
 

   

ニュース＆トピックス  【期間】2021/11/13～2021/11/26 

※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 

★近畿大学工学部で集団食中毒か 食堂利用の学生ら５６人が発熱や下痢 東広島市  FNNプライムオンライン 

https://www.fnn.jp/articles/-/271285 

★熱海保健所 食中毒防止で一斉監視指導（静岡県） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/d07eb220d8dd1018e2c0dddfc58b97c172c7d541 

★魚民、料理への虫混入で謝罪 保健所立ち入り「白菜の洗浄不備」原因か（ねとらぼ） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/df68bc0d1253f651c102653e21ae3e112d286793 

★湯沢保健所管内で４人が食中毒 家庭内の食事が原因 - 秋田魁新報 

https://www.sakigake.jp/news/article/20211117AK0033/ 

★鶏焼肉店で食中毒 小中学生ら 16人が下痢や発熱し全員の便から細菌「カンピロバクター」店を営業  東海テレビ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6b0b00347963fbe896ce59220648a6030b378db1 

★千葉市の居酒屋で食中毒 唐揚げや鶏レバーなど食べた７人に症状  千葉日報 

https://www.chibanippo.co.jp/news/national/850614 

★自宅栽培シイタケにツキヨタケ混入、家族 5人食中毒 原木に自生、鍋で食べて嘔吐や腹痛 - 福井新聞社 

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1438684 

★弁当食べた１５人が食中毒 津山の飲食店、岡山県発表 

https://www.sanyonews.jp/article/1198647 

★Ｏ157、10歳未満の２人 熊本県感染症情報｜熊本日日新聞社 

https://kumanichi.com/articles/471816 

★鶏舎に隙間、ネズミも確認 出水・鳥インフル発生の 2養鶏場 農水省が疫学調査（南日本新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5b7933ba1ad56021edc272fb9856beefd82e51c0 

★豊後大野市の福祉施設で食中毒 原因はウエルシェ菌 大分県が会見 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/58dc0ff51722035beafa7af31101275365547792 

★「シキミ」で食中毒 「ハッカク」と勘違い 岡山・新見の 10代男性、けいれんや嘔吐（山陽新聞) 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7fd3872e0b6f18185ec95b00f725851d531ab0de 

★四日市市 飲食店の弁当を食べた４３人がノロウイルス食中毒 - NHK.JP 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20211124/3070006817.html 
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■食の環境 

★砂糖の取りすぎ、精神疾患のリスクに 脳の毛細血管に炎症 都医総研（朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a24e3c7bc406c56bab18df9d1264184ce5916430 

★ビタミン B2が細胞老化を抑制、神戸大学がメカニズム解明 - 大学ジャーナルオンライン 

https://univ-journal.jp/127598/ 

★廃プラが肥料に！？ 植物由来、尿素へ変換 東工大など仕組み開発 ｜ 日本農業新聞 配信ニュース 

https://nordot.app/831305212651913216?c=113896078018594299 

★飲みニケーション支持急落 6割が「不要」、日生調査 ｜ 共同通信 

https://nordot.app/835776105956458496 

 

 

■商品・業界情報 

★消費が急回復、「連日ほぼ満席」の居酒屋も…旅行予約は「ＧｏＴｏ」再開まで様子見か  ヨミドクター - 読売新聞オンラ

イン 

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20211113-OYT1T50285/ 

★ライフ、加速する京都戦略とは？ 保守的な市内中心部への初出店が号砲！ ダイヤモンド・リテイルメディア 

https://diamond-rm.net/management/98444/ 

★すかいらーくグループ、2022年より順次ストローを紙製に ガストやバーミヤンなどグループ約 3000店舗で（ねとらぼ） 

- Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/62b2d998a5c318ed9393a650c2fb739c04adf8c2 

★キッコーマン、しょうゆ・豆乳など２１６品目を値上げ : 経済 : ニュース : 読売新聞オンライン 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20211112-OYT1T50190/ 

★ローソン、糖質オフ＋タンパク質の健康配慮 6品を発売 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/yamamotoh20211108092408136 

★日本海水、燃料コスト急騰で業務用塩を値上げ - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/wakui20211109024620361 

★カゴメ、AI活用の夾雑物除去システム導入 持続可能な製造現場目指す - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/motoyoshi20211108041953673 

★ワタミ 中間決算赤字に「大規模居酒屋は最大の危機」渡邉社長 | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211112/k10013346021000.html 

★ワタミオーガニックサイト 機能性表示食品“有機きく芋茶”販売開始 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000497.000009215.html 

★すかいらーくとロイヤルに見る、大手外食のアフターコロナの明暗 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/630e38183be9efcebf507c83b7a23fcac63248d1 

★森永乳業、4事業伸長で増収増益 ヨーグルト・アイスクリーム大幅拡大 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/flash/773624 

★神戸・西区にイオンフードスタイル開業 大型駐車場備え、生鮮品や冷凍食品充実（神戸新聞 NEXT ... 

https://news.yahoo.co.jp/articles/ff654d464f6dd906dec3af8c041d365621ee1a1e 

★株主の意思表示、何を重視？ 法曹界割れる見解 関西スーパー株主総会 - 神戸新聞 

https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/202111/0014847798.shtml 

★ダイエー、買い物データを栄養素に変換して最適な食生活を提案できるアプリ「SIRU＋」を全店舗に拡大 - ポイ探ニュー

ス 

https://www.poitan.jp/archives/87686 

★HISがミニトマト栽培 “農業事業”を新たな柱へ（ITmedia ビジネスオンライン） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/d89d1188d56a42530f1bdca84aad12a13f872cf8 
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★コロナ禍でファミチキ品薄に タイ工場の人手不足など 

https://www.fnn.jp/articles/-/270911 

★アサヒビール／伊藤忠食品、トラックの共同利用で輸配送効率向上 ? 物流の専門紙 カーゴニュース 

http://cargo-news.co.jp/cargo-news-main/3299 

★家族の週間は 食を通じてコミュニケーションを！食品メーカー8社による Twitter共同企画「#家族で食べよう」｜ハウス

食品グループ本社株式会社のプレスリリース 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000036263.html 

★食品ロス削減アプリ『Semafor』クイーンズ伊勢丹にて正式導入 (2021年 11月 17日) - エキサイトニュース 

https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2021-11-17-60036-10/ 

★ジャム 9年ぶり値上げ、アヲハタ ホイップなども、来年 2月 ｜ 共同通信 

https://nordot.app/833267127605198848?c=113896078018594299 

★フジッコ  毎日続けやすい、家庭で調理できる 乾燥 タイプのダイズライスを新発売 

https://www.fujicco.co.jp/upload/pr_211116.pdf 

★秋田県産こまち１２％下落 外食需要低迷、新米１０月相対取引 

https://www.sakigake.jp/news/article/20211117AK0004/ 

★茨城県の明利酒類が手指消毒液「MEIRIの消毒」を 11月 24日に発売 - PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000025633.html 

★道産野菜セットとシチューの新商品 ハウス食品やホクレンが発売 - 47NEWS 

https://www.47news.jp/localnews/prefectures/hokkaido/7062766.html 

★アワビ漁が解禁 外食需要の高まりで取引価格が上がる 宮城・南三陸町 - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2b5bb0ef6aeff2cafcfde532b8a18c1ba920f00d 

★食品値上げ、７割が「節約意識高まる」も「外食、旅行」は消費に前向き - SankeiBiz  

https://www.sankeibiz.jp/business/news/211118/prl2111181017038-n1.htm 

★長崎のデパートでも販売 解禁の「ボージョレヌーボー」 - NHK.JP 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20211118/5030013325.html 

★道産野菜セットとシチューの新商品 ハウス食品やホクレンが発売 - 47NEWS  

https://www.47news.jp/localnews/prefectures/hokkaido/7062766.html 

★オーケー、株式交換差し止めが認められた場合、関西スーパーに再度 TOB  ダイヤモンド・チェーンストアオンライン 

https://diamond-rm.net/management/98996/ 

★敷島製パンと近畿大、食品加工残さでバイオコークスを製造 実証開始 | ニュース | 環境ビジネスオンライン 

https://www.kankyo-business.jp/news/030174.php 

★日本製紙、牛乳・飲料パック値上げ: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77698750Y1A111C2QM8000/ 

★日本アクセスと佐賀海苔、家庭にギフト品質 外食・デリカ全国へ拡大  日本食糧新聞 

https://news.nissyoku.co.jp/news/mitsui20211116094638246 

★三菱食品、猿田彦珈琲の豆使用ティラミスなど新 2品発売 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/shinoda20211112093753627 

★量り売りでごみ削減 国分寺の食品・雑貨店（AFPBB News） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/34dd75bb9039ff7e0fe906a15d8cf279168946a0 

★キユーピー、「気候変動対応」開示強化 TCFD提言に賛同 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/news/kawasaki20211118060706789 

★ニッスイ値上げへ ちくわ 冷凍食品など 113品目 原油高騰などが影響 

https://www.fnn.jp/articles/-/273017?display=full 

★「551創業者の孫監修」「あの豚まんの味が東京で」 開店に驚きも...蓬莱「何も存じていない」｜ニフティニュース 

https://news.nifty.com/article/economy/business/12144-1341147/ 
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★シウマイの崎陽軒、新商品「ギヨウザ」を発売 中食需要を狙う：11月 23日より - ITmedia ビジネスオンライン 

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2111/19/news165.html 

★「アサヒ十六茶」直接印字のラベルレス、食品業界初“レザーマーキング”使用、テスト展開を実施（食品産業新聞社ニュー

ス WEB） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3b1ad8e5e9960e578b4d943a28c6908f7c5ff6f5 

★水戸の明利酒類が手指消毒液 24日発売 - 47NEWS 

https://www.47news.jp/localnews/7082675.html 

★三島食品「青のり」販売再開 新製品の裏面に「ただいま帰りました」と記載 - ライブドアニュース 

https://news.livedoor.com/article/detail/21237852/ 

★なめ茸・山菜加工特集 - 日本食糧新聞電子版 

https://news.nissyoku.co.jp/special/774604 

★カゴメ、害虫対策トマトの開発で農林水産大臣賞 「日本農業全体にも貢献ができる」（食品新聞） - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/d89b702b134d4301642e2eb0d4b9ee9e62e2d325 

★新型コロナ: NEC、社員食堂で会食可能に パン職人やバリスタも雇用: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC18D5L0Y1A111C2000000/ 

★続く外食低迷、処方箋は？ トリドール HD社長に聞く - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC226J40S1A021C2000000/ 

★スーパーの店頭」が購入した寿司を食べる人の 9割弱。続く「回転寿司の店舗でテイクアウト」は約 ... PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001111.000007815.html 

★【オーケー】関東ローカルスーパーが関西連合に「待った」をかけた切実な理由 - M＆A Online ... 

https://maonline.jp/articles/archives_ok211125 

 

 

(お酒) 

★老舗酒造が「クラフトジン」開発…コロナ、"日本酒離れ”で逆風 生き残りかけて“新たな柱の創造 ... 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e504202bc0a6d43e47591d82f98efd4232db35a2 

★遠い V字回復 中部外食 10月売上高、居酒屋の不振続く  日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD163UZ0W1A111C2000000/ 

★第 1回日本の酒シンポジウムを 11/25（木）開催 | プレスリリース | 沖縄タイムス＋プラス 

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/863682 

★「ボジョレ・ヌーボー」が解禁 カウントダウンで祝う 

https://www.fnn.jp/articles/-/272161 

★三菱食品、レンジでそのまま温めて飲めるお酒: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC104JE0Q1A111C2000000/ 

★宝ＨＬＤ---国税庁、日本産酒類の輸出拡大へ - ダイヤモンド・オンライン 

https://diamond.jp/articles/-/287981 

★北海道の酒アワード 2021、グランプリは茨城・結城酒造 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC1723L0X11C21A1000000/ 

★ボージョレ販売解禁、コロナで輸入 1割減 外食向け低迷 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC176CO0X11C21A1000000/ 

★錫製タンブラーで「いいちこ原酒」を 堪能キットなど当たる 三和酒類がキャンペーン - 食品新聞 

https://shokuhin.net/49489/2021/11/23/inryou/sake/ 

★本格焼酎・泡盛を学ぶ講座を開講！各回の参加者を募集！重要文化財『赤レンガ酒造工場（旧醸造 ...PR TIMES  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000087722.html 
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★富久千代酒造（鹿島市）が２年連続最高賞 北部九州酒類鑑評会 - 佐賀新聞 

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/770643 

★関東信越国税局酒類鑑評会にて牧野酒造が 2年連続最優秀賞受賞！「大盃 最優秀賞受賞酒 二 ...SAKETIMES 

https://jp.sake-times.com/special/press/p_makino-jushoshuset 

★大分・三和酒類「和香牡丹」 食用米でワイン感覚の清酒 - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC091EB0Z01C21A1000000/ 

★山形県産最高峰の酒米「雪女神」でどぶろく｜NNNニュース - 日テレ NEWS24 

https://www.news24.jp/nnn/news119lmgiftdppv949csz.html 

 

 

(ホテル) 

★鹿児島市・天文館に HIS系ホテル進出 90室、来冬開業へ - Yahoo!ニュース 

https://news.yahoo.co.jp/articles/98a62c62e87b136585fa393dad3ff4f843daae03 

★「東急歌舞伎町タワー」'23年春開業。映画・劇場・ライブ・ホテルの 48階タワー - Impress Watch  

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1367341.html 

★ホテル雅叙園東京のバレンタイン、日本酒＆さくら香る"だるま形"チョコや天井画マカロン ... ファッションプレス 

https://www.fashion-press.net/news/80817 

★ホテルの〈エキナカ弁当〉！東京駅構内で東京ステーションホテルが再びお弁当を販売 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000508.000030117.html 

★温泉宿・ホテル総選挙 「川根温泉」全国１位 ファミリー部門 食事評価 - 静岡新聞 

https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/990028.html 

 

 

■海外 

★COP26閉幕 気温上昇 1.5℃に抑制「努力追求」成果文書採択 | COP26 | NHKニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211114/k10013347341000.html 

★コーヒーも細胞培養で「持続可能」に フィンランドで開発 写真 16枚 国際ニュース：AFPBB News 

https://www.afpbb.com/articles/-/3374044 

★トマトに“火星で育つ”可能性 | Narinari.com 

https://www.narinari.com/Nd/20211168549.html 

★英国の人々の食への関心と食生活は？ | 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/2021/3ebc95441be2b131.html 

★「香港日本酒業連合会」が設立、日本産酒類の普及や発展を推進(香港) | ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/a32e424a667bacad.html 

★株式会社フジタが所有・経営するメキシコ国内のホテル「FUJITAYA」にて Encounter Japanが運営 ... PR TIMES 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000027669.html 

★バーガーキング親会社、米サンドイッチチェーンを 10億ドルで買収 | ロイター 

https://jp.reuters.com/article/firehouse-subs-m-a-restaurant-brands-int-idJPKBN2I02BK 

★「香港日本酒業連合会」が設立、日本産酒類の普及や発展を推進(香港) | ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/a32e424a667bacad.html 

★大連で新型コロナ感染拡大、港湾や冷凍・冷蔵物流への影響が深刻化(中国) | ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/7fef5b987f609dec.html 

★｢穀物高騰｣で中国の食品メーカー続々値上げ | 「財新」中国 Biz＆Tech | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニ

ュース 

https://toyokeizai.net/articles/-/468458 
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★伊藤忠商事、中国におけるコーヒー大手企業の上海威銘食品有限公司と資本業務提携: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP621785_W1A111C2000000/ 

★米国で食肉高騰、便乗値上げか 輸入価格も上昇、国産と並ぶ ｜ 共同通信 

https://nordot.app/833220944879370240?c=113896078018594299 

★バーガーキング親会社、米サンドイッチチェーンを 10億ドルで買収  ダイヤモンド・チェーンストア 

https://diamond-rm.net/management/98769/ 

★イギリスのインフレ率、4.2％に急上昇 過去 10年で最大の伸び - BBCニュース 

https://www.bbc.com/japanese/59328686 

★東南アでコーヒー開拓競う、中間層の健康志向に照準: 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77703140Y1A111C2FFJ000/ 

★千葉県産米「粒すけ」ユダヤ教徒向けに認証 ドバイに輸出へ - SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト 

https://www.sankeibiz.jp/business/amp/211118/bsm2111180554002-a.htm 

★ベビーリーフが「大腸菌感染症」の発生源に？ アメリカの専門機関が警告｜ハーパーズ バザー（Harper's BAZAAR）公

式 

https://www.harpersbazaar.com/jp/beauty/health/a38285852/e-coli-outbreak-baby-spinach-

november-2021-211118-lift1/ 

★ユニリーバ、「リプトン」を売却 紅茶ブランド、英投資ファンドに ｜ 共同通信 

https://nordot.app/834237891190063104 

★スターバックス、「Amazon Go」ベースのレジなしカフェを米国で開店 - ITmedia NEWS  

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2111/19/news070.html 

★米カーギルがカカオ加工工場の拡張工事を完了(コートジボワール) | ビジネス短信 - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/32e25668f0bff6d3.html 

★食品包材利用、来年告示へ（タイ、再生ＰＥＴに追い風／上） | 化学工業日報 

https://bit.ly/30NPi9r 

★中国 食品接触用塗料及びコーティングに関する新国家標準草案を公布 | japan  

https://jp.chemlinked.com/news/niyusu/zhong-guo-shi-pin-jie-hong-yong-tu-liao-ji-

bikoteinguniguan-suruxin-guo-jia-biao-zhun-cao-wogong-bu 

★「エビ・カニ・タコは感覚を有する生物」とイギリス政府が認定、生きたままゆでる行為を禁じる法案成立に向け前進 - 

GIGAZINE  

https://gigazine.net/news/20211122-lobster-octopus-crab-sentient-being/ 

★ミャンマー企業 キリンと合弁のビール会社めぐり清算申し立て | ミャンマー | NHKニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211124/k10013358941000.html 

★ジェトロ、武漢市で初の日本酒商談会を開催(中国) | ビジネス短信 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/31b5774e929b25d4.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 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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