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　味の素グループでは、製品・サービスの提供を通じて消費者

の皆様の様 な々ニーズや要望にお応えするとともに、消費者の

皆様とともに持続可能な社会を築いていきたいと考えています。

　食品を扱う企業としては、消費者の皆様に安心して製品を

使っていただけるよう、品質保証の徹底が何よりも重要であると

考えています。原料調達や製造工程での品質管理の徹底に加

え、お客様に正しく使っていただくための製品設計や、パッケー

ジ、ホームページなどでの情報提供の充実など、ライフサイクル

全体で安全および品質の向上に取り組んでいます。また、取り

組みを常に向上させていくために、お客様とのコミュニケーショ

ンの窓口であるお客様相談部門に寄せられる貴重なご意見を、

日々 の製品・サービスの改善につなげています。

　一方で、2050年に世界人口は90億人を超え、食料生産は

70％の増加が必要といわれる中、食料供給の拡大の見込みは

十分に立っておらず、深刻な食料不足になりかねません。味の素

グループは、消費者の皆様に“食卓から始めるサステナブルなラ

イフスタイル”をご提案し、「食」のサステナビリティをともに考え、

実践することで、「地球持続性」や「食資源」の課題の解決にも

貢献したいと考えています。
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消費者課題

　「アスカ（ASQUA）」とは、1997年に制定した味の素グルー

プ独自の品質保証システムで、「Ajinomoto System of Quality 

Assurance」の略称です。「アスカ」は、品質マネジメントシステム

の国際規格「ISO 9001」や、食品衛生の管理基準の一つである

「HACCP」、適正に製造するための各種「GMP」※1などの製造の管

理基準を基本骨格とし、そこに味の素グループ独自の考え方や基準

を付加して構成されています。「アスカ」は、「味の素グループ品質方

確かな品質をお届けするために

品質保証の国際規格

ISO 9001
製造の管理基準

HACCP

GMP

味の素グループ独自の
考え方や基準

アスカ（ASQUA）

味の素グループの品質保証体制

方針  
❶ 私たちはお客様の要望に真摯に耳を傾け、お客様に満足いただける商

品・サービスをお届けします。
❷ 私たちは、適切な情報を積極的に提供し、お客様の信頼にお応えします。
❸ 私たちは、安全性については妥協すること無く可能な限りの調査・研究

を尽くし、関連する法規を遵守し、常に一定品質の商品・サービスをお
届けします。

理念
私たちは、安全で高品質な商品・サービスを通して、世界のお客様のよりよい生活に貢献します。

「味の素グループ品質方針」

■ 「アスカ」の構成 ■ 「アスカ」の文書体系

味の素（株）および
グループ会社　
共通遵守事項　　

味の素グループ
品質方針

味の素（株）の品質保証規程

味の素グループの品質保証規則
（ISO 9001＋味の素グループ要求事項）

味の素グル̶プの品質基準
（HACCP 基準、GMP 基準等を含む全 25 基準）

各グループ会社、部門、工場等の独自の基準・ガイドライン類
（各種手順書、製品標準書等）

味の素グループが販
売または提供する製
品の品質保証に関す
る基本的事項を定め
たもの

商品の安全と品質の確保は、食品を扱う企業として当然の責務です。

味の素グループでは、品質理念・品質方針に基づき、すべての商品・サービスを対象として、

独自の品質保証システム「アスカ（ASQUA）」を適用し、原料調達から販売までの厳しい品質保証を行っています。

❹ 私たちは、国際基準であるISOの考え方を基本にした味の素品質保証
システム【アスカ】で品質を保証します。

❺ 私たちは、経営のリーダーシップのもと、研究・開発から生産・物流・販売・
サービスに至るまでの社員一人ひとりが、安全で高品質な商品・サービ
スの提供に最善を尽くします。

“味の素品質保証システム”「アスカ」
針」、「品質保証規程」、「品質保証規則」、「品質基準」およびそれ

ぞれの組織で定めたルールで運用されています。原料調達から販売

まで、全世界の味の素グループで「アスカ」に基づいた品質保証活

動を徹底し、より高品質な商品づくりを保証しています。また、お客

様からのご意見やご要望などを、速やかに事業活動や商品・サービ

スの改善に活かしています。

　味の素グループの品質基準は、味の素グループのブランドにふさ

わしい品質レベルを保持するための独自の基準です。教育、表示、

包材、トレーサビリティなど広範囲にわたって25の厳しい基準を定め

ています。

　2012年度は、グループ全体での飼料用アミノ酸のさらなる品質向

上を目指して、新たに「飼料用アミノ酸GMP基準」を制定し、海外法

人を中心にその適用・定着に向けてギャップ分析※2を開始しました。
※2　ギャップ分析：飼料用アミノ酸GMP基準の中で要求されている設備の仕様や品質保証・管理

の方法と現状の差異を評価し、適合していない事項を計画的に改善していく取り組み

味の素グループの品質基準

※1　GMP（Good	Manufacturing	Practice）：味の素グループが販売する製品の製造管理に関する基
準を示すもの
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　味の素グループの品質保証を推進する最高機関は、経営トップ

をメンバーとし、経営会議の下に設置される「品質保証会議」です。

「品質保証会議」では、お客様の声をもとに味の素グループの品

質保証に関する基本的な方針・計画を立案し、経営会議で承認の

上、国内外の対象法人に展開します。その遂行状況を半年ごとにレ

ビューしています。

　こうした体制と取り組みにより、経営から製造現場・販売を担当

する従業員一人ひとりに至るまで、品質に対する意識を高め、お客様

に「安全」をお届けし、信頼していただけるように努めています。

　味の素グループでは、ISO 9001の第三者認証を取得することを推

進しています。2012年度は、味の素（株）の健康ケア事業本部と味の

素ノースアメリカ社ノースカロライナ工場でISO 9001の認証を取得し

ました。また、お客様からの要請を受け、国内外の複数の製造サイ

トで、FSSC 22000※6などの認証取得を進めています。2012年度は、

※3　Halal（ハラール）：イスラム法上で合法のもの。ハラール
食品とは、イスラム法上でイスラム教徒が食べることを許
されている食品

※4　Kosher（コーシャー）：ユダヤ教で定められた「ユダヤ教
徒が使用してよい」、または「行ってよい」という意味で、食
品に関しては、ユダヤ教徒が食べてもよいものという意味

※5　フードディフェンス（食品防御）：食品への意図的な異物の
混入を防止する取り組み。原料調達から販売までのすべて
の段階において、人為的に毒物などが混入されることのない	
ように監視するもの

※6　FSSC	22000：食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO	22000とPAS	220（食
品製造のための食品安全に関する前提条件プログラム）を統合し、国際食品安全イニシアチブ
（GFSI）が制定したベンチマーク承認規格

味の素グループの品質保証の規定、方針、目標

品質保証会議事務局：品質保証部

経営会議

お
客
様

工場 研究所 事業部 支社

品質基準徹底

国内外関係会社

品質アセス品質監査

ご指摘、
ご要望など

商品サービス
情報など

味
の
素（
株
）

味の素グループ

■ 「アスカ」の実施体制

◦ 品質アセスメント基準
◦ 品質教育・訓練基準
◦ Halal※3管理基準
◦ Kosher※4管理基準
◦ 商品表示基準
◦ 原材料の品質管理基準

◦ 食品包材の安全衛生基準
◦ 食品GMP基準
◦ 医薬品製剤GMP基準
◦ HACCP基準
◦ 製造委託品・購入品の品質管理

基準

◦ 商品クレーム対応基準
◦ 品質緊急対応判断基準
◦ フードディフェンス※5基準
◦ トレーサビリティ基準

味の素グループの品質基準（全25基準のうち、一部抜粋）

 「アスカ」の実施体制

第三者認証の取得

消費者課題

　味の素グループでは、製品の製造委託・購入や原材料の購入を通

じて、国内外のサプライヤーと取引をしています。サプライヤーに関し

ても、グループの製造現場と同様に、「アスカ」の基準に基づいて管

理をしています。

　具体的には、製造委託・購入先や原材料サプライヤーに「アスカ」

の品質管理基準・品質要求事項に基づいた管理を求め、定期的な

評価および品質監査を実施しています。

　また、海外のサプライヤーに対しては、GSM（Global Supplier 

Management）※7という海外の法人間で品質監査の相互協力をす

る仕組みを構築し、国内外で60名以上のGSM監査員を養成・任命

して管理を強化しています。

サプライヤー監査と品質管理の徹底

※7　GSM（Global	Supplier	Management）：各国法人で共通するサプライヤーへの合同監査

■ 2012年度の原材料取引先品質監査実績
監査実施組織 監査品目 監査件数 備考

味の素（株）
グループ調達センター

原料関係 66件
食品：41件、
バイオ・ファイン：25 件

包材関係 25 件

GSM※7 10 件
グローバルサプライヤー
共同監査

味の素冷凍食品（株） 原料関係 167件
原材料部・工場による
訪問監査

味の素製薬（株）

原料関係 22 件

包材関係 3件

委託先 6件

	P43　公正な事業慣行：CSR調達の推進			参照

味の素（株）東海事業所、九州事業所、タイ味の素社カンペンペット

第2工場、ポーランド味の素社、味の素ノースアメリカ社アイオワ工場

の一部の製造サイトで認証を取得しました。
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■ 品質保証教育の体系とプログラム例

グループ共通
• 品質保証のマネジメント・技術に関する検討会

味の素（株）単体
• 海外赴任者研修（「アスカ」基準）

• 新入社員研修（CS 教育）

• コンプライアンス研修（品質保証活動）

全世界グループ共通
• QMS トレーニングコース

• 「アスカスクール」

味の素（株）単体
• 品質アセスメント勉強会

• 「アスカ」を理解する基礎講座　など

国内グループ共通
• トップマネジメント品質勉強会

• お客様満足研修

• ISO 9001 内部監査員教育
    （新規資格取得）
• 品質監査講習会

• 食品表示の勉強会

• 食品表示行政動向説明会　など

全体研修 専門教育

各事業所等
ISO 9001 規格関連の
教育や、各種 GMP 教育
など、品質に関する様々
な教育を実施

消費者課題

　お客様への安全な商品の提供は、企業にとって欠かすことのでき

ない最も重要な使命の一つといえます。そこで、味の素グループでは、

商品設計・調達・生産・販売のすべてのプロセスで、品質トラブル低減

に向けた取り組みを継続的に推進しています。

　2012年度は2011年度に引き続き、新規事業分野における製品設

計・開発時の品質保証体制と品質アセスメントの強化を継続しました。

発生した一つひとつのクレームに対しては徹底的な原因究明を行い、

再発防止を図るとともに商品改善につなげました。

　一方、原料由来、設備由来の異物混入のトラブルが増加傾向にある

ため、原料サプライヤーおよび生産設備の管理強化を進めています。

品質クレーム・トラブル低減の取り組み

※2　QMS：Quality	Management	System（品質マネジメントシステム）
※3　アスカスクール：“味の素品質保証システム”「アスカ」を中心とした、品質保証のノウハウの共有、

知識向上を目的とした研修

　味の素グループは、グループ・グローバルでのさらなる品質向上の

ための人材育成にも力を入れています。

　2012年度は、国内においては新入社員向けの品質教育研修や、

人事異動により品質保証の専門知識が必要になる従業員向けの

品質教育、ISO 9001内部監査員教育、食品表示や法規関連のセミ

ナー等を実施しました。教育内容によってはeラーニング形式も取り

入れ、受講しやすい工夫も行っています。また、「トップマネジメント

品質勉強会」には、新任の国内法人長を中心に16名が参加したほ

か、今年で33回目となる「品質保証のマネジメント・技術に関する検

討会」には国内外の445名のグループ従業員が参加し、グループ内

の品質保証活動に関する取り組みを共有しました。さらに、品質教育

プログラムを見直し、期待される資質の明文化や内容によるレベル

設定を行い、各組織や法人のニーズに見合ったプログラムを作成し

ました。

　海外の従業員を対象とした今年で12回目となる「QMS※2トレーニン

グコース」には、ブラジル、タイ、マレーシア、ベトナムから8名が参加

し、品質保証の幅広い分野について2週間学習するとともに、担当者

同士の交流を深めました。また、ASEAN、南米、中国、アフリカ地

域では、地域ごとの品質教育も活発に行っており、2012年は北米と

中国で｢アスカスクール※3｣を開催しました。北米では36名、中国では

33名が参加し、味の素グループの品質保証レベルの向上に努めまし

た。

　2012年度は、味の素グループで1件の自主回収がありました。2012年8月、カルピス（株）（2012年10月にアサヒグループホールディングス

（株）へ全株式を譲渡）が製造・販売する200ml紙容器「『カルピス』&フルーツビタミンもも」で微生物混入が原因とみられる風味異常が

発生し、約4万本を対象にリコール※1しました。

商品回収について

品質レベル向上のための人材育成

※1　リコール：社告・プレスリリース等により、公表して商品の回収を実施すること
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ループの取り組みをタイムリーにお伝えしています。また、お客

様の関心が特に高い項目に対する、味の素グループの考え方

や取り組みについてもご報告しています。

　味の素グループでは、お客様が安心して商品をお使いいただける

よう、2008年度より品質に関するお客様との情報共有をさらに進め

ています。

　一般のお客様向けの家庭用商品については、独自の「品質情報

提供ガイドライン」を設け、お客様が商品を購入される際の参考にな

るような情報を、パッケージやWebサイト上で共有できるようにしてい

ます。さらにWebサイトで、品質に関する姿勢や方針、実際に行って

いる活動内容に加えて、お客様のご要望を踏まえ、グループとして共

有が可能な情報をできるだけ多くお伝えするよう努めています。お

客様と共有する情報の質をさらに高めるため、2012年度は国内のグ

ループ企業で連絡会を開催し、パッケージやWebサイトで提供する

品質情報の現状や課題を共有しました。

　味の素グループは、Webサイトの「商品情報」や「商品一

覧」などのページを通じて、商品の原材料や栄養成分、製造

工場、アレルギー物質など、お客様から多くお問い合わせをい

ただく情報をお伝えしています。

　また、「確かな品質をお届けするために」サイトでは、商品

の安全と安定した品質を確保するために、原料管理や商品開

発、製造などの各工程で行っていることや、商品パッケージ情

報の見方をお伝えするとともに、「食物アレルギー」「食品添

加物」など食の安全にかかわる社会の関心事についての社外

有識者による解説など、お客様との品質情報の共有が一層進

むよう、コンテンツの充実を図っています。2012年度は、より

見やすくわかりやすいサイトを目指してデザインを一新し、新

しい情報を加えました。さらに品質保証に関する活動をお知

らせするコーナー「品質保証トピックス」を新設し、味の素グ

Webサイトでの情報共有

	確かな商品をお届けするために
	 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/		リンク

	商品パッケージの表示
	 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/package/		リンク

Webサイト「商品情報」 Webサイト「確かな品質をお届けするために」

品質にかかわる情報の共有

Webサイトでご紹介している味の素グループの考え方や取り組み内容

消費者課題

商品パッケージでの品質情報共有
　味の素（株）および味の素冷凍食品（株）の家庭用商品のパッ

ケージには、スペースの制約があるものや一部の例外を除き、法律

で義務づけられた表示に加えて、以下の品質情報を表示しています。

●	栄養成分　●	製造工場　●	開封後の保存方法　●	使用上の注意

●	お客様からお問い合せが多く、わかりにくい原材料についての説明

●	アレルギー物質（義務表示および推奨表示）の一覧表などによる

わかりやすい表示　●	包材の材質　●	お客様のお問い合せ窓口

　食品添加物は、味をよくし、香りを高め、栄養を強化するこ

とで豊かな食生活を実現するほか、保存性などを高めること

で、食料資源の流通や有効活用を促すという重要な役割を担っ

ています。これら食品添加物は、各種の厳しい試験が行われて

おり、安全性は行政で確認されています。味の素グループでは、

商品の開発・製造にあたり、安全性を含めた最新の情報のもと、

適切な食品添加物を選定・使用しています。表示の際は定めら

れた法律の基準に従った上で、お客様にとってわかりやすい正

確な表示をするように努めています。最近では、「○○無添加」、

「△△不使用」をキャッチフレーズにした加工食品が増えてい

ますが、味の素（株）は、国の基準や科学的根拠に基づき安全

と認められている食品添加物が、あたかも安全ではないような

印象をお客様に与える表示は、お客様にとって不利益になると

考えており、行っていません。

食品添加物について

	気になる「食」のキーワード＞食品添加物
	 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/additive.html		リンク

	商品情報　http://www.ajinomoto.co.jp/products/		リンク

http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/package/
http://www.ajinomoto.co.jp/products/
http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/
http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/additive.html
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消費者課題

　味の素グループでは、「安全で高品質な商品・サービスを通し

て、世界のお客様のよりよい生活に貢献する」という品質方針のも

と、原料調達から販売まで厳格な品質保証に取り組んでいます。

製品の製造にあたり、基本的には行政による「継続的なモニタリ

ング」と「基準値を超える食品を流通させない取り組み」によって、

　遺伝子組換え技術は、農作物に害虫耐性を付与して使用農

薬を低減するなど、食料問題や環境問題の解決に大きな役割

が期待される重要な技術です。一方で、活用にあたっては、安

全性を十分に確認する必要があると考えています。現在、各国

では安全確保のため、GMO※1の承認に厳格な安全性評価を

実施しており、日本では内閣府食品安全委員会、厚生労働省

にて安全性審査が行われています。必要な情報を消費者に提

　味の素グループは、原料や商品の履歴情報を速やかに調

査できるトレーサビリティシステムを構築しています。生産、加

工、流通の各段階において、原料の出所や製造元、販売先な

どの情報や製造にかかわる情報を記録・保存し、原料や商品

に関する履歴情報を追跡できるようになっています。また、正確

な原料情報の入手に不可欠な、適切なサプライヤー管理にも

　日本では、特定のアレルギーを持つ方の健康のため、消費者庁

により、小麦、乳、落花生、卵、そば、えび、かにの7品目についての

表示が義務づけられ、また、20品目については可能な限り表示す

ることが推奨されています。国内の味の素グループでは、すべての

家庭用商品について、表示義務のある7品目だけでなく、推奨の20

品目についてもアレルギー表示を行っています。20品目のうち、新

たに追加になったごまとカシューナッツの2品目については、順次

食品の安全性は確保されていると考えています。味の素グループは、

さらなる確認のため、測定機器を導入し分析技術を確立して、必要

に応じて原材料を中心に放射性物質の分析を実施しています。

供するため、表示基準も定めており、味の素（株）もこの基準に

従っています。また味の素グループでは、未承認GMO混入防止

のために、自社で監査技術を確立しています。

力を入れています。

　さらに、お客様からのお問い合わせ時や、トラブル発生時の速や

かな対処を可能にし、お客様が安心して商品を購入できるよう、ト

レーサビリティ体制を構築し、定期的にその有効性を確認しています。

表示を実施中です。さらに、公定法（法律で定められた分析法）の

導入、コンタミネーション※2防止の取り組みなど、グループにおけるア

レルギー物質管理体制の強化にも取り組んでいます。

放射性物質について

GMO（遺伝子組換え作物）について

トレーサビリティ（履歴情報管理）について

アレルギー物質について

	気になる「食」のキーワード＞放射性物質について
	 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/radiation.html		リンク

	気になる「食」のキーワード＞GMO（遺伝子組換え作物）
	 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/gmo.html		リンク

	気になる「食」のキーワード＞トレーサビリティ（履歴情報管理）
	 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/traceability.html		リンク

	気になる「食」のキーワード＞アレルギー物質
	 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/allergy.html		リンク

※2　コンタミネーション：食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらずア
レルギー物質が微量混入すること

※1　GMO：Genetically	Modified	Organism

　野菜の栽培で利用される農薬は、害虫や雑草などの駆除、作

物の生長の制御などを目的として散布されます。農薬には｢使用

基準｣があり、量や時期、散布方法や散布時期、散布回数の上限

などが決められています。この使用基準を守っていれば、残留基

準を超えるような農作物はできません。しかし、使い方によっては、

まれに収穫された農作物に農薬が残ることがあります。

　味の素グループでは、原料として使用する野菜の安全性確保

のため、残留農薬の確認とともに農薬管理を含めた農場全体の

管理も徹底しています。また、一部の商品の主要原料について「自

社管理農場」※3や「指定農場」※4の原料の使用を積極的に進めて

います。

残留農薬について

	気になる「食」のキーワード＞残留農薬
	 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/biopesticide.html		リンク

※3　自社管理農場：味の素グループ駐在員の指導のもとで、栽培から、農薬の選定、購入、使
用判断まで一元管理している農場

※4　指定農場：味の素グループの厳しい選定基準を満たしており、管理基準に基づく農薬のみ
を使用し、分析や記録等の管理体制を整えた農場で、定期的に味の素グループによる査
察を実施している

http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/gmo.html
http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/radiation.html
http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/traceability.html
http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/allergy.html
http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/biopesticide.html
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　味の素グループでは、国内食品6社※6はもちろんのこと、海外事業に

おいても地域特性や商品の拡充に合わせ、お客様相談機能・部門を設

け、お客様満足向上に努めています。

　味の素（株）お客様相談センターでは、お客様と直接接する部門とし

て、お客様にご満足いただけるよう「正確・迅速・親切」を応対の基本と

して取り組んでいます。お客様からいただいたご意見やお問い合わせは、

毎日整理・分析し、事業部門や開発部門と共有することにより、お客様に

とってより便利で魅力ある商品・サービスの開発につなげるよう取り組む

ほか、関連部門と連携し、お客様にご安心いただけるよう情報提供に努

めています。また、お客様一人ひとりとのコミュニケーションを大切にし、お

客様との良好な信頼関係づくりに努め、商品・サービスをはじめとする企

業活動における「お客様満足品質」の実現に向けて取り組んでいます。

お客様とのコミュニケーション
味の素グループでは、「つねに“お客様第一”を心がけ、豊かな創造性とすぐれた技術により、安全で高品質な商品・サービスを提供する」

ことを事業姿勢としています。“味の素品質保証システム”「アスカ」の中でも、お客様とのコミュニケーションを図る方法を明確にし、 

実施することをグループの方針として掲げ、味の素グループ各社で窓口を設置し、お客様からのご意見・ご要望を真摯に承っています。

さらに、いただいたご意見やご要望などを社内で共有し、事業活動や商品・サービスに反映する活動を推進しています。

味の素（株）および味の素冷凍食品（株）では、品質マネジメント−顧客満足−組織における苦情対応のための指針「ISO 10002※5」に則り、

「お客様満足推進方針」と「お客様満足行動指針」を定め、「お客様満足品質」の実現に向けて取り組んでいます。

私たちは、お客様の声に素直に耳を傾け、お客様の目線で考え、知恵を結集し、お客様にご満足いただける商品・サービスを提供し
ます。そして、お客様に信頼される誠実な企業をめざします。

❶ 私たちは、お客様に、安全で安心してお使いいただける商品・サービスを提供します。
❷ 私たちは、お客様からのご指摘、ご要望、お問い合わせに、正確・迅速・親切にお応えします。
❸ 私たちは、お客様からいただいた貴重な声を、より価値ある商品・サービスに反映するように努めます。
❹ 私たちは、お客様に、適切な情報を積極的に提供します。
❺ 私たちは、お客様の権利を保護するため、関連する法規および社内の自主基準を遵守します。

お客様満足推進方針

お客様満足行動指針

お客様の声を聞き、お客様から学ぶ

※5　ISO	10002：苦情対応マネジメントシステムの国際規格。お客様によりご満足いただくために、お客様からの苦情に対し、適切に、迅速に対応するよう、組織がどのようにあるべきかの要件を指針として定めたもの

　国内食品６社のお客様相談部門では、3カ月に1度ミーティングを行い、

応対品質向上における共通テーマへの取り組みも行っています。今後は、

海外法人の相談部門との連携も一層強化し、味の素グループ全体での

応対品質向上に向けた活動をさらに推進していきます。

「お客様満足品質」の実現に向けて

消費者課題

■ 味の素（株）お客様相談センターの2012年度の主な取り組み
主な取り組み 内容

「応対品質」の向上を目指した応対者教育プログラムの実施 コミュニケーション力向上のための教育研修、その他トレーニングを継続実施

「お客様の声」を関係部署と共有する活動の充実、強化
・「お客様の声」を、タイムリーに社内で共有し、商品やサービスの改善に反映
・改善の事例をお客様とホームページで共有
・商品開発時の品質アセスメント会議において、お客様視点での評価を実施

商品へのご指摘への対応満足向上の取り組み 調査回答文書の社内横断的な改善を推進

社内研修「お客様満足研修」の実施
❶「お客様の視点」気づき講座				❷「お客様満足研修」電話対応体験一日実習
❸“お客様の声”分析実習										❹“お客様の声ポータル”使い方研修
❺	営業部門対応研修　　　　　			等（15講座に 137名が参加）

※6　国内食品６社：味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素ゼネラルフーズ（株）、（株）J-オイルミルズ、
ヤマキ（株）、日本ケロッグ（合）

※相談窓口のない法人においても、電話、ホームページ等でお問い合わせを受け付けています。

◦ タイ味の素社
◦ ブラジル味の素社

お客様相談窓口を設けている代表的な海外法人

◦ インドネシア味の素社
◦ ベトナム味の素社　　等
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お客様の声をもとに、よりよい商品へ

消費者課題

ワンタッチキャップを導入したところ、「鍋に振り入れると、顆粒が湯気で
湿気て振り出し口に付き、蓋がしまりにくい」とのお声をいただきました。

振り出し口の形を工夫し、顆粒がつきにくく、顆粒がついても蓋が閉まる
構造へと改善。同時に、料理が楽しくなるデザインを採用したところ、お
客様から使いやすくなった上、笑顔になるとのご意見をいただきました（特
許、意匠出願中）。

2012年秋に、調理時に油・水を必要としない｢ギョーザ｣を発売したとこ
ろ、「焼き上がりがわかりにくい」との声が、特に高齢のお客様より寄せら
れました。

2013年春に、「ギョーザ」の焦げ付きを少なくするよう製品の改善を行
いました。また、パッケージ裏面には「おいしく焼くコツ」として仕上げ時
の焼き加減がわかるように写真と調理ポイントを赤い色で目立つように
掲載しました。当初ご不満の声をいただいたお客様にサンプル品とアン
ケートをお送りした結果、約9割の方から「うまく焼けた」との回答をい
ただきました。

■ 「味の素KK中華あじ」の改善事例 ■ 味の素冷凍食品（株）「ギョーザ」の改善事例

お客様の声 お客様の声

	品質へのこだわり＞お客様の声の反映
	 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/kodawari/customer.html		リンク

	味の素冷凍食品（株）	お客様の声をいかしました
	 http://www.ffa.ajinomoto.com/faq/voice.html		リンク	お客様の声を活かして

	 http://okyakusama.ajinomoto.co.jp/voice/		リンク

■ 「お客様の声」を商品づくりに反映させる仕組み

社内情報共有システム「お客様の声ポータル」では、
商品に寄せられたご指摘やご意見とともに、喜びや
励ましの声も毎週公開され、従業員の励みにもなっ
ている

改善前 改善後

「おいしく焼くコツ」改善後の最新表示
（2013年10月現在）

裏面

　味の素グループは、お客様からいただいたご意見をタイムリーに

社内で共有し、商品・サービスの改善に反映しています。

　味の素（株）では、お客様よりいただいた貴重なご意見・ご要望は、

すべて当日のうちにデータ化し、翌日には社内情報共有システム「お

客様の声ポータル」に公開し、全従業員が閲覧できるようにしてい

ます。その中で、緊急性の高いご指摘などは直ちに該当部門へ伝え、

原因を究明して再発防止策を講じるとともにお客様へ報告します。

　また、お客様相談センター内で毎月開催する「お客様の声読み込

み会議」でご意見・ご要望を共有し、様 な々角度から分析して課題

を抽出します。その際、お客様の目線で商品を見直すべく「現物・再

現主義」※1に則って、先入観を持たずにお客様の声を受け止めるこ

とを徹底しています。

　さらに、商品へのお問い合わせの推移、お客様の意識の変化、ご

要望やご提案などについても、各商品事業部門と毎月開催される

「開発会議」や半期ごとの「お客様の声活用会議」において共有し、

商品開発や商品改善に反映しています。

お客様の声から課題を抽出し、改善する取り組み

お客様 お客様相談センター

緊急の場合は随時協議

事業部門

企画

開発 製造

販売

商品改善・商品開発によるお客様満足の向上

お問い合わせ・
ご指摘

担当者が
お客様の声を
読み込み

お客様の声
読み込み会議
（毎月）

お客様の声活用会議
（半期ごと）

開発会議（毎月）

※1　現物・再現主義：実際の商品を使ってできるだけお客様と同じ状態を再現し、体感しながら理
解すること

http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/kodawari/customer.html
http://okyakusama.ajinomoto.co.jp/voice/
http://www.ffa.ajinomoto.com/faq/voice.html
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消費者課題

　味の素（株）では、お客様からご指摘をいただいた商品について

は1件1件製造工場で原因について調査し、ご報告を行っています。

また、2008年よりその調査報告への満足度を確認するアンケートを

継続実施し、調査報告の改善に努めています。

　2012年度は、特にお客様のお気づきになった状況や背景、不安な

お気持ちを丁寧に、的確に拝聴するための応対者研修を実施し、疑

問や不安に思われた点を詳細に記録するルールを徹底しました。ま

た製造工場では、事象の発生原因の調査にとどまらず、お客様が疑

問や不安に思われた点も確認し、調査結果に織り込むよう改善を始

めています。さらに、調査結果をご報告する際にもお客様に理解い

ただけるよう科学的な専門用語をわかり

やすく説明し、写真やグラフを活用する

などの工夫をしています。2012年度のア

ンケートでは、90%以上のお客様に「ま

た味の素（株）の製品を購入したい」と

のご回答をいただきました。

商品へのご指摘時の対応満足向上の取り組み ■ 2012年度に寄せられたお問い合わせの内容

2012年度は、前年に多かった東日本大震災に関連した賞味期間や原料に関するお問い合わせが減少。

毎月約180万人が訪問する「レシピ大百科R」

「コミュニティ」ページのコンテンツ「み
んなでVOTE！」や「みんなでトーク♪」
などでは、食にまつわる様々なテーマ
で会員同士が交流

従業員が自らの仕事を紹介し、お
客様と交流する「社員のつぶやき
リレー」では、工場、営業、商品開
発担当など様 な々従業員が登場

味の素（株）	問い合わせ件数：38,800件（2011年度比	88％）
味の素グループ国内食品6社の問い合わせ件数合計：83,400件（2011年度比	89％）

お問い合わせ内訳

味の素（株）の「お客様の声」
内訳（全体：38,800件）

取扱店
14%

お問い合わせ
94%

賞味期限
14%

使用
   方法

       10%

原料
製法

10%

品種価格
8%

その他

23%

ご指摘4%
ご提案1% ファンレター1%

　味の素（株）ではこれまでも、お客様の声を反映させた製品改訂や販促企画などを

行ってきました。これらの取り組みをさらに深化・加速させるため、従業員とお客様、ま

たお客様同士の対話ができる双方向型の食コミュニティサイト「AJINOMOTO	PＡＲＫ」

を2012年7月にオープンしました。

　「AJINOMOTO	PARK」は、約1万のレシピの中から、お客様のレシピ検索履歴など

を元にお客様にぴったりなレシピをおすすめするレシピレコメンド機能も搭載した「レシ

ピ大百科R」の他、食やレシピについて会員のお客様や従業員が交流できる「コミュニ

ティ」、食に関する悩みや疑問を会員同士で解決する「食のQ＆A」、キャンペーン情報を

掲載する「キャンペーン」の4つのコンテンツで構成されています。

　これからも、「AJINOMOTO	ＰＡＲＫ」を介した様々なコミュニケーションを通じて、

お客様の豊かな食生活を支えていきます。

お客様との双方向型の食コミュニティサイト「AJINOMOTO ＰＡＲＫ」をオープン

	「AJINOMOTO	PARK」
	 http://park.ajinomoto.co.jp/		リンク

調査報告への満足度を確認するアンケート

味の素（株）　家庭用事業部
LTVマーケティンググループ

森村	恵理子

お客様から「AJINOMOTO	PARK」への様々なうれしい声

をいただいています。これからも、お客様とのコミュニケー

ションを通じて、食卓にさらに「おいしさ」と「楽しさ」を広

げられるようお手伝いしていきたいと思います。

●	レシピで勉強！	キャンペーンでお楽しみ！	そして何よりスタッフさん方から

のコメント！	今、私の1番のお気に入りのサイトです。
●「食のQ&A」はとてもよいコーナーですね！	素朴な疑問を誰かに聞くってと

ても大変なことですが、気軽に利用できる機会があるのはとてもよいことだ

と思います。

担当者のコメント

お客様の声

http://park.ajinomoto.co.jp/
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　ユニバーサルデザイン（UD）視点の導入は、商品の安全・安心を

追求するとともに、すべてのお客様の「より豊かな食生活の実現」に

向けた、味の素グループの重要な使命であると考えています。味の

素グループは、様 な々方にとって使いやすい商品パッケージを目指し、

各社でUDの取り組みを進めています。

　味の素（株）では、「品種区別のための色使い」「文字の視認性の

向上」など、多様な方向性からUDのガイドラインを定めています。近

ユニバーサルデザインの取り組み
年では、UDの視点で「情報のわかりやすさを考慮したデザイン」を

重要視しています。また、商品を使用するお客様に特に求められて

いる情報を整理し、さらには購入・使用・廃棄シーンなども慎重に考

慮した上で、デザイン開発・導入を進めることで、より幅広い方々に

とって魅力的なパッケージにし、お客様満足の向上につなげたいと

考えています。今後も、パッケージの基本機能とともに、経済性、環

境配慮などを両立させたUDの研究を継続的に進めていきます。

　味の素グループでは、お客様をはじめとした個人情報の取り扱いルー

ルを明確にし、管理対象情報について組織的管理を実施しています。

　「情報取扱規程」に加え、「個人情報保護法」に準拠した業務運用

指針として「個人情報取扱ガイドライン」を制定し、具体的な手続きを明

確にして運用しています。個人情報の取り扱いは、ISO 27001（情報セ

キュリティマネジメント）の考え方に基づき、運用・保守ルールを定め、2名

が相互牽制して個人情報に関する作業をするなど、人的側面も考慮し

お客様情報・個人情報取り扱いの徹底
た対応をとっています。取り扱いを外部に委託する場合には、社内で行

う管理と同等の管理ができていることを確認しています。また、管理して

いる個人情報は「個人情報管理データベース」へ登録しています。2012

年7月には管理状況についての総点検を完了しました。さらに、お客様を

対象としたキャンペーン等で個人情報を取り扱う、国内の関係会社での

個人情報の管理状況の点検を実施しました。

　今後も、一層の個人情報保護・管理に努めていきます。

	 P50　人権：事業における人権への配慮			参照

	 P40　組織統治：情報セキュリティの徹底			参照

消費者課題

切り口をわかりやすく表示

お客様が最初に気にされる「賞味
期限」「お客様相談センターのご
案内」を大きく目立つ位置に記載

お客様からのニーズの強い「作り
方のご案内」を、裏面中央で丁寧
に記載

製品の成分等にかかわる情報を近
くにまとめて記載

■ 「鍋キューブ®」パッケージの例
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TOPICS

フォーラムを通じて、サステナブルな暮らしを考える

食材を
上手に使って

食べ残しを減らせば、
ゴミは減らせる！

2009年 農林水産省「食品ロス統計調査」より

16%

54%
過剰除去

27%
食べ残し

1位 料理の量が多かったため
食卓に出した料理を食べ残した理由

食べられるのに
捨ててしまう
葉・皮など

日本の
食品廃棄量

一般家庭
からの

食品廃棄量

可食部の
廃棄

手つかずの食品
他 3%

6割

2～4割

200～
400万トン

1,000万トン

1,800万トン

食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案
味の素グループは食品メーカーとして、皆様の食卓に「おいしさ」や「健康」だけでなく、エコライフをお届けしたいと考えています。

それぞれのご家庭にとって、そして地球にとっても、健やかな「食卓」を実現すること。それが、味の素グループの願いであり、使命です。

味の素グループは、エコな商品の開発を追求し、エコなレシピやヒントをご提案することで、食卓からのエコライフを支援していきます。

第１部 	地球１個分のくらしへの道筋
　東北大学大学院教授	石田秀輝氏による「次世代につなぐ暮ら

しと食のか・た・ち」と題した基調講演では、将来の「こころ豊か

な暮らし」をイメージし、そこからバックキャスティングの手法によっ

てライフスタイルデザインやテクノロジーを考えることなど、食とくら

しを見直す様 な々知恵が語られました。

第2部 	みんなで描く、食とくらしの未来
　トークセッションでは3つのチームが登壇。それぞれが考えた

2030年のエコライフを提案しました。学生チームはエコで暮らしや

すい街について、主婦チームは日々 の暮らしの視点から「買い物を通

じた企業とのコミュニケーション」について発表しました。

　社員チームは自分たちが携わる商品のエコを紹介。味の素（株）

の「ほんだし®」や花王（株）の「アタック®」などの省資源や時短に

■ いっしょにつくろう、私たちのサステナブル・ライフスタイル　2012年12月15日（於：東京ビッグサイト）

第2回 味の素グループ サステナビリティフォーラム

　サステナブルな未来を築くためには、味の素グループだけではな

く、社会の皆様との連携が不可欠です。味の素グループでは、社会

の様 な々方 と々、様 な々場面で「望む未来」について語り合い、私た

ちに何ができるかを考える機会を大切にしています。

　その一つとして「味の素グループ サステナビリティフォーラム」を、 	味の素グループ	サステナビリティフォーラム
	 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/forum/		リンク

　日本では年間約1,800万トンもの食品廃棄物が排出されています。

　この廃棄物のうち、一般家庭からの排出量は1,000万トン。その

内、200万～400万トンが可食部、つまり食べ残しや調理時の過剰

除去、食べずに直接廃棄した「食品ロス」といわれています。

　ご家庭からの食品ロスをなくすために、毎日の食卓から、一人ひとり

が食べ物を大切においしく食べ切る視点が大切です。

日本の食品ロスは…

DATA

研究会共同代表	開会の挨拶 基調講演の様子

社員チームの発表

告知チラシ

来場者も○ーカードでチーム
提言に意思を表明

消費者課題

　味の素（株）、花王（株）が共同で立ち上げた「食とくらしのサステナブル・ライフスタイル研究会」が主催し、こころ豊かでサステナブルな

未来のために、毎日の食とくらしの中でできることを生活者の皆様と一緒に考えるフォーラムを開催しました。

　来場した約550名の参加者にとってもサステナブルな暮らしへの意識を高める貴重な場面となりました。

配慮した自社のエコ商品を紹介しながら、「企業の枠を超えて協働し、

情報や技術をシェアすることで地球1個分

の未来を実現したい」と発言しました。

2012年3月の初回以降、第2回目を2012年

12月、第3回目を2013年3月に、様 な々団体

と連携して開催しています。

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/forum/
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消費者課題

　味の素グループでは、家庭でゴミになってしまう商品の容器包装

の環境配慮を進めています。2010年秋からはお客様にできるだけ

環境によい商品を選んでいただくために、商品のエコが一目でわか

る独自の環境ラベル「味なエコ」マークRの表示を開始しました。

　毎日のお料理は、ご家庭で今日からすぐにエコライフを始めるチャ

ンスです。そこで、味の素（株）では、毎日のお料理の中で「エコ」で

「うまい（美味い・上手い）」、すなわち「エコうまR」なアイデアやレシ

ピを広げる活動に取り組んでいます。

商品やレシピを通じて、「食卓からのエコライフ」を広げる活動

「味なエコ」マークR商品を通じて

「エコうまレシピR」を通じて

	 P89　環境：容器包装に配慮した「味なエコ」マークR商品を広げる			参照

「味なエコ」
マークR商品数

128品種

2013年10月現在
（味の素グループ）

　「エコうまレシピR」バージョンの「ほんだしR」「味の素KKコンソメ」「味

の素KK丸鶏がらスープ」のCMを作成し、5月末から6月中旬まで

放映しました。

　2013年4月に「エコうまレシピR」

サイトをリニューアルし、「エコうまレ

シピR」メニューを大幅に追加しまし

た。生産者やプロの料理人の知恵

やアイデアが詰まったエピソードや、

皆様から募集したレシピ、子どもたち

の食エコ活動等もご紹介しています。

　テレビCMに連動して「エコうまレシピR」メニューを裏面に入れた商

品パッケージをデザイン・制作しました（430万個出荷）。

　それに合わせて店頭やイベント等で配布するためのメニューリーフも3

万部制作し、企画を盛り上げました。

　粘り強い商談の結果、全国23企業、1,000店舗の店頭で「エコ

うまレシピR」企画を実現しました。大手スーパーが制作するお客

様向け情報誌にも掲載していただきました。

テレビCMで

Webで

商品パッケージ・メニューリーフを通じて

店頭で

	食卓から始めるエコライフ＞エコうまレシピ
	 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/ecouma/		リンク

食材を
ムダなく
活用！

「旬」の
食材を
選ぼう！

手際よく、
簡単に！

おいしい、はエコロジー

TOPICS

　味の素（株）では、2013年6月の環境月間（6月5日世界環境デー）

を中心に、テレビや新聞、店頭、商品パッケージ、Web等の様 な々

媒体を通じて、「エコうまレシピR」を提案するキャンペーンを実施

しました。

　この活動は、お客様のグリーン購入とエコライフを促進する活

「エコうまレシピR」キャンペーン2013

展開したメニュー 一例

家庭用事業部が中心となって「エコ
うまレシピR」企画を進めました

※「味なエコ」マーク、「エコうま」、「エコうまレシピ」は、味の素（株）の登録商標です。

キャベツを使い切る
『山盛りキャベツの
絶品豚汁』

広域営業部	大手広域スーパー
営業担当者

商品の裏面広告部制作企画グループのメンバー

ナイスリメイクでエコ
『とんじゃがスープ』

動として評価され、2013年10月、

グリーン購入ネットワークが主催

する「第15回グリーン購入大賞」

の審査員奨励賞を受賞しました。

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/ecouma/
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佐賀県

島根県

愛媛県

沖縄県 岐阜県 愛知県

福島県

青森県

東京都

消費者課題

　2013年6月5日の世界環境デーに合わせて、全国の地方新聞40紙とローカル

テレビ46局、雑誌等とタイアップした企画を展開しました。

　生産者や料理研究家の方 な々どに、各地域の地元の旬の食材を、ムダなく、

おいしく食べ切る「エコうまレシピR」や知恵を語っていただきました。

　「AJINOMOTO	PARK」会員の皆様から、「エコうまR」なアイデアやレシピ

を2013年4月より募集しました。200件近くの中から、さらに会員によるWeb投

票を5月、6月に実施し、1,673名がご参加くださいました。

新聞・ローカルテレビ局・雑誌で

皆様の「エコうまレシピR」募集キャンペーン

広報部広告企画グループのメンバー

味の素（株）の食コミュニティサイト「AJINOMOTO	PARK」を
運営する家庭用事業部のメンバー

グランプリはきんぴらをナイスリメイクした
『きんぴらつくね』でした。
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　「エコプロダクツ2012」は、2012年12月13日〜15日の3日間、東京

ビッグサイトで開催され、18万人以上の来場者を迎えた日本最大級

の環境展示会です。

　味の素グループでは、4社が共同でブースを出展しました。味の素

グループのエコプロダクツの紹介を行うとともに、ブース内ステージ

では試食などを交えながら、食卓からのエコライフを始める提案を

行いました。従業員が直接来場者の皆様とお話しする貴重な機会と

して、様 な々ご意見を伺うことができました。

　味の素（株）では、2010年度より（財）グリーンクロス・ジャパン

が実施する「みどりの小道」環境日記※に応募された作品の中から、

「食」に関する楽しく、すぐれた活動を味の素「食エコKIDs賞」とし

て表彰しています。

　3回目となる2012年度は10名の子どもたちの活動に贈られました。

こうした活動を通じて、未来を担う子どもたちが家庭で食エコ活動

に取り組むための応援を続けていきます。

　味の素グループでは、企業広告を通じて食卓からのエコライフの

ヒントをご提案しています。

「エコプロダクツ2012」への出展を通じた皆様との対話

未来を担う子どもたちとともに　味の素「食エコKIDs賞」の表彰

広告を通じて

※　（財）グリーンクロス・ジャパンが実施する「みどりの小道」環境日記事業では、環境問題に取り
組むための参考になるガイドブックと、12週間分の環境日記を記入する日記帳を、約10万名の小
学生に配布されている

「地球を救うのは、たったひとりのヒーローではなく、
お母さんたちかもしれません」

地球温暖化を台所からストップするコンセプトで、エコ
クッキングのヒントを湯気に見立てた環境広告。

「そのエコバッグ、エゴバッグになっていませんか。」

エコバッグを持つことだけで満足せず、食材を使い切る
ことの大切さを呼びかけています。

「一菜合菜（いっさいがっさい）」

部位が違えば味も違う。一つの野菜でこんなにも豊かな料理ができることを紹介。

「EDO時代、ECOヒント」篇

2012年12月に行った
授賞式の風景

グループ従業員およそ100名が参加

子どもたちの書いた
「みどりの小道」環境日記（一部）

「もったいない」篇

「消費者のためになった広告コンクール」雑誌広告部門	経済産業大臣賞／
ベストパートナー賞	ほか受賞

	味の素「食エコKIDs賞」の取り組み
	 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/kids/		リンク

	新聞・雑誌広告のご紹介
	 http://www.ajinomoto.co.jp/kfb/cm/newspaper/		リンク

消費者課題

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/kids/
http://www.ajinomoto.co.jp/kfb/cm/newspaper/



