
 

   

ニュース＆トピックス  【期間】2023.02.18-2023.03.03 

※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 

★西宮の寿司店、宅配サービスで１３人が食中毒 ３日間の営業停止 | 総合 | 神戸新聞 NEXT   

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202302/0016060006.shtml 

★スシロー系列の飲食店「杉玉」で食中毒 従業員からノロウイルス検出 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/3f5ef2a87ef1f56a9691a8ee2f6046f37442e6ba 

★雄勝中央病院で入院患者ら２０人 ノロウイルスの集団食中毒｜NHK 秋田県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20230218/6010016844.html 

★豊田で食中毒、１００人超に症状 こども園など弁当 - 中日新聞Web  

https://www.chunichi.co.jp/article/638157 

★金沢の飲食店でアニサキス 生サバたたき食べた男性が食中毒 - 北國新聞 

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/991382 

★呉市の小学校で「給食の異物混入」相次ぐ １０日間で２度も 市が業者への立ち入り調査へ 広島 

｜FNNプライムオンライン 

https://www.fnn.jp/articles/-/488054 

★中野市にの中学校給食に金属片混入、けがなし｜信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト 

https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2023021701129 

★中学校の給食に異物混入 男子生徒の歯が欠ける 呉｜NHK 広島のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20230220/4000021352.html 

★給食のポテトグラタンから長さ６ミリ金属片、配膳取りやめ…中学校長の検食で発見（読売新聞オンライン） 

- Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/cc50ed7dcc4ebe69043168b7793794586d1795be 

★加西市の宿泊施設のレストランで１６人食中毒 ３日間営業停止｜NHK 兵庫県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20230220/2020021159.html 

★日光の飲食店の営業禁止解除 ノロ集団食中毒が発生 - 下野新聞社 

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/705922 

★那須塩原 飲食店で食中毒か 食事した１１人からノロウイルス｜NHK 栃木県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/utsunomiya/20230223/1090014442.html  

★平戸市のホテルで７０人が食中毒 ２日間の営業停止処分に｜NHK 長崎県のニュース  

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20230223/5030017293.html 

★牛肉 14.7 トンを佐賀県産と偽装 ふるさと納税の返礼品などに：朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASR2P6FLNR2PTIPE016.html?ref=tw_asahi 
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★JR 九州グループ飲食店でまた「産地誤表記」 海外産食材を「国産」に（RKB 毎日放送） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e0c4ddf9c50130d70a9864f98ede8a0aeed5a728 

★給食に長さ 3 センチの金属製の異物 島根県松江のしんじ幼保園（中国新聞デジタル） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7ec76a39857e886020d7b43a186ad3a76f570021 

★小学校で消費期限切れの菓子 児童 9 人が一時体調不良 三重 鈴鹿 ｜ NHK ｜ 三重県 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230225/k10013990621000.html 

★佐賀・鳥栖市の中学校給食に異物混入 22年度で 4件目｜【西日本新聞me】 

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1058857/ 

★保育園で給食を食べた園児１４人が食中毒 岐阜県多治見市 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/ba6c3cf1280c682de4d1f8312a666d9869ea3fbd 

★イワシの刺し身など食べ… 船橋の料理店で食中毒 ３０代女性、胃からアニサキス - 共同通信  

https://www.47news.jp/localnews/8986456.html 

★【集団食中毒が発生】広島市西区の飲食店 ２６日から営業禁止処分 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7bb14e0b916ffb7dbb55b863ca128195398d0823 

★岐阜多治見 保育所で食中毒 ノロウイルスに注意を！ - NHKニュース  

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20230226/3000027837.html 

★次亜塩素酸ナトリウム入った水を提供か 3 人搬送 大阪のホテル - NHKニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230227/k10013991811000.html 

★横浜のスーパーで販売の馬刺しから大腸菌 市が回収命令 ｜ カナロコ by 神奈川新聞 

https://www.kanaloco.jp/news/government/article-971749.html 

★韓国産アサリを熊本産に“産地偽装”か、水産会社の役員の男（５６）を起訴 ｜ RKB オンライン 

https://rkb.jp/news-rkb/202302275037/ 

★ノロウイルス食中毒警報を発令 岐阜県と岐阜市、７年ぶり - 岐阜新聞Web 

https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/201207 

★ノロウイルス食中毒警報が発表されました！ - 御嵩町 

https://www.town.mitake.lg.jp/news/news0057420/ 

★関西エアポートワシントンホテル、客に次亜塩素酸ナトリウム入りの水提供でお詫び  

TRAICY（トライシー）  

https://www.traicy.com/posts/20230228262438/ 

★ヨーグルト食べた生徒搬送 教諭自作、名古屋の中学校 ｜ 共同通信 

https://nordot.app/1003628851747864576 

★給食に入っていたのはご飯ほぐす撹拌機の一部 島根・松江の母衣小で給食に金属棒混入 

｜47NEWS（よんななニュース） 

https://www.47news.jp/9004982.html 

★教師が自宅で作ったヨーグルト食べた特別支援学級の生徒 3人らが嘔吐 食中毒か 名古屋市名東  

... Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/f67c759d307e715aa9dae67cc978014985300404 

★【速報】長崎市の保育園でノロウイルス食中毒 園児と職員計 26人に症状  KTN テレビ長崎  

https://www.ktn.co.jp/news/detail.php?id=20230301006 

★Ｏ１５７学校食中毒から２６年、問題終結 二次感染男性に賠償金追加支払い、岐阜市  Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/96b36b35846e1de47c4fa57be9089d092338af1a 

★学校園給食のデザートに金属片混入、3件確認 丹波篠山 ｜ 丹波 ｜ 神戸新聞NEXT 

https://www.kobe-np.co.jp/news/tanba/202303/0016101466.shtml 

★2月 24日の異物混入、給水管のすき間を埋めるコーキング材か 鳥栖の中学校給食  佐賀新聞 

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/997769 
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■食の環境 

★食品値上げ、3月も 3000 品目超 値上げトレンド「小分け×小幅」へ 8月にも年内値上げ 2 万品目突破の 

可能性（帝国データバンク） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/1d4316e874d8e4a0201209e506efed4b771d2adb 

★「JIS は日本産業規格です」 JISの名称が「日本工業規格」から変わっていたことに「知らなかった」の声 

続出（1/2 ページ） - ねとらぼ 

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2302/27/news126.html 

 

 

■食品テロ・偽装 

★ラーメン店でも迷惑動画 “割り箸なめ回し”ＳＮＳ投稿か 運営会社「刑事民事の両面から厳正に対処」 

https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_18500.html 

★生きた「上海ガニ」無許可で販売か 食品販売会社社長ら逮捕｜NHK 首都圏のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230217/1000089860.html 

★ベニズワイガニとズワイガニを誤表示 物流調査で 13 倍の価格差：朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASR2K5VFBR2KUTIL01Y.html?ref=smartnews 

★日本の外食文化は「迷惑動画」で破壊されてしまうのか？ スシローとくら寿司で見かけた心強い光景  

ITmedia  

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2302/21/news055.html 

★串カツ田中が謝罪「社内ルールが一部徹底されず」 ハラスメント確認「不適切な言動あった」   

日刊スポーツ  

https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202302280001373.html 

★アサリの産地偽装 業者に罰金 100 万円 福岡簡裁略式命令 ／熊本 | 毎日新聞  

https://mainichi.jp/articles/20230301/ddl/k43/040/229000c 

 

 

■商品・業界情報 

★酒類価格が５．７％上昇 | 聯合ニュース 

https://jp.yna.co.kr/view/PYH20230219076000882?section=image/photos 

★バンコクでゆっくり過ごす大人の 3日間。最新情報やホテル・グルメを満喫する男。 - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cUk1YK6UTJ0 

★【カリブ海】ジャマイカの絶景ビーチ&高級ホテル - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=0XnFGMLlVKM 

★ホテル雅叙園東京の「さくらアフタヌーンティー」、“桜＆苺”のモンブランや塩麹のムース   

ファッションプレス  

https://www.fashion-press.net/news/99830 

★樋口総料理長に仏農事功労章 志摩観光ホテル「感謝と挑戦の気持ちで」 - 中日新聞Web  

https://www.chunichi.co.jp/article/638433 

★スシローが｢外食テロ｣に打ち勝てた決定的な理由 - 東洋経済オンライン 

https://toyokeizai.net/articles/-/653391 

★「手軽な外食」手間増える、卓上調味料やコップ撤去・回転ずしの皿にカバー…迷惑行為受け 

読売新聞オンライン 

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6454311 

https://news.yahoo.co.jp/articles/1d4316e874d8e4a0201209e506efed4b771d2adb
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2302/27/news126.html
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_18500.html
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230217/1000089860.html
https://www.asahi.com/articles/ASR2K5VFBR2KUTIL01Y.html?ref=smartnews
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2302/21/news055.html
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202302280001373.html
https://mainichi.jp/articles/20230301/ddl/k43/040/229000c
https://jp.yna.co.kr/view/PYH20230219076000882?section=image/photos
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cUk1YK6UTJ0
https://www.youtube.com/watch?v=0XnFGMLlVKM
https://www.fashion-press.net/news/99830
https://www.chunichi.co.jp/article/638433
https://toyokeizai.net/articles/-/653391
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6454311


★大手外食チェーンが相次いで値上げ。デニーズ、丸亀製麺、かつや…、値上げラッシュ“第２波”か   

店舗物件探し  

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6454311 

★（人事・小売り・卸・外食）高島屋 - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68586610X10C23A2TJR000/ 

★（人事・小売り・卸・外食）クリエイト・レストランツ・ホールディングス - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68586650X10C23A2TJR000/ 

★ロイヤル HD 平均 6.5％賃上げへ 今年 7 月から 全社員対象 コロナ禍からの業績回復（TBS JNN） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5c5b5cb6128b4d4e57df8ab87949719d8d5abf9c 

★名証、養命酒製造を上場廃止＝３月１７日付 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/903881 

★中国人が買い占め… 『龍角散ののどすっきり飴』品薄を謝罪「通常の出荷を再開できるよう精一杯の努力 

」（オリコン） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/592d57b70136a453a5ccb97495911cad7d49ad3b 

★ユニー、アピタでドンキ PB 試験販売 食品など売り場設置 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD1744Z0X10C23A2000000/ 

★山田養蜂場、睡眠の質・ストレス・疲労感を表示する機能性表示食品を発売 - 通販通信  

https://www.tsuhannews.jp/shopblogs/detail/70747 

★オンライン酒セミナー“中川酒造の強力で乾杯！”開催！ | NEWSCAST  

https://newscast.jp/news/1038190 

★【木村屋總本店】スーパー向け「あんぱん」「ジャムパン」など酒種配合生地製品を 3 ... - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000110949.html 

★東京都からの協力金は 1300 万円、売上も好調だったが…大手チェーンの「焼き肉戦争」に巻き 

込ま ...Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/3f1a2b9beab72d1f7a19ea8905038ee293137bc7 

★食品スーパーのオオゼキ、納品出荷伝票をWeb-EDI で電子化、年間 2000 万円を削減 | IT Leaders  

https://it.impress.co.jp/articles/-/24475 

★日本ハム、食物アレルギー対応専用工場で製造した冷凍保存の「シャウエッセン」を発売 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP649714_Q3A220C2000000/ 

★PET を水平リサイクル サントリー食品と協働 全日食 - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/70060/2023/02/20/ryutu/kouri/ 

★ＦＤ需要増対応へ９棟目の生産棟 アサヒグループ食品岡山工場：山陽新聞デジタル｜さんデジ 

https://www.sanyonews.jp/article/1365199 

★「ホテルクラビーサッポロ」閉館、高級ホテルとして生まれ変わる：目印のような場所に - ITmedia  

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2302/20/news091.html 

★都ホテル 京都八条、本館 398 室リニューアル。最大 6 名の新「デラックスファミリールーム」など ...  

https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1479912.html 

★世界で 8 番目のブルガリ ホテルが東京・八重洲に今春オープン | THE RAKE JAPAN  

https://therakejapan.com/new/20230221a/ 

★エスビー食品「にんにく背脂」、外食店のような個性や特別感を家庭で手軽に  食品産業新聞社  

https://www.ssnp.co.jp/seasoning/502350/ 

★ゼンショーの「ロッテリア」買収だけではない、外食業界の M＆A波高し | M＆A Online  

https://maonline.jp/articles/zensho_srs_yakinikisakai_ma_2023 
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★デリバリー市場規模は 7754 億円で前年比 1.6％減」を公表 | エヌピーディー・ジャパン株式会社   

ドリームニュース  

https://www.dreamnews.jp/press/0000275798/ 

★浜松のモリロボ、クレープロボ 外食を開拓 - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68622340Q3A220C2L61000/ 

★最近話題の昆虫食について、食の安全の側面から考える - 望月やすひろ（モチヅキヤスヒロ）  

選挙ドットコム  

https://go2senkyo.com/seijika/186087/posts/564053 

★カルビー、食と健康などに 800 億円投資－25 年度までにＲＯＥ10％超 - Bloomberg 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-02-21/RQET9VT1UM0W01 

★紙ストローより良い？すぐに軟らかくならない「お米ストロー」が量産体制へ～土に還る素材（RKB 毎日 

放送） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/f673da6c4c1c0e8c9a502156838762ff31a801b7 

★アヒルの細胞から作り出した「培養フォアグラ」試食を初公開 ｜ NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230221/k10013987231000.html 

★日清オイリオグループと J-オイルミルズ、共同搾油体制へ 西日本に新合弁 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/muraoka20230221075742749 

★ニュースリリース 『創業の地・広島での新工場建設計画のお知らせ』 ｜ カルビー株式会社 

https://www.calbee.co.jp/newsrelease/230221b.php 

★【40代が選ぶ】「お湯割りがおすすめの焼酎」ランキング！ 2位は「黒霧島」、1 位は？ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5bb2a28b500f9be35b2e53e64e5e92b25f68694b 

★世界の SHOCHU＆AWAMORI へ。バーテンダーを魅了する本格焼酎＆泡盛の世界 2023  

https://beauty.oricon.co.jp/pressrelease/1453471/ 

★リーガロイヤル、京都・四条烏丸に新ホテルを４月に開業 - Lmaga.jp  

https://www.lmaga.jp/news/2023/02/607213/ 

★長門湯本の「ホテル長門はらだ」、小型犬用室内ドッグラン開設 - 山口宇部経済新聞 

https://yamaguchi.keizai.biz/headline/4477/ 

★ホテル開業控える秋田市中心部 コロナ「５類」後視野、往来増加見込む 秋田魁新報  

https://www.sakigake.jp/news/article/20230223AK0004/ 

★2023 年 2月 24日号 日本フードサービス協会 2022 年 12月の外食産業市場動向  週刊ホテルレストラン 

http://www.hoteresonline.com/articles/12019 

★（人事・小売り・卸・外食）イオン - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68704750S3A220C2TJR000/ 

★（人事・小売り・卸・外食）東武ストア - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68704740S3A220C2TJR000/ 

★コープさっぽろ北広島店」建て替え新店建設着々 | 北海道リアルエコノミー  

https://hre-net.com/keizai/ryutu/65774/ 

★そごう･西武売却でセブンの株主が仮処分申請へ  東洋経済オンライン  

https://toyokeizai.net/articles/-/655297 

★キリンビバレッジ湘南工場・滋賀工場でロールラベルのペットボトル飲料の製造体制を強化  キリンホール 

ディングス 

https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2023/0227_01.html 

★国分首都圏、酒類専門店「EXIVIN（エクシヴァン）そごう大宮店」をオープン 国分グループ本社株式会社  

https://www.kokubu.co.jp/news/2023/detail/0227100000.html 
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★ひなまつりシーズンに「にごり酒」 雲海酒造 - 食品新聞  

https://shokuhin.net/70548/2023/02/27/inryou/sake/ 

★22 階から客転落 ホテルに賠償命令 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6455261 

★１月の外食売上高１５・３％増、１４か月連続で前年同月上回る…正月の需要好調  読売新聞オンライン  

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230227-OYT1T50169/ 

★日本フードサービス協会、1 月の外食産業市場動向調査結果を発表 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP650108_X20C23A2000000/?au=8 

★ハウス食品 新社長に川崎氏 工東氏は会長に 食品新聞  

https://shokuhin.net/70562/2023/02/27/sonota/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E3%83%BB%E7%B5%84%

E7%B9%94/ 

★宝酒造 希少な国産果実をチューハイに活用、果実農家を支援 | 食品産業新聞社ニュースWEB  

https://www.ssnp.co.jp/liquor/502941/ 

★キリン、レモンサワー新ブランド発表 酒税変更なしの「ＲＴＤ」商戦過熱 - 産経ニュース  

https://www.sankei.com/article/20230227-VDFINN5VZ5NZZPMKK2OSBGZF2I/ 

★「キリンウイスキー 陸」のパッケージをリニューアル - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000631.000073077.html 

★国立公園に高級ホテル誘致、政府が公募 訪日客拡大へ - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA191EE0Z10C23A2000000/ 

★高級ホテル「リッツカールトン福岡」の開業日が６月２１日決定、九州は初進出 - RKB 毎日放送  

https://rkb.jp/news-rkb/202302285044/ 

★【売買】赤坂駅近くの閉鎖ホテルを即日売却、AQUA RESORT - 日経不動産マーケット情報  

https://nfm.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/00001/03123/ 

★１月の外食売上高、１５．３％増＝値上げや行動制限緩和で | nippon.com ニッポンドットコム 

https://www.nippon.com/ja/news/yjj2023022700832/ 

★「キユーピー マヨネーズ」「深煎りごまドレッシング」輸出拡大、ローカル外食や小売へ販路広がる 食品 

産業新聞社  

https://www.ssnp.co.jp/seasoning/502921/ 

★極洋 2023 年春の新商品「かに肉入りクリームコロッケ」「ビーフシチューコロッケ」発売  食品産業新聞社  

https://www.ssnp.co.jp/frozen/503053/ 

★値上げ一覧 2023 年 3月分 冷凍食品 食用油 調味料 菓子 アイス 飲料 酒類 ｜ NHK 

https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20230301e.html 

★食品・飲料値上げ ３月３０００品目超 ４月５０００品目近く - NHKニュース 

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230301/1000090229.html 

★サントリー、2023 年の RTD・リキュールスピリッツ事業戦略を発表 - グルメ Watch 

https://gourmet.watch.impress.co.jp/docs/news/1482143.html 

★「石川県で人気のスーパーマーケット」ランキング TOP10！ 1 位は「中島ストアー」【2023 年 3 月  

... ねとらぼ - ITmedia  

https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/1321293/ 

★「徳島県のスーパーマーケット」人気ランキング TOP10！ 1 位は「イオンスタイル徳島」【2023 年  

...ねとらぼ - ITmedia  

https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/1318572/ 

★「熊本県で人気のスーパーマーケット」ランキング！ 2位は「業務スーパー 嘉島上島店」、1位は  

... Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/79fc10f900180286ce9bfbca6e8cfedd147be38d 
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★新 CM に相葉雅紀 エバラ「黄金の味」 - 食品新聞 

https://shokuhin.net/70700/2023/03/01/kakou/choumi/ 

★酒瓶が足りない 「お手元にあれば酒屋、酒蔵に返して」メーカーの叫び ｜ J-CAST ニュース 

https://nordot.app/1003626769508253696?c=113896078018594299 

★UCC おいしさにこだわったコーヒーで健康習慣提案 機能性表示食品シリーズ「UCC＆Healthy」拡充   

食品新聞  

https://shokuhin.net/70608/2023/02/28/inryou/inryou-

inryou/%E5%97%9C%E5%A5%BD%E9%A3%B2%E6%96%99/ 

★値上げ一覧 2023 年 3月分 冷凍食品 食用油 調味料 菓子 アイス 飲料 酒類 

https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20230301e.html 

★国内４拠点で蒸溜したブレンデッドグレーンウイスキーを１万本の限定で！【アサヒビール】 FOOD FUN!  

https://foodfun.jp/archives/22519 

★外資 VS 国内｢高級ホテル｣顧客争奪戦の意外な実情 | 特集 | 東洋経済オンライン  

https://toyokeizai.net/articles/-/655354 

★丸峰観光ホテルが民事再生法の適用を申請 負債 20 億円余り 関連会社の丸峰庵も＜福島・会津若松市   

福島テレビ  

https://www.fukushima-tv.co.jp/localnews/2023/02/2023022800000015.html 

★芦ノ牧温泉の丸峰観光ホテルと丸峰庵が民事再生法の適用を申請 負債総額は計２５億５５８８万円   

福島民報 

https://www.fukushima-tv.co.jp/localnews/2023/02/2023022800000015.html 

★東急、ホテル・リゾート子会社を再編、「東急ホテルズ&リゾーツ」に、新ブランド群も新設   

トラベルボイス  

https://www.travelvoice.jp/20230301-153045 

★いきなり！ステーキの深刻業績続く、大戸屋と日高屋は明暗…外食 5社の月次売上高を分析   

ダイヤモンド・オンライン  

https://diamond.jp/articles/-/317624 

★丸亀製麺“あえて非効率”の神髄はロードサイド店舗に、注文受けて目の前で焼き上げる「焼きたて肉  

... 食品産業新聞社  

https://www.ssnp.co.jp/foodservice/503082/ 

★（人事・小売り・卸・外食）アルフレッサホールディングス - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68891490R00C23A3TJT000/ 

★くら寿司、AI カメラ導入 レーン上の不審行為を検知へ（共同通信） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/d54d29856b19e21de211641bc1a993c302f4cb77 

★コオロギ粉末「一切使用していない」 「昆虫食 MAP」記載の酒田米菓が憶測否定「想定外の事態」 

： J-CAST ニュース【全文表示】 

https://www.j-cast.com/2023/03/02457054.html?p=all 

★エバラ食品工業、岡山県津山市の津山工場にポーション調味料製造の新工場棟│オートメーション新聞WEB 

https://www.automation-news.jp/2023/03/69846/ 

★キーコーヒー、緑茶カテゴリーに参入 喫茶文化の継承を - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/motoyoshi20230228064333880 

 

 

■海外 

★焼酎とビールまた値上げ必至、飲食店で「焼酎１本６０００ウォン」の見方も : 東亜日報  

https://www.donga.com/jp/east/article/all/20230220/3971746/1 
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★ホテルグレイスリー台北、崎陽軒とコラボルーム展開 - TRAICY（トライシー）  

https://www.traicy.com/posts/20230219261695/ 

★成都市で本格焼酎・泡盛のセミナー・試飲会が開催(中国、日本) | ビジネス短信 - ジェトロ  

https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/02/1e6720b6dcbe1f60.html 

★焼酎・ビール値上げか、コスト負担増大で - NNA ASIA・韓国・食品  NNA ASIA  

 https://www.nna.jp/news/2483402 

★韓国で最低度数・カロリーの焼酎「鮮洋」が発売＝韓国マッキスカンパニー - wowKorea  

https://www.wowkorea.jp/news/newsread_image.asp?imd=384095 

★65 人死亡の倒壊した 4つ星ホテル…違法な増改築した疑い トルコ地震死者 4万 6000 人超 Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3c75c32299e0655b42bb196daa326d5805d1b120 

★ウイスキー人気が復活 ハイボール後押し＝韓国の輸入酒類 - 聯合ニュース  

https://jp.yna.co.kr/view/AJP20230223001200882 

★中国の外食が激変か？--シェフを選べるデリバリーサービスが登場 - NewsPicks  

https://newspicks.com/news/8141688?ref=pickstream_130662&displayOrder=2&firstLoad=true&direction=B

ACKWARD&loadedAt=1677022943 

★外食大手チェーンが海外出店加速 高単価、市場拡大に期待 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20230223-X77R6QO6YVKG7DTF4TT6DZCRYU/ 

★カカオのサプライチェーンのトレーサビリティーを強化(EU、コートジボワール)  

｜ 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/2023/02/f86e881e014476f9.html 

★荷物が届かない!? 物流の危機「2024 年問題」 トラック運転手不足が懸念 対応急ぐ現場【新潟発】  

｜ nippon.com  

https://www.nippon.com/ja/news/fnn20230226488704/ 

★「コオロギ食の危険性を食品安全委員会が指摘」はデマだった！専門家が徹底解説「最大のリスクは甲殻類 

と同様のアレルギー」（SmartFLASH） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6a269e700919b6eb5a5b7867255d80ef8725d849 

★ヒルトンホテルが竣工 6 月開業予定 宮古島（宮古毎日新聞） - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/39a4fa671033efa1e603e8b8d0e5818db448d69c 

★日本ビューホテル、「浅草ビューホテル アネックス 六区」を 3 月 18日開業 約 2 年遅れで  

TRAICY（トライシー）  

https://www.traicy.com/posts/20230226261967/ 

★ＢＴＳ焼津４周年記念 ホテルｎａｎｖａｎカップ - ボートレース  

https://www.boatrace.jp/owpc/pc/race/raceindex?jcd=06&hd=20230226 

★卵メニュー相次ぎ停止 外食悲鳴 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6455143 

★アメリカが食品寄付法を改正 食品ロス・飢餓の削減に向けて ｜ ELEMINIST（エレミニスト） 

https://eleminist.com/article/2550 

★グリコ、インドネシアに「ポッキー」工場 最大規模、米国向けも生産へ：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023022600249 

★コロナ、米エネルギー省「中国研究所から流出」 米報道 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2644T0W3A220C2000000/ 

★タイ食品医薬品局、スーパーから違法中国食品 3000 個以上を押収 | タイランドハイパーリンクス  

https://www.thaich.net/news/20230226fa.htm 

★酒類メーカーの実態調査へ、焼酎値上げで - NNA ASIA・韓国・食品 NNA ASIA  

https://www.nna.jp/news/2486178 

https://www.traicy.com/posts/20230219261695/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/02/1e6720b6dcbe1f60.html
https://www.nna.jp/news/2483402
https://www.wowkorea.jp/news/newsread_image.asp?imd=384095
https://news.yahoo.co.jp/articles/3c75c32299e0655b42bb196daa326d5805d1b120
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20230223001200882
https://newspicks.com/news/8141688?ref=pickstream_130662&displayOrder=2&firstLoad=true&direction=BACKWARD&loadedAt=1677022943
https://newspicks.com/news/8141688?ref=pickstream_130662&displayOrder=2&firstLoad=true&direction=BACKWARD&loadedAt=1677022943
https://www.sankei.com/article/20230223-X77R6QO6YVKG7DTF4TT6DZCRYU/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/02/f86e881e014476f9.html
https://www.nippon.com/ja/news/fnn20230226488704/
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a269e700919b6eb5a5b7867255d80ef8725d849
https://news.yahoo.co.jp/articles/39a4fa671033efa1e603e8b8d0e5818db448d69c
https://www.traicy.com/posts/20230226261967/
https://www.boatrace.jp/owpc/pc/race/raceindex?jcd=06&hd=20230226
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6455143
https://eleminist.com/article/2550
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023022600249
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2644T0W3A220C2000000/
https://www.thaich.net/news/20230226fa.htm
https://www.nna.jp/news/2486178


★ベトナム：ソーダ税導入へ、酒たばこは増税＝税制改革戦略 / ASEAN産業データ＆レポート 亜州 ...  

https://ashu-aseanstatistics.com/news/106076-49225712110 

★ホテル外食マイナー、コロナ収束で黒字回復 - NNA ASIA・タイ・サービス  

https://www.nna.jp/news/2486637 

★海外生産、減少傾向が鮮明 内閣府調査、背景にロ侵攻 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20230301-2J65PINTGJMJNNROAZTKS7L22E/ 

★韓国若者世代に「無糖」人気…焼酎業界、新製品発売でしのぎ - AFPBB News 

https://www.afpbb.com/articles/-/3453334 

★財政省、タバコや酒類の特別消費税増税の必要性を主張 企業は延期求める  VIETJO ベトナムニュース 

https://www.viet-jo.com/news/economy/230301165456.html 

★韓国の日本酒輸入会社代表を「日本食普及の親善大使」に任命（ニューズウィーク日本版） Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/daa57cc315977e8280ef1ccdbd653f2902305269 

★インドの名目 GDPが旧宗主国イギリスを抜き世界 5 位に 中国から生産拠点を移す企業が追い風か 4位 

ドイツ・3 位日本 ｜ TBS NEWS  

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/355470?display=1 

★江崎グリコ、「ポッキー」海外展開加速 インドネシア新工場稼働 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/aoyagi20230224112659570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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