいちこ」の RTD 商品『いいちこ下町のハイボール』が 9 月 13 日(火)より ... 時事ド 

ットコム  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000013.000049943&g=prt 

★龍谷大農学部生が酒税の概要学ぶ 税務署職員が講義 

https://www.chunichi.co.jp/article/541072 

★寿司 90 円 ちょい飲みも安っ!! はま寿司飲みがサイコー過ぎる - 週刊アスキー 

https://weekly.ascii.jp/elem/000/001/586/1586509/ 

★Fuji Speedway Hotel - 富士スピードウェイホテル (@fujispeedwayhotel) • Instagram photos and ... Instagram  

https://www.instagram.com/fujispeedwayhotel/ 

★８月外食売上 大半が上げ幅拡大 - 日本農業新聞  

https://www.agrinews.co.jp/economy/index/102002 
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★「中食」市場の動向 外食参入で競争激しく 商品値上げ極力避ける ヒライホールディングス・平井 ... 熊 

本日日新聞社  

https://kumanichi.com/articles/674108 

★2030 年までに海外オペレーションで１００％採卵鶏のケージフリーを実現すると発表 - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000033124.html 

★コロワイド「提案は事実」（時事通信） - Yahoo!ニュース 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090600633&g=eco 

★食品工場最前線・おいしさ＋αの挑戦（１）キユーピー神戸工場 | 医療・健康・食品 ニュース日刊工業新聞  

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/445139 

★神戸市と味の素社、小売各社らが連携 「KOBE 野菜を食べようキャンペーン」 - 日本食糧新聞  

https://news.nissyoku.co.jp/news/tokunaga202208300344395 

★成城石井、東証に上場申請 ｜ 共同通信 

https://nordot.app/940919090840092672 

★ニチレイフーズ、家庭用商品の取扱店舗情報が検索可能に - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/fujimura20220829040012956 

★秋は“濃厚系” ギリシャヨーグルト続々 明治と森永乳業が新製品投入 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/9aae3190d08c8ef59f033fd0a07aaf116c5be8a8 

★コカ・コーラ、キリンと連携 健康飲料開発で： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64269670T10C22A9MM8000/ 

★ファミマ、回収したペットボトルを追跡するアプリ - Impress Watch 

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1439233.html 

★食塩不使用パン共同開発 北大病院 日糧製パン、ローソンと：北海道新聞 どうしん電子版 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/729857/ 

★「いいちこ」の三和酒類が清酒特区の大分県宇佐市に酒づくり体験施設をオープンし 時事ドットコム  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000179.000041863&g=prt 

★宝酒造がノンアル再参入「辛口ゼロボール」 焼酎から抽出の成分でキレのあるうまさ実現 食品新聞  

https://shokuhin.net/61701/2022/09/12/inryou/sake/ 

★10 月 1 日「日本酒の日」に「サケフェス 2022 at 日本の酒情報館」開催 日本酒造組合中央会 農業協同組 

合新聞  

https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2022/09/220912-61490.php 

★「ウイスキーがない」「値段据え置きは難しい」 酒類も値上げ・品薄 福岡の店舗では (22/09/12 18 ... 

 YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=wH8gEzg8DKE 

★なぜアパレルが外食に？ アダストリア、ゼットン子会社化から半年 - 日経ビジネス電子版  

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00100/091200063/ 

★22 年食の 4 大トレンド 「生ドーナツ」「スタミナラーメン」に注目 日経クロストレンド  

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/casestudy/00012/01004/ 

★コメ出荷の「概算金」４年ぶり引き上げへ ＪＡ全農県本部 - NHK  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20220912/6050020095.html 

★イオンが冷凍食品で新業態出店 - フードウイークリーWEB 

https://f-

weeklyweb.com/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%8C%E5%86%B7%E5%87%8D%E9%A

3%9F%E5%93%81%E3%81%A7%E6%96%B0%E6%A5%AD%E6%85%8B%E5%87%BA%E5%BA%97/ 

★10 月からの酒類値上げで早くも買いだめ…飲食店では客離れを防ぐ努力 | TBS NEWS DIG  

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/150357 
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★三和酒類「いいちこ」値上げ 来年３月１日出荷分から - 大分合同新聞 

https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2022/09/13/JD0061662460 

★８月ビール類販売、２カ月ぶり増 業務用回復、猛暑も好影響 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091200669&g=eco 

★日本文化を楽しむ利き酒祭り「第 4 回 和酒フェス@大阪ベイタワー」開催!!11 月 12 日（土） ドリームニ 

ュース  

https://www.dreamnews.jp/press/0000266091/ 

★ディズニーランド開園１５分前に入場できます…来月からディズニーホテル宿泊者に無料特典 

https://news.yahoo.co.jp/articles/1ee74c6cd9159688fd00c517295c78e1ac83e054 

★2023 年夏に高崎駅西口にホテルがオープン 45 室でビジネスと観光対応 - 上毛新聞社  上毛新聞社  

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/173826 

★88 の外食チェーンが今年値上げ 業態別は「中華・ラーメン」が最多 - 朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASQ9F538VQ9FULFA010.html 

★KFC「にんにく醤油チキン」発売、サクサク食感と香りで“食べ始めたら止まらない”和の王道...食品産業新聞  

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/487136/ 

★マクドナルド「安納芋のスイートポテト味の月見マックシェイク」発売、“芋蜜”使用、自然な甘みのひんや 

りスイーツ 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/487019/ 

★砂糖の消費拡大を ホクレンが小中学校給食用にぜんざい提供 NHK 

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220913/7000050590.html 

★モスバーガーに新ストアキャラ「トラベリンモス」 子どもの食への関心高めてバーガーへの興味を喚起  

食品新聞 

https://news.yahoo.co.jp/articles/f4500e4e5caf31d82874171a5fab75ca886229c5 

★鹿児島県徳之島・奄美酒類(株)国税庁事業に選定 黒糖焼酎 PR 大阪「ロハスフェスタ万博」出展へ Yahoo! 

ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/53cdbdccc1a4a034d96770d68d138af9aa9d8acf 

★日本酒の海外での人気など背景 食料品の輸出額１２年連続増加｜NHK 高知県のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kochi/20220913/8010015809.html 

★日本ワイン発信強化へ「サントリー登美の丘ワイナリー」リニューアルオープン体験通し魅力伝える食品新聞 

https://shokuhin.net/61802/2022/09/14/inryou/sake/ 

★JR 船橋駅北口に新規ホテル 9 月 14 日リニューアルオープン - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/8bf6312bcea0d92d2edb500320c926a0110aa4e0 

★2021 年度外食＆中食動向（2021 年 4 月～2022 年 3 月：東名阪夕食） 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2022/0914_11628.html 

★今年 2 度目の値上げ・改定も 大手外食の約 6 割がメニュー価格を値上げ 「大手外食チェーン値上げ ... 東 

京商工リサーチ 

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220914_01.html 

★大手外食チェーン 6 割値上げ 一番多いのは中華・ラーメン - au Web ポータル 

https://article.auone.jp/detail/1/3/6/236_6_r_20220914_1663145652022974 

★セブンと万代が提携解消 戦略不一致 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20220913-C3XYTISCHRNYRBYGMINLO4DD5I/ 

★コカ・コーラ、キリンと連携 競合相手の技術で商品開発：北海道新聞 どうしん電子版 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/730276 

★アイリスオーヤマ 約５０種類の製品生産を中国から国内へ｜NHK 宮城のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20220914/6000020953.html 
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★３０社、１００種の地酒がずらり神戸酒類販売が２５日に展示会試飲やつまみ、酒かん機など提案 神戸新聞  

https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/202209/0015639903.shtml 

★アメリカで福島県産酒ＰＲ バイヤーら 30 人招待、輸出拡大へ商談  福島民友  

https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220915-728951.php 

★熟成された県産の日本酒品評会 ６３点が出品｜NHK 青森県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20220914/6080017445.html 

★星野リゾートが大阪で 2 つのホテル開業へ 関空近くで新しいタイプの空港ホテル 新型コロナ影 

響で ...Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/ed005d2939b49dd9d447adbca9a6064498adc5e8 

★【売買】タカラレーベン REIT からホテルを取得、いちごホテルリート - 日経不動産マーケット情報  

https://nfm.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/00001/02393/ 

★外食の８８チェーン、今年に入り値上げ ７月以降急増 商工リサーチまとめ - 朝日新聞デジタル  

https://www.asahi.com/articles/DA3S15415332.html 

★京都名店のお弁当やオリジナル品など 10 種類以上を販売「京都を食べる秋の行楽弁当フェア」 烏丸経済新聞 

https://karasuma.keizai.biz/release/146422/ 

★「牛丼特盛ツユだくでっ!!」 吉野家がヤマト運輸とタッグ結成!! 冷凍牛丼など外販事業効率化を目指す（ 

ベストカーWeb） -  

https://news.yahoo.co.jp/articles/6bb9c327e1ce4356e9bb69d810d2dfcb060e6514 

★ダイドードリンコとアサヒ飲料が自販機事業で包括業務提携、新会社を 2023 年 1 月設立 ｜ 食品産業新聞 

社ニュース WEB 

https://www.ssnp.co.jp/beverage/487358/ 

★富士通、食品汚染検査を AI で自動化 仏企業と協業： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC13BL30T10C22A9000000/ 

★コロワイド、買収提案を撤回 シダックスの給食事業 ｜ 共同通信 

https://nordot.app/942747940724637696?c=113896078018594299 

★明治、牛乳生産体制を強化 恵庭工場稼働、サステナビリティも推進 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/871697 

★３０社、１００種の地酒がずらり 神戸酒類販売が２５日に展示会 試飲やつまみ、酒かん機など提案 神戸 

新聞  

https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/202209/0015639903.shtml 

★アメリカで福島県産酒ＰＲ バイヤーら 30 人招待、輸出拡大へ商談  福島民友  

https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220915-728951.php 

★熟成された県産の日本酒品評会 ６３点が出品｜NHK 青森県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20220914/6080017445.html 

★星野リゾートが大阪で 2 つのホテル開業へ 関空近くで新しいタイプの空港ホテル 新型コロナ影 

響で ...Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/ed005d2939b49dd9d447adbca9a6064498adc5e8 

★【売買】タカラレーベン REIT からホテルを取得、いちごホテルリート - 日経不動産マーケット情報  

https://nfm.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/00001/02393/ 

★外食の８８チェーン、今年に入り値上げ ７月以降急増 商工リサーチまとめ - 朝日新聞デジタル  

https://www.asahi.com/articles/DA3S15415332.html 

★京都名店のお弁当やオリジナル品など 10 種類以上を販売「京都を食べる秋の行楽弁当フェア」 烏丸経済新聞 

https://karasuma.keizai.biz/release/146422/ 
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★「牛丼特盛ツユだくでっ!!」 吉野家がヤマト運輸とタッグ結成!! 冷凍牛丼など外販事業効率化を目指す（ 

ベストカーWeb） -  

https://news.yahoo.co.jp/articles/6bb9c327e1ce4356e9bb69d810d2dfcb060e6514 

★ダイドードリンコとアサヒ飲料が自販機事業で包括業務提携、新会社を 2023 年 1 月設立 ｜ 食品産業新聞 

社ニュース WEB 

https://www.ssnp.co.jp/beverage/487358/ 

★富士通、食品汚染検査を AI で自動化 仏企業と協業： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC13BL30T10C22A9000000/ 

★コロワイド、買収提案を撤回 シダックスの給食事業 ｜ 共同通信 

https://nordot.app/942747940724637696?c=113896078018594299 

★明治、牛乳生産体制を強化 恵庭工場稼働、サステナビリティも推進 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/871697 

★伊達巻の切れ端などを使った「もったいないおせち」が人気  ローソン、想定外の即日完売 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20220916-V73HT472ZJEUPM6HKIZEHX2F24/ 

★大手菓子メーカー パッケージ改良でプラスチック削減の動き ｜ NHK ｜ 環境 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220920/k10013826891000.html 

★自販機拡大のリンガーハット、専門店を出店 年度内に 100 台へ（毎日新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9a7c187b40c30bc0ffe5af4237a678991b7783a3 

★京急蒲田にテキーラ専門店「Solana（ソラナ）」がオープン。長年、酒の卸で経験を積んだ女性 ... フードス 

タジアム 

https://food-stadium.com/headline/32946/ 

★熟成させたうま味の純米原酒、おすすめは「オンザロック」 香住鶴、新品種の酒米使った「但州 ... goo ニ 

ュース  

https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20220919009.html 

★エリザベス女王国葬 天皇、皇后両陛下が泊まるホテルは？（毎日新聞） - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/5bc105263d28238ba8856a2ef6e91b645ce76220 

★深夜の高層ホテルで揺れ、宿泊客が全員避難 仙台の中心部 免震装置の不具合か（河北新報）  

https://news.yahoo.co.jp/articles/60c6aa0e84d224140978fc691f5b8bf5d61ead20 

★コンビニ 8 月売り上げ 3 年ぶり行動制限がない夏休み期間で増加 ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220920/k10013827811000.html 

★味噌や醤油を中心に減塩商品のラインアップは拡大傾向 _小売・物流業界 ニュースサイト【ダイヤモンド 

・チェーンストアオンライン】 

https://diamond-rm.net/sales-promotion/225772/ 

★ヒット商品「ヤクルト 1000」増産へ、9 月下旬に生産体制増強/ヤクルト本社（食品産業新聞社ニュー 

ス WEB） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6009607bbd8aa2f97afd272f41695961c4c0f561 

★日清オイリオグループ、プラボトル入り食用油製品の賞味期限を延長、期限表示も年月に変更（食品産業新 

聞社ニュース WEB） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/459895ba7593713f8f39fdc180f02488a4f52008 

★カルビー、サステナビリティ強化 原料調達・省プラで貢献 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/wakui20220915120712386 

★「いいちこ」など 79 品値上げ 来年 3 月から三和酒類 - 食品新聞  

https://shokuhin.net/62040/2022/09/20/inryou/sake/ 

★「清酒の製法品質表示基準」等が改正されました。（2022.7.19） - フーズチャネル  

https://www.foods-ch.com/anzen/news_00529/ 
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★「サッポロ ビアサプライズ至福のコク」数量限定発売 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002101.000012361.html 

★【中洲レポート】中洲「ロイヤルボックス」は飲酒 OK!で営業中 飲食業界に波紋も NETIB 

https://www.data-max.co.jp/article/42102 

★【ホテルグレイスリー銀座】SDGs のさらなる浸透に向けてオリジナルエコボトルを発売 

https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/news/2022/09/20/36527/ 

★帝国ホテル建替／迎賓館のたたずまい継承／総事業費は２０００億～２５００億円 日刊建設工業新聞  

https://www.decn.co.jp/?p=123413 

★外食業界回復へ宅食・給食注目 ワタミ、独居高齢者向け弁当 居酒屋より業績堅調 - 日本農業新聞  

https://www.agrinews.co.jp/economy/index/104238 

★外食チェーン 6 割が値上げ 1～9 月上旬 2 回値上げも - テレ朝 news  

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000269008.html 

★シダックス取締役会が｢TOB 反対｣を続ける真意 コロワイド撤退も膠着状態 - 東洋経済オンライン 

https://toyokeizai.net/articles/-/619318 

★オイシックス、シダックスへの TOB 期間を来月 5 日まで延長：朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASQ9N6F5NQ9NULFA024.html 

★北海道生まれ和食処とんでん 冷凍商品「けんたろうの釜めし」とり・ほたて・かに - 食品産業新聞 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/487435/ 

★「息切れ倒産」が増えている、危ない 300 社 

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2209/20/news144.html 

★旭松食品、即食タイプのこうや豆腐 新ブランド「TOPURO」 - 日本食糧新聞電子版  

https://news.nissyoku.co.jp/flash/872433 

★ファミマ、プラ製フォーク提供を原則廃止へ 希望者には代わりに竹箸：朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASQ9N6TRMQ9NULFA01Z.html 

★セブン カップうどんを国産小麦に 生産者との連携強化（FNN プライムオンライン（フジテレビ系）） - 

Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/87b6aa67bf1e96eaf55cfa4bf7cd1ba064b82899 

★ビールも酒も…10 月から酒類一斉値上げ 家飲み直撃、駆け込みまとめ買い 中生 199 円→315 円の店も東 

京新聞 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/203652 

★向島に「酒と茶と 襤褸（らんる）」がオープン。お茶ハイボールと酒のアテ、「酒肆一村」出身 ... フード 

スタジアム 

https://food-stadium.com/headline/32953/ 

★あの銘酒がキャラクターに！日本酒擬人化プロジェクト『神酒ノ尊-ミキノミコト』の全キャラ紹介 ウォ 

ーカープラス 

https://www.walkerplus.com/trend/matome/article/1002124/ 

★〈アーリー・タイムズ ホワイト〉など洋酒５品を 9 月 20 日から日本先行発売【明治屋】 - FOOD FUN!  

https://foodfun.jp/archives/20440 

★【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 

★【最新】全国旅行支援、９月開始で調整 県民割と GoTo トラベルとの違いとは ホテル・旅行クーポンメデ 

ィア Airstair  

https://airstair.jp/goto-new/ 

★2022 年のシルバーウィークは 3 連休が 2 回！ 外出頻度や外食・旅行の予算は？ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6adeab868d7ecd4a81aea7e3d4673f808c874c4d 
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★久世 飲食店向け無料サービス「KUZEX(クゼックス)スマート ホールセール」展開、LINE 拡張機能 ... 食 

品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/487608/ 

★“100 円寿司維持”かっぱ寿司 初の「100 円祭り」、大とろ･のどぐろ･天然本鮪ねぎとろなど販売 食品産業 

新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/487599/ 

★栄養素のかたまり！朝食の新習慣を提案／ＺＥＮＢＪＡＰＡＮ | フードウイークリーWEB｜週刊食品 

https://f-weeklyweb.com/topics20220921/ 

★業態別 主要店舗月次実績＝2022 年 8 月度 - ダイヤモンド・チェーンストア 

https://diamond-rm.net/retaildata/226067/ 

★酒サーバーで全蔵元の「伊賀酒」試飲 23 日からお披露目 三重 - 朝日新聞デジタル  

https://www.asahi.com/articles/ASQ9P6RSHQ9NONFB00L.html 

★【こだわりの逸品を全国展開 特産品ＥＣ】第３９４回 〈酒類専門ＥＣサイト「世嬉の一酒造 ... 日本流通 

産業新聞  

https://www.bci.co.jp/netkeizai/serial/4061 

★中国地方の商業施設やホテルで SDGs イベント 啓発週間に合わせ企画 中国新聞デジタル 

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/218248 

★政府が法改正へ背景に“外国人観光客” ホテルや旅館「断る理由になる」…「今さら」の声も Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/dcc399172c7e1e9ae1c7b8433cf7a58e176d8974 

★日清オイリオ生活科学研究レポート No.48 '22 外食に関する調査 ココロも満たされる外食 PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000076174.html 

★カフェ人気に対し、喫茶店も「レトロ」で逆襲の兆し「好きな」喫茶店の ... - 時事ドットコム  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000001699.000011414&g=prt 

★大人気スーパー、ヤオコーの直輸入ワイン BEST10【うち飲み向上委員会 vol.29】 -SPUR - HAPPY PLUS  

https://spur.hpplus.jp/lifestyle/uchinomi/2Ok31Q/ 

 

 

■海外 

★韓国の食品業界、高騰した小麦粉の代わりに「米粉」で製品開発に乗り出す│韓国経済│wowKorea(ワウコ 

リア) 

https://www.wowkorea.jp/news/korea/2022/0830/10361808.html 

★ニチレイフーズ、北米冷凍米飯の拠点を子会社化 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/fujimura20220829034527185 

★BTS ライブ余波 ホテルの便乗値上げなど取り締まり強化へ 韓国・釜山 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/728f781b7cfb5435531eea90f4553a062727bb53 

★三井物産とエフピコ、食品容器大手の買収完了 - NNA ASIA・マレーシア・その他製造 

https://www.nna.jp/news/show/2388138 

★タイで食の健康志向進む コロナ後、経済回復のテーマに - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/kwsk20220823063038904 

★サイバー攻撃 1400 万円の支払い要求（共同通信） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/edce08f62420d9044700b21189970bba0faddde5 

★賞味期限表示が廃止される、その理由とは | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン） 

https://forbesjapan.com/articles/detail/49970 

★サウジアラビアの小売大手ビン・ダウードのアーマド・ビン・ダウード CEO が辞任 - ARAB NEWS  

https://www.arabnews.jp/article/business/article_75730/ 
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★100％土に返るコーヒーカプセル発売 スイス社 写真 8 枚 国際ニュース：AFPBB News 

https://www.afpbb.com/articles/-/3422673?act=all 

★【ウェビナー】（国税庁事業）ポーランド・トルコ・メキシコへの日本産酒類輸出の可能性（オン ...ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/events/afg/6d89bc0785d0d707.html 

★アーメダバード地域の生活実態（4）酒類購入、本社側の支援（インド） | 2022 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2022/bc19ada94cd44467.html 

★日本の酒を海外へ パウチ入りサブスク、NY 州に酒蔵も - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB2355G0T20C22A8000000/ 

★吉野家 HD、「はなまるうどん」中国から撤退へ - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/watanabem20220907035335044 

★シンガポール、2022 年に 2 つのホテルが生まれ変わります！ - トラベルビジョン  

https://www.travelvision.jp/news/detail/news-93019 

★南米チリ・サンティアゴにて行われる日本酒を審査するコンペティション「Catad'Or World Spirits ...ストレ 

ートプレス 

https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000002.000107829 

★米 FDA への食品関連施設の登録更新が 10 月 1 日から開始に(米国) ｜ 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/2022/09/dc7b9ea3a15ef125.html 

★フィリピン マニラ／フィリピン全土禁煙化実施に伴う各ホテルの対応について - トラベルビジョン  

https://www.travelvision.jp/news/detail/news-78662 

★トルコ大統領が酒への規制強化 安い“密造酒”で命を落とす人が増加中【ネタプレ国際取材部】  

FNN プライムオンライン 

https://www.fnn.jp/articles/-/417033 

★ロンドンの航空・ホテル料金が急騰、女王国葬控え 観光業支援も | ロイター 

https://jp.reuters.com/article/britain-royals-queen-hotels-idJPL6N30L00M 

★英政府、食品への動物福祉ラベル要件の拡大に向けた意見募集結果を公表(英国) ｜ ビジネス短信- ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/09/67067423dfc9bdcb.html 

★ネスレ、アニマルフリーな乳製品開発で精密発酵スタートアップと提携 ｜ Foovo 

https://foodtech-japan.com/2022/09/14/nestle-6/ 

★小さく読みづらい食品表示 87％が指針値以下 香港消費者委が調査 ｜ WEB ニッポン消費者新聞 

https://www.jc-press.com/?p=8710 

★【食品輸出ウェビナー】香港における日本食品市場 ｜ イベント情報 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/events/aff/756b193d3f674b4f.html 

★東南ア出前、外食回帰で成長岐路 グラブがシェア首位 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM0536U0V00C22A9000000/ 

★小さく読みづらい食品表示 87％が指針値以下 香港消費者委が調査 ｜ WEB ニッポン消費者新聞 

https://www.jc-press.com/?p=8710 

★【食品輸出ウェビナー】香港における日本食品市場 ｜ イベント情報 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/events/aff/756b193d3f674b4f.html 

★東南ア出前、外食回帰で成長岐路 グラブがシェア首位 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM0536U0V00C22A9000000/ 

★スペインのワイン醸造所を買収 比小売業の盟主ルシオ・コー氏 - まにら新聞  

https://www.manila-shimbun.com/series/econo_trend/series266632.html 
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★GIF 画像に Python 仕込む新たな攻撃「GIFShell」に注意、Microsoft Teams が標的 ｜  

TECH+（テックプラス） 

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220914-2453757/ 

★中国産の食材を日本産と偽った杭州の飲食店、当局から罰金処分受ける―中国メディア (2022 年 9 月 20 日) – 

エキサイトニュース 

https://www.excite.co.jp/news/article/Recordchina_901451/ 

★タイ政府が即席麺の値上げ認めず、業界と神経戦に（日本食糧新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a6a23b75a85a82867cae0dc49adc9028894f978b 

★輸入酒類価格２倍に、購入制限や品薄も - NNA ASIA・ミャンマー・小売り・卸売り  NNA ASIA 

https://www.nna.jp/news/show/2400579 

★禁酒国サウジ、未来都市でアルコール提供計画 - WSJ - ウォール・ストリート・ジャーナル日本版  

https://jp.wsj.com/articles/alcohol-free-saudi-arabia-plans-champagne-and-wine-bars-at-neom-11663636070 

★値上げに韓国政府が警告飛ばすと…食品業界「為替管理しっかりやって」（中央日報日本語版）  

- Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/b07764f8cebd3d57a2a3147956d9312d250c3c7b 

★シンガポール：新しいリサイクル制度、缶飲料やペットボトル飲料 1 本につき追加料金徴収 ｜ AsiaX 

https://www.asiax.biz/news/61120/ 

★キリンＨＤ、国際仲裁の取り下げで合意 - NNA ASIA・ミャンマー・食品・飲料 

https://www.nna.jp/news/show/2401465 

★台湾のホテルチェーン、Dunqian Intelligent Technology が和歌山でホテル開発  TRAICY（トライシー）  

https://www.traicy.com/posts/20220921249068/ 

★スイスの外食産業で価格上乗せ 電気・ガス代高騰で - SWI swissinfo.ch 

https://www.swissinfo.ch/jpn/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%A4%96%E9%A3

%9F%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%81%A7%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E4%B8%8A%E4%B9%97%E3

%81%9B-%E9%9B%BB%E6%B0%97-%E3%82%AC%E3%82%B9%E4%BB%A3%E9%AB%98%E9%A8%B

0%E3%81%A7/47917428?utm_campaign=teaser-in-

querylist&utm_source=swissinfoch&utm_content=o&utm_medium=display 

★ジェトロ、包装食品栄養表示規定の一部改定に伴い仮訳を公開（台湾） 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/09/376243ed5af0a770.html 

★拡大を続ける中国コーヒー市場、新興勢力と大手との激しいバトルの行方 

https://diamond.jp/articles/-/309327 

★日中国交５０年控え北京で日本食品の商談会 

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/e6-97-a5-e4-b8-ad-e5-9b-bd-e4-ba-a4-ef-bc-95-ef-bc-90-e5-b9-

b4-e6-8e-a7-e3-81-88-e5-8c-97-e4-ba-ac-e3-81-a7-e6-97-a5-e6-9c-ac-e9-a3-9f-e5-93-81-e3-81-ae-e5-95-86-

e8-ab-87-e4-bc-9a/ar-AA127xzp 
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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 

mailto:s-koshimizu@san-g.com
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