Our Philosophy

サステナビリティの考え方

マテリアリティ

サプライチェーン

ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

生活者のライフスタイルの変化に対する
迅速な提案
味の素グループは、栄養とおいしさの両立を追求しながら、からだだけでなくこころも満たす健康づく
りを目指してきました。誰もが簡単に調理でき、忙しい中でも料理を楽しめる「スマートな調理」によ
る生活時間の創出で、多様なライフスタイルを支えるとともに、製品を通じて共に食べる楽しさ、喜び
を提供しています。また、健康価値を高めた製品や E コマース等の活用によって、栄養だけでなく安ら
ぎも得られるパーソナルな食品や食体験を提供します。さらに、クリーンラベル（わかりやすい成分表
示やシンプルな原材料を使用した製品）の動きやビーガン（植物性食品のみを食べるスタイル）等、生
活者の価値観の多様化に応えるために、今後様々なソリューションの拡充を目指します。

具体例
・公正なマーケティングと広告

・価値観の多様化への対応（スマートな調理・食の楽しさ等）

・製品の入手可能性／容易性

・孤食化・個食化

関連する機会とリスク（○機会 / ●リスク）
〇共に食べる楽しさ・喜びの提供による企業レピュテーション
の向上

●生活者のライフスタイルの変化、価値観の多様化への対
応遅れによる成長機会の損失

〇デジタル活用等による新しい価値の創造

味の素グループの主要な取り組み
・食を通じた人と人のつながり・コミュニティの創出

・製品・サービス・情報のお客様への適切な届け方の実践

・ビッグデータ・生活者データの活用によるマーケティング
の高度化

・スマートな調理等、簡便ニーズに対応した製品・サービス
の拡充

・スモールマスへの対応強化

貢献する SDGs のゴール
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価値観の多様化への対応
食に求められる価値の多様化への対応
考え方

味の素グループは、各国・地域における食の伝統や価値観、多様な嗜好、食へのニーズを理解・
尊重し、各地で最適な製品を開発・販売しています。また、各地で手に入れやすい食材や定番
メニューを活用した栄養バランスの良いメニューの提案や、食事をする「場」をより良いもの
にする提案をしています。
近年、ライフスタイルの多様化が進み、食生活にも変化が起きています。一人で食事をする「孤食」
や、同じ食卓に集まっていても、家族がそれぞれ別々の料理を食べる「個食」も増えてきています。
また、多くの人は多忙化により、料理を作る時間、食べる時間が短くなっています。
一方で、食事は栄養を摂るだけでなく、コミュニケーションの場としても重要です。楽しく上
手に調理することで得られる充足感や、食事を通じて家族や他の人々とつながる喜び等、生活
者が食に求める価値はより多様化しています。
味の素グループは、こうしたライフスタイルの変化とともに多様化するニーズに対応して、様々
な価値を提供しています。例えば、調理時間を短縮したいというニーズに対応した電子レンジ
調理可能な冷凍ギョーザ、鮮度へのこだわりに対応したマヨネーズ、自宅での調理機会増や働
き方の変化に対応した製品等、様々なニーズに対応し、製品のラインアップを拡充しています。
また、調理や食を楽しむきっかけづくりや様々なオケージョンに対応するメニュー提案も行っ
ています。

冷凍ギョーザ（日本、米国）
電子レンジで簡単に調理でき、香ばしい焼き目とジュー
シーで飽きのこない味わいを楽しむことができる。

｢ピュアセレクト Rマヨネーズ｣
＜新鮮キープボトル＞（日本）
少人数世帯の増加や食生活の多様化に加
え、おいしさをより長く楽しめるマヨネー
ズを求める生活者の声を受け、開封後も鮮
度とおいしさを長持ちさせる二重構造ボト
ルをマヨネーズで初めて採用。

（日本）
メニュー用調味料「Bistro DoR」
（日本） 「ワークデザインコーヒー」
新型コロナウイルス感染拡大の影響
家庭では手に入りにくい厳選された素
もあり働き方が多様化する中、
「リラッ
材を使用し、本格的な洋風料理を自宅
クス」
「気分転換」等、働くシーンに
で気軽に調理できる。自宅での調理機
おける精神的な面での課題に対応し
会が増加する生活者に対して、メニュー
たコーヒー。パッケージ上の二次元
の幅を 広げ るとともに、華 やかなメ
バーコードを読み取ると、
「コーヒー
ニューによって“食卓がもっと楽しく
の種類」
「働く場所」
「仕事の種類」等、
なる！”という価値を提供。
選んだ内容に合わせて BGM が自動生
成されるサービスが付いている。
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生活者と共に「おいしい」
「楽しい」
について語り合うコミュニティ「食の
楽しい！発見コミュニティ」
（日本）
食を楽しむきっかけづくりを行うサイ
トで、登録者数は2万人超。生活者か
らの発話や双方向対話が活発に行わ
れている。
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ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

生活者のライフスタイルの変化に対する迅速な提案
新型コロナウイルス感染拡大によるライフスタイル変化への対応
■ 食品メーカー初、買い物代行と連携した献立ミールキットお届けサービスの展開（日本）

日本では、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、ネットスーパー等通販の需要が拡大しています。また、
家庭内調理の機会が増加したことから、献立作成から調理に至る負担を減らすことのできる、レシピと
食材がセットになったミールキットを提供するサービスの利用経験率が伸長しています。レシピサイト
のアクセス数も急増しており、生活者の食への関心が高まっていることが伺えます。
こうした動きを受けて、味の素（株）は2020年12月より、CBcloud（株）が運営する買い物から配送ま
でを担うサービス「PickGo」と連動した献立ミールキット配送サービス「フレミル」をスタートしました。
本サービスは、

に掲載の栄養バランスのとれたオリジナル3品献立（現在30種類）

の食材が最短30分で届くものです。今後、個々人の嗜好や健康状態に合わせて献立をパーソナライズ
できる仕組みの導入等、サービスの拡充を検討していきます。

ミールキットの注文方法

1

献立を選んでアプリを
ダウンロード

2

3

買い物リストから
必要な食材だけを注文

4 お届け時間を指定して注文

「PickGo」アプリへ移動し
店舗を選択

■ 食を通じて“つながる”アプリの公開（日本）

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、初めて料理にチャレンジする生活者や、家族と一緒に手作り料
理を楽しむ生活者が増加しています。また、食には栄養・簡便さといった機能的価値に加えて、つな
がり・共感といった情緒的価値が求められ、外出自粛の影響により、特にオンラインでの“つながり”
に対するニーズが増大しているとみられます。
生活者のこうした変化に対応し、味の素（株）は2020年6月に食を通じて人と人がつながるアプリ「ア
ラターブル ®」のβ版を公開しました。このアプリでは、自分が作った料理を投稿したり、他のユーザー
の料理に「いいね！」をつけたりすることができます。また、料理のテーマを日替わりで紹介し、料
理の困りごとや悩みごとを投稿して他のユーザーにアドバイスを求める機能も提供しています。
AIによる生活者の関心やインサイトの解析に基づき一人ひとりのユーザーに合った提案を行い、料理
をする場や時間を共有する新しい体験を提供することで、コミュニティ形成をさらに支援していきます。
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■ サプリメント製品のポスト投函スキームの確立（日本）

新型コロナウイルスの感染拡大は、ネット通販の急速な拡大につながり、宅配便取扱量が大幅
に増加したことで配達員の不足や労働環境悪化が社会課題となりました。また、お客様のもと
に指定した時間に荷物が届かないという課題も発生しました。一方で、宅配便受け取り時の接
触が感染リスクにつながるという懸念もありました。
これらの課題を解決するため、味の素グループではサプリメント製品のパッケージや包装ライ
ンを見直し、ほぼ全ての製品でポスト投函が可能な薄型パッケージへの変更を行いました。お
客様からは「不在にしていても受け取れる」等好意的な反応をいただいています。また、配送
全体の宅配便比率は70％から30％まで減少する見込みであり、再配達も減らせることから、配
送による CO₂排出の削減にもつながっています。

製品の入手可能性・容易性の向上
考え方
GRI203-2
>製
 品アクセシビ
リティに関するグ
ループポリシー

味の素グループは、生活者がいつでもどこでも製品を購入できるよう、自社通販や外部の EC サ
イトを通じた事業を拡大しています。デジタルデータを活用して生活者の意識・行動を解析し、
自国内、越境を含め各通販サイトの利用者の傾向に即した製品を提供する仕組みを構築しています。
一方、開発途上国や新興国の農村部等の流通が発達していない地域も含め、独自の配送ネットワー
クを確立し、スーパーマーケットのみならず市場内の食料雑貨店一軒一軒にも製品を届けています。
各国・地域の状況に応じて、現地スタッフが現金で現物（製品）を販売する現金直売モデルを
採用しています。店主や生活者との直接コミュニケーションを通じた、豊富な情報の交換と生
活者ニーズの深い理解をもとに、より地域に根ざした提案を行っています。
また、各国・地域の生活状況に合わせ、買いやすい価格、使いやすい形態の両面で工夫しています。
例えば、うま味調味料「AJI-NO-MOTO®」の最小容量製品は、ナイジェリアでは10g（20ナ
イラ : 約5円）
、フィリピンでは11g（3ペソ : 約7円）とい
う規格で販売しています※。
味の素グループは、デジタルデータの活用とともに、直接コ
ミュニケーションによる情報収集を行いながら、製品の入手
可能性・容易性の向上に努めます。
※ 各製品価格の日本円への換算には、2021年6月末時点の為替レートを使用。
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ナイジェリアの製品

フィリピンの製品
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提供価値向上に向けたソリューション開発
製品を手にしたときから廃棄に至るまでの間、味の素グループには、店頭、キッチン、食卓等、様々
な場でお客様との接点があり、これらの接点のつながりを「キッチンバリューチェーン ®」と称
しています。いずれの接点でも「おいしかった」
「使いやすかった」
「エコだった」と満足して
いただけるよう、感性工学、人間工学、心理学等の観点から、包装資材の使用性や環境適合性、
調理のしやすさを中心に評価を行い、製品開発に活かしています。
また、お客様が「おいしい」と実感できる製品を実現するには、お客様にとっての「おいしさ」
を知ることが重要と考えています。
「おいしさ」の感じ方は、国や地域、年代や性別、食経験
だけでなく、喫食する環境によっても異なることが知られています。味の素グループは、独自
素材を基軸にして、香気、呈味、食感を統合的に活用した「おいしさ設計技術 R」を磨き、サ
イエンスとデジタルによる顧客適合力を強化することで、おいしさに妥協することなく個別化、
多様化するニーズへのソリューションを追求していきます。

キッチンバリューチェーン ®
保管
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適切なコミュニケーションと情報発信
生活者との責任あるコミュニケーション
考え方
GRI417-DMA
>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
>製
 品表示に関する
グループポリシー
>製
 品パッケージの
表示

味の素グループは現在、130超の国・地域で製品を展開していますが、各地にはそれぞれの「お
いしさ」があり、調理方法や食習慣にも特徴があります。また、適切とされるコミュニケーショ
ンの内容や手法にも違いがあり、製品・サービスの持つ価値を伝えるには各地の文化に適合し
たコミュニケーションが必要です。
このことから、味の素グループは「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」
において、責任あるマーケティングコミュニケーションの実践を定めています。特に、子ども
に対するマーケティングコミュニケーションには、一層の配慮が必要です。子どもの経験不足
や想像力を悪用しないこと、子どもが誤解を招く表現をしないこと等を明示し、責任ある活動
を行うことを約束しています。
2020年4月には、このポリシーを改定し、マーケティングコミュニケーションの国際標準
と さ れ る International Chamber of Commerce（
「ICC」
）制 定 の“ICC Framework for
Responsible Food and Beverage Marketing Communications”を踏まえたポリシーであ
ることを明示しました。
国内においては、グループ各社の WEB サイトで「ソーシャルメディアガイドライン」を掲載し、ソー
シャルメディア利用における順守事項を公開しています。また、家庭用の食品のパッケージに
おいて、法律で義務付けられた表示に加え、
「アレルギー物質の一覧」や「わかりにくい原材料」
等、味の素グループ独自の表示をしています。

>w
 ith コロナ期にお
ける味の素グルー
プの取り組み
>M
 aking Nutrition
a Priority During
the Pandemic
( 英語のみ）

TOPIC

新常態下の生活者とのコミュニケーション
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、健康や食生活に関する情報のニーズが高まっています。
味の素グループは、ニューノーマルの環境においても、生活に役立つ情報や食の提案を通じて、
お客様の日常に寄り添うことを目指し、WEB サイトにおいて、アミノ酸のはたらきの解説や、
免疫力維持のためのアドバイス等、毎日の健康に役立つ情報を提供するほか、感染防止に向
けた味の素グループの取り組みについてもまとめています。

違反事例
実績
GRI417-3

2020年度を通じ、景品表示法違反として日本の消費者庁による一般公表を受けた事例はありま
せんでした。
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