
味の素グループ サステナビリティレポート 2014 

【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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　神奈川県川崎市

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　調味料、アミノ酸

投入エネルギー量 TJ 1,496 ●ISO14001認証登録日：　2001年03月（工場エリア）

使用水量 km3 14,393 　　　　　　　　　　　　　　　 　 2003年03月（研究所エリア）

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 22.9 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 77.1

資源化量 kt 22.8 SOx量 t 0.0

資源化率 % 99.9 NOx量 t 43.3

廃棄物処分量 kt 0.02

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 13,042

BOD量 t 2.2

全窒素量 t 8.1

全リン量 t 0.2

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　三重県四日市市

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　甘味料、調味料、化成品、アミノ酸

投入エネルギー量 TJ 1,206 ●ISO14001認証登録日：　1999年11月

使用水量 km3 9,432

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 22.3 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 64.6

資源化量 kt 22.0 SOx量 t 0.0

資源化率 % 99.0 NOx量 t 24.0

廃棄物処分量 kt 0.03

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 9,446

BOD量 t 16.0

全窒素量 t 71.0

全リン量 t 27.8

味の素㈱ 川崎事業所（工場・研究所） 

味の素㈱ 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 2014 

【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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　佐賀県佐賀市諸富町

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　アミノ酸

投入エネルギー量 TJ 1,158 ●ISO14001認証登録日：　1998年07月

使用水量 km3 7,217

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 30.5 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 88.1

資源化量 kt 30.5 SOx量 t 671.2

資源化率 % 99.9 NOx量 t 53.2

廃棄物処分量 kt 0.02

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 1,405

BOD量 t 70.9

全窒素量 t 242.3

全リン量 t - 

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　神奈川県川崎市

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　スープ、ソース類

投入エネルギー量 TJ 80 ●ISO14001認証登録日：　2003年07月

使用水量 km3 57

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 1.2 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 5.6

資源化量 kt 1.2 SOx量 t - 

資源化率 % 100.0 NOx量 t - 

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 0.0

BOD量 t 0.0

全窒素量 t 0.0

全リン量 t - 

注意：排水処理設備で処理した排水はない。

味の素㈱ 九州事業所（工場） 

クノール食品㈱ 川崎事業所（工場）  
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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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　静岡県島田市

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　レトルト食品、スープ、医薬品

投入エネルギー量 TJ 98 ●ISO14001認証登録日：　2002年08月

使用水量 km3 506

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 0.7 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 7.2

資源化量 kt 0.7 SOx量 t 0.0

資源化率 % 100.0 NOx量 t -

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 479

BOD量 t 0.1

全窒素量 t 0.2

全リン量 t -

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　三重県四日市市

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　スープ、マヨネーズ類

投入エネルギー量 TJ 49 ●ISO14001認証登録日：　2002年11月

使用水量 km3 96

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 1.7 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 4.1

資源化量 kt 1.7 SOx量 t -

資源化率 % 100.0 NOx量 t 0.5

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 33

BOD量 t 0.3

全窒素量 t 0.1

全リン量 t -

クノール食品㈱ 東海事業所（工場） 

クノール食品㈱ 中部事業所（工場） 
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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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　群馬県邑楽郡大泉町

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　冷凍食品

投入エネルギー量 TJ 91 ●ISO14001認証登録日：　2005年03月

使用水量 km3 189

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 1.5 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 7.5

資源化量 kt 1.5 SOx量 t 0.0

資源化率 % 100.0 NOx量 t 0.0

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 108

BOD量 t 0.9

全窒素量 t 1.0

全リン量 t - 

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　香川県さぬき市長尾町

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　冷凍食品

投入エネルギー量 TJ 105 ●ISO14001認証登録日：　2005年03月

使用水量 km3 191

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 2.4 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 9.2

資源化量 kt 2.4 SOx量 t 0.7

資源化率 % 100.0 NOx量 t 0.2

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 0

BOD量 t 0.0

全窒素量 t 0.0

全リン量 t - 

注意：排水処理設備で処理した排水はない。

味の素冷凍食品㈱ 関東工場 

味の素冷凍食品㈱ 四国工場 
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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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　佐賀県佐賀市諸富町

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　冷凍食品

投入エネルギー量 TJ 65 ●ISO14001認証登録日：　2003年03月

使用水量 km3 148

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 1.6 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 5.8

資源化量 kt 1.6 SOx量 t 0.4

資源化率 % 100.0 NOx量 t 0.3

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 0.0

BOD量 t 0.0

全窒素量 t 0.0

全リン量 t - 

注意：排水処理設備で処理した排水はない。

ＩＮＰＵＴ
●所在地：　岐阜県揖斐郡池田町

項目 単位 2013年度実績 ●主な生産品目：　冷凍食品

投入エネルギー量 TJ 112 ●ISO14001認証登録日：　2000年02月

使用水量 km3 232

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 2.5 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 9.0

資源化量 kt 2.5 SOx量 t 160.6

資源化率 % 100.0 NOx量 t 131.1

廃棄物処分量 kt 0.0

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 135

BOD量 t 0.7

全窒素量 t 0.9

全リン量 t －

味の素冷凍食品㈱ 九州工場 

味の素冷凍食品㈱ 中部工場 
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サイトデータ（国内外主要事業所） 

タイ地区／ブラジル地区 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ＩＮＰＵＴ

項目 単位 2013年度実績

投入エネルギー量 TJ 6,884

使用水量 km3 7,864

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 264.5 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 457.3

資源化量 kt 264.1 SOx量 t 425.2

100.0 パパデン工場 NOx量 t 771.1

99.9 パトムタニ工場

99.8 カンペンペット工場

97.7 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 0.4

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 6,541

BOD量 t 15.6

全窒素量 t 22.3

全リン量 t 67.7

%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

ＩＮＰＵＴ

項目 単位 2013年度実績

投入エネルギー量 TJ 4,772

使用水量 km3 6,752

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 686.2 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 169.7

資源化量 kt 680.1 SOx量 t 38.3

97.4 リメイラ工場 NOx量 t 238.9

資源化率 99.9 ラランジャル・パウリスタ工場

99.9 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 6.1

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 4,598

BOD量 t 6.6

全窒素量 t 3.2

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 
         タイ味の素販売社 バーディー工場 

ブラジル地区   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、 
           ペデルネイラス工場 
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サイトデータ（国内外主要事業所） 

フランス地区／北米地区 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ＩＮＰＵＴ

項目 単位 2013年度実績

投入エネルギー量 TJ 5,027

使用水量 km3 12,316

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 224.9 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 208.3

資源化量 kt 218.2 SOx量 t 0.6

27.8 ダンケルク工場 NOx量 t 56.6

資源化率 % 99.8 アミアン工場

99.9 ネール工場

廃棄物処分量 kt 6.6

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 13,246

BOD量 t 96.0

全窒素量 t 46.1

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

ＩＮＰＵＴ

項目 単位 2013年度実績

投入エネルギー量 TJ 4,431

使用水量 km3 5,070

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 203.9 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 336.6

資源化量 kt 203.1 SOx量 t 1.0

99.8 アイオワ工場 NOx量 t 103.0

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 0.8

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 4,410

BOD量 t 28.4

全窒素量 t 45.9

全リン量 t 7.3

●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  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 アミアン工場、 
         欧州味の素食品社 ネール工場 

北米地区  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 
        味の素ハートランド社 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 2014 

【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 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ＩＮＰＵＴ

項目 単位 2013年度実績

投入エネルギー量 TJ 480

使用水量 km3 462

OUTPUT

●廃棄物、再資源化 ●大気排出

項目 単位 2013年度実績 項目 単位 2013年度実績

廃棄物・副生物発生量 kt 24.0 CO2量（購入電力によるものを含む） kt 52.4

資源化量 kt 24.0                  SOx量 t 0.01

73.0                  上海味の素調味料社 NOx量 t 1.7

資源化率 % 99.8                  河南味の素アミノ酸社

99.9                  上海味の素アミノ酸社

廃棄物処分量 kt 0.1

●排水

項目 単位 2013年度実績

排水量 km3 229

BOD量 t 2.1

全窒素量 t 0.9

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  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 


