ニュース＆トピックス

【期間】2022.10.22-2022.11.04

※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
★金沢の飲食店で食中毒 カンピロバクター検出 調理段階で二次感染か - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/07cefc2b5181706788db5d581311106f808ff4c7
★未承認ダイエット食品販売容疑で会社員逮捕 容疑を否認｜NHK 東海のニュース
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20221020/3000025454.html
★水戸市の小学校給食に金属片混入 長さ９ミリ程度 けがなし｜NHK 茨城県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20221021/1070018960.html
★給食センターの食材に虫… 輸入ブロッコリーが原因か 沖縄市（沖縄タイムス） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f3f6d7738d82ea3a8e97df3afeea0ac650df53e
★大磯町立小給食にプラスチック片 児童が口に入れた際発見 ｜ カナロコ by 神奈川新聞
https://www.kanaloco.jp/news/government/article-944932.html
★「日替わり弁当」食べた 29 人が腹痛・下痢 “サルモネラ菌”による集団食中毒 仙台 | TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/186497
★自宅に生えていたツキヨタケを食べて食中毒に 新潟県が”毒きのこ食中毒発生注意報”発表

FNN プライ

ムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/435019
★学校給食のパンにゴキブリ混入 加古川の３小学校、脚１本が３分割か 児童が発見、他は食べるの止めず
｜ 総合 ｜ 神戸新聞 NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202210/0015750140.shtml
★綾瀬市立中給食に直径８ミリのリベット混入 職員室で食べた教諭が発見（カナロコ by 神奈川新聞） Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/3521da5f6f0cf88b5beedfcfab46ca86ee00c737
★また輸入スナック菓子に無認可の添加物 千葉市、回収命令 上旬にも別の菓子から検出 ｜ 千葉日報オン
ライン
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/989528
★食中毒（疑い）が発生しました - 福岡県庁ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/syokuchudoku20221025.html
★ツキヨタケで食中毒、柏崎市の 60 代女性 | 新潟日報デジタルプラス
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/129478
★「集団食中毒」と断定 保育所の園児２１人が下痢や発熱の症状～サルモネラ属菌を検出 TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/187483

★金沢の飲食店で食中毒 黄色ブドウ球菌検出 弁当を食べた 10 人が嘔吐や下痢訴える TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/187062
★鳥刺しに加熱用肉使った飲食店、４人が食中毒…３人から「カンピロバクター・ジェジュニ」検出 読売新
聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221025-OYT1T50122/
★エッグタルトの食品サンプル、本物と間違えて販売…ショーケースに展示していた５個 ： 読売新聞オンラ
イン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221026-OYT1T50076/
★養鶏場では今季初 鳥インフルエンザ感染の疑い 岡山 倉敷 ｜ NHK ｜ 鳥インフルエンザ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221027/k10013872311000.html
★男女４人が食中毒、焼き鳥店で夕食…３日ほど経って発熱など症状 カンピロバクター検出、営業停止に（
埼玉新聞）
https://news.yahoo.co.jp/articles/3cc84619c0d4e832e669aafa3b1aa8dff424109f
★食中毒でスーパーを営業停止 熊本市 - 熊本日日新聞社
https://kumanichi.com/articles/835085
★ヒラタケと間違えて汁に…嘔吐、下痢、頭痛 職場近くで毒キノコ「ツキヨタケ」採取 同僚 5 人が ...
TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/189081
★宮崎市の居酒屋で食中毒発生 利用客１５人が下痢などの症状 宮崎県 - UMK テレビ
https://www.umk.co.jp/news/?date=20221030&id=16288
★酒類の無免許ネット転売が横行…大阪国税局、主婦や法人などに計１８８万円の納付通告

Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/4fb9c190daad1b9468f6159afe854725fd0388a6
★外国アサリを国産偽装、３社に是正指示 三重 - 産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20221028-5QWDDFIJPVLLTOK6K4UZ3LTJAA/
★宮崎市の飲食店で食中毒 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/a9a082a33d60e2cd023ef24c0ce1ba381fb32186
★下関で 22 人弁当で食中毒 ／山口 - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20221102/ddl/k35/040/287000c
★食中毒の発生について（令和 4 年 11 月 1 日）ノロウイルス - 千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/press/r041101.html
★鶏料理でカンピロバクター 長崎と佐世保の飲食店 2 店が食中毒で営業停止処分 | TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/193194
★「サッポロ一番」ごま味が不合格＝基準値超えの残留農薬検出で／台湾 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/aa110d1fd355591d1f42bf1c3a3abf674bbc916e
★保育園給食で食中毒、
「ミートローフ」食べた園児ら２８人に下痢症状…カンピロバクター検出 Infoseek
https://news.infoseek.co.jp/article/20221103_yol_oyt1t50076/
★地域特産の“麦みそ”製造の会社に県から突然「景品表示法に違反」その後一転して見解を軌道修正 ...
Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/d85bbe68ac9f9af3132093f67fcc2bbd77b25171

■食の環境
★円相場 NY 市場 1 ドル＝149 円を挟む水準で売り買い交錯 ｜ NHK ｜ 株価・為替
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221025/k10013869231000.html

★家畜えさ用のトウモロコシ国産化へ ＪＡ全農などが実証実験｜NHK 宮城のニュース
https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20221024/6000021385.html

■商品・業界情報
★スーパーの店頭物価 4%超上昇 10 月、値上げラッシュで： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA13BR00T11C22A0000000/
★イチゴ生産日本一の栃木県が新戦略

“王国”維持へ主力品種を交代｜県内主要,経済,社会,政治行政｜

下野新聞「SOON」ニュース｜下野新聞 SOON(スーン)
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/648714
★フード 3D プリンターで食べられるデータを作ることに成功！ - ナゾロジー
https://nazology.net/archives/116468
★ロック・フィールド 冷凍食品に本格参入へ 磐田拠点の総菜大手｜あなたの静岡新聞
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1139917.html
★アサリの産地偽装を防ぐ流通システムを開発したデンソーが熊本県と協定

農業分野にデジタル技術推進へ

（RKK 熊本放送） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/b67ced0a1e3b909d2f947386953b16c1a9769d1a
★「かっぱ寿司」法人と元社長を起訴 営業秘密侵害罪で： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE141M20U2A011C2000000/
★タイマー 非接触 国内最安値に挑戦 手洗い ノータッチタイマー TM-29 1707-30 キッチン ...Poriborton
http://www.poriborton.news/an
★＜佐賀のお酒＞「聚楽太閤 JYUNGIN NEO（純米吟醸）」「聚楽太閤 JYUNMAI NEO（純米 ... 佐賀新聞
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/936661
★本格そば焼酎の新商品を吉田羊さん起用したポスターでアピール 雲海酒造 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/4087fd863f8d3c6cf69cbfd472dc88e9072fd310
★地元ホップ 60％使用 「はりまで育てたビール」発売 「飲んで地元応援」ネットでも販売
BIGLOBE ニュース
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/1023/kob_221023_2176528272.html
★アパグループ、岡山駅近くでホテル・マンション開発用地を取得 - TRAICY（トライシー）
https://www.traicy.com/posts/20221023253329/
★ルートインジャパン、
「グランヴィリオホテル宇奈月温泉」を 9 月 28 日開業 天然温泉大浴場を併設
TRAICY（トライシー）
https://www.traicy.com/posts/20221023251043/
★コロナ禍でも落ちない鶏肉人気 外食産業向けの地鶏は苦境続く？ - 朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASQBN3DM7QB3OBJB006.html
★注文した料理に「髪の毛」が入っていた経験「ある」5 割超…2000 人調査で“リアル経験談”続々
Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/c3d21bd9ea1af1369e0356a766371091998ab7e9
★優良 GMS のイズミ、逆風下の再成長戦略の中身は - ダイヤモンド・チェーンストア
https://diamond-rm.net/management/227464/
★酒類・調味料で輸出旺盛：日本公庫調査 | 調査 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
J-Net21 - 中小機構
https://j-net21.smrj.go.jp/news/vs6scn00000016y0.html

★酒米の生産～日本酒になるまでの工程をブロックチェーンで証明／「SAKERISE」第 2 弾「閃光 ...
PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000071925.html
★「キリン カラダ FREE（キリン カラダフリー）
」をフルリニューアル！ | 2022 年 - Kirin Holdings
https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/1024_01.html
★廃校の小学校活用 ペットホテルやドッグランオープン 笠間｜NHK 茨城県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20221024/1070018972.html
★「西敷地」活用方法めぐり 東京のホテル運営会社が提案の公募｜NHK 高知県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kochi/20221024/8010016142.html
★【開発】大阪城そばに外資系ホテルを誘致、NTT 都市開発 - 日経不動産マーケット情報
https://nfm.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/00001/02545/
★シノブフーズ株式会社の産業競争力強化法に基づく事業適応計画の認定について - 農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/gaisyoku/221024.html
★飛騨牛の昨年度の輸出量

約９０トンと過去最高に NHK

https://www3.nhk.or.jp/lnews/gifu/20221024/3080009971.html
★ステーキ宮の福袋 2023 予約開始 9800 円相当を 3890 円で、宮ロース 140g 食事券

食品産業新聞社

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/490588/
★小売り・外食 80 社、3～8 月販管費 1 割増 光熱費負担重く - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC232B20T21C22A0000000/
★ライオンが手洗いや手指消毒の重要性を啓発するプロジェクト、ぐるなびとのセミナーも実施
日用品化粧品新聞
https://www.hpc-news.co.jp/media/info/a851
★【無印良品】人気の冷凍食品「お惣菜シリーズ」の新商品 3 種類 - ネタフル
https://netafull.net/muji/0121464.html
★夜間でも酒が買える 24 時間顔認証決済。日本初「TRIAL GO 日佐店」に導入 impress

watch

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1450268.html
★身近に迫る仮想通貨技術「酒」の品質をブロックチェーンで証明 - M＆A Online
https://maonline.jp/articles/blockchain_sake20221025
★32 の酒造所と 6 つのビール会社が出展予定「Enjoy 島の酒フェスタ」開催決定 | TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/186308
★超特撰松竹梅＜大吟醸＞２０２２年「金賞受賞酒」１５０本限定新発売 | NEWSCAST newscast.jp
https://newscast.jp/news/0271194
★山口県の酒蔵「12 蔵」がタッグ！源氏物語をモチーフとした日本酒＆リキュール「ひかる Hikaru ...
atpress.ne.jp
https://www.atpress.ne.jp/news/331778
★「全国旅行支援」開始でホテル・旅館の現場が悲鳴を上げている！ - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8ff1aedd3df26321ce7b6d16e91080291486518e
★エースホテル京都が世界一のレストラン「noma (ノーマ)」を招聘 - PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000053487.html
★東北新幹線 東京～仙台 運転再開 東京駅に「列車ホテル」用意 - NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221024/k10013869221000.html
★９月の外食売上高、前年同月比１９・７％増…パブ・居酒屋は５・７倍 - 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20221025-OYT1T50208/
★米ヤム、ロシアから完全撤退へ ＫＦＣ事業売却で合意 - ロイター
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-yum-brands-idJPKBN2RJ1MY

★百貨店・外食とも２割増＝９月売上高、コロナ制限なく - au Web ポータル
https://article.auone.jp/detail/1/3/6/214_6_r_20221025_1666688512277390
★成城石井が“ピザ天国”って知ってた？ スタッフが激推しする絶対ハズさない「絶品ピザ」はコレだ！
https://www.excite.co.jp/news/article/Syokuraku_95663/
★京都大学とゼンショーホールディングスが、共同研究講座「食と健康科学研究講座」を開設しました ｜
京都大学
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news/2022-10-25
★シダックスに対する TOB が成立 - ライブドアニュース
https://news.livedoor.com/article/detail/23082588/
★ロッテリア「エビバーガー」無料クーポン付き年賀はがき 2023、埼玉・千葉の郵便局で発売 食品産業新聞
https://www.ssnp.co.jp/foodservice/491036/
★東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」、3 つのエリアとホテルの名称 ...
トラベル Watch
https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1451158.html
★西友が楽天と進める OMO 戦略の本質 | JDIR - JBpress
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/72299
★伊藤園･キリンビバレッジが自販機修理業務で協業、非競争分野で作業効率向上や時間短縮ねらう ｜
食品産業新聞社
https://www.ssnp.co.jp/beverage/491094/
★業務スーパー／1000 店舗達成、総菜店も 80 店舗体制に ｜ 流通ニュース
https://www.ryutsuu.biz/store/o102711.html
★「回転寿司ユニオン」結成 スシローのアルバイト学生 ｜ 共同通信
https://nordot.app/958295588435492864
★食品容器向けに販売、リコーの技術力生かした植物由来の新素材の実力｜日刊工業新聞社
https://newswitch.jp/p/34358
★ニチレイ、グループ会社の工場閉鎖 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/fujimura2022102411453691
★アサヒ飲料、
「国産ミルク＆カルピス」発売 牛乳余剰受け - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/watanabem20221025105247343
★3 年ぶり“自粛要請ない”ハロウィーン すでに盛り上がる一方で…渋谷駅周辺では期間中「路上飲み ...
Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/0f3133ae808a6fb18db791a5e1fcaacb12f2491c
★日清食品 国内最大規模の工場建設へ つくばみらいの工業団地｜NHK 茨城県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20221028/1070019010.html
★キリンビバレッジと伊藤園、神奈川エリアで自販機修理業務を協業 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/watanabem20221027061539996
★広島工場火災 建物内部の現場検証始まる 火元はフライヤーか ｜ 広島ニュース TSS
https://nordot.app/958292541696720896?c=113896078018594299
★日本酒の、あの現象をついに克服？ 酒類総合研究所と日本盛が開発した酵母に期待

エコノミックニュース

http://economic.jp/?p=97954
★長野県内のクラフトビール醸造所 全国４位の２２カ所 原料高騰、販路拡大に課題も - 信濃毎日新聞
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2022103000256
★名古屋に高級ホテル続々 アジア大会控え、水際緩和追い風（時事通信） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/6b557edf6546957b76e44ef8bc1f64abee20e882

★帝国ホテルに銀座千疋屋まで！950 円から買える名店の【秋のお菓子缶リスト】 mi-mollet（ミモレ）
https://mi-mollet.com/articles/-/38965?layout=b
★フォーシーズンズホテル京都、11 月 3 日にカクテルとスイーツのペアリングを楽しむバーイベント ...
観光経済新聞
https://www.kankokeizai.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82
%BA%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3
%80%8111%E6%9C%883%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%86%E3%83%A
B/
★１１月も食品値上げ 牛乳、乳製品など 外食でも - 産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20221030-THZQBZIASZINBC35EKYSKPE5A4/
★松屋「ごろごろチキンのバターチキンカレー」復活販売、コナッツミルク×トマトの旨味 食品産業新聞
https://www.ssnp.co.jp/foodservice/491358/
★銚子丸創業祭 2022“ポムポムプリン”コラボ小皿セット発売、マルチケース・ぬりえ店頭配布や ...
食品産業新聞社
https://www.ssnp.co.jp/foodservice/491212/
★食品安全安心・環境貢献賞特集

クラダシ、デリモ、ライフコーポレーション、ワタミの 4 社-

日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/special/879778
★今年の Xmas は純金箔入り純米大吟醸新酒〈きらとろ GOLD〉で乾杯！【辰馬本家酒造】 FOOD FUN!
https://foodfun.jp/archives/21112
★メルシャン ワインなど値上げ 7 月に続き来春も - 食品新聞
https://shokuhin.net/64105/2022/10/31/inryou/sake/
★イスラエル産ウイスキーが期待以上に美味しい!話題になった「サイズの酒」を調査! AKIBA PC Hotline!
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/wakiba/find/1451638.html
★【インド】ブータンで日本酒シンポジウム、大使館主催 NNA
https://news.yahoo.co.jp/articles/9240bd6c0527c83e81408664623b5ff4075ec210
★札幌中央区のホテル 建設資材高騰で改修計画取りやめ営業終了｜NHK 北海道のニュース
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20221031/7000052007.html
★元“小学校”の素材をそのまま生かした 歴史と先進性が交わる「ザ・ホテル青龍 京都清水」 - 日経 BP
https://project.nikkeibp.co.jp/hitomachi/atcl/sp/00027/
★１１月も食品値上げ 牛乳、乳製品など 外食でも 産経新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/a81bc0d8275e96e8545a869197c57cfd1f99d937
★外食主要１００社の約６割が値上げ メニュー価格は平均５０円アップ - 産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20221031-FG3RO52WVRFLLH4J5VCYF53A3Q/
★旭食品 外食・業務用事業を強化 アフターコロナへ積極策

食品新聞

https://shokuhin.net/64109/2022/10/31/topnews/
★牛乳にかっぱえびせん、ミスドも…11 月も続く食品・外食の値上げ - 朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASQBZ2JS2QBWULFA00V.html?iref=com_7_01
★大間まぐろは「大間の港に水揚げされたまぐろ」に 定義拡大｜NHK 青森県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20221031/6080017843.html
★プラ削減で紙容器に脚光： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65588180R31C22A0EAC000/
★ウコン市場規模、220 億円に回復（健康産業速報） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/1fe678c82258df05e2efdde81fadddbf4db3c0ac

★トーホー、食品スーパー「トーホーストア」全株式を売却 大阪の食品スーパーに ｜ 経済 ｜
ひょうご経済＋ ｜ 神戸新聞 NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/202210/0015768871.shtml
★電気代、６社値上げ申請へ ９社赤字５０００億円超：北海道新聞 どうしん電子版
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/754214/?rct=news
★ライフやワタミなど 4 社に「食品安全安心・環境貢献賞」
（オルタナ） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/c8adff114a6743f9bbc6172f67465046411ab479
★スシロー品切れ確認可能に 来店前に HP で、不祥事受け導入（共同通信） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc4b44d20b873d20e847647fc765c113c6f5f339
★富士工場にて食品・飲料用紙容器リサイクル設備の稼働を開始 日本製紙｜JAcom 農業協同組合新聞
https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2022/11/221101-62534.php
★アンリツとコニカミノルタ、食品工場の DX ソリューションを共同開発 - ZDNet Japan
https://japan.zdnet.com/article/35195434/
★水戸の明利酒類、60 年ぶりにウイスキー製造 体験企画も - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC118HY0R11C22A0000000/
★NEWS WEB EASY|旅行に来る外国人が増えた ホテルでは働く人が足りない - NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10013875161000/k10013875161000.html
★はま寿司“秋のとろ祭り”「本マグロかまとろ握り」「天然みなみまぐろづくし」やカツオ・穴子・豚 ...
食品産業新聞社
https://www.ssnp.co.jp/foodservice/491597/
★ご飯盛り付けロボットなど来年１月１日納品分から値上げ【鈴茂器工】 - FOOD FUN!
https://foodfun.jp/archives/21171
★亀田製菓、
「柿の種」実質値上げ＝「ハッピーターン」も - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/flash/880081
★原信、Uber Eats で宅配 新潟県内スーパーマーケット初 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC016YC0R01C22A1000000/
★アマゾン、ライフの生鮮食品など最短 2 時間配送のエリアを千葉と兵庫で拡大 │
LOGI-BIZ online ロジスティクス・物流業界ニュースマガジン
https://online.logi-biz.com/69466/
★阪急オアシスとイズミヤが合併 来年 4 月、屋号は存続 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/news/tokunaga20221101051111959
★H2O と高島屋、資本提携を解消 - 日本食糧新聞電子版
https://news.nissyoku.co.jp/flash/881098
★酒類鑑評会 成田「長命泉」優等賞 千葉など４都県の蔵元受賞

千葉日報オンライン

http://www.chibanippo.co.jp/n
★来年４月からワイン・輸入洋酒・シードルの 234 品目を最大 54％値上げへ【アサヒビール】 FOOD FUN!
https://foodfun.jp/archives/21190
★日本初進出の「ヒルトン・ガーデン・イン」はどんなホテルなのか 想定以上の予約数 - ITmedia
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2211/03/news002.html
★【速報】
「外食産業向け業態転換等補助金」の相談・申請サポートの受付を開始！最大 1000 万円 ... 時事通信
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000323.000080271&g=prt
★9 月の外食市場規模は 2454 億円、10 カ月連続でプラス 居酒屋業態は約 4 倍に

財経新聞

https://www.zaikei.co.jp/article/20221103/695806.html
★すかいらーく HD、衝撃の「大量閉店」は「起死回生の一手」かもしれない - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/3245d39fc8a2bcaca80b3c8e3bc154826dcdccec

★スタバ公式オンラインストア復旧、2022 スターバックスホリデーグッズ第 1 弾を販売開始 食品産業新聞社
https://www.ssnp.co.jp/foodservice/491827/
★“コストコ”商品がスーパーでも販売され人気…その訳は？「コストコやスーパーはウィンウィンの ...
Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/e8b14b1c0d3c60f0f76d7acf174f1f8ee5a6b0bd
★弘大リンゴ 南アフリカで育て 新品種・きみと 食品商社と連携 通年生産目指す - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/afc25e38b9c58df53f38adf63ae21d51814a3858

■海外
★スイス食品手ネスレ、シアトルズベストコーヒー買収へ スターバックスから - SWI swissinfo.ch
https://bit.ly/3z5Q0N5
★パンのラベル表示、食品基準局が指針 - NNA ASIA・インド・食品
https://www.nna.jp/news/2420438
★飲酒は大罪のヒンズー教徒が人口の 8 割を占めるインドはウイスキー販売量が世界 1 位 鈴木健太
週刊エコノミスト
https://weekly-economist.mainichi.jp/a
★世界初!? クルマが電力源のホテルが英国に誕生 「ホテル・ヒョンデ」 - Yahoo!ニュース
http://ss141536.stars.ne.jp/nextindex.html
★タイ財務省、砂糖入り飲料の物品税率引き上げの延期措置を公表 ｜ EY Japan
https://www.ey.com/ja_jp/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2022/tax-alerts-10-24
★香港で佐賀県産日本酒のポップアップストアを開設(香港、日本) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外 ...
ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/10/52f568133835844c.html
★“ケニア発の極上クラフトジン”堂々日本初上陸！10 月 24 日(水)Makuake にて先行予約開始！ atpress.ne.jp
https://www.atpress.ne.jp/news/330145
★［常温］英国が生んだプレミアム割材〈フィーバーツリー〉が 23 年 1 月にアサヒビールから発売へ
FOOD FUN!
https://foodfun.jp/archives/20924
★シンガポール食品庁から鶏卵農場建設の基本認可取得 イセ・フーズ・ホールディングス｜
JAcom 農業協同組合新聞
https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2022/10/221026-62401.php
★キリンが高級ウイスキー輸出 円安追い風、シンガポールへ ｜ 共同通信
https://nordot.app/958251296402653184?c=113896078018594299
★米 FDA、外国食品施設などの査察拒否に関するガイダンスの最終版公表(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/2022/11/f66f3feb5826e468.html
★“ウクライナ産農産物 輸出が再び滞るおそれ” 国連など懸念 ｜ NHK ｜ ウクライナ情勢
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221031/k10013875581000.html
★米 FDA、外国食品施設などの査察拒否に関するガイダンスの最終版公表(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/2022/11/f66f3feb5826e468.html
★コメダ珈琲店、イオン香港と提携して香港初出店(香港) ｜ 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/2022/11/7554e357f632ad10.html

★首都の酒類販売、ディワリ前３日に 480 万本 - NNA ASIA・インド・食品
https://www.nna.jp/news/2428494
★【韓国梨泰院圧死事故】ハミルトンホテルの違法建築が幅３．２ｍのボトルネックを生んだ 中央日報
https://japanese.joins.com/JArticle/297219
★細長い触手たちを物に絡ませてつかむソフトグリッパー 米ハーバード大などが開発 - 産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20221101-LLD55AS7GJKVVHGMPVUSLEDROA/
★住友商事、食糧の非可食部分でバイオ燃料 25 年にも量産： 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC034AX0T01C22A0000000/
★【シンガポール】空気で作るタンパク質や昆虫食

食料安全保障に多様な取り組み（NNA） -

Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/bef34ae6099027b377a462b712a10a68008ed463

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

