
   

ニュース＆トピックス  【期間】2021/6/26～2021/7/9 

※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。 

 

 

■行政 

★食料安全保障対策の強化について：農林水産省 

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/210625.html 

★輸出強化へ農水省再編 3 局新設 30 年、5 兆円目標 | 毎日新聞 

https://mainichi.jp/articles/20210629/ddm/008/020/051000c 

★プラスチック資源循環に資する食品容器包装事例集：農林水産省 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/youki/index.html#purajyunkan 

★食品の内容量検査始まる 佐賀県、中元期前に表示確認｜まちの話題｜佐賀新聞ニュース｜佐賀新聞 LiVE 

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/698714 

★自動はかりの検定制度の見直しについて 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html 

★食の安全都民講座「変わりましたよ！食品衛生法」をオンラインで開催します (2021 年 7 月 1 日) - エキサイト

ニュース 

https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-07-01-52467-1953/ 

★東京都、協力金を支給 緊急事態宣言の再発令で  7 月 12 日から 8 月 22 日まで営業時間短縮要請に全面的に

協力する大規模施設・飲食店などが対象 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5a1d51173b37fb56cd27e373123a65c127f241fb 

★広報誌「食品安全」第 58 号＆食品安全委員会パンフレットを公開 

http://www.fsc.go.jp/visual/kikanshi/k_index.html 

 

 

■食品事故関係 

★飲食店の持ち帰りカレーで７人が食中毒 ３日間の営業停止  神戸新聞  

https://www.kobe-np.co.jp/news/touban/202106/0014455416.shtml 

★原因施設の営業禁止処分を解除 高校寮の食中毒  とちテレ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/62a88c6c8d1266d85693dced5dedeca09c2d03e5 

★マルハニチロ 「かにぞうすい」を自主回収 

https://news.yahoo.co.jp/articles/89d17ab963a4d3f4b01533b94e1a3dba7861c45e 

★児童ら 1200 人超症状…牛乳での食中毒 原因物質特定できない可能性も 業者の措置解除条件 ... Yahoo!ニュー

ス 

https://news.yahoo.co.jp/articles/298ecc02079fd1a98ff6717817275970847999cb 

★釣ったフグを無免許で調理 男女 3 人食中毒 手足や舌にしびれ 毎日新聞 
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https://mainichi.jp/articles/20210701/k00/00m/040/014000c 

★Free 一戸町産レタスから基準超の残留農薬 岩手県央保健所が回収命令 daily-tohoku.news 

https://www.daily-tohoku.news/archives/69830 

★「かっぱ寿司」運営会社の社長 競合会社のデータを不正入手か | 事件 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210706/k10013121391000.html 

★アジ刺身で食中毒、寄生虫アニサキス 熊本市保健所、販売店を営業停止（熊本日日新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/49fd5755d4ffb5c4997b625f14980d51cd8eaafd 

★２０代女性が食中毒 アジ、カツオの刺し身を食べる…お土産のサバも 「アニサキス」摘出 すし店を処分 

https://www.saitama-np.co.jp/news/2021/07/05/04.html 

★「獺祭」酒蔵で男性死亡 山口・岩国、タンクの下敷きに ｜ 共同通信 

https://nordot.app/785087273047343104 

★水道管誤って破損 食品会社に汚水流入 米子、境港市が賠償へ 

https://www.47news.jp/localnews/6484997.html 

★O157 など腸管出血性大腸菌の感染が相次ぐ 3 日間で 8 人、滋賀県が多発警報（京都新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/84808c903840d1f97d930cd4e2c41ba44264bf9f 

 

 

■食の環境 

★食品値上げが拡大 主原料高騰の影響大きく すべてのカテゴリーに下期波及か - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/shinoda20210628104300228 

★トマトの「おいしさ」計測可能に 光センサーが AI で学習（日本農業新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/dd5f474ff0b10926bda532fc6791fa30d4123e28 

 

 

■商品・業界情報 

★広島の「かっぱ寿司」で回転レーン貸し出し 自宅で外食気分味わって  広島経済新聞  

https://hiroshima.keizai.biz/headline/3545/ 

★5 月の外食売上高は 19.8％増、19 年比では 19.8％減と苦戦続く  ダイヤモンド・チェーンストア・オンライン  

https://diamond-rm.net/market/87455/ 

★リアルとデジタル融合 売上高 1 千億円増目指す 西友が新中計 食品新聞社  

https://shokuhin.net/44737/2021/06/28/ryutu/kouri/ 

★チェーンストア 内食化続き食品堅調 - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/44708/2021/06/28/ryutu/kouri/ 

★百貨店 引き続き回復も一昨年比では前月から悪化 - 食品新聞 WEB 版（食品新聞社） 

https://shokuhin.net/44717/2021/06/28/ryutu/kouri/ 

★スーパー 既存店 1.5％減 惣菜以外は反動減｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1129395/ 

★レトルト食品生産量 4 年連続で過去最高を更新｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1129618/ 

★JA 三井リース、日本包装リースを買収: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73355990Y1A620C2EE9000/ 

★世界の外食チェーンから軒並み姿を消す人気メニュー、その理由とは Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/714701aa1a42c46953e04c4197bbd34a8d490764 

★「すかいらーく HD」の業績がやばい。外食の中でも打撃が大きい理由  Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/71e74e6b0bf441bbba9a33b49e57f345e5f9fc58 
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★外食チェーンのグルメ杵屋、食品ネット通販参入へ スイーツから開始  Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/071205efe09dc65ac82abcb1fb6a6c8dccf7ca93 

★「すし銚子丸」運営元、減収増益 酒類禁止が痛手に 21 年 5 月期 Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/4a9b4f650f661af344f9d13f15bd9567397f3e6e 

★ぐるなび、楽天デリバリー事業とテークアウト事業を承継 「食の総合サービス」化を目指す - ITmedia ビジ

ネスオンライン 

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2106/29/news172.html 

★人工知能(AI)で、食品と医薬品の相互作用を発見 ｜Axelidea 株式会社のプレスリリース 

https://www.atpress.ne.jp/news/259910 

★食中毒続発中の『アニサキス』重点項目に…保健所がスーパー等への立入検査開始 約 600 軒が対象  Yahoo!ニ

ュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/24a7f794b9066ff58fe6e389c859fb191a73e614 

★キユーピー、ドレッシングで健康生活支援 機能性表示食品一挙に 4 品  食の情報源 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/751119 

★関東を中心に 65 店舗以上展開する外食チェーン株式会社エムピーキッチンが WelcomeHR を導入  PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000025532.html 

★“食べ放題”で年商 600 億！驚異の焼肉集団の秘密  テレビ東京 

https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/business/entry/2021/024041.html 

★百貨店で職域接種始まる 周辺のホテル従業員も参加  長野放送 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2f6c8d70666944a5259f3037f01f74b8f1f37d9d 

★外食・薬局など 7 業種で改善 7～9 月期の産業天気図  日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC225NC0S1A620C2000000/ 

★「FABEX 中部」7 月 14～15 日開催 東海スーパーマーケットビジネスフェアも  食の情報源 

https://news.nissyoku.co.jp/news/sato20210629031516097 

★山形の赤ワイン国内初金賞、英の酒類コンテスト  NNA ASIA 

https://www.nna.jp/news/show/2208677 

★北海道酒類販売、6 月 24 日付役員人事  食の情報源 

https://news.nissyoku.co.jp/news/nagashima20210629011920449 

★セブン‐イレブンの圧倒的強さが、「業態」ではなく「品揃え」にある理由  ダイヤモンド・チェーンストア・

オンライン 

https://diamond-rm.net/management/87871/ 

★セブン＆アイ／千葉に食品工場、グループの商品製造・調達シナジー目指す | 流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/strategy/n070213.html 

★セブン&amp;アイ、新横浜にネットスーパーの大型配送センター 2023 年春に｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12214-628503/ 

★Amazon のストアで注文すると店舗でスタッフが集め配送 スーパーのバローが生鮮食品のネット販売開始 | 東

海テレビ NEWS 

https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20210701_178855 

★材の残留農薬分析情報 R3-第 6 号   大庄 

https://www.daisyo.co.jp/syoku_anzen/wp-content/uploads/2021/06/zanryu_R0306-1.pdf 

★2021/7/5 機能性表示食品の届出更新（日清 MCT（エムシーティー）オイル/中鎖脂肪酸（オクタン酸 ...健康美

容 EXPO 

https://news.e-expo.net/gyousei/2021/07/210705_g01.html/ 

★ホテルグルメを自宅で手軽に！お一人さま用オードブル「ごちそう BOX」を販売  PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000044410.html 
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★「ぐるなび」がワクチン“マッチング” 外食産業回復の“切り札”に?  www.fnn.jp 

https://www.fnn.jp/articles/-/205651 

★豆乳生産量 過去最高更新へ 若年層の開拓が課題｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1139185/ 

★セブンイレブン／外国人材受け入れ支援・管理のプラットフォーム構築 | 流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/strategy/n070542.html 

★ZHD、アスクル、出前館／日用品、食品の最短 15 分の即配サービス ─ 物流ニュースのＬＮＥＷＳ 

https://www.lnews.jp/2021/07/n0705309.html 

★「アニサキス」電流を魚の身に流して退治 激痛もたらす寄生虫これでイチコロ｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12144-1139641/ 

★「庭のホテル 東京」と養命酒製造がコラボ 「夏の養生メニュー」販売  Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6c7e989d13099555c1494ab62a772909fe69701a 

★キユーピー、卵で認知機能改善を 東大など 5 者と開発へ - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/muraoka20210630080250208 

★ナチュラルローソン、東京の一部店舗でスプーン木製化。食品「量り売り」も - Impress Watch 

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1336185.html 

★セブン＆アイ HD、ネット販売の体制強化 25 年度、6000 億円目指す - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/miyagawa20210705120744861 

★「昭和天ぷら粉」60 周年企画 「昭和産業」×「ぐるなび」コラボ企画『外食店フェア』開催  福島民友  

https://www.minyu-net.com/prwire/PR202107057267.php 

★ニチワ電機、宿泊・外食産業へ拡販 調理済み料理再加熱機  日刊工業新聞  

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00604396 

★キユーピー「代替卵」開発 フワトロ感と風味をいかにして再現できたのか？〈AERA〉  Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/4aab4c444973173c331c6128c8afb5d757445c1d 

★おつまみスナック！？「ベビースターラーメン丸（CoCo 壱番屋監修 チーズカレー味）」発売  エキサイトニュ

ース 

https://www.excite.co.jp/news/article/Nomooo_178375/ 

★スターゼンと富士総合食品が業務提携、両社のノウハウ生かし高付加価値商品をスターゼン、ローマイヤから提

供｜食品産業新聞社ニュース WEB 

https://www.ssnp.co.jp/news/meat/2021/07/2021-0707-1127-16.html 

★「スシロー」と「京樽」が“合体” 狙いは？（ITmedia ビジネスオンライン） 外食大手 FOOD＆LIFE 

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/itmedia_business/trend/itmedia_business-20210706_115 

★キリンビール取手工場にペットボトル製造設備を新設 

https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2021/0705_02.pdf 

★森永乳業「株式会社アールプラスジャパン」へ資本参加を決定 

https://www.morinagamilk.co.jp/archives/007/202107/210706r_plusjapan.pdf 

★5 月の外食・中食市場／売上 26.3％減、デリバリー159％増で 20 年 5 月に次ぐ伸び  流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/strategy/n070873.html 

★ワタミ「から揚げの天才」“外食チェーン最速”100 店舗達成、豊富なバラエティと低投資 FC モデル ...食品産業

新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2021/07/2021-0708-1645-15.html 

★マルハニチロ プリフライかき揚げ「ベジコーディ 便利な手作り野菜かき揚げ」で外食・給食市場の ... 食品産

業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/news/frozen/2021/07/2021-0708-1448-16.html 

★中国・上海に「から揚げの天才」海外１号店出店、アフターコロナ見据え中国市場へ  PR TIMES 
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https://www.morinagamilk.co.jp/archives/007/202107/210706r_plusjapan.pdf
https://www.ryutsuu.biz/strategy/n070873.html
https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2021/07/2021-0708-1645-15.html
https://www.ssnp.co.jp/news/frozen/2021/07/2021-0708-1448-16.html


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000409.000009215.html 

★介護ブランド ハビナースから、とろみ調整食品「液体とろみ かけるだけ」新発売 - 時事ドットコム   時事

通信  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000052.000048454&g=prt 

★乾物乾麺、SDGs でも注目 日本アクセス「AK 研」、今期取引 400 億円目指す 

https://news.nissyoku.co.jp/news/mitsui20210707035629543 

★ロッテ、売上高 4000 億円・営業利益率 10％超えへ ESG・CSV 経営も推進 

https://news.nissyoku.co.jp/news/aoyagi20210708074950166 

★スターゼンと富士総合食品、加工食品で業務提携 付加価値商品を強化 

https://news.nissyoku.co.jp/news/mitsui20210707083315222 

★三島食品、業務用「ブラックペッパーライス」が好評 

https://news.nissyoku.co.jp/news/hamaoka20210707011008773 

★サントリー食品インターナショナル、「右脳需要」応える強炭酸を発売 

https://news.nissyoku.co.jp/news/motoyoshi20210707030601212 

 

 

(お酒) 

★オリオンビール 3 期連続の減収減益 コロナで酒類、ホテル事業ともに低迷  琉球新報 

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1340766.html 

★東京リバーサイド蒸溜所が開業 都内でジン製造 酒かす再生利用 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/oka20210705113944184 

 

 

(ホテル) 

★JR 新大阪駅付近のオフィス街、一時騒然… 西中島でホテル火事  Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/13331cca74edce63561fcc0343d09e2b7c40b633 

★京阪グループホテル、京都・滋賀の 4 施設で「30 日連泊プラン」発売 滞在日数・場所を自由に選択 Yahoo!ニ

ュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/8aa920838bbf0fdf46c9e215bc4e4cd4374750c4 

★杉乃井ホテル「虹館」来月 1 日オープンへ【大分】  

https://news.yahoo.co.jp/articles/aa7762d8d0a43ecb47ad78c90d9cd0888aa23d54 

★シティーホテルで愛犬と宿泊 都ホテル岐阜長良川が新プラン 岐阜新聞  

https://www.gifu-np.co.jp/news/20210629/20210629-82485.html 

★アートホテル「SHIROIYA HOTEL」が医療従事者のための宿泊プランを実施｜美術手帖  

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/24246 

★USJ、子どもの入場料とホテル料金を無料に 関西限定で「近場へのバケーション」訴求  ITmedia 

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2106/30/news170.html 

★再開発が進む名古屋・金山に「コンフォートホテル名古屋金山」が 2021 年 10 月 14 日開業 名古屋市 ... PR 

TIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000037991.html 

★【オリエンタルホテル東京ベイ】 中国料理「チャイニーズ・テーブル」テイクアウト商品５種類 ... PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001039.000016207.html 

★函館市湯の川温泉 ホテル・旅館従業員の職域接種始まる  nhk.or.jp 

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20210630/7000036013.html 

★JR 東傘下の日本ホテル、ワクチン接種でホテル利用券を付与 「東京ステーションホテル」など対象 

https://news.yahoo.co.jp/articles/86bdaf0bda9016b1e063275895f2742b5bc0706d 
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★ロボットがチップなしでルームサービス、ロボット導入進むホテル業界  朝鮮日報 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a043109b9c1aebc317c86e5dee8052165ee59f06 

★増え続ける「道の駅」 近くでホテル開業も相次ぐ  朝日新聞 

https://news.yahoo.co.jp/articles/61618116591b3495cb16bf687254e19c7b6d7a24 

★星野リゾート、パルコ跡地にホテル 熊本初進出、２３年春開業 パルコも再出店へ  Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/dbbbeca428ac21f584a37c61c12f1b36b0ee2a32 

★東京ドームホテル、”推し”特化型の宿泊プランを販売  Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/dbbbeca428ac21f584a37c61c12f1b36b0ee2a32 

 

 

■海外 

★韓国酒類業界、夏に向け「SNS 広告・グッズマーケティング」強化＝新型コロナの影響で増加した ...Yahoo!ニ

ュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/fbe240aaa88f973a2370e0a20ef3d639e54edcbb 

★フランスの食品の健康強調表示、EU 規則違反が多数  ジェトロ（日本貿易振興機構） 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/06/52198581b8214187.html 

農水省、中国輸入食品海外製造企業登録管理規定などに関するウェブサイト公開(中国、日本) | ビジネス短信 - 

ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/06/eaf48da7b6fac9b5.html 

★南アフリカ、インド型感染拡大で酒販売禁止  日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB288OX0Y1A620C2000000/ 

★フードディーハブ、冷凍食品の新製品発売  NNA ASIA  

https://www.nna.jp/news/show/2206975 

★豪、ワインで中国正式提訴 ｜ 共同通信 

https://nordot.app/782406233321455616 

★ウォルマート、欠品時に AI が代替品推奨、オンライン販売で _小売・物流業界 ニュースサイト 

https://diamond-rm.net/overseas/87585/ 

★WHO 猛暑で避けた方がいい飲料を列挙 - Sputnik 日本 

https://jp.sputniknews.com/science/202107038511442/ 

★ＥＵで使い捨てプラ食器禁止 欧州の海岸ごみ７割減 - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20210704-TB2FAGB4WFOQDB3LLMYY6HPBQE/ 

★【英国】新たな食品エコラベル、秋にも試行 8 段階で評価?? | WEB ニッポン消費者新聞 

https://www.jc-press.com/?p=6961 

★牛のミノに「プラスチックを消化できる微生物」を発見！プラごみ問題の救世主に？ - ナゾロジー 

https://nazology.net/archives/92180 

★「シャンパン」は国産限定、シャンパーニュ産はスパークリングワイン ロシア新法 写真 4 枚 国際ニュー

ス：AFPBB News 

https://www.afpbb.com/articles/-/3354920?act=all 

★残留農薬検査のガイドラインの 2022 年度版公表(タイ) | ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/286bed5ebfc91960.html 

★EU 食品団体・企業、「農場から食卓へ」戦略の一環の行動規範に署名(EU) | ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/f1fab39238b6bd82.html 

★米加州の干ばつ、アーモンド農家を直撃 - WSJ 

https://jp.wsj.com/articles/almonds-swept-california-farms-then-the-water-ran-out--11625629957 
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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、申し訳ありません。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 企画グループ 小玉 

  s-kodama@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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