
   

ニュース＆トピックス  【期間】2021/9/4～2021/9/17 

※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 

★9/3 野上農林水産大臣記者会見概要：農林水産省 

・令和 3 年産水稲の 8 月 15 日現在における作柄概況について 

・米国産すももの輸入解禁について 

・商業捕鯨について 

・令和 4 年度新規就農施策について 

https://www.maff.go.jp/j/press-conf/210903.html 

★緊急事態宣言地域でも酒提供容認へ、「Go To トラベル」も再開検討 政府が緩和案＜新型コロナ＞：東京新聞 

TOKYO Web 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/128664 

 

 

■食品事故関係 

★ビックカメラが違法表示 酒類や雑貨、原産国異なる - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE03AVE0T00C21A9000000/ 

★高松 瓦町の居酒屋で食中毒 ３日間の営業停止処分｜NHK 香川県のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20210908/8030011039.html 

★介護施設で食中毒 たまごグラタンに黄色ブドウ球菌 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3e10b86b5e3d96e639326e3d9f69eacaf327a350 

★２５人が食中毒…チーズはんぺん、唐揚げ、焼きサバ、煮物食べ 熱に強いウエルシュ菌検出 

https://nordot.app/808514587756773376?c=39546741839462401 

★介護施設で食中毒 たまごグラタンに黄色ブドウ球菌（テレビ朝日系（ANN）） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3e10b86b5e3d96e639326e3d9f69eacaf327a350 

★「電子レンジが爆発した」通報で 2 人死亡アパート火事…内部から"カップ麺容器"とみられるもの見つかる（北

海道ニュース UHB） -  

https://news.yahoo.co.jp/articles/dc716e343ce6fdf33512131d321f6985f4a67220 

★マジックペンで賞味期限表示を改ざん・保健所が適正な表示の遵守を指示＜福島県郡山市＞（福島テレビ） - 

Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5528c4695d9c80a86d25ecea3de486c3e7817eb6 

★牛の生レバー食べ男性２人が食中毒｜NHK 茨城県のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20210913/1070014492.html 

★誤ってツキヨタケ食べ４人食中毒 毒キノコ被害、県内今年初 - 秋田魁新報 
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https://www.sakigake.jp/news/article/20210914AK0026/ 

★「韓国産食品」に基準値超えの有毒物報道にネットで大反響…「怖すぎだろ」 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/49421ff324931727136f4fae7a7ba05ef25dfe2f 

★安全性に問題ないが 9 社が次々自主回収決定「塩にヨウ素添加」法律遵守とはいえ、わさび好きにとっては涙 

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20210914-00258322 

★6 人食中毒、O157 を検出 徳島市の焼き肉店 - 47NEWS  

https://www.47news.jp/localnews/prefectures/tokushima/6795457.html 

★ブロッコリー成分サプリに「根拠なし」消費者庁 - SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト 

https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/210915/cpd2109151918003-n1.htm 

★チャンピオンカレー 一部殺菌不良の恐れ｜食品事故情報｜食の安全｜フーズチャネル 

https://www.foods-ch.com/anzen/kt_41639/ 

★ビーチで無許可営業 食品衛生法違反で男女 2 人を逮捕 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e9d2e4c28bd78e1e924ee267c3d7c89243209d80 

★保育施設でノロウイルス集団感染 県内で今季初 | ニュース・報道 - 広島ホームテレビ 

https://www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20210916120695 

★今季初毒キノコで食中毒…知り合いからもらったキノコを食べて【岩手】 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/b93c899656660a09dfc9dc22f3d9b0ec65d1b4d8 

 

 

■食の環境 

★「健康」に興味がある人は全体で約 8 割、コロナ前に比べて 10 代の 6 割強が「健康」を意識 「増えたこと/新

たに始めたこと」は「ストレス」「体重」が TOP2、「外食」はすべての年代で減少 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003317.000001594.html 

★輸入小麦の価格が上昇 小麦粉や食パンなど 値上がりの可能性 | 新型コロナ 経済影響 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210908/k10013250061000.html 

★国内クエン酸、今秋にも 2 次値上げへ | 食品と開発 

https://www.kenko-media.com/food_devlp/archives/5261 

★大豆が価格高騰 豆腐など値上げの動き コンテナ不足も要因 | 新型コロナ 経済影響 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210908/k10013250341000.html 

★じゃがいもやレタス高値に 8 月の長雨や北海道での高温で | 気象 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210907/k10013249001000.html 

★「ラベルレス」飲料市場、21 年は 2.4 倍の 205 億円に: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC071HL0X00C21A9000000/ 

★外食産業や食品メーカーが「ベジミート」強化、気候変動や水問題にも配慮（オルタナ） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/1e373a1206cfe1803884d832b5befb3d8f85101e 

★輸入小麦高騰で「国産」引き合い こだわりパンなど需要伸び期待（日本農業新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ad3a567c7fdce62abfb9c3f6a11b3b91385c5a6 

★味やにおいデータ化し再現 明大やキリン、食品開発など: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC264LA0W1A820C2000000/ 

★漬物原料、海外産が高騰 早急な価格改定を - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/kojima20210909044214489 

★食用油、今期 4 度目の値上げ  J-オイルと昭和産業が 11 月から改定 

https://news.yahoo.co.jp/articles/10f81e0385144ddd7040373ba904369ff586f75d 

★輸入小麦 価格 19％引き上げ 中国需要増大と作柄悪化で北米産高騰 

https://news.yahoo.co.jp/articles/38acba034ca7bda73a005dce39df5400c161a949 
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★トマト調味料 特需の反動で軌道修正迫られる 付加価値品や WEB 発信を強化 

https://shokuhin.net/47094/2021/09/13/topnews/ 

★第 58 回 ゲノム編集技術で誕生した高オレイン酸大豆に強敵出現！ | FOOD NEWS ONLINE フードニュース

オンライン 

https://foodnews.online/2021/09/13/post-476/ 

★九産大、食品会社の「機能性表示」届出支援: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC109HA0Q1A910C2000000/ 

★コンビニおでんも プラスチックごみ削減 割り引きの動き広がる | 環境 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210914/k10013258881000.html 

★製紙大手 プラスチック製品に代わる紙製品 相次いで実用化 | 環境 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210914/k10013257961000.html 

 

 

■商品・業界情報 

★専業主婦から社長へ！「ドムドム」「世界の山ちゃん」女性トップが挑む”新業態” 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9a088bca26a739886c48ebf95cea959822d34b73 

★「オーケー」が関西スーパーマーケットに買収提案 争奪戦へ | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210903/k10013240431000.html 

★関西スーパー「“阪急阪神”との経営統合 撤回の意向ない」 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210903/k10013241561000.html 

★“レジのないスーパー”オープン 商品手に店出れば買い物終了 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210906/k10013245791000.html 

★外食・旅行にワクチン証明 感染防止と経済両立へ行程表 諮問会議（時事通信） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6bdb0075a7a72f89d284470d9d91c80ac23e3192 

★中食が増えていく食のスタイル…一人暮らしの若者の食生活の移り変わり - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20210906-00254770 

★新十津川町で新米の集荷作業始まる 例年より１週間早い｜NHK 北海道のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20210906/7000037961.html 

★丸亀製麺の「丸亀うどん弁当」 発売 4 カ月で 1000 万食を突破：一番人気の商品は？ - ITmedia 

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2109/06/news054.html 

★東海漬物 荒井食品を子会社化 茄子浅漬で業界有数の地位 

https://www.excite.co.jp/news/article/Shokuhin_46837/ 

★家庭で余った食品を寄付できる「フードボックス」銀行に設置 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/k/aomori/20210906/6080013643.html 

★全日空の機内食、百万食売り上げ 

https://www.nna.jp/news/show/2235048 

★鳥貴族など大手外食の「バーガー」進出、なぜか第 1 号店は東京・城南エリアに集中 - M＆A Online ...  

https://maonline.jp/articles/toriki_burger_tokyo_jonan_district2021 

★外食・中食売上は 2019 年同月比 19.9％減 7 月の市場動向 NPD ジャパン｜ニュース｜流通 ...  

https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2021/09/210908-53756.php 

★宣言中でも行動制限の緩和を検討 11 月ごろめど、酒の提供も容認 - 朝日新聞デジタル  

https://www.asahi.com/articles/ASP983QFVP98UTFK005.html 

★日本アクセス「情報卸」 小売業の DX 対応を支援 スーパー向け LINE ミニアプリ マルイ - エキサイト  

https://www.excite.co.jp/news/article/Shokuhin_46950/ 

★スタバ、ネスレが期限切れ防ぐ | 日経 ESG 
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https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/atcl/column/00005/090300113/ 

★石井食品、地域循環型の非常食開発し自治体と連携 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/fujimura20210831123551716 

★食品値上げ相次ぐ なぜ？ 

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20210906/7000037984.html 

★一部の洋菓子・和菓子製品を平均 8.6%値上げ、10 月納品分から/フジパン 

https://www.ssnp.co.jp/news/rice/2021/09/2021-0907-1629-14.html 

★タイ産チキン一部休売へ 原料・生産にコロナ禍が影響 

https://www.ssnp.co.jp/news/frozen/2021/09/2021-0907-1623-14.html 

★米久が清水エスパルスと支援パートナー契約、ごてあらポーの看板も掲出 

https://www.ssnp.co.jp/news/meat/2021/09/2021-0907-1529-14.html 

★松山三越がリニューアルオープン、ホテルやフィットネス施設が出店 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/fd1d9e75a4e1ad44a0596d7a94978db274d8b494 

★外食の資本増強相次ぐ 九州・沖縄 1~6 月 M&A 件数 6%減も - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=1&ng=DGXZQOJC2750O0X20C21A8000000&scod

e=7604 

★外食チェーン、鶏料理に活路 持ち帰り需要増でワタミやガストで「から揚げ」 - ZAKZAK 

https://www.zakzak.co.jp/eco/news/210907/ecn2109070001-n1.html 

★日本アクセス、外食の業態戦略見直し 個人飲食店への対応強化 - 日本食糧新聞電子版  

https://news.nissyoku.co.jp/flash/762640 

★3 期以上連続増収増益のスーパーマーケットは 2021 年は 18 社！2 倍に増えたその顔ぶれと特徴は？ 

https://diamond-rm.net/retaildata/92876/ 

★ファミマ「無人店」1000 店 規制の壁打開、全国展開: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC257OL0V20C21A8000000/?n_cid=SNSTW001 

★Amazon・ライフの生鮮食品配送、相模原で開始。大阪でエリア拡大 - Impress Watch 

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1349944.html 

★外食産業が復活？売上 4 カ月連続のプラスに 業績は底打ちか - ニュース・コラム - Y!ファイナンス 

https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20210911-00025074-toushinone-bus_all 

★米価下落、嘆く農家 外食需要減で在庫過剰 - 中日新聞 Web  

https://www.chunichi.co.jp/article/328617 

★女性が選ぶ定食チェーン店の利用率 1 位は？ 総合満足度が高いのは？ - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/cc9e57e44114455357f21535621e0348a054c2f0 

★世帯年収 1000 万円超でも庶民的な生活の人々「家族でリッチな外食とかは無理。あってもスシロー ...  

https://news.careerconnection.jp/career/124482/ 

★福岡のスーパーが開発した「はぎトッツォ」の破壊力にＳＮＳ悶絶の嵐  福岡ふかぼりメディア ささっとー 

https://sasatto.jp/article/entry-1364.html 

★銀座ルノアールがベーカリーに参入 パン生地仕込むところからつくり 100 種類以上販売 トレイを AI で一括

識別する時短会計もウリ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/64a45a7e78d2406d8ebd581397eb6ccaf015c32b 

★百貨店おせち、巣ごもりで裾野広がる 多彩な楽しみ方提案 

https://news.nissyoku.co.jp/news/miyagawa20210907034520460 

★コロナ禍の窮地でも少ない外食 M＆A 「協力金黒字」が停滞招く - 日経ビジネス  

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00131/090900027/ 

★大戸屋が売上高 28.5％の大増収で今期スタートも、業績回復が程遠いワケ | ダイヤモンド 決算報 ...  

https://diamond.jp/articles/-/282051 
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★焼鳥店にもフードテック革命 飲食 DX を実現する 3 つの秘策とは？ 

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/casestudy/00012/00721/ 

★9 月 13 日からリカーマウンテンでサービスを開始！ワインやビールなど多種多様な品揃えの酒類や ...  

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000052.000068913&g=prt 

★日清食品 HD 新オフィスにデザイン賞 ニューノーマルな働き方を具現化  食品新聞社  

https://shokuhin.net/47071/2021/09/13/sonota/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95/ 

★博報堂 DY メディアらがスーパー店舗サイネージ「イグニカサイネージサービス」を販売 

https://webtan.impress.co.jp/n/2021/09/14/41607 

★2020 年度外食＆中食動向（2020 年 4 月～2021 年 3 月：東名阪夕食） - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001224.000011414.html 

★「第 3 回 アレルギー対応スイーツコンテスト 2021」応募 139 作品から受賞作決定、一般部門の 1 位は「エデ

ン」 

https://www.ssnp.co.jp/news/snack/2021/09/2021-0914-1656-16.html 

★マルエツ、東京・江戸川区に体験型店オープン 

https://news.nissyoku.co.jp/news/yamamotoh20210913070116383 

★Wolt、デリバリー業種を拡大 30 分配達の EC モール志向 

https://news.nissyoku.co.jp/news/miyagawa20210903045731554 

★埼玉のヤオコーと千葉のスーパー、せんどうが資本・業務提携（産経新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5e13776216478b7d13ca2be644d254838639b621 

★イオンのトップバリュ 原料高騰も「値上げしません」 食料品 3 千品目の価格、年内据え置き（千葉日報オン

ライン）  

https://news.yahoo.co.jp/articles/062c78cf138dcd81c23d6a6606d0bae83101aefb 

★廃棄レタス葉を商品化 スプレッド、食品ロス削減: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF134SL0T10C21A9000000/ 

★店舗勤務限定で地域社員制 日本マクドナルド｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12304-1242745/ 

★飲食店利用者が 1 カ月ぶり増加 週末の外食が 8.4％↑ テレビ朝日系 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/1b801bcfffc77d3b8edad22c098275e995ec9ae1 

★20 年度外食市場規模が 44％縮小 3 大都市圏 | 毎日新聞  

https://mainichi.jp/articles/20210915/ddm/008/020/105000c 

★“旬”の秋野菜を使ったレシピ動画を共同制作、『ライフ』首都圏の店頭デジタルサイネージでも放映 ...時事通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000184.000018729&g=prt 

★「ゲノム編集」で品種改良のトマト 一般への販売開始 国内初 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210915/k10013259991000.html 

★ファミマ、ミニサイズの中食商品、品揃えを拡大 _小売・物流業界 ニュースサイト【ダイヤモンド・チェーン

ストアオンライン】 

https://diamond-rm.net/sales-promotion/93833/ 

★ベル食品が東京のメーカー買収 首都圏向けの出荷効率化 

https://www.47news.jp/localnews/prefectures/hokkaido/6798169.html 

★【売買】秋葉原本店ビルを売却、肉の万世 | 日経不動産マーケット情報 

https://nfm.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/00001/00776/ 

★イトーヨーカドー、カートとスマホ活用の新型セルフレジ導入 コロナ対策にも｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12214-638917/ 

★大塚食品、「デニーズ」「社員食堂」へゼロミート拡大 

https://news.nissyoku.co.jp/news/motoyoshi20210914114145893 
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★日清シスコ、オートミール市場に参入 シリアルの総需要拡大目指す 

https://news.nissyoku.co.jp/news/aoyagi20210916063308126 

★買物 DX：Q コマース増加中 30 分内で食品即時配達 

https://news.nissyoku.co.jp/news/miyagawa20210908051633587 

★日本アクセス、おせち商戦で乾物の販促強化 料理家の売場企画を展開 

https://news.nissyoku.co.jp/news/mitsui20210915024338214 

★イオン、PB 価格を年内凍結 食品全体で粗利管理 

https://news.nissyoku.co.jp/archives/news-cat/01 

★外食産業の需要減で米の価格が下落 、苦境に立つ生産者は…【岡山・岡山市】 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9dc7d28dbbcbd4d0e1817e0654946a41db7d147e 

★コロナ直撃の外食産業、市場規模が４５％減｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 

https://newswitch.jp/p/28814 

★飲酒事故、運転目的は外食・宴会が最多 通勤や業務中の事故も - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/8c8dda29e35825e60127ed6267a87b3bcf72b784 

★３割超が「ワクチン接種後も外食控える」と慎重姿勢変わらず  株式会社外食産業新聞社 

https://foodfun.jp/archives/15960 

★冷凍食品に新規参入のナゼ 新”ギョーカイ”勢力図＜WBS＞｜テレ東プラス - テレビ東京 

https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/business/entry/2021/024515.html 

★H2O リテイリング vs“安売り”オーケー「関西スーパー取り」の行方…経緯と背景は？ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7d60edf5cd04387d129ca6fba06c438c0bced0ff 

★【公式】ハロウィーンモーニング・パスポート | 東京ディズニーリゾート 

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/halloween2021/party/ 

 

 

(お酒) 

★泡盛の風味際立たせ 那覇酒類「多良川 粗濾過」発売 - 琉球新報デジタル｜沖縄のニュース速報 .. 

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1387193.html 

★京都の酒造会社が清涼飲料や調味料を相次ぎ開発、そのワケとは - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/7f4db8df94b08a84a0caa1b7c25f3a54f10fd2fe 

★米国の人気酒類、日本進出 | 熊本日日新聞社  

https://kumanichi.com/articles/386259 

★紅乙女酒造が第九回福岡県酒類鑑評会で福岡県知事賞受賞! - ドリームニュース 

https://www.dreamnews.jp/press/0000243419/ 

★コカ・コーラ／新酒類ブランド「トポチコハードセルツァー」関西限定販売 | 流通ニュース 

https://www.ryutsuu.biz/commodity/n090742.html 

★酒蔵がクラフトジンジャーエール発売 酒類需要低迷を打開＜岩手・一関市＞ 

https://www.fnn.jp/articles/-/239168 

★金沢市で酒類提供一部解禁も…静かな再スタート（MRO 北陸放送） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/de035eb45a8ca32fe48365ae0fd092c30e77cae3 

★岡山県初 酒類販売事業者に支援金 3 億円を盛り込んだ追加補正予算案 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/11fe5464ee0fac2a8495c374c763e0a075e4bbaa 

★「Brave Girls」、お酒の広告モデルまで獲得（WoW!Korea） - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/bdd95c91b357243857116d7151136cd5025e2fc6 

★条件満たせば酒提供も… 行動制限緩和実験、福岡県が参加表明 - 朝日新聞デジタル  

https://www.asahi.com/articles/ASP9G7GCTP9GTIPE00B.html 
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★"微アルコール"ビール市場に「サッポロ TheDRAFTY」が参入し低アルコール市場は新たな局面へ、ビールの新

たな飲用機会創出のチャンスにも | 菓子・ドリンク | マイライフニュース 

https://www.mylifenews.net/drink/2021/09/-the-drafty-1.html 

 

 

(ホテル) 

★奈良の魅力、満載ホテルが 16 日オープン - 47NEWS  

https://www.47news.jp/localnews/6756089.html 

★「空飛ぶホテル」Ａ３８０、全日空がレストラン用と見学用に開放 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e5ba47bbe21b62c6614466d21b5a73cb77cd501 

★ソラーレホテルズが 2021 年内に『ザ・スクエアホテル横浜みなとみらい』を開業 ... - PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000248.000003280.html 

★外食・旅行にワクチン証明 感染防止と経済両立へ行程表―諮問会議 - 時事通信  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021090300946&g=eco 

★真夜中のホテルが舞台、泊まれる演劇の新作が 11 月に上演決定 - タイムアウト東京 

https://www.timeout.jp/tokyo/ja/news/a-new-theater-set-in-a-hotel-that-you-can-stay-in-will-be-performed-in-

november-090621 

★福島・南会津の「星の郷ホテル」、13 日に開業 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC036ZR0T00C21A9000000/ 

★西武ＨＤ、ホテル売却でブラックストーンなど候補に選定ー関係者 - Bloomberg 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-09-06/QYUQ68DWLU6Q01 

★大国町駅前にアパホテル 既存ホテルを買い取り 10 月末オープン - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/d8d8ed1a2161a74cca6e08aad982e5804a049ba4 

★「破壊の天使」見られるかも 青森のホテルで毒キノコツアー開始（河北新報） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7eeda22e80fdc6a73d3711af23134f0d9d03cb64 

★ヒルトン最上級ランクのホテルが京都にオープン アジア・太平洋地域に初進出  

https://www.fnn.jp/articles/-/235957 

★プリンスホテルの資産売却先、米投資ファンドが候補に…西武ＨＤが１０００億円見込む : 経済 ...  

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210906-OYT1T50191/ 

★北海道 星野リゾートが札幌・小樽・白老にホテルを開業 その狙いとは・・ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/49be4ad43e16257093bcb8de1029804870468ca1 

★ヒルトンの最高級ホテル、京都に１６日開業 １泊１２万円から - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/84ccc6dccd5d158680b469641851064a17a8e01e 

★国体中止 三重県がホテルなどの事業者に料金の 20％の損害補填 補填金の総額は 5 億 4000 万円に  

https://news.yahoo.co.jp/articles/54fdc9c1ad88c66a2cb22e1d0efaecc3d4280d6e 

★ホテルや外食 期待の声 行動制限の緩和検討 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO75619700Z00C21A9L91000/ 

★レストランやスパも 埼玉・熊谷にスポーツホテル開業 レストランはガラス張り - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/4d5e73a8c221a96d86020c873259ce916ca5f784 

★重陽の節句に合わせ「被綿」 志摩観光ホテル - 中日新聞 Web  

https://www.chunichi.co.jp/article/328777 

★６年連続ホテル増加↑の京都市 コロナ後を見据え「高級」「本物」「アート」で差別化 | MBS 関西 ... 

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20210911/GE00040092.shtml 

★「抗体カクテル療法」も…札幌駅前のホテルに、新たな「臨時医療施設」 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/4897313a3427b465f3557693493890bb81ccfa82 
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★ホテルオークラ札幌閉館へ 札幌市内で新たに高級ホテルの開業目指す - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/8af6245168ff575dde2fa071474880a01bc23ba7 

★従業員食堂にホテル一流料理人 帝国ホテル「雇用維持のため」 - FNN プライムオンライン  

https://www.fnn.jp/articles/-/238244 

★跡地に建つ新ナゴヤキャッスルは“天守閣風”…「栄角地」に開業予定のホテルと共に総額 20 億円の補助金決定 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7b276962b0ab7b9e162ae3badfa3e226e776f925 

★宮崎交通・宮交ＨＤ本社が宮崎観光ホテルに移転 業務始まる・宮崎県 - Yahoo!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/articles/b0a651790ac18160bd761e001a8719ef16726549 

★従業員食堂にホテル一流料理人 帝国ホテル「雇用維持のため」 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/cb5d6b16c017bbc0b556618b049c2168b0745103 

★建設計画や建て替え工事が進む高級ホテル２件に愛知県と名古屋市が補助金 完成すれば１０年間 ...Yahoo!ニュ

ース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/c35951baab1d51ed21ca49cf03d4a968a2e99786 

★帝国ホテル、ワクチン未接種の従業員に週１回の抗原検査へ - 読売新聞 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210914-OYT1T50192/ 

★大塚のホテル「星野リゾート OMO5」の「都電 Room」がリニューアル ガイドツアーも（みんなの ...  

https://news.yahoo.co.jp/articles/6d73e45f7fa86e80e3ab2ce7b899be5c8d074209 

★【開発】富ケ谷にホテル、テイクアンドギヴ・ニーズ子会社 | 日経不動産マーケット情報 

https://nfm.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/00001/00670/ 

★東京 下北沢 線路跡に音楽をテーマにしたホテル開業へ | 新型コロナウイルス - NHK.JP 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210915/k10013261071000.html 

★デザイン重視のホテル、奈良に初進出（Lmaga.jp） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a112f75286779c198bc74e76767fd0c32b04d769 

 

 

■海外 

★フランス発の冷凍食品・ピカールに新商品！ 珍しいタコ入りパスタとは - fumumu 

https://fumumu.net/259155/headline/ 

★DX なしでは淘汰される中国スーパーマーケット業界の厳しい現状 - ダイヤモンド・チェーンストア  

https://diamond-rm.net/overseas/92423/ 

★太平洋クロマグロ「準絶滅危惧」に レッドリスト 1 段階引き下げ | 環境 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210905/k10013244601000.html?utm_int=news-new_contents_list-

items_116 

★英国でガンのリスクを低減する小麦の栽培が開始 - Sputnik 日本 

https://jp.sputniknews.com/science/202109048673749/ 

★中国が過剰包装を制限する新基準を発表 食品・化粧品の包装は 4 層以下に - 人民網日本語版  

http://j.people.com.cn/n3/2021/0906/c94475-9892656.html 

★韓国で沸騰するマグロ人気も素直に喜べない水産業界の憂鬱 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e57c6ae897b8a70f5d79e3d8f215fe55ed86aea2?page=2 

★良質な輸入を拡大、消費のアップグレードを推進 中国 

https://www.afpbb.com/articles/-/3364956 

★酸化エチレン検出、商工省が食品会社に注意 - NNA ASIA・ベトナム・食品・飲料 

https://www.nna.jp/news/show/2234967 

★中国が過剰包装を制限する新基準を発表、食品・化粧品の包装は 4 層以下に - BIGLOBE ニュース 

https://news.biglobe.ne.jp/international/0907/rec_210907_7930709228.html 
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★米経済、8 月にかけてやや減速 デルタ変異株拡大が重し＝連銀報告 | Reuters - ロイター  

https://jp.reuters.com/article/usa-fed-beigebook-idJPKBN2G4254 

★新たな変異株にまた襲われるかも…イスラエル「コロナワクチン４次接種の準備を」 

https://news.yahoo.co.jp/articles/b13a9627afef110408fa0a06c5e6ff9c3321b72e 

★危機に立つ食料生産 「食ロス減」加速へ共同発議採択 中国で国際会議（日本農業新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7f35573d540c207f8da50c3c16e18c5f220b2b42 

★国連で「食のルール」巡り議論 日本も積極的な関与重要: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD026070S1A900C2000000/ 

★ベトナムに JAS 登録外国認証機関第 1 号誕生！ 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/ninsyo/210913.html 

★英ＣＰＩ、8 月は＋3.2％と 9 年ぶり高水準 外食支援策の反動 | ロイター  

https://jp.reuters.com/article/uk-cpi-idJPKBN2GB0LC 

★コーヒー価格 最高水準に急騰 ブラジルの深刻な霜害で 消費量は増加予想、大手各社が値上げ｜ニフティニュ

ース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1245054/ 

★台湾初「ホテルグレイスリー台北」開業 日本体験ができるコンセプトルームも - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/05a3e741b0fe7e90b591e743f6a8aa03f4ae926a 

★首都圏の酒類販売、複数自治体で緩和 - NNA ASIA・フィリピン・社会・事件  NNA ASIA 

https://www.nna.jp/news/show/2239629 

 

 

 

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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