
健康・栄養課題への貢献	 事業活動の基盤

地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

グローバルな栄養課題の一つとして、「栄養不良の二重負荷（Double Burden of Malnutrition）」
があります。これは、「不足栄養」と「過剰栄養」の問題が混在する状態を指し、各国・地域だけでな
く、一人ひとりにおいても起こり得るものです。この複雑化した栄養課題解決に向けて、味の素
グループは、アミノ酸の機能と様々な技術を融合した食の分野でのスペシャリティを活かすとと
もに、これまでの活動を通して培ってきたネットワークを活かしながら、グループ全体で栄養改
善の取り組みを強化していきます。

※ Health Star Rating： オーストラリアにおいて産官学共同で開発された栄養素のプロファイルから、星数で食品をレーティングする仕組み。
    http://www.healthstarrating.gov.au/

体制

考え方

実績

ANPSメニュー用
過剰摂取を減らすべき栄養素： ナトリウム、添加糖、飽和脂肪酸
積極的に摂取すべき栄養素： 野菜・果物、たんぱく質

（補足：おいしさを示す指標（うま味等）の追加を検討中）

ANPS製品用
過剰摂取を減らすべき栄養素： ナトリウム、添加糖、飽和脂肪酸
積極的に摂取すべき栄養素： 野菜・果物、たんぱく質

（補足：既存NPSを参考に改良を検討中）

Ajinomoto	Group	Nutrient	Profiling	System	(ANPS)の概要

栄養課題への貢献

▶ 統合報告書2019 
P43

▶ 栄養に関するグルー
プポリシー

食と栄養に関するマネジメント 
味の素グループは、2017年7月に「栄養に関するグループポリシー」とそれに基づく「栄養戦略
ガイドライン」を制定し、「健康なこころとからだ」の実現に向けた事業活動のベースとしていま
す。栄養戦略担当役員が主導する組織横断のタスクフォースが中心となり、2018年度より包括
的な栄養戦略・重点取組項目の策定と効果的な実行のための仕組みづくりを行っています。

独自の栄養プロファイリングシステムの構築 
味の素グループは、健康的な製品・メニュー開発のツールとして、食品中の栄養素をスコアで可
視化する栄養プロファイリングシステム（Ajinomoto Group Nutrient Profiling System: 
ANPS）の構築を進めています。ANPSに採用する栄養素の選定やスケールの設定においては、
WHO（世界保健機関）等の独立機関の推奨値を参考にしています。ANPSの栄養素の項目は、
過剰摂取を減らすべきものとしてナトリウム、添加糖、飽和脂肪酸を、積極的に摂取すべきもの
として野菜・果物、たんぱく質を候補に検討中です。
ANPSの特徴は、製品自体に加えて、製品を使用したメニューも対象としている点です。ANPS
メニュー用については、上記の栄養素の項目に加え、うま味等のおいしさを示す独自の指標の
設定を検討しています。ANPS製品用については、国際的評価機関や有識者が推奨する既存
NPS（例：HSR※）を参考に構築中です。
現在、一部の地域でANPSをテスト導入しており、改良を行いながら、2020年度以降、順次全世
界に導入する予定です。
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http://www.healthstarrating.gov.au/
https://www.ajinomoto.com/jp/ir/library/annual/main/08/teaserItems1/00/linkList/0/link/Integrated%20Report%202019_J.pdf#page=44
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/nutrition_policy.html


減らす対策
減塩・減糖・減脂

増やす対策
たんぱく質・微量栄養素等

日本

東南アジア ー

北米

南米

欧州 ー

取り組み事例

日本 ・「勝ち飯Ⓡ」　・「ビクトリープロジェクトⓇ」（JOC・JPCとの協働）　・「ラブベジⓇ」（野菜摂取推進の取り組み）
・「減塩・適塩」　・食育（「味覚教室」等）　・若年女性・高齢者の低栄養対策　・アミノインデックスⓇ

東南アジア ・栄養バランスメニューの提案　・食育・学校給食支援　・「KachimeshiⓇ」　・トップアスリートのサポート活動

北米 ・うま味による減塩の訴求　・医療食品（食事療法）の情報提供

南米 ・うま味による減塩の訴求　・「KachimeshiⓇ」　・「ビクトリープロジェクト」

欧州・
アフリカ

・低栄養への取り組みの情報発信

事業活動の基盤

地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

たんぱく質・野菜の摂取不足や糖・脂肪・塩分の過剰摂取といった課題の解決には、日常的な食
生活における栄養バランスの改善が重要です。
味の素グループは創業以来、アミノ酸に関する研究を軸に、先端バイオ・ファイン技術を磨いて
きました。そこから生まれた独自の“おいしさ設計技術”と、栄養設計に関する知見を活かし、手
軽でおいしく栄養バランスに優れた食事を実践するための提案を続けています。たんぱく質・野
菜をしっかり摂ることのできる調味料、減塩・減糖・減脂の調味料や加工食品、食事で不足した栄
養素を補うサプリメント等を提供しているほか、入手しやすい食材や伝統的な調理法を踏まえた
バランスの良い食事の基本知識・レシピ等を各地で積極的に発信しています。

実績

■ 主な取り組み
● 栄養改善に役立つ製品の開発・販売

● メニュー・情報の提供等

各地の栄養改善の取り組み 

健康・栄養課題への貢献	

減塩

減塩

減糖

減糖

減脂

塩、和風だしの素、洋風スープの素、スープ等

冷凍食品

和風だしの素、スープ、メニュー用調味料、アミノ酸サプリメント等

粉末飲料、アミノ酸サプリメント、風味調味料、医療用食品等

医療用食品、アミノ酸サプリメント、冷凍食品等

アミノ酸サプリメント、風味調味料、スープ等

医療用食品、冷凍食品等

甘味料、粉末飲料等

粉末飲料

マヨネーズ、クリーミングパウダー等

アミノ酸プライムミックス

アミノ酸プライムミックス

アミノ酸プライムミックス

アミノ酸プライムミックス

アミノ酸プライムミックス

医療用食品、冷凍食品等

医療用食品、アミノ酸サプリメント、冷凍食品等
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https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2019/SDB2019_22.pdf
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2019/SDB2019_20.pdf
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2019/SDB2019_21.pdf
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https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2019/SDB2019_20.pdf


事業活動の基盤

地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

「勝ち飯®」によるからだづくり・コンディショニングサポート
味の素（株）は2003年より、日本オリンピック委員会と共同で「ビクトリープロジェクト®」を推進し
ており、世界で活躍するトップアスリートに対して、「食」と「アミノ酸」によるコンディショニングサ
ポートを行ってきました。そこで得た知見を凝縮し、現在、日本で生活者向けの「勝ち飯®」普及活
動を展開しています。健康・栄養情報や無理なくおいしく作ることのできるテーマ別のメニューを
量販店の店頭、飲食店、社員食堂等で提案し、生活者のからだづくり・コンディショニングを支援し
ています。また、行政との連携等も推進し、各地域に即したメニュー提案も行っています。
海外では、2018年度に東南アジアの事業拠点において選手サポート活動を開始し、ブラジルに
おいてブラジルオリンピック委員会との契約を締結しました。各国の食材、食文化にアレンジした
「Kachimeshi®」で各国のトップアスリートをサポートしていきます。

日本

暑さ寒さに
負けない
からだづくり

トップアスリート向けに
実践してきた

スポーツ栄養プログラム
世界へ

生活者向けに
がんばる人のチカラになる

“栄養バランスごはん”へ拡大

トップアスリート

拡大

部活生 受験生

シニア
（ロコモ対策）

ジュニア
アスリート

▶ 「ビクトリープロ
ジェクト®」サイト

▶ 「「勝ち飯®」サイト

▶  “AJINOMOTO×
SPORTS”

▶ 「勝ち飯® レシピ」

「勝ち飯®」の拡大

健康・栄養課題への貢献 

実績

TOPIC
各国・地域のオピニオンリーダーとともにアジアでの栄養改善事業を推進
味の素（株）は、世界の栄養不良解消を目的とし、政府、国連、市民団体、民間企業で構成される国際的

な組織SUN※の民間企業によるネットワークであるSUN Business Network（SBN）に日本企業で

唯一加盟しており、アドバイザリーグループのメンバーとして主体的に参画しています。

2019年2月に開催されたアジア部会では、味の素グループの栄養改善に関する取り組み事例を共有

し、各国・地域のオピニオンリーダーと意見交換を行いました。
※　SUN＝Scaling Up Nutrition movementの略
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https://www.ajinomoto.co.jp/sports/victoryproject/
https://www.ajinomoto.co.jp/sports/kachimeshi/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/corner/health/kachimeshi/
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健康・栄養課題への貢献	 事業活動の基盤

地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

フィリピン政府の栄養改善活動への支援
フィリピン味の素社では、フィリピン政府の栄養改善の取り組み「Pinggang Pinoy®」をサポー
トしており、2018年に37のレシピからなる2週間のメニューを開発し、教育プログラム「Mag-
Pinggang Pinoy® Tayo!」を実施しています。また、栄養摂取基準を踏まえ、毎食摂るべき食品
群を考慮した栄養バランスに優れた40の健康メニューを開発しました。
この取り組みではまず、フィリピンの食生活・調理の実態から高頻度喫食メニューを抽出し、その
栄養分析から、国の摂取基準に対して不足しがちな栄養素と過剰傾向の栄養素を把握しました。
分析には現地の日常の食事とその栄養バランス情報をデータベース化した味の素グループ独
自のシステム「a-Menu」を活用しています。分析結果をもとに、おいしくて栄養バランスが良く、
経済的で簡単に調理できるメニューを開発、生活者が日々の食事を楽しみながら、栄養課題を
解決できるよう、SNSや製品パッケージを通じたコミュニケーションを行い、政府の活動をサポー
トしています。

実績

TOPIC
バランスの良い食事を各地で提案
● 味の素（株）東京支社では、行政（東京都新宿区）・小売業と連携し、区民の野菜摂取量の増加を狙っ

た「勝ち飯®」提案を実施しています。2018年度はメニュー提案と併せて、量販店の店頭でロコモ

チェックイベントも開催しました。

● マレーシア味の素社は、うま味調味料「味の素®」を活用し、減塩および野菜摂取量の増加を呼びか

ける様々なプロモーション活動“Mix, Mix, Ready”等を継続しています。
● タイ味の素社では、食品販売業者、生活者向けの料理本を発行（購入者数：13,000人）し、手軽に栄

養豊富なメニューを作るための提案を行っています。

日本

「Mag-Pinggang Pinoy®」
のクッキングブック

マレーシア タイ
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健康・栄養課題への貢献	 事業活動の基盤

地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

減塩の取り組み
味の素グループは、うま味を活用して、おいしさや満足感がありながら減塩を実践できる製品や
メニューの提案を行っています。
2018年には、「味の素KK コンソメ〈塩分ひかえめ〉」が、日本高血圧学会の「第4回JSH減塩食品
アワード※」の金賞を受賞しました。また、行政や流通と連携した東北地方の「減塩・適塩」活動を
2014年より継続しています。月に一度の「いわて減塩・適塩の日」に減塩製品を店頭で積極的に
紹介したり、栄養士会等に減塩セミナーを実施したりしている岩手県においては、食塩摂取量が
4年間で10～20％程度減少しました（平成24年、平成28年 「国民健康・栄養調査」）。行政・流通
との減塩の取り組みは、2018年度までに32府県に拡大し、地域食材を活用した減塩メニューの
提案や、減塩セミナーの実施等を通じて、地域全体の意識向上につなげています。

※ 日本高血圧学会ホームページの減塩食品リスト掲載品の中でも特に減塩に貢献していると思われる製品に授与される賞。

減糖の取り組み
味の素グループは、アミノ酸の生産技術を活かし、アスパルテーム（砂糖の約200倍の甘味度）、
アドバンテーム（砂糖の20,000～40,000倍の甘味度）のアミノ酸系甘味素材を有しています。
高甘味度甘味料を使いこなすことで、甘味を損なうことなく、生活者の減糖ニーズに応える甘
味アプリケーションを、食品、飲料等の幅広い分野のユーザーへ提供しています。また、当社グ
ループでは、まろやかな甘さで糖類ゼロの「パルスイート®」や、自然な甘みで食品の味わいをひ
きたてるB to B向けの「PAL SWEET DIET®」のほか、ブラジルで販売しているアスパルテーム
を使用した粉末ジュース「Refresco FIT」等、減糖に配慮した製品を提供し、適切な糖摂取をサ
ポートしています。

減脂の取り組み
味の素グループは料理に「コク」（厚み、ボディ感）を与える物質を発見し、その機能を「コク味」と呼
んでいます。「コク味」には油脂感を補う機能があることがわかりつつあります。この機能を活かし、
特許製法でレギュラーマヨネーズと同様のコクを有しながらカロリーを65%カット（当社マヨネー
ズ比）した「ピュアセレクト® コクうま®」や、脂肪分を50％カットしたクリーミングパウダー「マリーム®」
低脂肪タイプ等を開発・販売しています。

過剰栄養の解消 

実績

▶ P19
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健康・栄養課題への貢献	 事業活動の基盤

地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

乳幼児期の栄養課題への貢献
味の素グループは、（公財）味の素ファンデーションへの寄付を通じて、同財団によるガーナ栄養
改善プロジェクトへの支援を行い、ガーナ共和国における離乳期の子どもの栄養不良の課題解
決に貢献しています。

幼少期・少年期の栄養課題への貢献
味の素グループは、各国・地域において幼少期・少年期の栄養課題の解決に積極的に取り組んで
います。
ベトナムでは、農村部を中心に低身長・低体重の課題を抱える子どもが少なくありません。一方、
都市部では肥満・高体重の子どもが増加しています。ベトナム味の素社は、こうした課題を解決
するために、日本の学校給食システムを応用し、2012年に学校給食プロジェクトを開始しました。
教育訓練省や保健省等の中央行政とともに、ベトナム全土に栄養バランスの良い学校給食が普
及することを目指して活動を続けており、プロジェクトを通じて、メニューブック、食育教材の開
発提供や、献立用のソフトウェアの開発・導入（2018年度は3,048校に導入）を行っているほか、
モデルキッチンの設置等を行い、ベトナム各地から500を超える学校・組織から1,700人超の見
学を受け入れています。2018年度末までに延べ1,286千人の小学生に栄養バランスの良い給
食を提供しました。
インドネシアでは、低体重、発育阻害、貧血の子どもの割合が高く、深刻な社会課題となっていま
す。インドネシア味の素社は、Institut Pertanian Bogor Universityの栄養学科と協働して、
学校給食プロジェクトを実施しました。10カ月のプログラムで10代の生徒を対象に栄養バラン
スの良い給食の提供と栄養教育を実施した結果、バランスの良い栄養摂取と生活習慣への行動
変容や貧血状態の改善につながりました。

若年女性の栄養課題への対応（日本）
日本においては、20～30代女性の「やせ」が社会課題の一つとなっ
ています。不健康なやせ方による体調不良、将来生まれてくる子ど
もの肥満発症リスク、筋肉量不足による糖尿病発症リスク、高齢に
なったときの転倒・骨折リスク等が指摘されています。味の素（株）は、
若年女性の栄養課題に対し、学会やセミナーで専門家に向けて、バ
ランス良く食べることの重要性を伝えています。

助産師向け栄養セミナー（インドネシア）
インドネシア味の素社では、the Indonesian Midwives Association、the Indonesian 
Association of Fitness and Sports Nutritionist （ANOKI）と共催で、「妊産婦の栄養バラン
スの重要性」をテーマに助産師向けの栄養セミナーを開催しまし
た。6回のセミナーに1,500名の助産師が参加し、妊娠中の女性の
栄養および食品の安全性、MSGの安全性と子どもの発育を決める

「最初の1,000日」における助産師の役割について啓発しました。

不足栄養の解消 

実績

▶ （公財）味の素 
ファンデーション

▶ サステナビリティ
データブック2018 
P26

（左）給食を食べる
子ども（ベトナム）

（右）モデルキッチン
（ベトナム）

第33回日本助産学会学術集会
ランチョンセミナー

助産師向け栄養セミナー

給食を食べる生徒
（インドネシア）
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健康・栄養課題への貢献	 事業活動の基盤

地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

高齢者の栄養課題への対応（日本）
高齢者はからだの機能の衰えや食欲の低下から、食事が十分に摂れなくなることがあります。食
事量が減ると体重の減少から筋力や体力の低下をもたらし、これによる活動量の減少、さらなる
食欲の低下と、気付かないうちに低栄養の悪循環（負の連鎖）に陥ることが少なくありません。味
の素（株）は、強みの一つであるたんぱく質・アミノ酸栄養の知見を活かし、課題を抱える人に対
して栄養に関する知識の普及・啓発を行い、予防につなげています。専門家との連携を図るため
に、医療従事者、栄養士・管理栄養士、薬剤師に対し、指導ツールとしてすぐに使える情報の提供
や啓発活動を実施し、理解者を増やす活動を継続しています。

実績

低栄養の悪循環 低栄養予防の3つの柱

低栄養の
悪循環

食欲の低下
たんぱく質・エネルギーの

摂取不足

体重の減少
体力の低下

活動量の減少
エネルギー消費量の低下

しっかり食べる！ 栄養
● 多様な食品をまんべんなく食べる
● 十分なたんぱく質・エネルギーを摂る
● 食べるために噛む力、飲み込む力を
　維持する

しっかり動く！ 運動
● 適度に歩く
● ちょっと頑張って筋トレする

外出や交流を楽しむ！
社会参加

● 趣味活動、ボランティア、
　町内会等に参加する

3つの柱は
互いに影響

TOPIC
専門家に向けて、食と健康に関する最新の話題を発信（日本）
味の素（株）は、2019年4月、栄養士・管理栄養士向けの食と健康のコミュニケーションサイト「あじこ

らぼ」を開設しました。サイエンスに基づく食とアミノ酸の知見を活かした情報をタイムリーに発信す

ることで、健康・栄養に関する知識の普及・啓発をさらに進めていきます。

高齢者の食事改善プロジェクト（マレーシア）
マレーシア味の素社では、the International Medical Universityと協働して高
齢者のウエルビーイングを広げるための健康的な食事摂取を推進、うま味を活
用しおいしく食べながら塩分摂取量を抑制できるバランス食で食事を改善する
プログラムに54人が参加しました。さらに、それぞれ45%の減塩を実現した56
の栄養バランスメニューを紹介する料理本を2冊制作しました。

アンケートと管理栄養士によるアドバイスで、地域の健康をサポート（日本）
味の素（株）では、地域行政・ドラッグストアと連携しながら高齢者
の栄養改善に取り組んでいます。味の素（株）が開発した「しっか
り食べチェックシート10」のチェック数および食生活スタイルの
アンケートの回答を分析し、それぞれのタイプに適したアドバイ
スを管理栄養士より行うとともに、適切な製品の提案を行い、高
齢者の健康をサポートしています。

VOL. 4：Eng. Version 
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▶ あじこらぼ

栄養バランスメニュー
の料理本

チェックシート
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健康・栄養課題への貢献	 事業活動の基盤

地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

うま味物質であるグルタミン酸がアミノ酸の一種であることから、味の素グループは、アミノ酸
研究を軸に先端バイオ・ファイン技術を磨き、事業領域を拡大してきました。味の素グループは
アミノ酸の機能と独自の技術を活かした様々な製品・サービスを通じて、世界中の人々の健やか
な生活を支えます。

アミノ酸と健康のかかわり
ヒトの体の約20%はたんぱく質でできています。このたんぱく質を構成しているのが、20種類
のアミノ酸です。アミノ酸は、いろいろな組み合わせで多数つながることで、約10万種類ものた
んぱく質を形作ります。アミノ酸は筋肉や皮膚、髪、血液等「体をつくる」だけでなく、各種のホル
モンや酵素、免疫抗体となって「体を守る」「体の調子を整える」役割も持っています。また、エネ
ルギーとなり、「体を動かす源」になる等、生命を維持する上で重要な働きを持っています。
たんぱく質を構成するアミノ酸のうち、体内で合成できず、食事等から摂取しなくてはならない
9種類のアミノ酸を「必須アミノ酸」といいます。必須アミノ酸には筋肉の合成を促す作用があり
ますが、中でもロイシンは、筋肉合成のスイッチを押すように働いて筋たんぱくの合成を促進し、
分解を抑制する働きがあります。ロイシンを多く含むアミノ酸を摂取すると、たんぱく質そのも
のを摂取する場合と比べて少量でも筋肉合成を起こすことが明らかになっています。

科学的根拠に基づく健康・栄養価値の提案
味の素グループは、世界トップレベルのアミノ酸に関する知見に基づき、快適な生活を支える製
品の開発・販売や、顧客企業へのアミノ酸配合素材および製品設計ソリューション提供を行って
います。食品に様々なアミノ酸の機能を付加することで生活者の手軽なアミノ酸摂取を実現す
るとともに、アミノ酸の健康・栄養価値を広めています。このB toB toCの一連の取り組みを「ダ
ウンストリーム戦略（ブランド＋インサイド戦略）」と称し、国内外で展開しています。
この戦略に基づき、複数のアミノ酸を最適な組み合わせに調合したアミノ酸素材「アミノ酸プラ
イムミックス」を顧客に提案し、食品・飲料等に導入されています。

アミノ酸の機能と技術の活用	

考え方

実績

▶ サステナビリティ
データブック2018 
P30
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ロイシン40％配合必須アミノ酸素材

アルギニン・グルタミン酸塩配合素材 ヒスチジン・ビタミンB6ミックス配合素材

シスチン・テアニン※1 配合素材

健康・栄養課題への貢献	 事業活動の基盤

地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

9種類ある必須アミノ酸のうちロイシンには筋肉をつくり出す
シグナルの働きがあります。このロイシンを40％配合すること
で、効率的に必須アミノ酸が体内に取り込まれ、筋量・筋力の維
持・向上につながります。

アルギニン・グルタミン酸塩により、胃の運動機能が高まり、
飲食による胃部不快感を軽減する働きがあります。

シスチン・テアニンにより抗酸化物質「グルタチオン※2」がつく
られます。このグルタチオンを介して自然免疫を活性化し、さ
らに獲得免疫も活性化することにより、病原体への攻撃力が
高まります。

ヒスチジンは、脳内で睡眠不足やストレスにより減少するヒ
スタミンに合成され、疲労感を軽減したり、単純な記憶や判
断を必要とする作業効率を改善します。ビタミンB6はヒスチ
ジンの働きを助けます。

機能

機能 機能

機能筋量・筋力の維持・向上

胃の運動機能改善、食欲改善 疲労感軽減、作業効率改善

免疫力向上

● 9種類の
　 必須アミノ酸
● 9種類の
　 必須アミノ酸

筋たんぱく
づくりを促す

シグナル

スレオニン

ヒスチジン

バリン フェニル
アラニン

トリプト
ファン

イソロイシン

ロイシン

メチオニン

リジン

アミノ酸プライムミックス素材

シスチン

病原体

病原体

グルタチオン

M

自然免疫

獲得免疫

M

B

M

N
K

ヒスタジン脱炭酸

ヒスチ
ジン

ヒスチ
ジン

経口摂取

消化吸収
血中へ
移行

脳内

血中

胃をふくらませ
いったん

食物を溜める

小腸
小腸

（想定されるメカニズム）

※1 お茶の葉に含まれるアミノ酸。グルタミン酸の誘導体で、摂取すると体内でグルタミン酸とエチルアミンに分解される。
※2 生体内で重要な抗酸化物質で、グルタミン酸・システイン・グリシンの3つのアミノ酸がこの順に結合した物質。シスチン単体

でもグルタチオン量は上昇するが、グルタミン酸誘導体のテアニンが加わることで、その量が有意に上昇する。

（想定されるメカニズム）

胃を動かして
食物を小腸へ

送り出す

テアニン

食物

アルギニン グルタミン酸

ヒスタ
ミン

ヒスチ
ジン

M：マクロファージ
NK：NK細胞
B：B細胞
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▶ 健康なこころとからだ

アミノ酸の機能を活かして、医療食品分野で患者とその家族のQOL改善に貢献
味の素グループは、「おいしい食事で栄養状態を改善する」という創業時からの想いのもと、アミノ酸と

「食」の分野でのスペシャリティを活かしながら、「食」を通じて健康課題を持つ様々な人のQOL向上

に貢献しています。味の素キャンブルック社（旧キャンブルックセラピューティクス社）では、アミノ酸代

謝異常患者向け等の医療食品を生産・販売しています。代謝異常患者等が摂取する医療食品はおいし

さやバラエティの少なさに課題がありますが、同社はグループ傘下となった2017年以降、味の素グ

ループのアミノ酸の栄養や生理機能に関する知見、“おいしさ設計技術”をフルに活用し、よりおいしく

栄養価の高い製品を豊富なバラエティで提供しています。また、2018年に事業展開エリアを北米・欧

州から中国へと拡大しました。

同社は2000年の設立当初から、患者とその家族、医療専門家との対面でのコミュニケーションを重視

し、事業を展開する各国・地域で患者向けのセミナー等を実施してきました。2018年度はオーストラ

リアの主要4都市で患者とその家族向けの料理ワークショップを開催、約120名が参加しました。

今後も、味の素グループとしての強みを活かし、より多くの患者に「食」の喜びを提供し、家族も含めた

QOL向上に貢献していきます。

TOPIC

ワークショップで作られたメニュー味の素キャンブルック社
の医療食品（中国向け）
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