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6月 ]5日 (金)午後 2時より、食品衛生センター

5階講堂におしヽて平成30年度定時総会が開催され

ました。

鵜飼理事長のあいさつ、こ来賓として出席しヽただ

きました厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食

品安全企画課 大西友弘課長に祝辞を賜り、新支部長

のこ紹介、「あんしんフード君」契約]0万件特別表

彰および推進優秀支所表彰を行いました。

続しヽて、鵜飼理事長を議長に「平成29年度事業報

告」「平成29年度計算書類の承認」「平成31年度正会

員会費算定基準につしヽて」「役員の一部補選について」

の議事を進行し、各議案につきその承認を求めたと

あんしんフー ド君 契約 10万件特別表彰される

愛知県五藤支部長

ころ全会一致で

承認可決されま

した。

報告事項とし

ては、「平成30
年度事業計画」

「平成30年度収支予算」「理事会で承認された主な事

項」について事務局より説明を行いました。

引き続き行われた日食共組の通常総代会では、農

林水産省 食料産業局 食品製造課 食品企業行動室 横

田美香室長より祝辞を賜り、小泉愛媛県支部長を議

長に議事を進行し、平成29年度事業報告・決算報告、

平成30年度事業計画・収支予算、平成30年度借入金

の最高限度額、理事の任期満了に伴う改選のすべて

の議事が承認可決され、終了いたしました。また、

その後の臨時理事会により下記の役付き理事が選任

されました。        (総 務部 高野 綾子)

日食共組 役員の選任について

理 事 長  鵜飼 良平

副理事長  小熊 正志

副理事長  中川 清一

副理事長  大谷 博国

専務理事  塚脇 一政

常務理事  桑崎 俊昭

∝ 頌 腰

(新潟県支部長 )

(富山県支部長 )

(広島市支部長 )

食品衛生懇話会は、食品衛生の現状を正 しく認識 し、理解を深めていただくとともに、食品関係業界およ

び消費者の意思の疎通を図り、食品の安全対策の万全を期することを目的として毎年開催 しております。

日 時 :平成30年 8月 1日 (水)13i30～ 15:50  場 所 :食品衛生センター5階講堂 (東京都渋谷区神宮前2-61)

参加者 :日食協特別会員、食協関係者、食品等事業者、消費者

講 自雨:厚生労働省 医薬・生活衛生局 食品基準審査課長 関野 秀人 (13:40～ 14:40 60分 )

厚生労lll省 医薬・生活衛生局 食品監視安全課長 道野 英司 (14:50～ 15:50 60分 )

※講演内容、講師が変更になる場合もありますのでこ了承ください。

お申し込み方法 :ホームページをご覧ください (お問い合わせ先 総務部 :03-3403-211])



日本三景のひとつ「陸奥の松島」。6月 7日 (木 )

ホテル松島 大観荘において約400名の食協関係

者を集め、厚生労働省 医薬・生活衛生局長、宮城

県知事をはじめ多くのこ来賓の方がたにこ出席い

ただき、北海道・東北ブロック大会が盛大に開催

されました。

富城県食協齋藤副会長の「開会の言葉」、日食協

鵜飼理事長、北海道・東北ブロック連絡協議会齊

藤会長のあいさつで幕を開け、厚生労働省医薬・

生活衛生局長表彰では受賞者 10名の総代として、

宮城県支部の齋藤宣夫氏が表彰状を受け取られま

した。続いて、「あんしんフー ド君」制度発足 10

周年記念表彰が行われ、受賞者 ]8名を代表 して

宮城県支部の菅野礼子氏に感謝状が授与され、み

ちのく伊達政宗歴史館 館長 佐藤久―郎氏による

「伊達政宗公と『食』」と題 した講演と続き、第 ]

部が終了しました。

第 2部では、北海道支部 川ヽ名指導員、宮城県支

部 相澤指導員による体験発表、日食協平成30年

度重点事業概要説明、前日に開催されたブロック

連絡協議会報告、大会決議文の採択、次期開催地

である青森県食協中川会長のあいさつと続き、宮

城県食協及川副会長の閉会の言葉をもって、盛会

のうち終了しヽたしました。  (総 務部 新田 譲)

鵜飼理事長によるあいさつ 厚生労働省医薬 生活衛生局長表彰の贈呈

平成30年 6月 8日 (金)下呂温泉 水明館 (岐阜

県下呂市)にて約300名参集のもと、東海北陸ブ

ロック大会が盛大に開催されました。

本大会は、東海北陸ブロック連絡協議会北野会

長 (岐阜県支部長)の開会のことば、日食協桑崎専

務理事によるあいさつで幕を開け、厚生労働省医

薬・生活衛生局長表彰では受賞者 14名を代表 して

岐阜県支部谷口雅啓氏に表彰状が授与されま し

た。「あんしんフー ド君」制度発足 ]0周年記念表

彰では、受賞者 16名 を代表 して岐阜県支部飛騨

支所清原さおり氏に感謝状が授与されました。続い

て、厚生労働省医薬・生活衛生局長、岐阜県知事、

下呂市服部市長など多くのこ祝辞をいただきました。

第 2部では、日食協の平成30年度事業説明の

のち、静岡県支部熱海支所大武宏氏、三重県支部

伊勢支所中丼義晴氏による食品衛生指導員体験発

東海北陸ブロック連絡協議会北野会長によるあいさつ

表が行われ、岐阜県野池生活衛生課長による講評

をいただきました。大会の結びに|よ、岐阜県支部

丹羽副支部長により大会宣言が読み上げられ、参

加者全員による唱和、そして次期ブロック大会開

催地である福丼県支部北野支部長のあしヽさつを

もつて盛会裏に終了いたしました。

(公益事業部 太田 敬司)

鯰釉 鶴仁瞑
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平成30年 6月 ]3日 (水)約 ]5年ぶりに食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました (平成

30年法律第46号 )。 今後、政令や省令等により具体的に中身が示されます。

改正の概要は以下のとおりです。

II‐ I II II● 1● IIIIII::1■ 11:1111=TT「

Ⅲ‐広域1的|な食中毒事案への対策強イ

`(■

年1以1内
1施行)

,HA‐CCPに沿う|た衛1生管理|の制度(し(21年以1内1施
1行■1年1経過措1置》■■||||■ |■■■

1特別の1注意を必要とする成分1等を含む食品による健康被害情報の収集(2年以内1施行)

。国際整合1的|な食品1用1器具1容器包装|の衛1生規1制の1整1備|(2年以1内1施行>■■|■|■■■■

・営業許可制度の見直し,|1営1業届1出制1度|の倉じ設|(3年以内1施行〉||■ ||‐ ■■‐■||■■|

・食品|リ
ーコ■ル情報の1報告市1度|の倉1設|(3年 1以1内1施行)|■■|||||■ ■|■■■|■ |‐■|

,その他 (輸入1輸1出‐関1係〉(2年以1内1施イテ〉■

HACCPに沿つた衛生管理の制度化を含めた食品衛生法の一部を改正する法律が公布されました。す

べての食品等事業者 (食品の製造・カロエ、調理、販売等)が衛生管理計画を作成・遵守することが必要とな

ります。その中で小規模事業者では、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実施が必要となります。

日食協では、今年度も厚生労働省が実施する「飲食店等事業者におけるHACCP理解醸成事業」の委託

を受け、食品衛生指導員を中心とした小規模な飲食店事業者の皆さまに、HACCPの考え方を取り入れ

た衛生管理について理解を深めていただくとともに、各地域においてHACCP普及に向け中心的な役害」

を果たすことができる方を育成することを目的に、下記日程にて講習会を全国7会場で実施いたします。

本講習会では、食中毒予防の点からHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のポイン トを解説 し、衛

生管理計画の作成と記録ができる演習を行い、より実践に近いものとなつております。是非こ参加くだ

さい (詳細は日食協ホームページをこ覧ください)。           (公 共事業部 HACCP事業課)

いずねの会場も定員 100名 (予定)14時 ～ 16時まで (参カロ費無料 )

蘭枷 魔

「

催■日

兵庫県

(神戸市)

7月 18日
ラッセホール

(神戸市中央区中山手通 4-10-8)

●小規模な一般飲食店に

おけるHACCPの 考え

方を取 り入れた衛生管

理の実施

●衛生管理計画の作成と

記録の実践

群馬県

(前橋市)

9月 21日
群馬県立産業技術センター

(前橋市亀里町884-1)

香川県

(高松市)

9月 27日
高松テルサ

(高松市屋島西町2366-1)

新潟県

(長岡市)

10月 15日
ハイブ長岡

(長岡市千秋 3-315-11)

鹿児島県

(鹿児島市)

11月 1日
鹿児島中央ビルディング

(鹿児島市山之□町 1-10)

宮城県

(仙台市)

11月 15日
ホテル臼萩

(仙台市青葉区錦町 2-2-19)

静岡県

(静岡市)

11月 26日
男女共同参画センター あざれあ

(静岡市駿河区馬渕 1-17-1)
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1甲拿協では晨林本犀省が実施する「食品の品質管理体制強化対策事業」の補助を受け、各種研修会等を本年度

も実施いたします。HACCPに沿つた衛生管理の制度化待つたなし!本事業の―部をご紹介しヽたします。

Ⅷゝ炒震覇業者鰊け ―NACC赳鰊考え嬉を頸 り入穐た薇]生筐理研修奎
‐          ～ 全国は鰊会場‡とで潮催 ～

小規模な食品等事業者の方がたにHACCPの考え方を取り入れた衛生管理についてこ理解しただき、自社で

の衛生管理計画の作成、記録の実施・確認を行えるよう実践的な演習を交えた研修会になります。本研修会は

全国30会場無料で実施しヽたします。中小・零細規模の食品等事業者の皆さま|、 お近くの会場へ是非こ参加くださ

い(以下は前半のスケジュールです)。    |  ■

開鶴 開催地 m
7月 25日 東京都 渋谷区

8月  7日 埼玉県 さいたま市

8月 28日 宮城県 仙台市

8月 28日 福岡県 久留米市

8月 29日 石川県 金沢市

8月 31日 熊本県 熊本市

9月 1 l日 沖縄県 那覇市

9月 ]2日 滋賀県 守山市

開催自 1 1'i]       1lt:::itL (都市名)

9月 ]3日 愛矢□県 苅谷市

9月 ]9日 宮崎県 宮崎市

9月 26日 新潟県 長岡市

9月 27日 福島県① 会津若松市

9月 27日 富山県 冨山雨

10月 1日 茨城県 水戸市

10月 3日 福岡県 北九州市

]0月 16日 福島県② 郡山市

※詳糸田は自食協HP(httoブ/NA/WW∩―ShOKUel:jo/news/2018/kenSy∪ utthaCCp jinzal htrrnl)を こ覧下さしヽ。

圏覺呻躊翁鼈導者餐咸爾彊徒
鳳闘A躊め3の導入 感運鸞熙指響 。助議で審唸人材育成～

本研修会では、HACCPを導入。運用する際に、特に中小・零細規模層の食品等事業者が製造現場の実態に即

した必要な助言等を得られるよう、二定の力量を持ち、食品等事業者の衛生管理につしヽてリスクに応じて柔軟

に対応し、指導者間で同二の自線で判断して指導することができるなど、適切に指導できる人材を育成します。

1開催地 B ■穫

東京① 平成30年 8月 21日 (火)～ 23日 (木 )

大阪① 平成30年 9月 18日 (火)～ 20日 (木 )

福  岡 平成30年 ]0月 15日 (月 )～ 17日 (水 )

東京② 平成30年 ]]月 5日 (月 )～ 7日 (水 )

大阪② 平成30年 12月 10日 (月 )～ 12日 (水 )

※お申し込み方法|よ HPをこ覧下さい。

|なおtお申込みに|よ要件がこざしヽますので併せてこ覧下さい。

お問い合わせ :公益事業部HACCP事業課/TttL 03-34032112 :‐
…・‐          一      言奮守ヤーすすす∵ギ|

本年T」 「フニ ドセニフティジャバン2018」 を下記のとおり開催いたします。日食協ブースでは食品衛生関

連図書の展示販売を行います。皆さまのご来場をお待ちしております。招待券こ入用の方は日食協出版部普

及課 (FAXi03,3403-2384)ま でこ連絡ください。

食の安全 。安心を提案

フー ドセーーフティジャノヾン ⊇016
食品工場の設備改善を提案

フー ドファク トリー 9018

惣菜製造工場における生産・製造設備
および衛生管理の専門展示会

SO∪ ZAIJAPAN 2019

一般財団法人食品産業センター

公益社団法人日本食品衛生協会

一般社団法人日本惣菜協会

公益社団法人日本食品衛生協会

,国1時 |

2018年 9月 26日 (水)～ 28日 (金)10:00～ 17:00 :会1場, 東京ビックサイ ト 東ホール

御で

「

仄炒駿ζ l

昨年度の研修会の模様
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平成30年 5月 21日 に三井住友海上駿河台ビルにおいて、平

成30、 31年度の特別支援支部に選定された支部事務局 16名

および三井住友海上担当者 11名 が出席し、「あんしんフー ド君」

特別支援支部実行会議を開催しヽたしました。

冒頭、三井住友海上火災保険(株)平野広域法人部長より、「日

食協の共済 |よ会員の二一ズにかなつた商品構成になつている。

三井住友海上としても本気にならなければいけなしヽと思つてい

る」との心強いあいさつで会議は始まりました。

「特別支援支部の目的J、 「必要な活動について」、「『あんしんフード君』の普及について」などの情報を共有し

たのち、前年度、特別支援支部として積極的に活動された香川県支部事務局より、具体的な推進施策の基調講

演の後、4グループに分かれグループ討議を行しヽました。

各グループで課題や連携のための仕組みづくりなどが挙げられ、更なる食品衛生協会と三井住友海上火災保

険株式会社との連携が必要との認識の一致を得た有意義な会議となりました。 (共済部 児玉 和佳奈)

:お知らせ!「あんしんフー ド君」制度説明会の日程決定しました !

9月 14日 (金 ) 中央大学駿河台記念館

9月 21日 (金 ) 福岡生活衛生食品会館

9月 28日 (金 ) キ ャンパスプラザ京都

皆さまの参加をお待ちしております。

輌
ガ所

嘲 臓 蠅    熱 雌 :

食品衛生研究所ではさまざまなテーマの実習研修

会を開催しておりますc

年2回 開催 してしヽる「食品微生物検査実習 (基礎2

日間コース)」 では、食品衛生法に定められた試験法

や簡易検査法、グラム染色等の基礎的な同定試験を

テーマに食品微生物に関する基礎知識 技術を身に

つけてしヽただいてしヽますが、研修会参加者より、『初

めて微生物試験を行う人に向けた入門的な検査実習

を開催 してほしいJとの要望を今までたくさんいた

だいてしヽました。

そこで今回、新たな検査実習として「微生物試験

入門編」を5月 29日 (火)に 開催しヽたしました。

正確で安全な細菌検査を行うためには、その心得

や基本的な無菌操作、器具の使い方を身に付けるこ

とが重要となります。これらを習得するために、講

師の方がたの経験に基づいた細菌検査の注意点や起

こしやすいミス事例を解説 し、実際に食品の微生物

試験を体験 してしヽただきました。これにより、正確

で安全な細菌検査を行うための基本を学んでいただ

くことができたのではないかと思しヽます。

参加された方からは

・基本的な操作をしヽろしヽろ聞けてよかつた

・ 時間が短く感 じられた

新入社員に是非受講 してもらしヽたい

等のこ意見をいただきました。

今後も具体的な試験法や技術を身につける前の入

門編検査実習として、さらに充実させ企画 してましヽ

りますので、ぜひこ参加くださしヽ。

(微生物試験部 秋葉 達也)

一人ひとりが体験

少人数での実習が好評 /



損害賠償金だけではない!? 食中毒事故での各種費用の支払いで安心 ノ

「あんしんフード君」。「食品営業賠償共済」共済金の支払い状況

さまざまな状況に対応できる「あんしんフード君」のこ案内を′

INoi
故

類

事

分 申 予 事故発生日 1支部名 支所名‐加入コ■ス 業種名
間■卜21刊
業掛金

“
'

事故の概況 館剖 共済金額(円 )

]

食

中

〓
母

カンピロ
llク ター

201801 16 和歌山県 南紀
あんしん
フード君

飲食店 9,000
提供したとり肉料理によるカンピロバク

ター食中毒。
7

賠: 502,690
特:  50,269
計: 552,959

2
黄色ブドウ

球菌
20180314 岩手県 県央

あんしん
フード君

飲食店
8,500
900 提供した料理による食中毒。入院 1名。 4

賠

体

特

計

133.330
137,873
27,120

298323

3

ノロ

ウイリレス

2018104201 静同県 富士 ,年燿 飲食店 電躙 晰り予 螂 9 驀鱗
4 20180211 静岡県 浜松市 レギュラー 仕出し・弁当

給食

165,000
59,000

葬儀参列者へ提供した寿司によるノロウ

イルス食中毒。入院 1名。

賠

休

特

計

609,606
1,140,271
175,288

1,925,165

5 20180210 愛知県 豊橋
あんしん
フード君

飲食店
０

４ 提供した料理によるノロウイルス食中毒。

賠

特

生

計

426.798
42,680
179,760
649238

6

アニサキス

20]80413 横浜市 磯子区 レギュラー す し 2700 提供したしめサバによるアニサキス食中

毒。入院 1名。
]

賠

特

計

117.030
12,003

129,033

7 20180321 石川県 金沢市
あんしん
フード君

飲食店 24000 提供したしめサバによるアニサキス食中

毒。入院 1名。
]

賠

特

計

90,000
9,000

99,000

8

異
物
混
入

異物混入 20180120 山口県 宇部 レギュラー
飲食店

食料品販売業
食品製造業

170800 販売した刺身の盛り合わせに貝殻の欠片

が混入しており、お客の歯を欠損させた。
1

賠: 284,500
特:  28,750
計i 313250

9

ア
レ
ル
ギ
ー

アレルギー 20170829 岡山県 おかやま
あんしん
フード君

仕出し 弁当
飲食店
すし

]1.000

お客さまから事前に甲殻類アレルギーの

申告があつたが、提供した料理の食材に
エビが混入していたためアレルギー症状

を発症させた。

|

賠

特

計

60,000
6,000

66,000

施

賠

償

事

故

施設リスク

20170726 熊本県 上益城
あんしん
フード君

仕出し 弁当 11000 店舗のガスボンベが爆発し、取弓先施設

の窓ガラスなどを破損させた。

施

特

計

641,865
64187

706052

20171021 宮崎県 宮崎市
あんしん
フード君

飲食店 9000

店舗のレジ前にある段差でお客さまが足

を踏み外し、転倒し骨折した。加入者が

注意喚起を怠っていたことが原因だが、

お客さまの前方注意が不足していたこと

も考慮し過失害」合500oで認定。入院 1名。

1

施

特

計

590,923
59,092
650015

l[ 業務リスク 20180302 愛知県 江南
あんじん
フード君

飲食店 8500
従業員が誤つて焼肉のタレをこぼし、お

客さまのブランド物のパッグを汚損させ

た。

施

特

計

527,040
52704

579744

1〔 漏水リスク 20170705 埼玉県 熊谷
あんじん
フード君

飲食店 9,000

店舗エアコンの清掃ミスにより配管が詰

まつたため漏水し、階下店舗を汚損させ

た。設備什器費用および体業による営業

損失を支払つた。

施

特

計

l,544,215
154,422

1,698,637

1

受
託
物

賠
償
事
故

受託物リスク 20171201 滋賀県 晨浜
あんしん
フード君

仕出し 弁当
給食施設

493,800
384200

委託先厨房で借用している炊飯器を誤つ

て空炊きし、破損させた。

受

特

計

37,962
3,796

41758

※太字の箇所は共済金が100万 円を超えるもの。

支払い日(20185]～ 531抜粋)

賠 1生産物賠償金、施 :施設賠償金、受 :受託賠償金、体 :店舗体業補償金

特 1特別費用、被 :被害者治療費等、生 :生産物自体の損害、初 1初期対応費用

損 :損害回復費用、消 1消毒費用、弁 :弁護士費用、計 i合計金額



企業の貝オ務情報等         ココベリ社のAI       対象企業の信用リスク
SHARES O<シ ェアーズファィ>      を評価

で分析

然■生L

卜  (実
証実験のイメージ)

は弩鳳硫圏

私たちは、安定した経営基盤と強固な財務力のもと、お客さまにご提供するサービスのクオリティを
さらに高め、 「最も称賛される生命保険会社」になることを目指しています。

1兆1,179億円
当年度にご契約警からお攘い込れ たヽだいた篠購鵜

,     による収益です。

36兆836億円
当社がお引き受けしている饉障壼畿の合計議です。
※個人年金保険を含みます。

晰

1    11
金業の事業競摸を示す指標の一つです。

兆 4,255億
隋

―

889.1%
大災書など達構の予灘秦鼈えて発藍するリスタこ対応できる「文継余驚」
を構してなヽみかを判断するための行政監督上の指標の一つで、健全性の
一つの基準である200%を 大きく上回つています。

:   光驀
|       

スタンダー
魏

力格付け

財務の健全性等の経営内容を客観的にご判断いただくために、
機付嚢複なよる欝繭を取得しております。

*「 AA」から「CCCJまでの格付けには、プラス記号またはマイナス記号が付されることがあり、
それぞれ、各格付けカテゴリーの中で相対的な強さを表します。※
筆W撃戴性i撃屏厨鮮,鶴督lい

なJこ‐ヽて保証を行うものではありません。
※スタンダード&プアーズ社は、金融商品取引法に定められている信用格付業者です。

ジブラルタ生命保険株式会
驚 コ…ンタ蜻罐由蜻踊楊鎌肱鰤幌拶本社/〒 100-8953東 京都千代田区永田町 2… 13-1

【受付時間】平日830～ 2000土曜900～ 1700
(日曜祝日 12/3]～ 1/3を 除く)

蟷 1冬誦



生月間と定められ、食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため、食品等事業者および消費者に対する食品衛生思

想の普及・啓発等の推進を目的に、さまざまな活動が展開されています。

日食協ではこの食品衛生月間に協賛し、事業の一環として、食中毒予防の普及・啓発を目的に、ポスターや普及啓発

資料の作成・頒布を行なつております。本年は「食中毒予防の3原則」をキャッチコピーとし、2種類のサイズのポス

ターと下敷きを作成いたします。その他、折りたたみ式リーフレットやHACCP関係を含む多数の書籍、手洗いチェッ

カー等も取り揃えておりますので、月間活動にぜひお役立てください |

20■8ポスタ|■ 201g下難 リーフレット

竃生虫 了重夕睾影釉螂巡
了蛛のポイン蝙を鼈脩●量

平成29年の食中毒統計 (厚

生労働省集計)でカンピロ

バクタ‐に次いで第2位で

あつたアニサキス食中毒

について、その症状や効果

的な予防法などを紹介

罐

．．
一

一一｝の
一響一臨

一
伴
一
更一一一一

・・̈・̈一｝一

デザイン等は一部変更になる場合か

こざいます

圏体裁 :B5判

紙 +ポリブロビレン加工

【両面カラー】

A面 :月 間ボスターと同イラスト

※「食品衛生月間」の文字なし

B面 :衛生的な手洗い方法をイ

ラストで解説

鶴価格 :20円 (本体価格十税)

圏注文 :100枚以上50枚単位で

お申込みください

1赳同 鮒儡 菰
躙

盗了1判1蟷パツター食攀轟
趙呻嗜

饉価格 :B2判  50円 (木体価格+税 )

B3半」 40円 (本体価格 +税 )

M注文 :10枚単位でお申込みください

平成29年 の食中毒統計

(厚生労働省集計)で発生

件数が最も多かつたカン

ピロバクター食中毒につ

いて、菌の特徴や症状のほ

か、生の食肉を取り扱う際

の注意点などを紹介

日体裁 :A4判 4ページ

(A32つ折り)|

機イ面格 :42円 (本体価格+税 )

〒ず籠曲魏舗
上記以外にも書籍・ポスター・リーフレット等を多数取り揃えております。

詳 しくは当協会ホームページ (httpプ/wwwn―shokueijp/booksttndex
html)をご覧ください。

彎炉11「食と健康JII ‐ |     |
轄集1 胞子形成細菌に|よる食中毒の予防対策    |

illittE4,蒼 1言う曇11:靡 [慧鼻讐i321
特集2 飲食店における異物混入対策の考え方

‐食品安全上重要な三つの異物 F化学薬品」「硬質異物」「ネズ
ミ 」キブリ」に対する共通対策 (整理 整とん:清掃 :洗 浄)と
個別対策を詳しく紹介。         |‐   ‐  ‐

食と健康

食品衛生研究
鯰層口「食品衛生研究」|| ■    ‐  |‐

:彙     け融覇T,「P～
27守

,
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定期購読 書籍のご注文、お問い合わせは 公益社団法人日本食品衛生協会 出版部普及課まで
TEL 03‐3403-2114 FAX 03-3403‐ 2384 メールアドレス fukyuuka@jfha.or.jp
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