
   

ニュース＆トピックス  【期間】2021/9/18～2021/10/1 

※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 

★－ 

 

 

■食品事故関係 

★障がい者施設で 42人が食中毒 弁当にウェルシュ菌  - 琉球新報デジタル｜沖縄のニュース速報・情報サイト 

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1397626.html 

★加熱用の鶏肉で食中毒 保健所が注意呼びかけ 静岡市（静岡朝日テレビ） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/df92b92589d28e6d09729c1b94616c334da937c1 

★ミネラルウォーターにカビ混入か アイリスフーズが自主回収 ｜NHK 宮城県のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/sendai/20210917/6000016283.html 

★小樽市食品加工場 機械清掃作業中に男性挟まれ搬送 ｜ 北海道のニュース ｜ ニュース ｜ ＳＴＶ札幌テレビ 

https://www.stv.jp/news/stvnews/u3f86t00000brtci.html 

★ヨウ素化塩を使った塩蔵茎わさび製品の自主回収 全部で 21 社に（井出留美） - 個人 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20210918-00258841 

★毒キノコをパスタの具に…50代男女が食中毒 ヒラタケと似た「ツキヨタケ」福井県の山中で採取 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3b0e4cb401d3a07875e64c7e597856978715f736 

 

 

■食の環境 

★たまねぎ・じゃがいも 高値水準で推移の見通し 農林水産省｜NHK 首都圏のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210929/1000070742.html 

★厚労省分割は不可避 臨時国会召集、違憲当たらず 菅首相：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/movie?p=n002962 

★世界初！ゲノム編集の「マダイ」が食卓へ（Wedge） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/b0b737500898525660f44d11141705fabcb7eb10 

 

 

■商品・業界情報 

★「生ジョッキ缶」２００円が２・５倍に…アサヒビールとメルカリ、転売防止の協定 : 経済 : ニュース : 読売

新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210924-OYT1T50221/ 
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★明治、持続可能なカカオ豆生産に向け産地支援の目標設定 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/aoyagi20210924093742826 

★日航、ノルウェー産生サバを初空輸 高鮮度、機内食やスーパーに：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021092400861&g=eco 

★鹿児島の車エビを大阪の飲食店へ配達 新幹線活用して実証実験：朝日新聞デジタル 

https://www.asahi.com/articles/ASP9S6FMRP9STIPE00L.html 

★ラグビー場隣接「熊谷スポーツホテル パークウィング開業」、幅広い利用見込む - 熊谷経済新聞 

https://kumagaya.keizai.biz/headline/945/ 

★関西スーパー争奪戦、オーケー社長が「H2O 案は“絵に描いた餅”」と大反論  ダイヤモンド・オンライン 

https://diamond.jp/articles/-/283015 

★たばこ、小麦、マーガリン １０月から値上げ続々 

https://news.yahoo.co.jp/articles/d6173f9f3c713286b1a757876fca4024783a3c94 

★アサヒ「ビアリー」ヒットの裏に DX 組織 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC109TH0Q1A910C2000000/ 

★エース・冨沢高志社長 路面店開発、海外進出も 

https://news.nissyoku.co.jp/news/hattori20210920123805503 

★トラックの積卸し自動化へ 5 社共同で実証 AI 搭載フォークリフト活用、サプライチェーン効率化へ 

https://news.livedoor.com/article/detail/20912983/ 

★酸化エチレン汚染食品に取り締まり強化（EU） | 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/2021/85f1ceddb4b85f74.html 

★マグロの絶滅危機ランク下げ IUCN、レッドリスト更新: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD086W50Y1A900C2000000/ 

★台湾産パイナップル 日本向け輸出 1 万トンに 中国の輸入停止が影響（日本農業新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/eff39c0769d80e4eec84b14949a924042140ca52 

★生の鶏肉を 3D プリンターで出力してレーザーで焼く調理法が開発される - GIGAZINE  

https://gigazine.net/news/20210924-3d-printed-chicken-cook-with-lasers/ 

★松屋、牛めし価格 380 円に統一。プレミアム牛めし終了・牛めし値上げ - Impress Watch 

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1352755.html 

★マルエツ 新幹線直送便を拡大へ 早朝とれたて北海道産直品を都内で当日販売｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1256318/ 

★苦戦の鳥貴族が｢トリキバーガー｣で見出した活路 | 外食 | 東洋経済オンライン  

https://toyokeizai.net/articles/-/455466 

★2020 年度国内食品通販市場規模、初の 4兆円突破 巣ごもりで追い風も食品 EC 競争激化／矢野経済 

https://eczine.jp/news/detail/9743 

★大手総合食品商社の岩田産業グループホールディングスとインフォマートが代理店契約を締結 ...財経新聞 

https://www.zaikei.co.jp/article/20210923/640009.html 

★ロイヤルグループ、約 350 店舗へ現場改善プラットフォーム「カミナシ」導入 - Work Master  

https://www.work-master.net/2021231534 

★100 兆円超規模目前、ウーバー元 CEO も参入する「中食市場」の行き先（Forbes JAPAN）  

https://news.yahoo.co.jp/articles/5bc269a3236ea974c399c53372b261d987e930cc 

★【新型コロナ 米価下落】需給改善へ対策急げ（９月２２日） | 福島民報  

https://www.minpo.jp/news/moredetail/2021092290530 

★冷凍食品の最新トレンドは「在宅ニーズに応える本物志向」 秋冬新商品が続々登場！ _小売・物流 ... ダイヤ

モンド・チェーンストア・オンライン 

https://diamond-rm.net/sales-promotion/94177/ 
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★銀座ルノアールがベーカリーに参入 AI 活用で従業員と来店客の対面時間短縮 - ライブドアニュース 

https://news.livedoor.com/topics/detail/20897794/ 

★学芸大学で房総の地魚を使った絶品料理が楽しめる 地元名物「黄金アジ」ご堪能あれ！ - 毎日新聞  

https://mainichi.jp/articles/20210919/mtm/00m/100/001000c 

★立民・枝野代表 農業対策で「戸別所得補償制度」復活を公約に - ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/domestic/government/12198-1250791/ 

★ゲノム編集で身を増やしたマダイ 厚労省に届け出 試験販売へ｜NHK 京都府のニュース 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20210917/2010012134.html 

★小売大手、食品 PB の価格据え置き 囲い込みに注力: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC151FZ0V10C21A9000000/ 

★漁港から１５分 「空飛ぶカツオ」ドローン直送（1/2 ページ） - 産経ニュース 

https://www.sankei.com/article/20210920-VXZR4VCZDJOZJB2WR37DCTYQJQ/ 

★カルビー、本社オフィスリニューアル 2 フロアを 1 フロアに集約 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/aoyagi20210907113141626 

★パッションフルーツ由来の「パセノール」 脂肪燃焼で機能性表示 森永製菓 - 食品新聞 

https://shokuhin.net/47499/2021/09/27/kakou/kenshoku/ 

★花王、機能性表示食品「ヘルシアW（ダブル） いいこと巡り」シリーズを発売 | マイライフニュース 

https://www.mylifenews.net/drug/2021/09/w-5.html 

★8月の外食売上高 9%減、酒類制限響き 5カ月ぶり減 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC272I30X20C21A9000000/ 

★８月の外食売上高、前年比８・６％減…酒類の提供制限で「パブ・居酒屋」は６８・８％減に ... 読売新聞 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210927-OYT1T50131/ 

★2021 年秋の家庭用冷食 新商品は高水準の 159 品 - 食品産業新聞社 

https://www.ssnp.co.jp/news/frozen/2021/09/2021-0927-1418-16.html 

★9月 23日、マルエツ春日駅前店オープン！デジタルを活かした「体験型スーパーマーケットモデル」 ダイヤモ

ンド・チェーンストア・オンライ 

https://diamond-rm.net/store/94930/ 

★ブルドックソース 生産体制再構築 館林に新棟、2 工場体制へ｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1261918/ 

★亀田の柿の種 超わさび・超梅しそ 全国統一品質審査 

https://www.kamedaseika.co.jp/admin/images/news/upload/2921.pdf 

★食品値上げの秋 普通郵便、土曜配達休止―１０月からこう変わる：時事ドットコム 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021092700816&g=eco 

★カクヤス、冷凍食品を最短 1 時間でお届け。品川・目黒区で開始(明和物産を拠点に) - Impress Watch 

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1354170.html 

★輸入牛肉高騰で“ミートショック” スーパーの特売減、外食値上げも - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/1c15e5dded96c326a40d9be3be6859dd3a831a71 

★外食より鮮度抜群！？高知のかつおに日本一のマグロセットはいかが？ - E・レシピ  ウーマンエキサイト 

https://erecipe.woman.excite.co.jp/article/Limia_880789/ 

★展示会マーケティング専門家が厳選「10 月開催 - FNN プライムオンライン 

https://www.fnn.jp/articles/-/245468 

★鹿児島市「認証店」酒類提供再開 週末の人出や夜の街の様子は - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/b612ee2e1439b7c90f75b97b5cda338931199820 

★ピックルスコーポレーションと岩下食品、「岩下の新生姜入り白菜漬」を共同開発 - 日本食糧新聞 

https://news.nissyoku.co.jp/news/kojima20210928103806061 
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★無印流、生鮮食品のさばき方 1 日 2 回のインスタライブで実演調理 - 日経クロストレンド 

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00514/00004/ 

★〈豆腐・納豆の市場環境〉個食や国産大豆商品底堅く、原料価格高騰、価格是正が課題 

https://www.ssnp.co.jp/news/soy/2021/09/2021-0928-1423-14.html 

★マルハニチロ、家庭用冷食が好調 群馬工場増強で焼そば需要対応も 

https://news.nissyoku.co.jp/news/fujimura20210924122341354 

★第 30 回食品安全安心・環境貢献賞 SDGs 対応の 4社を選出 

https://news.nissyoku.co.jp/news/wakui20210923094533900 

★山崎製パン、「ピザハット」とコラボしたランチパックを発売 

https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP618533_Y1A920C2000000/?au=7 

★日清製粉、JA全農・農研機構と汎用性高い国産小麦開発目指す - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/kubo20210929032931584 

★西友、23年に PB 比率 25％へ 独自色を高める進化 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/766011 

★米粉パンの市場を開拓へ サタケ、日の本穀粉と特許許諾契約｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1265091/ 

★ドラッグストア「ウエルシア薬局」で吉野家の牛丼を販売へ 本格展開 - ライブドアニュース 

https://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/20951945/ 

★ワタミ、本社ビルと食品工場を再エネ 100％に（オルタナ） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/ecb32a29dd24ca48c7b2b608ac0151434c9ddd70 

★全国 食の逸品 EXPO」を東京ビッグサイト 青海展示棟で開催 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000281.000007306.html 

★旅行・外食、需要が急回復 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76217050Q1A930C2TB1000/ 

★すかいらーく米国に１号店、外食市場の成長期待 - NNA ASIA・日本・サービス 

https://www.nna.jp/news/show/2244613 

★「給与デジタル払い」の実証実験を 9 月末から実施 (2021 年 9月 30日) - エキサイトニュース 

https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-09-30-4318-239/ 

★AI 応用の「匂いセンサー」事業化を検討 電気抵抗の変化で匂いを検知、長瀬産業と三洋化成 ｜ b. 

https://nordot.app/815712318842421248?c=113896078018594299 

★食品工場、東松山センターが食品リサイクル・ループ認定、循環型社会構築で SDGs推進目指す ワタミ 

https://www.sankei.com/economy/news/210929/prl2109290404-n1.html 

 

 

(お酒) 

★酒類提供、一部可能に - 日本経済新聞  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO75976820S1A920C2LXC000/ 

★日本酒一升瓶 2種類とおつまみ！明利酒類が「気分は居酒屋セット」販売 - エキサイト  

https://www.excite.co.jp/news/article/Nomooo_180918/ 

★「ビール」「発泡酒」「新ジャンル商品」の 飲用動向と税金に関する調査結果のお知らせ：福島民友新聞社 みん

ゆうNet 

https://www.minyu-net.com/release/prwire/N202109150060.php 

★当社過去 10 年のビール新商品で最速記録！ 「キリン一番搾り 糖質ゼロ」累計 2 億本※1突破！  時事通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000204.000073077&g=prt 

★広がる酒類研究の輪 新潟大が山梨・鹿児島大と連携協定 | 社会 | 新潟県内のニュース | 新潟日報モア 

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00514/00004/
https://www.ssnp.co.jp/news/soy/2021/09/2021-0928-1423-14.html
https://news.nissyoku.co.jp/news/fujimura20210924122341354
https://news.nissyoku.co.jp/news/wakui20210923094533900
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP618533_Y1A920C2000000/?au=7
https://news.nissyoku.co.jp/news/kubo20210929032931584
https://news.nissyoku.co.jp/flash/766011
https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1265091/
https://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/20951945/
https://news.yahoo.co.jp/articles/ecb32a29dd24ca48c7b2b608ac0151434c9ddd70
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000281.000007306.html
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https://nordot.app/815712318842421248?c=113896078018594299
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https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20210930644693.html 

 

 

(ホテル) 

★別荘気分でホテルのお部屋を１０日間使い放題。「お部屋の“サブスク”」始めました - 時事通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000011.000085653&g=prt 

★渋谷エクセルホテル東急が初のオーダーバイキング 最上階レストラン 2店舗で（みんなの経済新聞 ...  

https://news.yahoo.co.jp/articles/465690b85f086db92ace65ac8a7d40f89a1d9fb1 

★浅草東武ホテルが開業 1 周年記念 訓練用の実物移設 客室で電車運転楽しんで - 東京新聞 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/133258 

★【ホテルインターゲート京都 四条新町】 京都市認定制度 2R（リデュース・リユース）に取り組む ...PR 

TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000981.000007398.html 

★〈ホテル雅叙園東京〉のクリスマスケーキで美術工芸の趣きを味わう。 | Report | Hanako.tokyo 

https://hanako.tokyo/news/report/259114/ 

★札幌に国内初高層ハイブリッド木造ホテル開業。三菱地所 - Impress Watch 

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1354876.html 

★旅館・ホテル向けの「宿泊予約キャンセル保険」を共同開発 - あいおいニッセイ同和損保 

https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2021/news_2021092900906.pdf 

★名鉄ニューグランド、ホテル宴会場をピアノ練習室に（時事通信） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/fa0c243180b35bb1c0ea271cdd2ce5c7798187ae 

★星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル【公式】 | Hoshino Resorts Oirase Keiryu Hotel 

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/ 

 

 

■海外 

★オートミルク・緑豆卵…代替食品が人気＝韓国 

https://news.yahoo.co.jp/articles/18571bb05e35cdea06733d8c1e0d311cdf9de77a 

★覚王山フルーツ大福弁才天、パリに海外 1 号店 ミシュラン獲得目指す 

https://news.nissyoku.co.jp/news/goto20210923102521704 

★フルーツもコロナに感染？…「中国でニュージーランド産キウイが陽性反応」（中央日報日本語版） - Yahoo!ニ

ュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e9d5b11fc2a691a751f9ed89723a48d18f10b636 

★レストランで水を頼んだら 1000 円の意外なベルギー外食事情 - ニューズウィーク 

https://www.newsweekjapan.jp/worldvoice/kishimoto/2021/09/1000.php 

★タイ鶏肉加工品休売相次ぐ 原料、労働力不足で現地生産が停滞｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12308-1252202/ 

★中国 台湾の果物 2種類を輸入停止へ 台湾当局は反発強める | 中国・台湾 | NHK ニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210919/k10013268121000.html 

★台湾政府、冷凍フルーツ「釈迦頭(しゃかとう)」日本への輸出拡大目指す 

https://www.ssnp.co.jp/news/frozen/2021/09/2021-0928-1545-14.html 

★イセ・フーズ、シンガポール最大の鶏卵場を開発、AI 技術導入へ(シンガポール) | ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/09/0cb3ba1ea8881475.html 
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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 

 

mailto:s-kodama@san-g.com
http://hse-chiba.com/index.html

