
 

   

ニュース＆トピックス  【期間】2023.1.7-2023.1.20 

※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 

★元日の給食が原因 病院・介護施設で患者ら 34 人が食中毒 ノロウイルスを検出 香川・綾川町 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e3c335e53a90c7482a601eba3b9aae21f27fca66 

★広島市中区の飲食店で食中毒 カンピロバクター検出｜ニュースコレクト - NEWS Collect 

https://newscollect.jp/article/?id=985087333774147584&uid=39079823951939061 

★「自分が吸うために栽培した」山中で大麻草 40本を栽培した容疑 無職の男(60)を逮捕【岡山・北区】 

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rsk/265892 

★広島市中区の飲食店で食中毒 カンピロバクター検出 ｜ 中国新聞デジタル 

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/257328 

★ゆで卵 90万個に指定外の添加物 食品衛生法違反容疑で岩手エッグデリカ会長逮捕 岩手県警 ｜ 河北新 

報オンライン 

https://kahoku.news/articles/20230111khn000029.html 

★中国産ごぼうを産地偽装販売 鹿児島県が表示の是正など指示 - NHKニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20230112/5050021673.html 

★賞味期限を誤って表示した「かつ天」の自主回収について - 安心とくしま  - 徳島県 

https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2023011100017/ 

★輸入米検査で業務停止命令へ 穀物検定協会、聴聞に出席せず ｜ ｜佐賀新聞 

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/975132 

★回転寿司で「他人注文のすし」食う動画拡散…はま寿司は警察に相談「到底容認できない」（弁護士ドット 

コムニュース） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/fc899ab1f18ff55db51e11ea15b111419c1fd78f 

★ふるさと納税返礼品 産地偽装裁判で業者らに無罪判決 盛岡地裁 ｜ NHK ｜ 岩手県 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230113/k10013949221000.html 

★大津市の飲食店でノロウイルス原因の食中毒｜NHK 滋賀県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20230116/2060012399.html 

★ウエルシュ菌が原因 射水市 １２人食中毒 

https://www.knb.ne.jp/news/1442/ 

★大津市の飲食店でノロウイルス原因の食中毒 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20230116/2060012399.html 
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★カレーを食べた 12人が下痢や腹痛等…「ウエルシュ菌」による食中毒と判明 民宿が 3 日間の営業  

...Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7368cb1b59ae92deaacbd05dcc6f987ff8858490 

★キッチンカーで食中毒 福島県が３日間の営業停止処分：ニュース 

https://www.fukushima-tv.co.jp/localnews/2023/01/2023011700000021.html 

★台湾「辛ラーメンから農薬成分検出」１０００箱廃棄…メーカー農心の釈明は - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/038489c5b7fa5ab168c8e06c8248005e4ac92efb 

★「ダイエットゼリー」に未承認成分 保管容疑でベトナム人夫婦を逮捕（朝日新聞デジタル）  

- Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/1ff217bf000cfe9822b693484359b0ed2eb09aa1 

★給食カレーに漂白剤混入 女性教諭起訴 埼玉 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20230118-BU2F4SVYM5IEZOVQRUCW7PRTGY/ 

★給食のエビに金属片 愛知の中学２校、生徒が見つける - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20230118-TK5X7AQ5JNNYPC4IZZASFYUSKI/ 

★中学校の給食のスープに金属片混入 生徒が気付きけがなし 大分（TOS テレビ大分） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/4b4b61837efdc553ced4c4ff604c2ea65a77fdfc 

★ダイエット効果うたうゼリー、食べた６人が吐き気・めまい…中に未承認薬（読売新聞オンライン）  

- Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/8101eee7f4e790f9fd3688c0a88441f9f507a24d 

 

 

 

■食の環境 

★春にも「5類」引き下げで調整 屋内マスク「原則不要」へ｜FNNプライムオンライン 

https://www.fnn.jp/articles/-/472500 

★レーザー光で害虫「撃墜」 ガに照射、急所を発見 大阪大（時事通信） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/c3f325230c76dd8db229b0b392fa82c384966337 

★食品安全予防管理同盟、食品安全計画管理者の教材改訂 法規則の改正など対応 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/tateishiw20230111120206838 

★東工大と医科歯科大の統合、新名称は「東京科学大」…学内外からの提案を参考 ： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230118-OYT1T50304/ 

 

 

 

■商品・業界情報 

★１１月消費支出、１．２％減 ６カ月ぶりマイナス、食料減少―総務省：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023011000272&g=eco 

★アサヒビール、2023 年の事業方針を発表 - 酒税改正による消費者の"ビール回帰"に期待  イナビニュース 

https://news.mynavi.jp/article/20230110-2558808/ 

★大阪府「全国旅行支援」きょう再開！ホテルニューオータニ大阪で今こそ「リベンジ卒業旅行」！  

PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002146.000014571.html 

★東京の下町に誕生した隈研吾監修のホテル。 | カーサ ブルータス Casa BRUTUS 

https://casabrutus.com/posts/341021 
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★MBC ニュース | 全国旅行支援「今こそ鹿児島の旅」１０日から再開 予約３倍のホテルも MBC南日本放送 

https://www.mbc.co.jp/news/article/2023011000062021.html 

★CS-C、飲食・外食業界向け展示会「居酒屋 JAPAN2023」に初出展 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000029037.html 

★西友でしか買えない「人気レストランの味」で、おうちで外食気分！ - All About NEWS 

https://news.allabout.co.jp/articles/o/55072/ 

★KFC「カーネルクリスピー3 ピース半額」キャンペーン、通常 720 円が 360 円に、アレンジレシピ  

... 食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/498675/ 

★「鶏卵 1 パックが 288円！」辛坊治郎が物価動向に危機感示す - ニフティニュース - @nifty 

https://news.nifty.com/article/domestic/government/12245-2097928/ 

★「ロッテリア専用ゆかり」を三島食品コラボで新開発!? 甘酸っぱい味わいの「ゆかりエビ ごはん ...ネタとぴ 

https://netatopi.jp/article/1469177.html 

★チョコ値上がりでも「熱い」バレンタイン商戦、予算は「自分用」が最多の３３２９円  

： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230111-OYT1T50154/ 

★ロート製薬が健康食の新レストラン 大阪市で 15日開業： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF1129M0R10C23A1000000/ 

★ボンカレーがギネス認定 最長寿のレトルトカレー ｜ 共同通信 

https://nordot.app/985475560922972160 

★サラヤ株式会社、持続可能な次世代の食のカタチを創造する子会社「Cotof」設立のお知らせ  

- サラヤ株式会社のプレスリリース 

https://www.value-press.com/pressrelease/311096 

★ブックオフ、賞味期限が近い加工食品を販売する「FOOD ReCO」楽天市場にオープン - グルメ Watch 

https://gourmet.watch.impress.co.jp/docs/news/1469424.html 

★【TAOYA日光霧降】が本日 1月 11日より予約受付開始。2023 年 4月にリブランドする大江戸温泉  

...PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000334.000018653.html 

★【ホテル JAL シティ長崎】総支配人に伊井 克一が就任 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000245.000015676.html 

★【売買】大阪・京都のホテルを売却、サンフロンティア - 日経不動産マーケット情報 

https://nfm.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/00001/02867/ 

★外食市場調査 11 月度 外食市場規模はコロナ禍前比 73.1％ 回復にブレーキ - 農業協同組合新聞 

https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2023/01/230111-63949.php 

★水戸の明利酒類「百年梅酒」 じっくり熟成、ヌーボーも - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC061250W3A100C2000000/ 

★ビール販売５％増へ、サッポロビールが投入する新商品 - ニュースイッチ  

https://newswitch.jp/p/35358 

★日本最高のお酒と東京最高のレストランが新宿に集結！「KANPAI to MEET」の魅力とは？   

BIGLOBEニュース  

https://news.biglobe.ne.jp/trend/0112/srw_230112_5749339794.html 

★水際対策緩和３か月 鬼怒川温泉のホテルは海外の観光客急増 - NHKニュース  

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230111/1000088470.html 

★【売買】上野と駒形のホテルを売却、第一リアルター - 日経不動産マーケット情報  

https://nfm.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/00001/02858/ 
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★まるで肉！｢代替肉パティ｣バーガー実食レビュー 

https://toyokeizai.net/articles/-/637646 

★小麦製品高騰「お米回帰」の新商品続々 食品卸の加藤産業、神戸で新製品発表会 - 神戸新聞  

https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/202301/0015959956.shtml 

★日和佐信子さんが死去 消費者運動をけん引｜全国のニュース｜北國新聞 

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/961504 

★東洋製罐とアサヒなど、「キャップ to キャップ」共同推進 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/895559 

★ＮＴＴ東「昆虫食」参入へ、食用コオロギの新興とタッグ…強みの通信技術で効率化 ： 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230115-OYT1T50207/ 

★エスビー食品、次なる 100 年へ 新コーポレートメッセージ制定 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/takagiy20230110022236925 

★【本数限定!!】氷河の水で作ったスモーキーな極上シングルモルトウイスキー登場   

CAMPFIRE (キャンプファイヤー)  

https://camp-fire.jp/projects/view/640782 

★サッポロビール、サステナビリティ推進で新包装 6缶パック - 日本食糧新聞電子版  

https://news.nissyoku.co.jp/news/oka20230110033432345 

★京都のホテル客室稼働率、３年ぶりに８割超え…全国旅行支援や入国制限緩和が好影響  Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6e2bd42b184383eeaacf67d518073121f9d284dd 

★創業１５０年「日本最古」のリゾートホテル「日光金谷ホテル」描いた本出版 - 読売新聞オンライン  

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230112-OYT1T50346/ 

★外食トップの視点：「一風堂」 力の源 HD・河原成美社長 丁寧の研鑽こそ王道 - 日本食糧新聞  

https://news.nissyoku.co.jp/news/okayasu20221214032123350 

★モスバーガーが値下げしなかった理由 創業者の志 - NIKKEI STYLE  

https://style.nikkei.com/article/DGXZQOCD110V50R10C23A1000000 

★沖縄の弁当・総菜に優秀賞 丸大・サンエー・金秀商事の 3 商品 全国スーパーマーケット協会  エキサイト 

https://www.excite.co.jp/news/article/OkinawaTimes_1087940/ 

★宝 HD 海外和酒事業を加速化 WAKAZE 社へ出資 - 食品新聞  

https://shokuhin.net/67944/2023/01/16/inryou/sake/ 

★食品業界 2023 年始動／酒類食料品業懇話会 | フードウイークリーWEB 

https://f-weeklyweb.com/top-news20230116/ 

★「四国酒類業界新年賀詞交歓会」開催 | 醸界タイムスＷＥＢ版  

https://www.jyokai.com/?p=8803 

★丸本酒造 自社有機米の日本酒拡充 認証制度追い風 国内外で販路拡大 - 山陽新聞デジタル  

https://www.sanyonews.jp/article/1352162 

★Suica でチェックイン～アウトまで JR 東が初の「無人」ホテル - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/98e999f8f348c196c8de4a0ad26d4566c0faf995 

★【ホテル椿山荘東京】創業 130 余年の老舗料亭の鰻専門店が東京に初出店 奈良の菊水楼「うな菊 ...藤田観光 

https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/news/2023/01/16/37506/ 

★別府温泉 杉乃井ホテル本館 51 年の歴史に幕 大分 - TBS NEWS DIG  

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/277993 

★静岡・用宗、港町まるごとホテルに リノベーションで - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC101OY0Q3A110C2000000/ 

★（人事・小売り・卸・外食）アステナホールディングス: 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67631610W3A110C2TB0000/ 
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★（人事・小売り・卸・外食）プレナス - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67631600W3A110C2TB0000/ 

★（人事・小売り・卸・外食）アップガレージグループ - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67631640W3A110C2TB0000/ 

★すかいらーく、6 年ぶり新業態「八郎そば」 特徴は？ ドリンクバーならぬ「そば湯バー」も - ITmedia  

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2301/16/news159.html 

★エバラ食品、ポーション調味料の新工場 36億円投資 - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC166I80W3A110C2000000/ 

★ビールの税率 ことし 10 月に引き下げ 大手各社 販売強化の方針 ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230116/k10013950491000.html 

★３回目となる明治独自の大規模母乳調査を実施、実施期間：2023 年 1 月中旬～2029 年 12 月 

｜秋田魁新報電子版 

https://www.sakigake.jp/news/article/20230116PR0025/ 

★酒類食料品業懇話会 新年賀詞交歓会開催 | 醸界タイムスＷＥＢ版  

https://www.jyokai.com/?p=8798 

★別府温泉 杉乃井ホテル本館 51 年の歴史に幕 大分 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/1fd682e9c83789a7c59cdeb179abcd72f6e63e3d 

★星野リゾート、川湯温泉に高級リゾートホテル - 北海道建設新聞社 - e-kensin 

https://e-kensin.net/news/154389.html 

★【開発】オークラ別館跡地に 14 万m2 の住宅・ホテル、鹿島 - 日経不動産マーケット情報 

https://nfm.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/00001/02902/ 

★丸亀製麺で国内外食企業初の『ZEB』を実現 - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000028440.html 

★国内 外食企業初となる『ZEB』の実現について - 北海道電力  

https://www.hepco.co.jp/info/2022/1252013_1920.html 

★【速報】去年のビール類の販売 脱コロナで 18年ぶりに増加 外食需要が回復で業務用の販売伸びる 

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/278557 

★スタバ 2023 バレンタインフード「チョコレートケーキ」「ふんわりホイップ&パイ入り ... 食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/499271/ 

★日本ハム、大豆ミートで代替魚肉 風味と食感を再現： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC127Q50S3A110C2000000/ 

★カルビー、レトルト食品が届く「OMAMESI（おまめし）」（Impress Watch） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5b9a1092d40aec01cb4e78ba020f9a5798bdaf06 

★東洋製罐グループとアサヒなど、「キャップ toキャップ」共同推進 飲料界初の事業化へ  

- 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/honmiya20230113012551945 

★エバラ食品工業、津山工場へのポーション調味料製造設備新規導入 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/895920 

★ゼンブジャパン、「ZENB」に初のカレーとスープ 国民食で野菜全量を浸透 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/895884 

★三和酒類 共同開発ＲＴＤ商品、全国のセブンで販売 | 醸界タイムスＷＥＢ版  醸界タイムス 

https://www.jyokai.com/?p=8796 

★「清酒の製法品質表示基準」等の改正が施行されました。（2023.1.1） - フーズチャネル 

https://www.foods-ch.com/anzen/news_00548/ 

★高級ホテル次々開業 狙うコロナ後 - Yahoo!ニュース 
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https://news.yahoo.co.jp/pickup/6450943 

★杉乃井ホテル、3 棟目の客室棟を「星館」に決定 2025 年 1月開業 - TRAICY（トライシー）  

https://www.traicy.com/posts/20230117259480/ 

★日本初のゼロエネルギーホテル「ITOMACHI HOTEL 0(ゼロ)」が 2023 年春 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000113985.html 

★食肉、和牛需要 外食弱くコロナ前戻らず - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB101U90Q3A110C2000000/ 

★マック､ついに値上げが 100 円コーヒーに及ぶ事情 

https://toyokeizai.net/articles/-/646702 

★【速報】去年のビール類の販売 脱コロナで 18年ぶりに増加 外食需要が回復で業務用の販売伸びる 

https://news.yahoo.co.jp/articles/0f5d199157754704b21af6b94afe2102cb423e4b 

★くら寿司「115 円商品」50→70 種類へ拡充 新シリーズ“キムチーズ”、えびすだちクリーム･梅しらす  

...食品産業新聞社 

https://news.yahoo.co.jp/articles/0f5d199157754704b21af6b94afe2102cb423e4b 

★2023 年初の新店はドミナントを埋めるレギュラー店！ 「ヤオコー加須店」開店日レポート   

ダイヤモンド・チェーンストアオンライン 

https://diamond-rm.net/store/newstorereport/314302/ 

★ケイエス冷凍食品「ごまちき」発売 1袋 250gで食卓・弁当に、発売 30周年「国産鶏 鶏つくね串  

...食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/frozen/499408/ 

★NTT 東、食用コオロギ飼育に参入 AI 技術などで効率化めざす：朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASR1M6596R1MULFA00R.html 

★伊藤忠、村木社外取が退任 新たに伊藤明子前消費者庁長官が就任（時事通信） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6ad1953d9b5c8998d561d09fd0bcc5caaad44731 

★植物乳酸菌飲料で新工場： 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67722700Z10C23A1LC0000/ 

★アサヒビール 神奈川 南足柄の工場で製造終了 今月末に閉鎖 ｜ NHK ｜ 神奈川県 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230119/k10013954401000.html 

★「サクマ式ドロップス」佐久間製菓が 20 日廃業 一部では５倍以上の高額取引も（日刊スポーツ）  

https://news.yahoo.co.jp/articles/941cf31f4fe5825a09c076385067f8ed5fe20f6d 

★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 2023 年 2月版」を発表！  

PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000083559.html 

★訪日外国人を魅了する國酒カクテルの日本一決定戦が 3 年ぶりにリアル開催決定「第 5 回本格焼酎  

... 時事通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000017.000087722&g=prt 

★富山の立山酒造 地の利生かして「水の味がする酒」 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC071V40X00C23A1000000/ 

★「避ける」と思われている食品・食品技術発表！「昆虫食」「人工着色料」を避ける人の割合は？ PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001855.000011414.html 

★幸楽苑「ビーガン餃子」発売、7 種の野菜と「石垣島ユーグレナ」入り“完全ビーガン”鳥羽シェフ監修  

食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/499424/ 

★大阪王将 天津飯「ふわとろ玉子 1 枚増量券」プレゼント開始 - 食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/499463/ 
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■海外 

★韓国、飲食料値上がり、外食価格「軒並みアップ」（KOREA WAVE） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3d7bdcb31833b8fa3f0a99c6415796a88f051477 

★中国（CN）・23 年の日系昇給率 4.9％予測 

https://www.nna.jp/news/2462758?media=bn&country=cny&type=3&free=0 

★香港・そごう尖沙咀店が３月閉店、カイタクに新店（無料公開） 

https://www.nna.jp/news/2462936?media=bn&country=hkd&type=4&free=1 

★韓国（KR）・ネイバー、米国のフリマアプリ買収完了 

https://www.nna.jp/news/2462157?media=bn&country=krw&type=5&free=1 

★ベトナム（VN）・日系企業昇給率、6.1％予測 

https://www.nna.jp/news/2462838?media=bn&country=icn&type=3&free=0 

★カンボジア（KH）・中国人旅行者、23年は 10倍の 100 万人見通し 

https://www.nna.jp/news/2462921?media=bn&country=khr&type=5&free=1 

★マレーシア（MY）・23年経済成長、４％台に減速か 

https://www.nna.jp/news/2459069?media=bn&country=myr&type=3&free=0 

★2023 年の食品輸入サンプル検査強化品目を公表(台湾、日本)  

｜ 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/2023/01/07c1b13b0e336614.html 

★日本酒の輸入手続きに変更発生(インド) ｜ 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/2023/01/b7ab4865aab05392.html 

★中国（CN）・ビザ発給停止の動揺広がる  在日中国大使館が日本人に対するビザ（査証）の発給を一時的に 

停止 

https://www.nna.jp/news/2464164?media=bn&country=cny&type=3&free=0 

★香港（HK）・23年の昇給率、2.8％に縮小 香港に進出している日系企業の 2023 年の昇給率見通しは、平均 

で 2.8％ 

https://www.nna.jp/news/2456792?media=bn&country=hkd&type=3&free=0 

★台湾（TW）・23年の日系昇給率 2.9％予測 台湾に進出している日系企業の 2023 年の昇給率見通しが平 

均 2.9％ 

https://www.nna.jp/news/2464458?media=bn&country=twd&type=3&free=0 

★韓国（KR）・無人コンビニ２年で６倍に  韓国での無人コンビニエンスストアの店舗数が 2022 年末時点 

で 3,310 店舗 

https://www.nna.jp/news/2463900?media=bn&country=krw&type=3&free=0 

★カンボジア（KH）・北西部の鉄道網整備、日本工営が政府に提案 

https://www.nna.jp/news/2464282?media=bn&country=khr&type=5&free=1 

★マレーシア（MY）・外国人労働者雇用規制を緩和 マレーシア政府は、国内の労働力不足に対応するため、 

外国人単純労働者の受け入れを迅速化する方針 

https://www.nna.jp/news/2463625?media=bn&country=myr&type=3&free=0 

★オーストラリア（AU）・豪 11 月ＣＰＩ、7.3％上昇（本文有料）豪政府統計局（ＡＢＳ）は 11 日、月次の 

消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整値） 

https://www.nna.jp/news/2464084?media=bn&country=aud&type=4&free=1 

★【香港】 自販機でほかほか弁当 ホットチェーンが実現 

https://www.nna.jp/news/2463746?media=bn&country=jpy&type=4&free=1 
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★米サンドイッチチェーンのサブウェイ、身売り検討＝関係筋（ロイター） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9652486fb07046a5402e6822d6af6d8d633375d1 

★遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ(タイ)  

｜ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/c0b52cf5cfbb181a.html 

★遼寧省、輸入コールドチェーン食品の消毒や PCR 検査が廃止に(中国) ｜ ビジネス短信  - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/3449b29a51383594.html 

★亀田製菓が作ったコメ由来の乳酸菌「Ｋ－１」、海外でも活用を 食品素材開発の世界的メーカーと提携  

｜ 新潟日報 

https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/161298 

★広告アクア、ドミノピザなど外食産業に出資 - NNA ASIA・タイ・サービス  

https://www.nna.jp/news/2464128 

★インド社会への浸透が図られるプラスチック廃棄物管理規則（インド）  

｜ 地域・分析レポート - 海外ビジネス情報 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2023/1333e1c4b10a64a7.html 

★桃屋 中国・四川に新工場 3 月から「味付?菜」生産 - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/67817/2023/01/13/kakou/kawaki/ 

★中国（CN）・22 年の輸出額７％増 中国税関総署が 13 日発表した 2022 年の貿易統計 

https://www.nna.jp/news/2466366?media=bn&country=cny&type=3&free=0 

★中国 コロナ関連の死亡者６万人、政府発表 

https://www.nna.jp/news/2466336?media=bn&country=cny&type=4&free=1 

★台湾（TW）・航空大手旅客数、22年は増加 台湾航空大手２社の 2022 年の運営実績が出そろい、 

https://www.nna.jp/news/2466344?media=bn&country=twd&type=3&free=0 

★米イリノイ州、1 月から飲食店などでのラテックス製手袋が使用禁止に(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/2023/01/2267485028eddcc4.html 

★産業用大麻を食べた牛、乳に高濃度の THC 独研究 ｜ Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン） 

https://forbesjapan.com/articles/detail/60042 

★中国（CN）・６％以上の成長目標が過半 全国 31省・自治区・直轄市の 2023 年の域内総生産（ＧＤＰ）成 

長率目標が 16 日までに出そろった 

https://www.nna.jp/news/2466834?media=bn&country=cny&type=3&free=0 

★香港（HK）・コロナ下のホテル取得で成長 香港の新興投資会社ＡＢキャピタル・インベストメント 

https://www.nna.jp/news/2461034?media=bn&country=hkd&type=3&free=0 

★カンボジア（KH）・首都新空港の第１期工事、来年に完了見通し 

https://www.nna.jp/news/2466700?media=bn&country=khr&type=5&free=1 

★中国最大規模の日本産酒類 BtoB マッチングイベント - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/events/pcs/eee1f6f2ff899857.html 

★【中国】中国への入国スムーズに 隔離なし、北京の空港に人戻る 

https://www.nna.jp/news/2467724?media=bn&country=cny&type=3&free=1 

★カンボジア（KH）・23年の観光収入、40 億米ドル予想 

https://www.nna.jp/news/2468312?media=bn&country=khr&type=5&free=1 

★オーストラリア（AU）・ドローン宅配のウイング、豪で小売向け事業（無料公開） 

https://www.nna.jp/news/2466976?media=bn&country=aud&type=5&free=1 

★日本【LegalOn Technologies 法務レクチャー】「お得です」掲げる前に 気を付けたい景品表示法 

https://www.nna.jp/news/2468287?media=bn&country=jpy&type=4&free=1 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9652486fb07046a5402e6822d6af6d8d633375d1
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/c0b52cf5cfbb181a.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/3449b29a51383594.html
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/161298
https://www.nna.jp/news/2464128
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2023/1333e1c4b10a64a7.html
https://shokuhin.net/67817/2023/01/13/kakou/kawaki/
https://www.nna.jp/news/2466366?media=bn&country=cny&type=3&free=0
https://www.nna.jp/news/2466336?media=bn&country=cny&type=4&free=1
https://www.nna.jp/news/2466344?media=bn&country=twd&type=3&free=0
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/2267485028eddcc4.html
https://forbesjapan.com/articles/detail/60042
https://www.nna.jp/news/2466834?media=bn&country=cny&type=3&free=0
https://www.nna.jp/news/2461034?media=bn&country=hkd&type=3&free=0
https://www.nna.jp/news/2466700?media=bn&country=khr&type=5&free=1
https://www.jetro.go.jp/events/pcs/eee1f6f2ff899857.html
https://www.nna.jp/news/2467724?media=bn&country=cny&type=3&free=1
https://www.nna.jp/news/2468312?media=bn&country=khr&type=5&free=1
https://www.nna.jp/news/2466976?media=bn&country=aud&type=5&free=1
https://www.nna.jp/news/2468287?media=bn&country=jpy&type=4&free=1


★英イングランド、使い捨てプラスチックの容器やフォークなど禁止へ 今年 10月から  

｜ BBC NEWS JAPAN 

https://nordot.app/987625348274470912?c=113896078018594299 

★牛肉の巨大な塊担ぐ慣習、段階的に禁止 アルゼンチン 写真 4 枚 国際ニュース：AFPBB News 

https://www.afpbb.com/articles/-/3447575 

★国外で有害物質検出の韓国製ラーメン、国内向けは「安全」という（KOREA WAVE） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/00ef11b842295ed2758e44476862a81a5453176a 

★無糖ブームの中国、消費者の 8割が「誤解」（東方新報） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/26023d1b60fab1baa61295daa1f8659003c84970 

★韓国コンビニの CU、“無糖ブーム”に乗って「40240DOKDO 焼酎」のゼロシュガーを発売  WoW!Korea 

https://www.wowkorea.jp/news/korea/2023/0119/10380013.html 

★■タイ（TH）・食品ＣＰＦ、石炭火力発電の使用ゼロを達成（無料公開） 

https://www.nna.jp/news/2469084?media=bn&country=thb&type=5&free=1 

★マレーシア（MY）韓国ベーカリー「パリバゲット」首都で開業（無料公開） 

https://www.nna.jp/news/2469027?media=bn&country=myr&type=4&free=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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https://news.yahoo.co.jp/articles/26023d1b60fab1baa61295daa1f8659003c84970
https://www.wowkorea.jp/news/korea/2023/0119/10380013.html
https://www.nna.jp/news/2469084?media=bn&country=thb&type=5&free=1
https://www.nna.jp/news/2469027?media=bn&country=myr&type=4&free=1
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