
2019年度セグメント別成長戦略

海外食品
調味料の安定成長を核とし、各国・
地域のライフスタイルの変化に合
わせた製品展開を強化していきま
す。また冷凍食品においてアジアン
カテゴリーをコアとして、グローバ
ル展開を図ります。

各国･地域での製品展開

コンシューマーフーズの売上高構成比（2018年度） 主要カテゴリーの
市場シェアと順位（2018年度）
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2019年度セグメント別成長戦略

海外食品事業の成長戦略

1 核となる調味料の安定成長

3 冷凍食品のアジアンカテゴリーへの集中

2 各国・地域での食の簡便化・多様化への対応強化

うま味調味料「味の素®」・
風味調味料の安定的な成長 1 2

「個食」「即食」「健康」への対応 1 2

需要が拡大する
メニュー用調味料の飛躍的成長 1 2

冷凍食品の
アジアンカテゴリーへの集中 3

100カ国以上で販売する「味の素®」の有用性訴求や
風味調味料の品質向上による製品力強化により安定拡
大を図ります。

当社グループならではの「おいしさ」や健康価値を
持ったプレミアムな製品を通じて、拡大する個食・即食・
健康ニーズに対応していきます。

新興国の急速な発展に伴う需要拡大を背景に、揚げ
物等の用途の粉末タイプや液体タイプのメニュー用調
味料の拡大を狙います。

生産・物流体制の整備を始め、冷凍食品事業をグロー
バル展開する体制の構築を進めます。中でも、グローバ
ルに市場成長が見込まれるアジアンカテゴリーへの集
中を図り、既存の北米以外のエリア展開も加速します。
さらに、欧米を中心に市場が顕在化しつつあるプレミア
ムデザートカテゴリーにおいても、当社グループのスペ
シャリティを発揮していきます。

 • 先進的技術を駆使した継続的な品質向上、内製化した肉
エキスの活用（例：インドネシア「Masako®」）  • 唐揚げ粉  • 粉末タイプ  • 液体タイプ
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2019年度セグメント別成長戦略

海外食品

FOCUS

シンプルで効率的な事業運営へ

競争優位性を持つアジアンと
デザートの高付加価値領域で
さらなる成長を目指します。

グローバル冷凍食品戦略部長　川名 秀明

海外における冷凍食品事業は、味の素グループが日本で
培った製品開発力や高品質を実現する生産技術をベース
に、欧米を中心として展開を進めています。

現在、世界の冷凍食品市場は2010年からの年平均成長
率3％と堅調に拡大しており、特にアジアンカテゴリーは年平
均成長率5%と市場全体を上回る伸びを示しています（当社
推定）。アジアンカテゴリーの冷凍食品は、今後の味の素グ
ループの成長をけん引する事業として期待されています。

そこで、これまで味の素(株)と味の素冷凍食品(株)に分
かれていた事業の運営・管理を一元化すべく、私が所属する

「グローバル冷凍食品戦略部」を2019年4月に発足しまし
た。当部では、海外冷凍食品の事業戦略を立案するほか、中
長期的な技術開発や供給戦略の立案、アセットマネジメン
ト、人財育成等に取り組んでいます。

今後も冷凍食品市場はグローバルに成長し、競争環境は
ますます激化していくことが予想されます。そうした中、当
社グループは重点領域への集中と生産・物流体制の整備を
行い収益構造を強化するとともに、グループが事業基盤を
有する地域を中心に冷凍食品の新たな事業拠点づくりを
検討していきます。

アジアンカテゴリーの冷凍食品市場は現在約100億US
ドルの規模（当社推定）ですが、“食の多様化”の流れを受け
て今後10年で1.5倍の約160億USドルまで拡大すると見
ています。味の素グループは、技術優位性を持っている
ギョーザや米飯類に加え、米国で技術知見を培った麺類に
特化して、圧倒的な品質優位を武器に欧米を中心とする既
存参入エリアでの継続的な事業拡大を図っていきます。ま
た、潜在需要が見込まれるアセアン、南米といった未参入エ
リアについても、既存生産設備や委託生産先をフル活用
し、スピード感を持って事業展開を進めていきます。このよ
うに当社グループの競争優位性を発揮しながら、アジアン
カテゴリーにおいて“No.1”を目指します。

一方のデザートカテゴリーにおいては、欧米を中心にプ
レミアム市場が顕在化し始めています。このカテゴリーを
ターゲットに当社グループが日本やフランスで培った技術
を活かした戦い方ができると考えています。今後、参入国に
おいて高付加価値領域でユニークなポジションの獲得を目
指していきます。

海外冷凍食品事業の一元管理を企図して
「グローバル冷凍食品戦略部」を組織

スペシャリティをフルに活用できる
アジアンとデザートのカテゴリーに集中

アジアンカテゴリーの冷凍食品市場規模（当社推定）

アジアンカテゴリー製品例 デザートカテゴリー製品例2011 2012 2013 20142010 2016 2017 2018

（百万USD）

2015 （年度）

約7,000

約10,000+5％/年
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2019年度セグメント別成長戦略

海外食品

FOCUS

オイスターソース「Sarsaya®」の開発

フィリピン市場の“食の多様化
ニーズ”に応え、食卓に新たな
価値を届けていきます。

フィリピン味の素社 マーケティング部長　ロアン コー

フィリピンでは、これまでしょうゆや酢、塩といった基礎
調味料の使用が一般的でしたが、近年の経済発展に伴い、
より多様な調味料が使われるようになり、様々な料理に使
用できるオイスターソースの需要が伸びています。しかし、
この領域に参入している約20社の競合他社の製品は、どれ
も牡蠣本来の味・風味が弱いものばかりでした。そのため、
当社の素材・技術を活用して牡蠣本来のおいしさを活かし
たオイスターソースを提供すれば、多くのお客様に使って
いただけると確信し、「Sarsaya®」オイスターソースを発売
しました。
「Sarsaya®」は、主原料であるオイスタージュースの品質

にこだわり、当社独自のブレンド技術を活用したオイスター
ソースで、炒め物や煮込み料理がこくのある味わいに仕上
がります。2016年の発売当初から、リッチな味・風味とコス
トパフォーマンスの高さが生活者に受け入れられ、2018年
のフィリピンのオイスターソース市場シェアは11％の3位
にまで成長しました。

この間、現地で人気のタレントをTV広告に起用し、「オイ
スターの中の真のオイスター」をキーメッセージに、

「Sarsaya®」ブランドと食卓にもたらす価値の伝達に注力し
ました。それに合わせ、フィリピンに約100万店もある小売
店「サリサリストア」やスーパーマーケット等、どこでも手に
入るように幅広い売り場での陳列を徹底しました。その結
果、製品ブランドの認知度が上がり、生活者の製品理解・購
入につながりました。

今後は、「Sarsaya®」をシリーズ化して、オイスターソー
ス以外のソースも展開したいと考えています。「Sarsaya」
はタガログ語で「ソース＋幸せ」という意味を持っています。
その名の通り、「Sarsaya®」を通じておいしさ、健康、楽しさ
という価値を届け、フィリピンの人々の幸せに貢献すること
が、私の目標です。

リッチな味・風味が受け入れられ
市場シェアは3位にまで成長

食卓にもたらす価値を広めるために
積極的なプロモーション活動を展開

出典： Kantar Home Panel Data
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0

3

6

9

（％）
12

（年）

0.4

6.5

10.8

フィリピンのオイスターソース市場における
「Sarsaya®」のシェア推移

「Sarsaya®」
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