
消費者課題

消費者とともに築く
持続可能な社会

味の素グループが目指すのは、安全で高品質な商品・サービスをお届けすることで

世界のお客様のよりよい生活に貢献することです。

その実践のために、品質保証体制を整え、第三者認証の取得やサプライヤー監査を

積極的に行い、また、「食の安全体制強化プロジェクト」も発足しました。

加えて、お客様との情報共有やコミュニケーションも重要な活動と位置づけています。

いただいたご意見やご要望などを事業活動や商品・サービスに反映し、

よりお客様にご満足いただけるよう努めています。
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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。

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）

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。

2014-2016年度味の素グループ品質保証中期計画では、前期より引き続き「お客様との約束を守る」「お客様の期待に応える」

「確かなマネジメントを目指す」の3つの指針を骨格に、「お客様に安心していただける商品・サービスをお届けする」

「お客様の声に耳を傾け、お客様にとって新たな価値や魅力を有する商品をお届けする」等の目標を掲げています。

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（株）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。

「アスカ（ASQUA）」とは 　「アスカ」は、「味の素グループ品質方針」「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。
※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

　味の素グループの品質保証体制
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消費者課題

※2　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

※3　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

※4　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

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
　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。

「アスカ」の実施体制

　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27の厳しい基準を定めています。

味の素グループの品質基準

品質アセスメント基準
品質教育・訓練基準
Halal※2管理基準
Kosher※3管理基準
商品表示基準
原材料の品質管理基準

味の素グループの品質基準（全27基準のうち、一部抜粋）

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※4基準
トレーサビリティ基準
お客様の声対応基準（2014年4月制定）
お客様の声活用基準（2014年4月制定）

■ 2013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 84 件
食品：42 件、
バイオ・ファイン：42 件

包材関係 30 件

GSM※6 5 件

味の素冷凍食品（株） 原料関係 195 件

味の素製薬（株）

原料関係 10 件

包材関係 9 件

委託先 5 件

 P47　公正な事業慣行：CSR調達の推進   参照

　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。2013年度は、新規の取得組織・法人はありませんでし

たが、既に取得済みの組織・法人はすべて認証維持を継続してい

ます。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、

第三者認証の取得

※5　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ティブ

（GFSI）が制定したベンチマーク承認規格

　2013年度の取り組みと今後の取り組み

　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※6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ており、2013年度は

5件のGSM監査を実施しました。GSM Auditor Meetingという研

修を定期的に実施し、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

※6　GSM（Global Supplier Management）：海外のサプライヤーに対する品質管理強化のため、
海外の法人間で品質監査の相互協力をする味の素グループ独自の仕組み

FSSC 22000※5などの認証取得を進めています。2013年度は、味の

素（株）川崎事業所、東海事業所、九州事業所、味の素オムニケム社

の一部の製造サイトで認証を取得しました。今後もお客様のご要請

に合わせてGFSI承認の認証を取得していきます。
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　2013年度は、味の素グループで2件の自主回収がありました。4

月、「Pasta DoR」アラビアータ用原料のトマトダイスへの異物混

入が発生し製品への混入のおそれがあったため、約1万3千個を

対象にリコール※1しました。また同じく4月に業務用「GABANR」

商品回収について

※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

オイスターソースにカビが発生し、約1万4千本を対象にリコールし

ました。発生案件ごとの原因究明と再発防止のための管理強化

に加え、類似のトラブル防止対策を構築しました。

　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です。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。

　近年、原料由来、設備由来の異物混入のトラブルが増加傾向に

あったため、原料サプライヤーおよび生産設備の管理強化を進めまし

た。発生した品質クレームに対しては、一つひとつ徹底的な原因究明

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、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。

品質クレーム・トラブル低減の取り組み 　また、2013年7月に国内他社化粧品メーカーで発生した美白剤によ

る健康危害事故を受け、健康危害等の重大なトラブルにつながるお

それがあるお客様の声が見逃されることがないよう、その体制を強化

しました。グループ各社に寄せられたお客様の声は各社において解析

されてきていますが、これに加えて味の素（株）品質保証部においても

健康危害等につながるおそれのあるお客様の声を迅速に客観的か

つ組織横断的に確認、解析することを開始しました。万が一、緊急を

要する案件と判断された場合は、速やかに関係部署と共有する体制

を整えています。本取り組みは、下記「TOPICS」に記載している食の

安全を保証する体制強化における緊急対応体制においても活用され

ます。

良好な職場風土

ハード ソフト

TOPICS

　2013年12月に国内他社で発生した冷凍食品への農薬混入事

件を受け、味の素グループがお客様に一層安心していただける商品

をお届けするため、2014年3月に職場風土を検討する部会と原料

調達、生産、保管、輸送等について検討する部会からなる「食の安

全体制強化プロジェクト」を発足しました。本プロジェクトでは、

図の通り従業員との信頼関係をベースとした良好な職場風土の醸

成を要に、製造設備などのハード面と、品質基準やガイドラインな

どのソフト面の見直しや強化により、国内外のグループでサプライ

チェーン全体のリスクの極小化を図っていきます。また、万が一リ

コール等が必要な緊急事態の発生に備えて、「品質緊急対応判断

基準」などで社内各部署の役割と手順を規定しており、定期的に

リコール訓練やトレーサビリティ訓練で、その実効性を確認してい

ます。今後もお客様に安心していただける商品をお届けするために、

食の安全を保証するための体制強化に取り組んでいきます。

「食の安全体制強化プロジェクト」の発足

■ 食の安全を保証するための概念図
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全体研修

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）

専門教育

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

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

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

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

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

　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。毎年品質教育プログラムを

見直し、各組織や法人のニーズに見合ったプログラムを作成して、計

画的に教育を実施しています。

　2013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。「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27名が参加したほか、今年

で34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、過去最高の477名の国内外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。また、味の

素冷凍食品（株）では品質教育「スクールQ」や、自社農場や指定農

品質レベル向上のための人材育成

品質保証教育の体系とプログラム例

※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

場管理者向けの研修「アグリスクール」を実施し、品質教育結果につ

いての報告会も開催しました。

　海外の従業員を対象とした「第13回 QMS※2トレーニングコース」

には、米国、ブラジル、タイ、マレーシア、ベトナムから7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、グループの

品質保証のさらなるレベルアップについても活発なディスカッション

が行われました。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、2013年度は南米と中国、フィ

リピンで｢アスカスクール※3｣を開催しました。南米で80名、中国で23

名、フィリピンでは27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。

　2014年度も品質教育プログラム計画を作成し、グローバルに活躍

できる品質保証人材の育成に力を入れていきます。
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TOPICS

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

　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。

　品質にかかわる情報の共有

　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。

　味の素グループは、Webサイトの「商品情報」や「商品Q&A」などの

ページを通じて、商品の原材料や主な原材料の産地、栄養成分、製造

工場、アレルギー物質、使用方法など、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。

商品パッケージでの品質情報共有

Webサイトでの情報共有

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

● 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

Webサイト「商品情報」 Webサイト「お客様相談センター」Webサイト「確かな商品をお届けするために」

 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

 確かな商品をお届けするために
 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/  リンク  気になる「食」のキーワード

 http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/  リンク

 商品情報　http://www.ajinomoto.co.jp/products/  リンク  お客様相談センター　http://okyakusama.ajinomoto.co.jp/  リンク

　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によ

り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

食品添加物について

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。

　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。
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消費者課題

 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

　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供するため、表示基準も

GMO（遺伝子組換え作物）について

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。
※1　GMO：Genetically Modified Organism

　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、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

　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

　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。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

放射性物質について

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

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。

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。

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。
※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

  リンク
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＞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

　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

残留農薬について

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。
※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

  リンク
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
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　味の素グループでは、国内食品6社※2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。

　2014年4月には、味の素グループ独自の品質保証システム「アスカ」に

「お客様の声対応基準」「お客様の声活用基準」を新たに制定しまし

た。これにより、海外法人も含めた味の素グループ全体として「お客様の

声」をお伺いする応対品質向上の活動と「お客様の声」を反映したよりよ

い商品・サービスのご提供を目指した活動に一層推進していきます。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検討やお客様の声による改善事

例など取り組みの共有を行っています。

■ 味の素（株）お客様相談センターの2013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 Web サイトで共有
・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

商品に対する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 ①「お客様の視点」気づき講座 ②“お客様の声”分析実習
③“お客様の声ポータル”使い方研修 ④ 営業部門対応研修　等（19 講座に 295 名が参加）

※2　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、Webサイト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

　お客様の声を聴き、お客様から学ぶ

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※1」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

※1　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
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消費者課題

※3　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

　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、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。翌日には社内情報共有システム「お客様の声

ポータル」に「お客様の声」データを公開し、全従業員が閲覧できるよ

うにしています。2013年度はこの「お客様の声ポータル」を各部門が担

お客様の声から課題を抽出し、改善する取り組み 当商品の課題を閲覧しやすいよう改善を行いました。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」※3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。

 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  お客様相談センター＞お客様の声を活かしました

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

■ 「お客様の声」を商品づくりに反映する仕組み

マヨネーズを使い分けているご家庭からの
声をもとに、「ピュアセレクトRマヨネーズ」
と「ピュアセレクトRべに花マヨネーズ」に、
外袋がなくても商品名がわかるシールを貼
付しました。

お客様

商品改善・商品開発によるお客様満足の向上

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

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）

開発会議（毎月）

お客様の声活用会議
（半期ごと）

TOPICS

　タイのワンタイフーズ社では、それまで袋麺タイプだった

「YumYum」に、カップ麺「YumYum Cup TemTem」を新発売し

たところ、お客様より「フタが開けづらい」との声が寄せられました。

　このお客様の声を受け、マーケティング部門、R&D部門、購買部

お客様の声をもとに、よりよい商品へ
門、生産部門が一体となって改善を検討し、イージーシール性のあ

るフタの材質を採用しました。生産条件を調整することで容易に

開けることができ、かつ、それまでと同様に商品の品質も保持でき

る容器に改善することができま

した。さらに、調理例の写真が

鮮明となり、お客様にできあがり

のおいしさを一層わかりやすくお

伝えできるようになっています。

■ カップ麺「YumYum Cup TemTem」の改善事例

改善前 改善後

■ 2013年度に寄せられたお問い合わせの内容
味の素（株）お問い合わせ件数：38,200件（2012年度比99％）
味の素グループ国内食品6社のお問い合わせ件数：合計82,000件（2012年度比96％）

お問い合わせ
内訳

味の素（株）の「お客様の声」内訳（全体：38,200件）

ご提案 1%

ご指摘 4%

お問い合わせ
94%

賞味期限
14%

取扱店
13%

使用方法・
保存方法
12%

原料製法
10%

品種価格
8%

安全性
6％

広告・販促
6％

栄養成分
4％

その他
27%

ファンレター 1%

　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。

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。2013年度は、2012年度に

引き続きお客様のお気づきになった状況や背景、不安な気持ちを丁

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

安に思われた点も調査結果に織り込む

よう改善に取り組んでいます。さらに、調

査結果をご報告する際にも、お客様に

ご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

商品へのご指摘時の対応満足向上の取り組み

調査報告への満足度を確認する
アンケート

を活用する、文字を読みやすく大きくするなどの工夫をしています。

　これらの取り組みにより2013年度のアンケートでも、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。
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消費者課題

TOPICS

従来品の裏面 現行品の裏面

　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

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

ユニバーサルデザインの取り組み 重要視しています。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。この考え方は、家庭用食品に留まらず、医療・介護用食品にも

順次反映をしています。さらに今後は、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。

ユニバーサルデザインの事例

一番の注意事項を赤の広い
色面と共に記載

「使用上注意」「保管上の注
意」をそれぞれを枠で囲って
わかりやすく記載

お客様が最初に気にする
賞味期限、お客様相談セン
ター案内を目立つように記載

■ 「メディエフ®プッシュケア®」パッケージ

　味の素グループでは、お客様情報などお預かりしている個人情報を

安全に管理するため、ルールと手順を明確にし、これを関係者に周知す

ることにより、組織的な業務管理を実践しています。

　個人情報にかかわるルールとしては、情報セキュリティルールである

「情報取扱規程」の下に「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定義しています。これらのガイドラインは、ISO 27001

（情報セキュリティマネジメントシステム）の考え方に基づいて作成されて

います。

　制定したルールについては、新人・管理職・営業関係等階層・職種レ

ベルのセキュリティ研修に組み込み周知しています。また、業務を外部委

託する場合においても、同等の管理レベルを維持するため、委託先の

業務・システム状況に関するアセスメントを実施しています。管理している

個人情報は「個人情報管理データベース」へ登録することにより全社で

一元管理し、安全の確保に努めています。2013年8月には、管理している

個人情報について総点検を実施しました。

　お客様情報・個人情報取り扱いの徹底

 P45　組織統治：情報セキュリティの徹底   参照
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消費者課題

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、2010 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
その他 3%

6割

2～4割

200～
400万トン

1,100万トン

1,700万トン

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。

　日本では年間約1,700万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1,100万トン。そのうち、

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もので「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

　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、商品のエコがひと

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。

「味なエコ」マークR商品を通じて

商品やレシピ、広告を通じて、「食卓からのエコライフ」を広げる活動

「味なエコ」
マークR商品数

157品種 2014年7月現在
（味の素グループ）

Webサイトで

　Webサイトではおすすめの「エコう

まレシピR」のほか、プロの料理人の

知恵やアイデアが詰まったエピソード、

皆様から募集したレシピ、子どもたち

の食エコ活動などを紹介しています。

 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

　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。

「エコうまレシピR」を通じて

 P95　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、「エコうま」、「エコうまレシピ」は、味の素（株）の登録商標です。

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
「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。

新聞広告・冊子で

　2013年6月5日（世界環境デー）に、全国の地方新聞40紙で掲載し

た「エコうまレシピR」の広告を、Webサイトやイベントなどで配る冊

子にまとめました。生産者や料理研究家がアドバイスする、地元の

旬の食材をムダなくおいしく食

べ切る「エコうまR」な工夫やア

イデアレシピを紹介しています。

広告を通じて
　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

のヒントを提案しています。さらに2014年7月から、わかりやすくお

伝えするために一部動画で制作し、Webサイトで公開しています。

「EDO時代、ECOヒント」篇
EDO時代の食生活に学ぶECOのヒントを紹介。

動画版も公開中です。
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消費者課題

　味の素（株）では、2010年度より（一財）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※1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。

　4回目となる2013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

コ活動に取り組んでもらえるように応援を続けていきます。
※1 一般財団法人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10万人の小学生に配布している

2013年12月に行った授賞式の風景

未来を担う子どもたちとともに　味の素「食エコKIDs」賞の活動

TOPICS

2013年度味の素「食エコKIDs」賞のご紹介

「食エコプロフェッショナル」賞	神前茉央さん

「アフリカにお米を	—世界に広げる食エコ」賞	中濵紗也菜さん

　旬の新鮮な食材を使って様 な々料理に挑戦しながら、食材をム

ダにすることなく使い切るエコ料理の王道を歩んでいる神前茉央

さん。まだ小学３年生ですが、幼稚園の年中の時からお母さんと

キッチンに立ち、料理の腕を磨いてきました。2012年のエコプロ

ダクツ展で味の素グループブースを訪ねたことをきっかけに、得意

な料理を通じてできる「食エコ活動」に積極的に取り組んでくれて

います。

　こどもエコクラブでエコ活動に取り組む中、お米をつくって飢餓

に苦しむ国に届ける「アフリカの田んぼプロジェクト」への参加を

きっかけに、マリ共和国のことを調べ始めた中濵紗也菜さん。マリ

共和国が“食べるために命をかける国”であることがわかり、「食

べるものがあふれている日本人は好きなものを食べ、食べ残してい

ることを心から反省しないといけない」と考えるようになり、食エコ

活動に取り組むようになったそうです。

 味の素「食エコKIDs」賞とは
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/kids/award.html  リンク

　2013年度より、一部の小中学校で環境版出前授業を始めまし

た。「ほんだしR」を題材に、“だし”とは何かを体験した後に、原

料であるカツオの生態調査や、カツオをムダなく活かし切るモノづ

くりなど、企業の環境への取り組みを紹介。子どもたちに取り組

んでほしい「食卓からのエコライフ」を、独自の教材『ECO Life 

Book with食エコKIDs』を使って楽しく学んでいただいています。

「食エコ活動」普及のための活動

 味の素「食エコKIDs」の取り組み
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/kids/  リンク 『ECO Life Book with 食エコKIDs』
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消費者課題

ブース内でエコライフを提案グループ従業員およそ100名が参加

2013年9月6日 関東地方にお住まいの皆様

工場排水処理の仕組みを実験で説明

2013年10月30日 近畿地方にお住まいの皆様 2014年3月6日 東北地方にお住まいの皆様食器洗いのエコを学ぶ実験 講演。石田教授からの「エコで心
豊かな“意気”な暮らしを考えよう」

企業・商品のエコへの提言、エコライフについて
みんなでディスカッション

　日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ2013」は、2013年

12月12日〜14日の3日間、東京ビッグサイトで開催され、約18万人

の来場者を迎えました。

　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。

「エコプロダクツ2013」への出展を通じた皆様との対話

　味の素（株）、花王（株）、（株）イースクエア（CSR・環境コンサ

ルティング）の3社が立ち上げた「食とくらしのサステナブル・ライ

フスタイル研究会」は、生活者のサステナブルなライフスタイルの

実現に貢献するために、生活者と一緒に考える場の提供や情報

発信に取り組んでいます。

　エコプロダクツ2012で実施したフォーラムでは、約550名の参

加者より「もっと企業や商品のエコを知りたい」「役立つエコの知

恵を共有したい」「最新のエコを勉強したい」というご要望をいた

だきました。その声にお応えし、2013年度はモノづくりの現場や、

最先端のエコの研究施設を見学し、エコライフをみんなでディス

カッションするイベントを開催しました。

　第１回は味の素（株）川崎工場、第２回は花王（株）のエコラボ

ミュージアム、第３回は東北大学で実施し、参加者からは「現場

を見ることで企業の取り組むエコの理解が深まった」「自分のエ

コライフを広げるヒントが得られた」「心豊かな暮らしをイメージす

るとエコが楽しくなる」といった意見が多数あがりました。

サステナブルな未来を語らう場を通じた皆様との対話

もっと商品・企業のことが知りたい

味の素（株）川崎工場

具体的に役立つエコの知恵を共有したい

　 　花王（株）和歌山工場 エコラボミュージアム
最新のエコを勉強したい

　　 東北大学大学院 環境科学研究科 石田研究室

第1回

第3回第2回

 ecomomスペシャル「みんなで楽しく♪エコライフを考えよう」
 http://special.nikkeibp.co.jp/ts/article/ad0c/163183/  リンク
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消費者課題

フォーラムを通じて、「望む未来」を語り合う
　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

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、第４回目を

2014年6月に、様 な々団体と連携して開催

しています。

TOPICS

「九州にECOな農業を活性化せよ！バイオマスリンク	in	佐賀」2014年6月9日（於：ホテルマリターレ創世佐賀）

第4回 味の素グループ サステナビリティフォーラム

　味の素（株）が主催し、味の素（株）九州事業所と佐賀市が連携

して「佐賀市バイオマス産業都市」を推進する取り組みを軸に、地

域社会におけるバイオマス循環の実例を紹介するフォーラムを開

　味の素（株）九州事業所の工場で生まれる発酵副生バイオマス

を使い、佐賀市の下水浄化センターでつくる堆肥の質を向上させ、

農作物の品質向上を図る、味の素（株）、佐賀市、農家の三者にとっ

て価値ある地域連携の実例の紹介がありました。

　講演者全員によるパネルディスカッションでは、味の素（株）と

佐賀市との官民連携で九州のECOな農業を活性化する取り組み

が双方にメリットを生むことや、未来に向けてこのモデルを他の地

域に広げる構想などについても話し合われました。

　味の素（株）九州事業所、佐賀市下水浄化センター、発酵副生バイオマスを活用した肥料でアスパラガスを栽培している農家を訪れ、バイ

オマス循環の現場を視察しました。

第1部  講演＆パネルディスカッション

第2部  現地見学会

催し、約160名のメディア、佐賀市職員、地域の農業関係者および

一般のブロガーの方にもご参加いただきました。

工場で発生した発酵副生バイオマスを堆肥に混ぜることで、
乾燥に必要だった重油もCO₂排出量もゼロに

下水汚泥に弱酸性の発酵副生バイオマスを混ぜることで
中和され、アンモニア臭低減の効果も

「宝の肥料」の愛称で呼ばれ地域の農家に安価で販売。
栽培しやすく、野菜がおいしくなると評判

味の素（株）九州事業所 佐賀市下水浄化センター アスパラガス農家

◦ 「九州のECOな農業を活性化せよ！バイオマスリンク in 佐賀」／開会挨拶　谷昌浩（味の素（株）九州事業所長）
◦ 「バイオマス産業都市さがを目指して」／秀島敏行氏（佐賀市長）
◦ 「食と下水道の連携について〜 BISTRO下水道〜」／白﨑亮氏（国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域下水道計画調整官）
◦ 「発酵副生バイオマスの活用による地域社会への貢献」／高橋裕典（味の素(株)九州事業所アグリ事業グループ〈当時〉）
◦ 司会・モデレーター／藤田香氏（日経BP社　環境経営フォーラム）

講演内容

右から 秀島敏行氏（佐賀市長）
白﨑亮氏（国土交通省水管理・国土保全局下水道部 流域下水道計画調整官）

谷昌浩（味の素(株)九州事業所長）
高橋裕典（味の素(株)九州事業所アグリ事業グループ〈当時〉）

 P26　特集2：発酵副生物を活用した肥料で、九州の農業を元気に！   参照
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