
品質に関するグループポリシー

食の安全・安心に関するグループポリシー

製品表示に関するグループポリシー

マーケティングコミュニケーションに関するグループポリシー

味の素グループポリシー

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　味の素グループは創業以来、「お客様第一」の姿勢で「製品・サービスの安全・安心」に対

する努力を続けてきました。製品・サービスの安全と品質を確保するための体制を整備・強化す

るほか、お客様から寄せられる声に真摯に耳を傾けるとともに、お客様に適切な情報を積極的

に発信し続けています。

　その中でも、「食の安全・安心」は、マテリアリティ・マッピングにおいて、当社グループの最重点

テーマに位置づけており、これからもお客様の信頼に応え、この努力を継続し、世界のお客様のよ

りよい生活に貢献します。

■ 基本原則

■ 関連するマテリアリティと事業活動の影響範囲

2. 安全で高品質な商品・サービスの提供

 2.1 私たちは、常に“お客様第一”を心がけ、優れた技術と豊かな創造性をもって、安全で高品質な商品・サービスを開発・提供します。

 2.2 私たちは、お客様の期待と信頼にこたえ、お客様に満足していただけるよう、商品・サービスに関する適切な情報を提供します。

 2.3 私たちは、お客様との双方向の活動として責任あるマーケティングコミュニケーションを行います。
  特に子どもに対してはより一層の配慮をもって、責任ある活動を行います。

関連するグループポリシー

公正な事業慣行 > マネジメントアプローチ P87
サプライヤーに関する内容はこちら

マテリアリティ
サプライチェーン 原料サプライヤー 味の素グループ

（開発・生産・物流）
流通・ユーザー・

生活者

●食の安全・安心 ○ ○ ○

●持続可能な農畜水産物調達 ○ ○

●サプライヤーのCSR推進 ○ ○

　責任あるマーケティング ○ ○

味の素グループのアプローチ

消費者課題・コミュニティ

製品・サービスの安全・安心

味の素グループのマテリアリティP9
参照
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https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2018/SDB2018_P87-96.pdf
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2018/SDB2018_P9-10.pdf
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/quality_policies.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/food_safety_policy.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/package_description_policy.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/marketing_communication_policy.html


品質マネジメント

製品・サービスの安全・安心 ＞ マネジメントアプローチ

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　味の素グループは、独自の品質保証システム「ASQUA（アスカ：Ajinomoto System of 

Quality Assurance）」を国内外で運用しています。「ASQUA（アスカ）」は、品質マネジメントシス

テムの国際規格「ISO9001」を骨格に、食品衛生の管理基準の一つである「HACCP」※1、適正

に製造するための各種「GMP」※2などの製造の管理基準と味の素グループ独自の考え方や

基準を取り入れて構成されています。「ASQUA（アスカ）」は、「品質に関するグループポリシー」

「食の安全・安心に関するグループポリシー」と、それに紐づく「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から構成される文書体系に基づき運

用されています。「品質基準」は、開発からお客様とのコミュニケーションに至るまでの28の基

準からなり、社内外の動向に合わせて随時見直しています。

　現在、味の素グループ100社以上で「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証の取り組みを

徹底しています。また、お客様からのご意見やご要望などは速やかに事業活動や製品・サービ

スの改善に反映しています。

■ 味の素グループの品質保証システム「ASQUA（アスカ）」

※1 Hazard Analysis and Critical Control Pointの略。 

安全で衛生的な食品を製造するための管理基準
※2 Good Manufacturing Practiceの略。 

製品の製造管理に関する基準を示すもの
※3 「品質に関するグループポリシー」「食の安全・安心に関

するグループポリシー」

■「ASQUA（アスカ）」の構成 ■「ASQUA（アスカ）」の文書体系

ASQUA（アスカ）

味の素グループ独自の
考え方や基準

品質マネジメントシステムの国際規格
ISO9001

製造の管理基準
HACCP  GMP

味の素グループ
共通順守事項

グループ
ポリシー

品質保証規程

品質保証規則
（ISO9001＋味の素グループ要求事項）

品質基準
（HACCP基準、GMP基準などを含む全28基準）

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

※3

■ 品質基準一覧

6. 製造（10基準）
・ 食品GMP＊

・ 食品添加物GMP＊

・ 香粧品素材GMP＊

・ 原薬GMP＊

・ 医薬品製剤GMP＊

・ 飼料用アミノ酸GMP＊

・ HACCP

・ フードディフェンス※4

・ 商品表示基準
・ 食品包材の安全衛生

8. 品質情報（2基準）
・ 品質情報管理
・ トレーサビリティ

1. 文書管理（1基準）

2. 教育・訓練（1基準）

3. 規格設定、検査（3基準）
・ 品質規格設定
・ 包材規格設定
・ 検査頻度設定

4. 品質アセスメント（1基準）

5. 購買（2基準）
・ 原材料品質管理
・ 製造委託品品質管理

9. お客様の声対応（4基準）
・ 商品・クレーム対応
・ 品質緊急対応
・ お客様の声対応
・ お客様の声反映

10. 宗教対応（2基準）
・ Halal※5管理
・ Kosher※6管理

7. 保管・輸送（2基準）

・ 保管・輸送管理
・ 倉庫管理

＊：商品分野に応じて適用

※4 フードディフェンス（食品防御）：原料調達から販売までのす
べての段階において、食品への意図的な異物の混入を防止す
る取り組み

※5 Halal（ハラール）：アラビア語で「許される」「合法である」
という意味でイスラム法に照らして使用して良い、携わってよ
いものや行為を示す。食品の場合はイスラム教徒が食べて
よいもの

※6 Kosher（コーシャ）：ヘブライ語で「相応しい状態」「適正」
を意味する。食品の場合、ユダヤ教で定めたユダヤ教徒が
食べてよいもの
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　味の素グループは、経営会議の下に設置した「品質保証会議」を最高機関として品質保証

を推進しています。「品質保証会議」ではお客様の声をもとにグループ全体の品質保証に関

する基本的な方針・計画を立案し、経営会議の承認のもと国内外グループ会社に展開してい

ます。その遂行状況は半年ごとにレビューしています。

M&Aで新たに味の素グループとなり、2017年度よ
り「ASQUA（アスカ）」に基づく品証保証体制の
整備を開始した主な会社：
・（株）ジーンデザイン（日本・核酸医薬品）
・フランス味の素冷凍食品社
・キャンブルックセラピューティクス社（米国・医療 

 食品）

■ 「ASQUA（アスカ）」の推進体制

品質に関するグループポリシー、
品質保証規程、計画

品質保証会議事務局：品質保証部

味の素（株）経営会議

お
客
様

工場 研究所 事業部 支社

グループ会社 グループ会社

ご指摘、
ご要望など

製品・サービス、
情報など

味
の
素（
株
）

味の素グループ

品質
アセスメント品質監査 品質基準

徹底

■「ASQUA（アスカ）」の推進体制

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

製品・サービスの安全・安心 ＞ マネジメントアプローチ

109社（2018年3月末現在）

「ASQUA（アスカ）」適用対象会社は、

　味の素グループでは、「ASQUA（アスカ）」の基本骨格であるISO9001の第三者認証を

取得・維持することを推進しています。現在、未取得の対象会社の多くが、M&Aで新たに味

の素グループとなった会社および新規設立会社ですが、これらのグループ会社においても、

ISO9001認証取得に向けて、品質保証体制を整備しています。

　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の製品について、国際食品安

全イニシアティブ（GFSI）承認のFSSC22000などの認証を取得しています。

　さらに、味の素グループは、宗教に基づく「食」の戒律がある世界中のイスラム教徒やユダ

ヤ教徒のお客様にも安心して製品を使っていただけるように、必要な製品に対してHalal（ハ

ラール）およびKosher（コーシャ）認証取得を進めています。宗教上の「食」への尊重と理解

に基づいた「おいしさ」をお届けする取り組みを重要な品質保証活動の一つと位置づけてい

ます。

　今後もISO9001の認証取得・維持、お客様のご要請に応じたGFSI承認の認証取得およ

び宗教対応を進めていきます。

第三者認証取得・維持への取り組み

ISO9001の取得対象会社の

77%にあたる67社で取得
（2018年3月現在）
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　味の素グループは、「ASQUA（アスカ）」において、お客様とのコミュニケーションを図る方法

を明確にし、事業活動や製品・サービスに反映する活動の推進を方針として掲げています。味

の素グループ各社の窓口を通じて、製品・サービスに寄せられる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、ご要望などを社内で共有し、事業活動、製

品・サービス、リスクの監視に反映する活動を推進しています。

■ お客様相談センターなどのお問合せ窓口のあるグループ会社

お客様からのお問合せ窓口

※窓口のないグループ会社においても、電話、Webサイトなどでお問合せを受け付けています。

日本
味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株）、

（株）J-オイルミルズ、ヤマキ（株）

海外
ブラジル味の素社、タイ味の素社、インドネシア味の素社、ベトナム味の素社、
味の素フーズ・ノースアメリカ社、ペルー味の素社など

味の素（株）お客様相談センター

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

製品・サービスの安全・安心 ＞ マネジメントアプローチ

2017-2019年度「味の素グループ品質保証中期計画」

指針 重点目標

お客様との約束を守る 品質クレーム、トラブル低減と未然防止の強化

お客様の期待に応える お客様との双方向コミュニケーションによる魅力ある品質向上とお客様の信頼の確保

確かなマネジメントを目指す
「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証活動の徹底

品質レベル向上に向けた人財育成
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