
味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

味の素㈱ 川崎事業所／東海事業所 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 1,658

使用水量 km

3

21,368

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 24.1 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 85.4

資源化量 kt 24.1 SO
x
量 t －

資源化率 % 99.9 NO
x
量 t 58.8

廃棄物処分量 kt 0.03

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

9,4569,4569,4569,456

BOD量 t 15.6

全窒素量 t 59.1

全リン量 t 0.4

●所在地：　神奈川県川崎市

●主な生産品目：　調味料、アミノ酸

●ISO14001認証登録日：　2001年 3月（工場エリア）

●ISO14001認証登録日：　2003年 3月（研究所エリア）

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 984

使用水量 km

3

12,592

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 13.3 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 51.3

資源化量 kt 13.3 SO
x
量 t 0.0

資源化率 % 99.9 NO
x
量 t 18.9

廃棄物処分量 kt 0.02

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

12,80312,80312,80312,803

BOD量 t 29.3

全窒素量 t 94.6

全リン量 t 31.0

●所在地：　三重県四日市市

●主な生産品目：　甘味料、調味料、化成品、アミノ酸

●ISO14001認証登録日：　1999年11月

味の素㈱味の素㈱味の素㈱味の素㈱    川崎事業所（工場・研究所）川崎事業所（工場・研究所）川崎事業所（工場・研究所）川崎事業所（工場・研究所） 

味の素㈱味の素㈱味の素㈱味の素㈱    東海事業所（工場）東海事業所（工場）東海事業所（工場）東海事業所（工場） 



味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

味の素㈱九州事業所／クノール食品㈱川崎事業所 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 1,298

使用水量 km

3

8,505

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 32.3 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 98.5

資源化量 kt 32.3 SO
x
量 t 711.7

資源化率 % 100.0 NO
x
量 t 58.2

廃棄物処分量 kt 0.01

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

8,1428,1428,1428,142

BOD量 t 83.7

全窒素量 t 252.7

全リン量 t - 

●所在地：　佐賀県佐賀市諸富町

●主な生産品目：　アミノ酸

●ISO14001認証登録日：　1998年 7月

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 70

使用水量 km

3

46

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 1.1 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 5.4

資源化量 kt 1.1 SO
x
量 t - 

資源化率 % 100.0 NO
x
量 t - 

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

- 

BOD量 t - 

全窒素量 t - 

全リン量 t - 

●所在地：　神奈川県川崎市

●主な生産品目：　スープ、ソース類

●ISO14001認証登録日：　2003年 7月

味の素㈱味の素㈱味の素㈱味の素㈱    九州事業所（工場）九州事業所（工場）九州事業所（工場）九州事業所（工場） 

クノール食品㈱クノール食品㈱クノール食品㈱クノール食品㈱    川崎事業所（工場）川崎事業所（工場）川崎事業所（工場）川崎事業所（工場） 



味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

クノール食品㈱ 東海事業所／中部事業所 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 98

使用水量 km

3

476

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 0.8 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 7.4

資源化量 kt 0.8 SO
x
量 t - 

資源化率 % 100.0 NO
x
量 t - 

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

430

BOD量 t 0.1

全窒素量 t 0.3

全リン量 t 0.0

●所在地：　静岡県島田市

●主な生産品目：　レトルト食品、スープ、医薬品

●ISO14001認証登録日：　2002年 8月

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 48

使用水量 km

3

99

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 1.4 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 3.9

資源化量 kt 1.4 SO
x
量 t 0.0

資源化率 % 100.0 NO
x
量 t 0.6

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

63

BOD量 t 0.2

全窒素量 t 0.2

全リン量 t 0.1

●所在地：　三重県四日市市

●主な生産品目：　スープ、マヨネーズ類

●ISO14001認証登録日：　2002年11月

クノール食品㈱クノール食品㈱クノール食品㈱クノール食品㈱    東海事業所（工場）東海事業所（工場）東海事業所（工場）東海事業所（工場） 

クノール食品㈱クノール食品㈱クノール食品㈱クノール食品㈱    中部事業所（工場）中部事業所（工場）中部事業所（工場）中部事業所（工場） 



味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

味の素冷凍食品㈱ 関東工場／四国工場 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 85

使用水量 km

3

197

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 1.3 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 6.8

資源化量 kt 1.3 SO
x
量 t 0.0

資源化率 % 100.0 NO
x
量 t 0.0

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

101

BOD量 t 0.4

全窒素量 t 0.6

全リン量 t - 

●所在地：　群馬県邑楽郡大泉町

●主な生産品目：　冷凍食品

●ISO14001認証登録日：　2005年 3月

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 116

使用水量 km

3

217

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 2.2 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 10.1

資源化量 kt 2.2 SO
x
量 t 0.4

資源化率 % 100.0 NO
x
量 t 0.2

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

- 

BOD量 t - 

全窒素量 t - 

全リン量 t - 

●所在地：　香川県さぬき市長尾町

●主な生産品目：　冷凍食品

●ISO14001認証登録日：　2005年 3月

味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱    関東工場関東工場関東工場関東工場 

味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱    四国工場四国工場四国工場四国工場 



味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

味の素冷凍食品㈱ 九州工場／中部工場 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 58

使用水量 km

3

133

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 1.3 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 5.2

資源化量 kt 1.3 SO
x
量 t 0.3

資源化率 % 100.0 NO
x
量 t 0.3

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

- 

BOD量 t - 

全窒素量 t - 

全リン量 t - 

●所在地：　佐賀県佐賀市諸富町

●主な生産品目：　冷凍食品

●ISO14001認証登録日：　2003年 3月

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 115

使用水量 km

3

213

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 2.5 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 9.2

資源化量 kt 2.5 SO
x
量 t 165.1

資源化率 % 100.0 NO
x
量 t 138.6

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

126

BOD量 t 0.4

全窒素量 t 0.4

全リン量 t －

●所在地：　岐阜県揖斐郡池田町

●主な生産品目：　冷凍食品

●ISO14001認証登録日：　2000年 2月

味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱    九州工場九州工場九州工場九州工場 

味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱味の素冷凍食品㈱    中部工場中部工場中部工場中部工場 



味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

味の素製薬㈱ 埼玉工場／福島工場 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 105

使用水量 km

3

131

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 0.5 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 7.1

資源化量 kt 0.5 SO
x
量 t －

資源化率 % 99.6 NO
x
量 t 1.2

廃棄物処分量 kt 0.002

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

99

BOD量 t 0.7

全窒素量 t 1.0

全リン量 t 0.1

●所在地：　埼玉県比企郡川島町

●主な生産品目：　輸液製剤

●ISO14001認証登録日：　2006年 4月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(会社合併により2005年3月の登録を拡大）

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 124

使用水量 km

3

62

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 0.5 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 9.4

資源化量 kt 0.5 SO
x
量 t - 

資源化率 % 99.9 NO
x
量 t 0.5

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

36

BOD量 t 0.1

全窒素量 t 0.03

全リン量 t - 

●所在地：　福島県白河市白坂

●主な生産品目：　成分栄養剤、インスリン分泌促進剤

●ISO14001認証登録日：　2006年 4月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(会社合併により2005年3月の登録を拡大）

味の素製薬㈱味の素製薬㈱味の素製薬㈱味の素製薬㈱    埼玉工場埼玉工場埼玉工場埼玉工場 

味の素製薬㈱味の素製薬㈱味の素製薬㈱味の素製薬㈱    福島工場福島工場福島工場福島工場 



味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

味の素製薬㈱ 清水工場／大井川工場 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 75

使用水量 km

3

273

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 1.6 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 5.7

資源化量 kt 1.6 SO
x
量 t - 

資源化率 % 99.6 NO
x
量 t 0.7

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

221221221221

BOD量 t 0.1

全窒素量 t 0.1

全リン量 t - 

●所在地：　静岡県静岡市清水区

●主な生産品目：　輸液等

●ISO14001認証登録日：　2006年 4月

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 186

使用水量 km

3

554

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 0.5 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 12.9

資源化量 kt 0.5 SO
x
量 t 1.2

資源化率 % 99.8 NO
x
量 t 4.8

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

244

BOD量 t 0.1

全窒素量 t 0.1

全リン量 t - 

●所在地：　静岡県志太郡大井川町

●主な生産品目：　輸液等

●ISO14001認証登録日：　2006年 4月

味の素製薬㈱味の素製薬㈱味の素製薬㈱味の素製薬㈱    清水工場清水工場清水工場清水工場 

味の素製薬㈱味の素製薬㈱味の素製薬㈱味の素製薬㈱    大井川工場大井川工場大井川工場大井川工場 



味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

タイ地区／ブラジル地区 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 6,812

使用水量
km

3

22,226

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 379.0 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 470.5

資源化量 kt 378.4 SO
x
量 t 762.0

99.9 パパデン工場 NO
x
量 t 444.7

99.8 パトムタニ工場

99.8 カンペンペット工場

80.1 ノンケー工場

99.9 バーディー工場

100.0 ラルンケオ工場

廃棄物処分量 kt 0.6

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

17,305

BOD量 t 45.3

全窒素量 t 214.1

全リン量 t 47.4

%資源化率

●所在地：　タイ

●主な生産品目：　調味料、食品、飼料用アミノ酸

●ISO14001認証登録日： 2001年9月　パトムタニ工場

●ISO14001認証登録日： 2002年6月　カンペンペット工場

●ISO14001認証登録日： 2003年7月　パパデン工場

●ISO14001認証登録日： 2006年1月　ノンケー工場

●ISO14001認証登録日： 2010年3月　バーディー工場

●ISO14001認証登録日： 　※ラルンケオ工場：パパデン工場認証範囲に含む

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 4,665

使用水量 km

3

7,838

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 794.3 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 172.4

資源化量 kt 785.2 SO
x
量 t 83.1

97.0 リメイラ工場 NO
x
量 t 259.9

資源化率 99.8 ラランジャル・パウリスタ工場

100.0 バルパライソ工場

99.9 ペデルネイラス工場

廃棄物処分量 kt 9.1

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

5,286

BOD量 t 28.7

全窒素量 t 26.6

全リン量 t -

%

●所在地：　ブラジル

●主な生産品目：　調味料、飼料用アミノ酸、医薬用アミノ酸

●ISO14001認証登録日：　2001年12月　リメイラ工場

●ISO14001認証登録日：　2003年 6月　ラランジャール・パウリスタ工場

●ISO14001認証登録日：　2004年11月　バルパライソ工場

●ISO14001認証登録日：　2007年11月　ペデルネイラス工場

タイ地区タイ地区タイ地区タイ地区    タイ味の素社タイ味の素社タイ味の素社タイ味の素社 パパデン工場、パトムタニ工場、カンペンペット工場、ノンケー工場、ラルンケオ工場パパデン工場、パトムタニ工場、カンペンペット工場、ノンケー工場、ラルンケオ工場パパデン工場、パトムタニ工場、カンペンペット工場、ノンケー工場、ラルンケオ工場パパデン工場、パトムタニ工場、カンペンペット工場、ノンケー工場、ラルンケオ工場  
タイ味の素販売社タイ味の素販売社タイ味の素販売社タイ味の素販売社    バーディー工場バーディー工場バーディー工場バーディー工場 

ブラジル地区ブラジル地区ブラジル地区ブラジル地区      ブラジル味の素社ブラジル味の素社ブラジル味の素社ブラジル味の素社    リメイラ工場、ラランジャル・パウリスタ工場、バルパライソ工場、リメイラ工場、ラランジャル・パウリスタ工場、バルパライソ工場、リメイラ工場、ラランジャル・パウリスタ工場、バルパライソ工場、リメイラ工場、ラランジャル・パウリスタ工場、バルパライソ工場、 
                                            ペデルネイラス工場ペデルネイラス工場ペデルネイラス工場ペデルネイラス工場 



味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

フランス地区／北米地区 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 5,585

使用水量 km

3

13,252

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 241.1 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 234.0

資源化量 kt 236.7 SO
x
量 t 0.6

48.9 ダンケルク工場 NO
x
量 t 75.1

資源化率 % 99.9 アミアン工場

99.9 ネール工場

廃棄物処分量 kt 4.5

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量
km

3

13,875

BOD量 t 101.8

全窒素量 t 45.7

全リン量 t -

●所在地：　フランス

●主な生産品目：　甘味料、飼料用アミノ酸、調味料

●ISO14001認証登録日：　2006年 1月　ダンケルク工場

●ISO14001認証登録日：　2006年 3月　アミアン工場

●ISO14001認証登録日：　2006年12月　ネール工場

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 4,314

使用水量 km

3

4,878

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 203.3 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 321.9

資源化量 kt 202.8 SO
x
量 t 1.4

99.8 アイオワ工場 NO
x
量 t 97.4

資源化率 % 98.9 ノースカロライナ工場

99.7 エディビル工場

廃棄物処分量 kt 0.5

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

4,209

BOD量 t 29.2

全窒素量 t 116.9

全リン量 t 2.5

●所在地：　アメリカ合衆国

●主な生産品目：　調味料、飼料用アミノ酸、医薬用アミノ酸

●ISO14001認証登録日：　2003年11月　アイオワ工場

●ISO14001認証登録日：　2004年 4月　エディビル工場

●ISO14001認証登録日：　2004年 5月　ノースカロライナ工場

フランス地区フランス地区フランス地区フランス地区        欧州味の素甘味料社欧州味の素甘味料社欧州味の素甘味料社欧州味の素甘味料社    ダンケルク工場、味の素ユーロリジン社ダンケルク工場、味の素ユーロリジン社ダンケルク工場、味の素ユーロリジン社ダンケルク工場、味の素ユーロリジン社    アミアン工場、アミアン工場、アミアン工場、アミアン工場、 
欧州味の素食品社欧州味の素食品社欧州味の素食品社欧州味の素食品社    ネール工場ネール工場ネール工場ネール工場 

北米地区北米地区北米地区北米地区        味の素ノースアメリカ社味の素ノースアメリカ社味の素ノースアメリカ社味の素ノースアメリカ社    アイオワ工場、ノースカロライナ工場アイオワ工場、ノースカロライナ工場アイオワ工場、ノースカロライナ工場アイオワ工場、ノースカロライナ工場 
                                味の素ハートランド社味の素ハートランド社味の素ハートランド社味の素ハートランド社    エディビル工場エディビル工場エディビル工場エディビル工場 



味の素グループ サステナビリティレポート 2013 
【環境】資料・データ編 

 

サイトデータ（国内外主要事業所） 

中国地区 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

投入エネルギー量 TJ 463

使用水量 km

3

407

OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績 項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 25.7 CO
2
量（購入電力によるものを含む） kt 49.6

資源化量 kt 25.6                  SO
x
量 t 0.1

73.5                  上海味の素調味料社 NO
x
量 t 3.9

資源化率 % 99.9                  河南味の素アミノ酸社

99.8                  上海味の素アミノ酸社

廃棄物処分量 kt 0.1

●排水

項目項目項目項目 単位単位単位単位 2012年度実績2012年度実績2012年度実績2012年度実績

排水量 km

3

189

BOD量 t 3.3

全窒素量 t 1.8

全リン量 t -

●所在地：　中国

●主な生産品目：　調味料、医薬用アミノ酸 等

●ISO14001認証登録日：　2005年 7月　河南味の素アミノ酸社

●ISO14001認証登録日：　2005年 9月　上海味の素アミノ酸社

●ISO14001認証登録日：　2008年 2月　上海味の素調味料社

中国地区中国地区中国地区中国地区        上海味の素調味料社、河南味の素アミノ酸社、上海味の素アミノ酸社上海味の素調味料社、河南味の素アミノ酸社、上海味の素アミノ酸社上海味の素調味料社、河南味の素アミノ酸社、上海味の素アミノ酸社上海味の素調味料社、河南味の素アミノ酸社、上海味の素アミノ酸社 


