
 

   

ニュース＆トピックス  【期間】2022.11.5-2022.11.18 

※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 

★【カンピロバクター検出】鶏肉料理の加熱が不十分だった?熊本市の飲食店で食中毒 Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/d412b1ed8ee6de6aff0ad55be3cd3dc657b64b20 

★＂きのこ汁”を食べた家族５人が毒キノコによる食中毒 腹痛など症状訴える 保健所がコレラタケ  

...TeNY テレビ新潟 

https://www.teny.co.jp/news/news114l6nkplcc204ntsy8 

★ノロウイルス食中毒、警戒情報発令 神奈川、昨年より１カ月早く - 47NEWS 

https://www.47news.jp/8542985.html 

★飲食店でカンピロバクター テレビ和歌山 

https://www.tv-wakayama.co.jp/news/detail.php?id=71685 

★熊本市の飲食店で男性 4 人が食中毒 3 日間営業停止  熊本日日新聞社  

https://kumanichi.com/articles/849603 

★NEW 上越市の一家 5 人が自宅敷地の毒キノコ「コレラタケ」で食中毒 上越タウンジャーナル 

https://www.joetsutj.com/articles/743999136 

★行政ファイル：和歌山市の飲食店で食中毒 - 毎日新聞  

https://mainichi.jp/articles/20221109/ddl/k30/040/301000c 

★シイタケの産地偽装 謝罪し販売を再開 社「信頼回復に努める」 沖縄・恩納村（琉球新報）  

- Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/93f2c16d3889bb791168ec0ac9c394c277e36a73 

★こども園の給食に“ガラス片” 調理中に混入か 喜多方｜NHK 福島県のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20221111/6050020787.html 

★給食に賞味期限切れ生クリーム…情報共有されずシチューに使用 本庄特別支援学校、体調不良の報告な 

し（埼玉新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/68b71e4a1055e65f7110aa7bf4556d0b367d7683 

★食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました - 埼玉県  

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/news/page/news2022111301.html 

★また給食に金属片が混入 愛知・豊田市の小学校 児童にけがはなし ｜ TBS NEWS DIG 

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/204062 

★韓国産アサリを熊本産と偽り販売、宇部市の水産物卸売業社長逮捕 農水省からの情報提供受け捜査  

- 社会 ： 日刊スポーツ 

https://www.nikkansports.com/general/news/202211150001300.html 
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★４人が食中毒…ポテトフライ、焼き鳥を食べて 加熱が不十分、カンピロバクター検出 店を営業停止に 

（埼玉新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/f2928e4eea90ad07c6338f0fa4eb5ddccbcfb35b 

★令和４年度(上半期）食品衛生法違反事例の公表 - 福岡県庁ホームページ  

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ihanjirei-r4-kamihanki.html 

★サバの刺身を食べ胃に激痛「アニサキス食中毒」 新潟県の販売店で 4 尾購入…家族 3 人で食べ   

FNN プライムオンライン  

https://www.fnn.jp/articles/-/445643 

★4 人が食中毒…ポテトフライ、焼き鳥を食べて 加熱が不十分、カンピロバクター検出 店を営業停止に  

エキサイト  

https://www.excite.co.jp/news/article/saitama_np_965063819897634816/ 

★わかめ加工品原材料の原料原産地名の不適正表示に対する食品表示法における措置について 徳島県 

https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2022111700011/ 

★鳴門市の飲食店で食中毒【徳島】（JRT 四国放送） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/fde04aa0a6ddd62a08c54d7ae4cff51509cdc3ce 

★中国産ワカメを「鳴門産」と偽装 業者を家宅捜索 - 産経ニュース  

https://www.sankei.com/article/20221117-F67GULHCUBNJPLIKJ5UX33CEV4/ 

 

 

 

■食の環境 

★農水産物輸出 1～9 月過去最高に 円安で高級食材に需要： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB269DN0W2A021C2000000/ 

★ボージョレ・ヌーボー商戦に異状あり 紛争や円安背景（NIKKEI STYLE） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7e68915809bd1a75af32104d220f09a74fb5589e 

★COP27 が開幕 地球規模の課題に一致したメッセージ打ち出せるか ｜ NHK ｜ COP 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221106/k10013882591000.html 

★「第８波」に備え…保健所、業務効率化で体制強化 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20221115-BU5GB2BG5JOQPLRQDJN5SXL7D4/ 

★体内にできた 5cm の「柿胃石」…原因は“柿の食べ過ぎ”? 医師に聞く注意点  au Web ポータル  

https://article.auone.jp/detail/1/2/2/309_2_r_20221115_1668484322118139 

 

 

 

■商品・業界情報 

★六甲バター、シンガポール発オーツミルク 3 品発売 「味」武器に初上陸 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/ozawa20221101122049054 

★三菱地所、東京・神田を食と農の街に： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC273UA0X20C22A9000000/ 

★トーホー、食品スーパー事業売却： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65746550U2A101C2LKA000/ 

★黒糖焼酎カクテルなど販売 - 奄美新聞 

https://amamishimbun.co.jp/2022/11/06/40679/ 

★カクテル「八ケ岳サンセット」はいかが 原村産の果実使用、さっぱりとした酸味（信濃毎日新聞 ...  

https://news.yahoo.co.jp/articles/a7677e8713cf8f7400cf79d38cf5368f594c1e5e 
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★ケンタッキー、クリスマスメニュー予約開始 「パーティバーレル」で「Xmas 早割」実施して需要 ..食品新聞 

https://shokuhin.net/64535/2022/11/06/mimi/ 

★大学と共同開発「赤じゃが」 名門ホテルでも使用の特産品 連載”まちの世間遺産” | 丹波新聞  

https://tanba.jp/2022/11/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E9%96%8

B%E7%99%BA%E3%80%8C%E8%B5%A4%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%8C%E3%80%8D%E3%80

%80%E5%90%8D%E9%96%80%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%82%82%E4%B

D%BF/ 

★「すき家」のゼンショーがコロナ禍で過去最高益！数字でわかる「協力金」と「補助金」の威力   

ダイヤモンド・オンライン  

https://diamond.jp/articles/-/312342 

★2023 年おせち「浜かつ三段重」予約販売、とんかつ・かつサンドや牡蠣ふらい  食品産業新聞社  

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/492146/ 

★セブンもイオンも参入 広告新市場「リテールメディア」の衝撃 - 日経クロストレンド  

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00729/00001/ 

★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 

★鍋の季節なのに、比内地鶏が足りない…夏の記録的大雨で産地は深刻な被害 ： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20221108-OYT1T50068/ 

★新たな配達の在り方を模索する動き ネット通販業者に広がる ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221108/k10013883761000.html 

★京都大学とゼンショーが「食と健康科学研究講座」を開設 外食産業のサプライチェーンを活用 糖尿病や 

肥満などの課題に取り組む 

https://dm-rg.net/news/79f06754-9184-40b7-8416-a5d52dc5178b 

★グルメ杵屋 日本語学校を開校へ｜NHK 関西のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20221108/2000068044.html 

★ツナ缶に虫混入で約１億 3000 万円の賠償命令 はごろもフーズの下請け業者に - 社会 ： 日刊スポーツ 

https://www.nikkansports.com/general/news/202211080000942.html 

★ライフドリンクカンパニー、ペットボトル清涼飲料水を製造販売するニットービバレッジの株式取得、子会 

社化へ｜M&A ニュース｜日本 M&A センター 

https://www.nihon-ma.co.jp/news/20221108_2585/ 

★ダイドードリンコと住友不動産、CO2 実質ゼロの自販機に切り替え - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/fujibayashi20221101024125711 

★“日本一高い“「トーチタワー」に世界有数の超高級ホテル（日テレ NEWS） - Yahoo!ニュース 

https://www.tv-wakayama.co.jp/news/detail.php?id=71685 

★【ホテル椿山荘東京】日本最大級のデザインアワード「日本空間デザイン賞」および ホテルの国際  

... 藤田観光 

https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/news/2022/11/08/37052/ 

★東京駅前「Torch Tower」にウルトララクジュアリーホテル - Impress Watch 

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1454078.html 

★【ホテル金沢】11 月 6 日カニ漁解禁！金沢港で揚げられる希少な「香箱ガニ」をホテル金沢の和食  

... PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000105663.html 

★高さ日本一のビルに超高級ホテル 東京駅前、２８年度開業 - 北國新聞 

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/903972 
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★春闘で賃上げ「６％程度」、流通や外食加盟のＵＡゼンセンが素案 - 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20221107-OYT1T50200/ 

★消費支出４カ月連続増 外食が大幅増 ９月家計調査 - 日本農業新聞 

https://www.agrinews.co.jp/economy/index/115443 

★逆境の鳥貴族､｢やきとり大吉｣買収の"凄い旨味" | 外食 | 東洋経済オンライン 

https://toyokeizai.net/articles/-/630641 

★「信州そば」に値上げの波、原料高で 外食に乾麺も 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC079H80X01C22A1000000/ 

★濵田酒造 2023 年 3 月値上げ、 米・麦焼酎とリキュール対象に、改定率は 8%程度 - 食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/liquor/492381/ 

★第７回全国梅酒品評会 2022「金賞」梅酒を発表！！ - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000021306.html 

★なんでも酒やカクヤス、“Go To Eat キャンペーン アナログ食事券”の販売を再開！11 月 10 日より  

... 時事通信  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000128.000022125&g=prt 

★2027 年度完成の“日本一高い”ビル「Torch Tower」に超高級ホテル開業 三菱地所が発表  

https://news.yahoo.co.jp/articles/bfd74cec67934f8db702203973952e7c20b96233 

★【ホテル椿山荘東京】世界一の遭遇率！ホテル庭園に広がる冬の“光の絶景スポット”が進化！「森のオーロ 

ラと祈り星～アニバーサリーフラッシュ～」11 月 11 日より公開 

https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/news/2022/11/08/37039/ 

★「東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート」レーシングルームが登場 | HotelBank (ホテルバンク)  

https://hotelbank.jp/news/bcclb-tokyo-rcc/ 

★時給 123 円配膳ロボット、外食各社が導入で救世主なるか - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a85c0e8edb52244eeff2099b75b3f8c846e3f912 

★国内外食企業初、トリドールホールディングスが国際規格に基づく ISO マネジメント ... - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000028440.html 

★デニーズ レストラン業態初「コーヒー豆かすに特化したリサイクルループ」認定 - 食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/492523/ 

★「みそ」と「しょうゆ」で簡単江戸料理 - 農林水産省  

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/wagohan/articles/2211/spe11_02.html 

★酒類鑑評会で上尾の酒造が最優秀賞／埼玉県  テレビ埼玉 

https://news.yahoo.co.jp/articles/020eab318d20334f3a1ecf89f55e9937ee75a898 

★最優秀賞に長野、埼玉、栃木の酒 関東信越国税局〔地域〕（時事通信） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/44f5fb9a041b093a7abadb5e84353bf424c9bbf5 

★焼酎を世界のバースピリッツに！「The SG Shochu」全米での販売開始 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000039025.html 

★紅葉シーズンで京都のホテル「週末は満室」も 観光客急増で大混雑に懸念  京都新聞 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/916080 

★１０月外食売り上げ 堅調でコロナ前超えも - 日本農業新聞 

https://www.agrinews.co.jp/economy/index/116137 

★大阪メトロが外食事業に本格参入：地域ニュース - 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20221110-OYO1T50013/ 

★都内で「Ｇｏ Ｔｏイート」アナログ券の申し込み受け付け開始｜NHK 首都圏のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20221110/1000086623.html 
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★日本アクセス・第 2 四半期は増収増益 CVS・外食の回復が寄与 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/882451 

★イオン／10 月はお出かけ需要に対応、イオンリテール既存店 1.8％増 | 流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/sales/o111049.html 

★クッキーに食べられる 2 次元コード、開封後も情報確認可能に 

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/13973/ 

★ビール類 10 月の販売大幅減 値上げ前の駆け込み需要の反動で ｜ TBS NEWS DIG (1 ページ) 

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/201511?display=1 

★日本酒と料理楽しむ事例集制作 諏訪地方９蔵 - 長野日報  

http://www.nagano-np.co.jp/articles/101425 

★京都、高まる「ステータス」 高級ホテルが続々開業 沖縄でも - 朝日新聞デジタル  

https://www.asahi.com/articles/ASQCD7H90QCDPLFA002.html 

★「フォーシーズンズホテル東京大手町」の天空のダイニングでクリスマスシーズンを楽しもう   

IGNITE（イグナイト）  

https://ignite.jp/2022/11/467446/ 

★【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】12 月 24 日クリスマスイブ ジャズライブコンサート開催。  

野口観光  

https://www.noguchi-g.com/enjoy/enjoy-4233/ 

★穴水町のワイナリーで新酒ワインの販売解禁イベント｜NHK 石川県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20221113/3020013294.html 

★セブン、そごう･西武売却を決定 米ファンド･ヨドバシへ： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC10DM90Q2A111C2000000/ 

★伊藤忠、「売れる味」伝授 味覚の数値化で食品開発変革： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF21CGD0R21C22A0000000/ 

★赤色の缶の「サクマ式ドロップス」で知られる佐久間製菓（株）が廃業へ、原材料高騰が影響（東京商工リ 

サーチ） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5cec435dd56c4b994605469dec84c6d22f1a1b6f 

★明治「Ｒ―１」「ＬＧ２１」商標登録…簡単な名称は登録できないが、例外的に認められる  

： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20221109-OYT1T50207/ 

★アマゾン配送拠点、年内１８か所新設…地方の翌日配送が拡大 ： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20221111-OYT1T50312/ 

★ブルボン、豪雪地の生産拠点 雪室で社会的戦略商品を 魚沼工場竣工  - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/882425 

★日清オイリオグループと J-オイルミルズ、搾油機能の全国統合・合弁会社設立で基本合意  

- 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/882405 

★アリナミン製薬、「茶のしずく」の悠香 HD を買収： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65980380U2A111C2TB0000/ 

★オリックスが健食・化粧品通販大手の DHC を買収へ（ネットショップ担当者フォーラム） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/09b358b81dee4f8d09e9989a93cafd3689b7ab21 

★「フードレスキューセンター」稼働 食品ロス削減、25 年に 1 千ｔ目指す オイシックス・ラ・大地  

- 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/65018/2022/11/14/sonota/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95/ 
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★ビール類 値上げの 10 月、出荷 3 割減 実需は堅調維持か - 食品新聞 

https://shokuhin.net/65072/2022/11/14/topnews/ 

★熊本県のことを知りたいなら「銀座熊本館」へ! 馬刺しや球磨焼酎などご当地グルメを堪能   

マイナビニュース 

https://news.mynavi.jp/article/20221114-2512300/ 

★子ども連れ旅行で総合満足度が最も高いホテル 3 位「ダイワロイネットホテル」 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e43344edd4612dd399306faaea52ddc80643eb8a 

★全国でホテル運営の企業 沖縄県内で初めて内定式 - NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221114/5090020840.html 

★外食大手 7 割が今年値上げ 原料高 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6444669 

★イートアンド「関東第三工場」稼働開始、高速化と AI･IoT 活用の「停まらない」ラインで生産性向上  

｜ 食品産業新聞社ニュース WEB 

https://www.ssnp.co.jp/frozen/493170/ 

★佐世保税務署管内で 9 年ぶり 3 つの酒蔵が「金賞」同時受賞  KTN テレビ長崎 

https://www.ktn.co.jp/news/detail.php?id=20221114007 

★居酒屋「がブリチキン。」酒なし店、FC で全国展開へ - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD20BJ30Q2A021C2000000/ 

★G20 会場は五つ星ホテル、まるで高台の王宮 部屋に個人用プールも - 朝日新聞デジタル  

https://www.asahi.com/articles/ASQCD675VQC9UHBI026.html 

★金沢のホテル宿泊者数 コロナ前の９割程度まで回復｜NHK 石川県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20221115/3020013313.html 

★外食産業協会、万博パビリオン出展明言 年内にも計画発表 - 産経ニュース  

https://www.sankei.com/article/20221114-DKFHBOPWFROB3PYH44VA3HSQH4/ 

★【関東の主婦が選んだ】「冷凍食品が充実してると思うスーパー」ランキング！ 第 1 位は「イオン」  

https://news.yahoo.co.jp/articles/ab9d0079a9f4b6fa9fc2f0fd8deb1d02dccb11f0 

★セブン&アイの「オムニ 7」が 2023 年 1 月に終了。統合型通販サイトから各企業の単独運営モデルへ移行 

（ネットショップ担当者フォーラム） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/39a0cbbc36b879d67036e5a899424502a6a55cbb 

★外食企業の事例まとめ（Vol.4）～食物アレルギー対応編 - フーズチャネル  

https://www.foods-ch.com/anzen/1668151543927/ 

★サントリー｢一線を超えたビール｣が意味すること | 食品 | 東洋経済オンライン 

https://toyokeizai.net/articles/-/628319 

★益子の銘酒 ２度目の最優秀 関東信越酒類鑑評会 外池酒造店「望ｂｏ：」 - 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/local/tochigi/news/20221115-OYTNT50150/ 

★「山梨ヌーボー」が解禁 売場で新酒 PR イオン - 食品新聞  

https://shokuhin.net/65146/2022/11/16/inryou/sake/ 

★「プリンス スマート イン」大阪初進出 hotelbank 

https://hotelbank.jp/new-hotels/prince-smart-11/ 

★倉吉農業高生が作った野菜や加工食品をスーパーで販売 - NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tottori/20221116/4040013500.html 

★新宿駅西口・小田急エース北館に新食品売場 「シンジュク デリッシュ パーク」弁当やスイーツ  

...ファッションプレス 

https://www.fashion-press.net/news/96029 
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★スーパーの食品の内容量は本当？表示が適正か 県が立ち入り検査【佐賀県】 (22/11/17 17:14)  

https://www.youtube.com/watch?v=-w3dWv3RwnE 

★酒類輸出拡大の好機に 広島国税局、酒造組合などと会議 | 中国新聞デジタル 

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/239534 

★スパイスのような新感覚リキュール「酔う唐辛子レモン」 明利酒類が発売 - ニコニコニュース  

https://news.nicovideo.jp/watch/nw11705756 

★グッドルーム、「住みたいホテルアワード 2022」開催で受賞ホテル 5 つを表彰 - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000010439.html 

★【ホテル雅叙園東京】福を呼び込む 1000 点を超える縁起ものが文化財建築に集結「めでたづくし  

... PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000041601.html 

★【ホテル椿山荘東京】昨年、予約開始 1 日で 750 名を超える予約が殺到！「ストロベリー ... 藤田観光 

https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/news/2022/11/17/37086/ 

★12/15 開催 すかいらーく創業者の横川氏が語る「外食苦境の根源」 - 日経ビジネス 

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00100/111600071/ 

★LEOC は ONODERA USER RUN に協賛 特定技能外食人財の学生向けに「LEOC アカデミー」の  

... PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000097982.html 

★しゃぶしゃぶの牛肉を選ぶ時に魅力的なワードは「国産」が６割超と断トツに！【HPG 外食総研  

... FOOD FUN!  

https://foodfun.jp/archives/21363 

 

 

■海外 

★マスク氏の大規模解雇でツイッター混乱 社員提訴 広告主も撤退 ｜ 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20221105/k00/00m/030/070000c 

★森永乳業、ベトナムでヨーグルトなど製造販売 28 年度 100 億円目指す - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/ozawa20221101020205974 

★生活費高騰の英国、3 人に 1 人が消費期限切れ食品を口に（Forbes JAPAN） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/967c65953e4bcff579ba82cc27384c9efeb5debe 

★6 日の国内感染 2 万 4309 人 死者 47 人／台湾 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2f7c4bbeb765790cc4c2091441d0a233e5f86a38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

★食品ロス削減へ…“賞味期限なくす”英国スーパーの取り組み 食品廃棄 13％減ったスーパーも  

https://news.yahoo.co.jp/articles/27c78662d0fca3e0ad9aed9a1799887659188c0e 

★アリババ「独身の日セール」、初の「GMV 非公表」の理由 ～海外メディアは「数字ないと報道できない」 

と困惑 

https://news.infoseek.co.jp/article/itmedia_news_20221111026/ 

★COP27 議長国・エジプトが行動計画公表 食品ロス半減など 

https://www.msn.com/ja-jp/news/world/cop27-e8-ad-b0-e9-95-b7-e5-9b-bd-e3-83-bb-e3-82-a8-e3-82-b8-e3-

83-97-e3-83-88-e3-81-8c-e8-a1-8c-e5-8b-95-e8-a8-88-e7-94-bb-e5-85-ac-e8-a1-a8-e9-a3-9f-e5-93-81-e3-83-

ad-e3-82-b9-e5-8d-8a-e6-b8-9b-e3-81-aa-e3-81-a9/ar-AA13WPr3 

★BEYOND COFFEE ROASTERS が香港発・オーストリア産のボタニカルリキュール『Fernet Hunter  

...愛媛新聞 ONLINE  

https://www.ehime-np.co.jp/article/prtimes1933 
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★保健省、食品ラベル表示や機能性表示など告示案 5 本の意見公募(タイ) ｜  - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/11/361c443e46347df5.html 

★カロリーを運動量で表示 食品ラベル見直し、環境対策に効果も（Forbes JAPAN） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/43fda5146ab5f5b7dbc9ffaa736072f3f190c746 

★森永乳業 ベトナム健康市場参入 脂肪ゼロヨーグルトなど販売 - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/64869/2022/11/11/kakou/kenshoku/ 

★キユーピー、米国内に調味料生産拠点 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/882407 

★キユーピー 米国展開を加速 テネシーにマヨ・ドレ新工場 - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/65035/2022/11/14/kakou/choumi/ 

★韓国の 13 人組男性アイドルグループ SEVENTEEN（セブンティーン）、東急ホテルズと ... - iFLYER  

https://iflyer.tv/article/2022/11/14/seventeen-2022/ 

★シンガポール（SG）・静岡県、Ｊパスポートと連携で食品フェア（無料公開） 

https://www.nna.jp/news/2436250?media=bn&country=spd&type=4&free=1 

★「APEC 2022」で各国の代表団が宿泊するバンコクの 19 のホテル - タイランドハイパーリンクス  

https://www.thaich.net/news/20221114ba.htm 

★ミャンマー（MM）・鶏肉価格が８月比で倍増、飼料高騰などで 

https://www.nna.jp/news/2436362 

★フィリピン外食大手、海外攻勢 CEO「5 年で規模倍増」 - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM197PX0Z11C22A0000000/ 

★欧州委、肥料の供給不足や価格高騰への対応策提案、有機質肥料の使用を推奨(EU)  

｜ 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/2022/11/4d12d56b26b1a886.html 

★石光商事、インドネシアの合弁会社の事業終了・解散へ - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/883941 

★日本産カップ麺がまた不合格 残留農薬の基準値超えで／台湾 - エキサイト  

https://www.excite.co.jp/news/article/Jpcna_CNA_20221116_202211160005/ 

★中国最大規模の食品・酒類展示会「糖酒会」が成都市で開催(中国) | ビジネス短信 - ジェトロ  

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/11/3cf002b234f6defa.html 

★＊＊ ＜ベトナム・インドネシア＞海外倉庫と工場の物件情報を掲載 ＊＊ 

https://www.nna.jp/s/n4HcFkSYN3 
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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
http://hse-chiba.com/index.html

