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パフォーマンス&インフォメーション ASVで成長し続ける味の素グループ ASVを通じた企業価値向上 味の素グループの経営基盤 パフォーマンス&インフォメーション

味の素グループは、現在35の国・地域で、事業を展開しています。
主な法人・工場をご紹介します。

グローバルネットワーク（2018 年 7月 1日現在）

35の国・地域（日本を含む）
【うち生産工場*1　世界24の国・地域　122工場*2（日本：44工場、海外78工場）】
● 当社地域本部、法人
▲ 調味料・加工食品・冷凍食品・飲料工場 90
▲ アミノ酸・化成品工場  23
▲ 医薬工場     1
▲ その他工場     8
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シンガポール味の素社 ●
味の素アニマル・ニュートリション・シンガポール社 ●

ベトナム味の素社 ●▲▲

フィリピン味の素社 ●
フィリピン味の素フレーバーフーズ社 ●▲
フィリピン味の素グローバルフーズ社 ●▲

台素社 ●
台湾味の素社 ●

日本
●47▲32▲8▲1▲3

マレーシア味の素社 ●▲

インドネシア味の素社 ●▲▲
インドネシア味の素販売社 ●
インドネシア味の素ベーカリー社 ●
アジネックス ・インターナショナル社 ●▲
ラウタン味の素・ファイン・イングリーディエンツ社 ●▲

ジャカルタ
スラバヤ

ウエスト・アフリカン・シーズニング社 ●▲

アセアン本部 ●
味の素アセアン地域統括社 ●
タイ味の素社 ●▲▲▲▲▲▲
タイ味の素販売社 ●▲
タイ味の素ベタグロ冷凍食品社 ●▲
タイ味の素冷凍食品社 ●▲
味の素ベタグロ・スペシャリティフーズ社 ●▲
フジエース社 ●▲▲
ワンタイフーヅ社 ●▲
FDグリーン社（タイランド） ●▲

インド味の素社 ●▲
マルちゃん味の素インド社 ●

味の素-ジェネチカ・リサーチ・インスティチュート社 ●
ロシア味の素社 ●

中国本部●
味の素（中国）社（北京、上海、広州） ●

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

味の素オムニケム社 ●▲▲

ポーランド味の素社 ●▲
味の素JAWO社 ●▲
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ヴェッテレン
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ワルシャワ

モスクワ

*1 生産工場は包装工場も含みます。
*2 地図上に表示されていない工場もあります。

カンボジア味の素社 ●▲

ミャンマー味の素食品社 ●

味の素ラクソンパキスタン社 ●
プノンペン

イスタンブール

 
 

イスタンブール味の素食品社●▲▲▲▲
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エジプト味の素食品社 ●

西アフリカ味の素社 ●▲
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英領ヴァージン諸島

ラテンアメリカ本部 ●
ブラジル味の素社 ●▲▲▲▲
味の素アニマル・ニュートリション・ブラジル社 ●▲

ペルー味の素社 ●▲

メキシコ味の素社 ●  

■ 沖縄味の素（株）

■ 北海道味の素（株）

■ 日本プロテイン（株）

■ NRIシステムテクノ（株）

■
 関東支店   
デリカエース（株）

東北支社

本社

北陸支店 

名古屋支社

大阪支社

九州支社

中四国支店

【東京】
● 東京支社
● 広域営業部
■ 味の素アニマル・ニュートリション・グループ（株）
■ 味の素エンジニアリング（株）
■ （株）味の素コミュニケーションズ
■ 味の素AGF（株）
■ 味の素トレーディング（株）
■ 味の素トレジャリー・マネジメント（株）
■ 味の素物流（株）
■ 味の素ベーカリー（株）
■ 味の素ヘルシーサプライ（株）
■ 味の素冷凍食品（株）
■ 川研ファインケミカル（株）
■ （株）J-オイルミルズ

【川崎】
● 川崎事業所
■ 味の素パッケージング（株）
■ 味の素ファインテクノ（株）
■ クノール食品（株）

● 東海事業所

 ● 九州事業所

■ ヤマキ（株）

国内ネットワーク
（2018 年 7月 1日現在）

サンディエゴ

サパコール社 ●▲ 

プロマシドール・ ホールディングス社●

グアヤキル

ブラカン

セブ

ダッカカラチ

バングラデシュ味の素社 ●▲

欧州アフリカ本部 ●
ヨーロッパ味の素社 ●
味の素ユーロリジン社 ●▲
欧州味の素食品社 ●▲
フランス味の素冷凍食品社 ●

アグロ２アグリ社 ●▲
バレンシア

韓国味の素社 ●
味の素ジェネクシン社 ●▲
味の素農心フーズ社 ●

北米本部 ●
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社 ●▲▲
味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 ●▲
味の素アルテア社 ●▲
味の素フーズ・ノースアメリカ社 ●●▲▲▲▲▲▲▲▲
味の素東洋フローズンヌードル社 ●▲
味の素ファインテクノUSA社 ●
キャンブルック セラピューティクス社 ●

■ （株）ジーンデザイン
●　本社
●　支社・営業部
●　支店・営業所
●　事業所・工場
■　グループ会社
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上海味の素アミノ酸社●▲
上海味の素食品研究開発センター社●
上海味の素調味料社●▲
連雲港味の素如意食品社●▲
連雲港味の素冷凍食品社●▲
アモイ・フード社●▲▲
アモイ味の素ライフ如意食品社●▲
アモイ味楽如意食品社●▲
味の素（香港）社●
上海艾貝棒食品社●▲
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