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■趣旨 

「味の素グループ⾏動規範」（以下「⾏動規範」という。）は、「味の素グループ Way」に則り、「味の素

グループミッション」を実現するために、私たち⼀⼈ひとりが⽇々理解し実践すべき⾏動のありかたをしめ

したものです。同時に、誠実に遵守することをすべてのステークホルダーに約束するものでもあります。 

 

■基本原則 

●私たちは、「私たちは地球的な視野にたち、"⾷"と"健康"そして、明⽇のよりよい⽣活に貢献します」とい

うグループ理念に根ざした、⾼い道徳観、倫理観に基づき社会的良識に従って⾏動します。 

●私たちは、｢味の素グループ Way｣を常に⾏動の基本とし、「健康な⽣活」、「⾷資源」、「地球持続性」

の課題解決に向けて、事業を通じて明⽇のよりよい⽣活に貢献します。 

●私たちは、国内外の法令、「⾏動規範」およびそれらの精神を遵守し、公正、公平、透明、簡素を基本と

して、信頼される味の素グループを⽬指します。 

●私たちは「国連グローバル・コンパクト」を⽀持します。 

 

 

1. 安全性の⾼い⾼品質な商品・サービスの提供 

私たちは、常にお客様第⼀を⼼がけ、世界のお客様の“⾷”と“健康”そして、明⽇のよりよい⽣活に貢献す

るため、優れた技術と豊かな創造性をもって、安全性の⾼い⾼品質な商品・サービスを開発・提供してい

きます。 

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、また、お問い合わせには誠実に対応します。 

 

1.1 安全性の⾼い⾼品質な商品・サービスの開発・提供 

1.1.1 私たちは、広く社会から情報を収集してお客様のニーズを探求し、社会に役⽴つ商品・サービスを開

発し提供します。 

1.1.2 私たちは、商品・サービスの提供において、お客様の満⾜度の向上につながるよう、事前に⼗分な調

査や意⾒の聴取を⾏います。 

1.1.3 私たちは、⼈間の⽣命と健康や環境・⽣態系に⼤きくかかわりのある事業を⾏っているという⾃覚と

責任をもち、可能な限りの調査・研究を尽くした安全性の⾼い商品・サービスを提供します。 

味の素グループ⾏動規範 
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1.2 品質保証活動 

1.2.1 私たちは、商品・サービスの安全に関する法律・規制や適正な品質基準を遵守します。もし品質基準

を満たせないおそれが⽣じた場合には、直ちに原因を特定し、発⽣防⽌のための処置を取ります。 

1.2.2 私たちは、お客様に提供した商品・サービスに品質上の問題が起こった場合は、その商品・サービス

に関する正確な情報を提供し、被害が拡⼤しないよう迅速に対応します。さらに、その原因を究明し、

再発の防⽌に万全を期します。 

 

1.3 適切な情報提供とコミュニケーション 

1.3.1 私たちは、商品・サービスに関する必要な情報をタイムリーに提供します。また、お客様からのご指

摘やご意⾒に対して真摯に⽿を傾け、誠実に対応します。 

 

1.4 広告やマーケティング活動 

1.4.1 私たちは、商品・サービスに関して、適正でわかりやすい表現・表⽰に努めます。 

1.4.2 私たちは、広告やお客様とのコミュニケーションに際しては、適正・誠実な表現を⼼がけ、商品の特

性や品質、提案の趣旨などを誤認させるような表現は⽤いません。また、⼦どもに対するマーケティ

ングには、特に責任ある活動を⾏います。 

1.4.3 私たちは、他社の商品・サービスについて事実と異なることをお客様や取引先に語り、他社の信⽤を

傷つけるような⾏為は⾏いません。特に、競合他社の商品・サービスと⾃社の商品・サービスとの⽐

較を⾏う場合には、他社の信⽤を傷つけることのないよう留意します。 

 

 

2. 地球環境とサステナビリティ（持続可能性）への貢献 

私たちは、将来世代にわたる⼈々が豊かな⾃然環境とよりよい暮らしを享受できるような持続可能な社会

の実現に貢献します。 

私たちの事業活動が⾃然の恵みの上に成り⽴っていることを理解し、地球環境や⽣態系への負荷を減らし、

資源やエネルギーを有効に活⽤した循環型の事業活動を推進します。 

私たちは、個⼈においても資源・エネルギーの有効活⽤等、環境に配慮することを奨励します。 

 

2.1 事業活動を通じての環境貢献 

2.1.1 私たちは、常に地球・地域の環境問題を意識し、⽇常の業務に従事するとともに、継続的な改善に努

めます。 
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2.1.2 私たちは、お客様のニーズにこたえるだけではなく、社会的な視点にたって、⽣物多様性・⽣態系に

配慮し、資源・エネルギーを効率的に利⽤するなど地球環境に貢献します。そのため、商品やサービ

スの研究・開発・調達・⽣産・販売・消費・廃棄・資源循環の各段階で、環境に配慮します。 

2.1.3 私たちは、世界各国・地域の環境規制や国際的な基準・規格などの新しい動きや環境影響を把握し、

事業活動を通じて⽣じる環境負荷を極⼩化します。 

2.1.4 私たちは、原材料調達からお客様への商品・サービスの提供にいたるまでの事業活動全体において、

環境に配慮した取り組みを推進するために私たちおよび社会の環境意識の醸成に努めます。 

 

2.2 社会との環境コミュニケーション 

2.2.1 私たちは、環境に関する積極的な情報公開が要請されていることを真摯に受け⽌め、期待と信頼にこ

たえるよう、適切な環境コミュニケーションを推進します。 

2.2.2 私たちは、地球環境や社会によい影響を及ぼすよう、政府・専⾨機関やお客様・取引先、NGO・NPO、

地域の⼈々など多様なステークホルダーとの適切な連携・協働を推進します。 

 

 

３. 公正で透明な取引 

私たちは、私たちの⾏うすべての取引において、常に公正、透明を⼼がけ、取引先をビジネスパートナー

として認識して、合理的に業務を遂⾏します。 

私たちは、グローバルに活動する味の素グループの⼀員として、世界各国の競争に関する法令、ルールを

よく理解し遵守します。 

私たちは、原材料や商品、サービスの購⼊先や業務委託先の選定においては、価格、品質、サービスなど

の条件を公正に⽐較、評価して取引先を決定します。 

私たちは、原材料や商品、サービスの購⼊先や業務委託先とともに、地球環境保全や⼈権擁護などの社会

的責任を果たすよう努⼒します。 

私たちは、違法な政治献⾦や公務員等に対する不当な利益の提供は⾏わず、政治、⾏政とは健全かつ正常

な関係を保ちます。 

私たちは、市⺠社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢⼒および団体とは関係をもちません。 

 

3.1 独占禁⽌法等の遵守 

3.1.1 私たちは、各国における独占禁⽌法、競争法など、公正な競争を確保するための法令およびこれらに

関する社内のガイドラインを遵守し、公正で⾃由な活動をします。 

3.1.2 私たちは、競合する他社との間で、価格や販売・⽣産数量などを共同で取り決め、競争を制限する⾏

為（カルテル）や⼊札談合を⾏いません。 
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3.1.3 私たちは、単独で、または他の事業者と共同で、不正な⼿段を⽤いて、競争相⼿を市場から排除した

り、新規参⼊を妨害したりしません。 

 

3.2 公正な購買取引 

3.2.1 私たちは、購買取引において、常に公正で⾃由な競争を尊重します。また、公平な取引機会の提供を

⾏い、取引先選定では価格、品質、サービスなどの条件を総合的、かつ公正に評価し、決定します。 

3.2.2 私たちは、購買取引における優越的地位を濫⽤することにより、取引先に不利益を与える⾏為を⾏い

ません。 

 

3.3 購買取引における社会的責任 

3.3.1 私たちは、購買取引において、持続可能な原材料調達を⽬指します。 

3.3.2 私たちは、取引先に対して、⼈権、労働、環境、腐敗防⽌などに関する期待事項を明⽰し、協働して

実践していくことを要請します。 

 

3.4 適正な交際・儀礼 

3.4.1 私たちは、贈り物や接待など、業務に関する慣習や儀礼について、良識をもって⾏動します。 

3.4.2 私たちは、お客様や取引先に対して、取引関係の構築や維持を⽬的とした不適切な贈り物、接待、⾦

銭の提供などの⾏為は⾏いません。 

3.4.3 私たちは、取引先に対して個⼈の利益を図るために贈り物、接待、⾦銭を要求するなどの⾏為を⾏い

ません。 

 

3.5 贈賄の禁⽌ 

3.5.1 私たちは、国内公務員、外国公務員およびこれらに準ずる者に対し、⽅法を問わず、贈り物、接待、

⾦銭その他賄賂となる利益を提供しません。 

 

3.6 反社会的勢⼒と関係をもたない 

3.6.1 私たちは、反社会的勢⼒とは関係をもちません。 

3.6.2 私たちは、反社会的勢⼒に対して毅然とした態度で臨み、あらゆる不当要求を拒否します。 

3.6.3 私たちは、関係団体と連携し、反社会的勢⼒の排除に取り組みます。 

 

3.7 輸出⼊管理 

3.7.1 私たちは、グローバルな事業活動を⾏う上で、各国の輸出、輸⼊関連の法規を正しく理解し、遵守し

ます。 

3.7.2 私たちは、使⽤が認められず輸⼊が禁⽌されている製品を、その国に輸出しません。また、輸出が禁

⽌されている製品をその国からその他の国へ輸出しません。 

3.7.3 私たちは、輸出⼊に関する法規の適⽤を逃れるために、間接輸出や第三者を介しての取引をしません。 
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４. ⼈権の取り組み 

私たちは、グローバルに事業を展開する企業グループとして、国際的に認められた⼈権を尊重し、活動を

⾏う国の国際的⼈権義務、ならびに関連する国内関連法令を遵守します。 

 

4.1 ⼈権の尊重 

4.1.1 私たちは、「世界⼈権宣⾔」、「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣⾔とそのフォロ

ーアップ」、「国連ビジネスと⼈権に関する指導原則」、および「国連グローバル・コンパクト」を

含めた国際的な⼈権基準を⽀持します。 

4.1.2 私たちは、広くステークホルダーと協⼒し、⾃らが⼈権侵害に加担することがないよう努めます。 

 

4.2 労働における基本的原則・権利 

4.2.1 私たちは、結社の⾃由と団体交渉に関する、従業員の基本的権利を尊重します。 

4.2.2 私たちは、いかなる形態においても、強制されたまたは本⼈の意に反する労働を利⽤しません。 

4.2.3 私たちは、児童労働がもたらす弊害を理解し、いかなる形態においても、就業の最低年齢に満たない

児童による労働を利⽤しません。 

4.2.4 私たちは、採⽤と就業における差別は⾏いません。 

 

 

５. 従業員の⼈材育成と安全確保 

味の素グループ各社は、雇⽤の機会の提供に努め、従業員の多様性、⼈格、個性を尊重した能⼒開発・能

⼒発揮の機会を提供するよう努めます。 

私たちは、グローバルな視点をもち、チームワークを重視し、創造性と開拓者精神を発揮し、グループの

発展に貢献するよう努めます。 

私たちは、企業の継続的発展を通じて、⼀⼈ひとりの充実した⽣活と社会の繁栄に貢献します。 

私たちは、オープンなコミュニケーションを通じて、差別やいやがらせのない、お互いの⼈間性を尊重す

る明るい職場を⽬指します。 

私たちは、安全で働きやすい環境確保に努めます。 

 

5.1 均等な雇⽤機会と公正な⼈事・処遇 

5.1.1 私たちは、味の素グループの明⽇を担う⼈材を、国や地域を越えて受け⼊れ、育成します。 
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5.1.2 私たちは、⾃⽴し、成⻑する個⼈に対し、公平な能⼒開発・能⼒発揮の機会を提供します。 

5.1.3 私たちは、会社が個⼈の処遇を決めるあらゆる場⾯において、個⼈の価値観、能⼒を尊重し、すべて

の従業員を公平に扱います。 

5.1.4 私たちは、個⼈の実⼒、責任、創出した成果を公正に評価し、適正に処遇します。 

 

5.2 企業の発展と個⼈の成⻑ 

5.2.1 私たちは、チームワークを⼤切にし、信頼し合える職場での⼈間関係を構築します。 

5.2.2 私たちは、業務を通じて、社会に貢献できるよう⼀⼈ひとりが⾃⼰研さんに努めます。 

 

5.3 差別、ハラスメントの禁⽌ 

5.3.1 私たちは、各国・地域での法令や⽂化を尊重し、いかなる関係者に対しても、⼈種、⺠族、国籍、宗

教、信条、出⾝地、性別、年齢、性的指向、障がいなどを理由とする差別⾏為を⾏いません。 

5.3.2 私たちは、職場の関係者に対し、その⼈の就業環境を悪化させるような性的な⾔動（セクシャルハラ

スメント）を⾏いません。 

5.3.3 私たちは、職場の関係者に対し、職務的な⽴場を利⽤して就業環境を悪化させる⼈権侵害（パワーハ

ラスメント）を⾏いません。 

 

5.4 安全で働きやすい職場づくり 

5.4.1 私たちは、⼀⼈ひとりの安全の確保に万全を尽くすとともに、私たちが安全で健康的に働くことので

きる職場環境を維持し、改善します。また、災害や事故・事件を予防し、適切に対処するため従業員

の教育や装備などを含む社内体制を整備し、能率的で働きやすい職場環境の整備に努⼒します。 

5.4.2 私たちは、安全・衛⽣に関連する法令や規則を理解し、遵守します。 

5.4.3 味の素グループ各社は、従業員が健やかに働けるように、健康状態を把握し、健康の維持・管理の取

り組みを⾏います。また、感染症の予防や栄養状態の改善など健康に関する教育を⾏います。 

 

 

６. コミュニティとともに 

私たちは、常に謙虚で誠実な態度で社会の要請を受け⽌め、事業活動を通しての社会への貢献はもとより、

味の素グループ各社が、積極的に地域社会とコミュニケーションを深め、地域の経済、⽂化、教育の発展

に貢献するよう⾏動します。 

私たちは、個⼈においても地域社会の⼀員として社会貢献活動に参加することを奨励します。 

 

6.1 事業活動を通した社会への貢献 

6.1.1 私たちは、私たちの事業が原材料の調達をはじめ社会と様々なかかわりをもっていることを意識し、

事業活動を通じて可能な限り、社会の課題解決に貢献するよう努めます。 
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6.2 地域⽂化の尊重 

6.2.1 私たちは、事業を⾏う地域の社会と共存するため、その地域社会の⽂化、慣習、伝統を理解し、尊重

する努⼒をし続けます。 

 

6.3 NGO・NPO との連携 

6.3.1 私たちは、健全で豊かな社会づくりを⽬指し、社会と対話しつつ、NGO・NPO や地域社会との連携

を図ります。 

6.3.2 私たちは、連携を図る NGO・NPO については、その活動にふさわしいパートナーを選び、共に活動

していきます。 

 

6.4 寄付、賛助活動、財団運営 

6.4.1 私たちは、「味の素グループ理念」にかかわる社会的課題や社会ニーズへの対応のため、社会貢献と

して意義のある適正な寄付、賛助活動を⾏います。また、⾃らが設⽴した財団や基⾦などの公益事業

の運営を⽀援します。 

6.4.2 私たちは、寄付や賛助活動を⾏うにあたっては、その必要性、妥当性を⼗分に考慮し、関係法令に従

って⾏います。 

 

 

７. 株主・投資家をはじめとしたステークホルダーへの責任 

私たちは、健全な経営を進め、株主への適正な利潤の還元と永続的な企業価値増⼤を図ります。 

私たちは、株主・投資家など多様なステークホルダーに対して情報を適時・適切に公開し、期待と信頼に

こたえられるよう公平・誠実に対応します。 

 

7.1 適切な情報開⽰ 

7.1.1 私たちは、株主・投資家に対して、開⽰すべき情報を隠したり、提供することを拒否しません。 

7.1.2 私たちは、情報開⽰を⾏う場合、情報開⽰にかかる法規に定められた情報に限ることなく、多様なス

テークホルダーにとって有⽤な情報を開⽰することでその期待にこたえていきます。 

 

7.2 財務報告の信頼性の確保 

7.2.1 私たちは、⾦融商品取引法およびその他の法令の定めに従って、財務報告にかかわる内部統制が有効

かつ適切に⾏われる体制の整備、運⽤、評価を継続的に⾏い、財務報告の信頼性と適正性を確保しま

す。 

 

7.3 インサイダー取引の禁⽌ 
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7.3.1 私たちは、会社の内部情報や取引先の機密情報を利⽤して私的な利益を追求しません。私たちは、上

場する味の素グループ各社や上場する取引先の未公表の情報を利⽤して株式等の売買等を⾏うなど、

インサイダー取引として違法とされることを⾏いません。 

7.3.2 私たちは、味の素株式会社をはじめとする、上場する味の素グループ各社の発⾏する株式等を売買等

する場合には、決められた社内⼿続に従って⾏います。 

 

 

８. 会社資産・情報の保護・管理 

私たちは、営業秘密、知的財産権を含む有形・無形の会社資産を厳正に保護・管理します。 

私たちは、個⼈情報を適切に管理します。 

私たちは、第三者の正当な知的財産権を尊重します。 

 

8.1 会社資産の管理 

8.1.1 私たちは、有形・無形の会社資産を社内規程などに従い適正に管理します。 

8.1.2 私たちは、会社資産を会社の業務上の⽬的にのみ使⽤します。 

 

8.2 情報管理 

8.2.1 私たちは、事業、技術、研究、商品開発、営業、財務、⼈事等、各種の機密情報の重要性を理解し、

厳格に機密に管理します。また、機密情報か否かにかかわらず、会社の内部情報を業務上の⽬的以外

には使⽤しません。 

8.2.2 私たちは、個⼈情報保護の重要性を認識し、個⼈情報の適切な取得、利⽤、提供を⾏います。個⼈情

報の取り扱いにおいては⽬的外の利⽤や外部への流出がないよう厳重に管理します。職場や業務で知

りえた個⼈の情報は、本⼈の同意や法令の請求がない限り、他の⼈に開⽰しません。 

8.2.3 私たちは、お互いのプライバシーを尊重します。 

8.2.4 私たちは、他社の機密情報を不正に取得するような⾏為は⼀切⾏いません。 

 

8.3 知的財産権保護 

8.3.1 私たちは、会社のブランドや会社が有する知的財産権（特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、著作

権、営業秘密などを含む）は、⾃社の重要な資産であることを認識し、法令、社内規程に従って適切

かつ正確に使⽤します。 

8.3.2 私たちは、第三者の商標権、特許権などの知的財産権を尊重し、その許可なく使⽤しません。また、

これらを毀損または侵害しません。 

8.3.3 私たちは、会社のコーポレート・ロゴおよびその他の商標を、基準に則って正確に描き、適切に使⽤

します。 
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8.3.4 私たちは、知的財産権に関する法律、規制は各国で異なることを認識し、知的財産権の登録、開⽰、

移転、使⽤に関して各国ごとに特別の注意を払います。 

 

 

９.公私のけじめ 

私たちは、常に公私のけじめをつけます。また、会社資産・情報や業務上の権限・⽴場を利⽤して個⼈的

利益の追求は⾏いません。 

私たちは、個⼈的な主義・思想を尊重しますが、会社の⽴場とは明確に区別します。 

 

9.1 利害の対⽴の回避 

9.1.1 私たちは、家族を含め個⼈的な利害と会社の利害が相反することがないよう努めます。また、業務に

おいては、味の素グループの⼀員であることを常に⾃覚し、会社のルールを守り、責任ある⾏動をと

ります。 

 

9.2 会社に帰属する取引関係 

9.2.1 私たちは、役員・従業員が構築した取引関係が、役員・従業員の退職後も会社に帰属することを正し

く認識します。 

 

9.3 個⼈の主張と政治活動 

9.3.1 私たちは、ソーシャルメディアを利⽤して情報発信を⾏う際、会社の公式発信と個⼈の発信を明確に

区別して⾏います。個⼈での発信においても味の素グループの⼀員としての⾃覚と責任をもって⾏い、

会社の信⽤・財産を損なう⾏為は⾏いません。 

9.3.2 私たちは、政治活動は個⼈の⽴場で、就業時間以外に会社の施設以外で⾏います。 
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■背景と⽬的 

味の素グループは、味の素グループ⾏動規範に基づき、世界各国の法令を遵守する。したがって、味の素グ

ループが各国の税法を遵守することは当然のことであり、その他 OECD 等の国際機関が公表している租税に

関するガイドライン等にも準拠して事業活動を⾏う。 

味の素グループは、多国籍企業として、各国の税務法令や税務⾏政が複雑化し対応が困難になっている事実

を認識するとともに、税務当局及び株主等様々なステークホルダーの利害を考慮しなければならない。 

また、株主価値最⼤化のために、税務リスクの極⼩化に務め、更にグローバルで味の素グループ各社の税務

ポジションを定期的に確認し、税務恩典の適⽤と不要な税⾦費⽤の削減に努め、ベストプラクティスを共有

化する仕組みの構築が必要である。 

以上の⽬的を達成する為、ここに、味の素グループに適⽤する味の素グローバル・タックス・ポリシー（本

ポリシー）を策定する。 

 

1. 税法の遵守 

味の素グループは、適⽤される税法を常に遵守し、かつ国際機関等が公表している基準（OECD、EU、UN

ガイドライン）等にも準拠して事業活動を⾏う。 

 

2. 税務リスクの極⼩化 

味の素グループは、加速するグローバル経営環境のもと、株主価値最⼤化のため、各国における税制や税務

⾏政の変更への対応を⾏い、税務リスクを極⼩化することを⽬指す。 

 

3. 連結フリー・キャッシュ・フローの最⼤化 

味の素グループの税務部⾨は、上記 1 および 2 を踏まえつつ、経営⽬標の達成のため、税⾦および税務関連

費⽤を最⼩化する⽅策またはスキームを経営にアドバイスを⾏う。それにより、税引き後利益の最⼤化、ROE、

EPS およびフリー・キャッシュ・フロー、ひいては株主価値の最⼤化を⽬指す。 

 

4. 事業活動の⼀環 

事業モデル検討にあたっては税⾦を考慮しないと事業価値の減少につながりかねず、その⼀⽅で税⾦の検討

はビジネス活動から⽣じる。したがって、税⾦の検討は事業プロセスそのものである。すべての取引は事業

味の素グローバル・タックス・ポリシー 
2017 年 4 ⽉改定 

 



 12 

⽬的を有し、税務上の⽬的の為だけに⾏ってはならない。 

 

5. 株主に対する説明責任 

遵守すべき税法は事業を⾏う世界各国の法令であり、判断を誤った場合には巨額の罰⾦を課せられる可能性

がある。経営判断の誤りを問う株主代表訴訟が増えているなか、味の素グループは、本ポリシーに則ること

によりこの様な事態を未然に防⽌する。また、初動対応を誤ると損害がさらに拡⼤し、場合によっては会社

の信⽤が失墜しかねないため、対応⽅針を予め定めておく。 

 

6. 移転価格 

味の素グループは、国外関連者との取引に関して、独⽴企業間価格を考慮し、各国間および各⼦会社間のそ

れぞれにおける機能、資産およびリスクの分析に基づき、その貢献に応じた適切な利益配分を⾏う。 

 

7. ⼆重課税の排除 

味の素グループは、同⼀の経済的利益に対して複数の国で課税される⼆重課税を排除するため、事業を展開

する国同⼠の租税条約を適⽤する。 

 

 

■コンプライアンス 

1. 税法の遵守 

味の素グループは、各国において定められた税⾦を定められた期⽇に払うことを義務とする。 

 

2. 透明性の確保 

味の素グループは、税⾦に対する考え⽅についての開⽰を⾏う。税⾦に関するポリシーについてもわかり易

い説明を⼼掛ける。また、現地税務当局に対しても透明性を確保する。 

 

3. 税務当局との関係 

味の素グループは、各国の税務⾏政⼿続き、徴収⼿続等に従う。また、税務当局とは健全かつ正常な関係を

保ち、不当な利益の提供は⾏わない。 

 

4. 組織形態 

味の素グループは、事業⽬的や実態の伴わない組織形態により税⾦を回避することは⾏わず、また国内法や

国際法の精神に則る。例えば、租税回避を⽬的としてタックス・ヘイブンを活⽤することを⾏わない。 

 

5. 事業実態 

すべての取引には事業⽬的と事業実態が備わっている必要がある。味の素グループは、税務恩典の適⽤に際

し、事業⽬的と事業実態が伴わない場合は⾏わない。 
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（⽬的） 

第 1 条 

本ポリシーは、適⽤されるすべての贈賄禁⽌法令の遵守を徹底すべく定めるものであり、味の素グループ各

社およびその役職員による贈賄を防⽌し、以て各国の贈賄禁⽌法令の遵守および公正且つ倫理的な事業⾏動

に資することを⽬的とする。 

 

（適⽤範囲） 

第 2 条 

本ポリシーの適⽤範囲は、味の素株式会社およびその⼦会社ならびにこれらの役員（これに準ずる者を含む。）

および従業員（嘱託、パート従業員、臨時従業員等、期間を定めて雇⽤される従業員を含む。）（以下併せ

て「役職員等」という）とする。 

 

（法令の遵守） 

第 3 条 

役職員等は、本ポリシーおよび関係する国または地域（以下併せて｢国等｣という）の贈賄禁⽌法令を遵守す

る。 

 

（公務員等に対する贈賄の禁⽌） 

第 4 条 

（1）役職員等は、公務員およびこれに準ずる者（国内公務員、外国等公務員、国際機関の公務に従事する者

および国内または外国等の政府または地⽅公共団体が実質的に⽀配する企業の役職員等を含む。以下併

せて「公務員等」という。）に対し、⽅法を問わず、賄賂の供与、または申し出もしくは約束を⾏って

はならない。 

   ＊⼀部の国等の贈賄禁⽌法令においては、政府によって選任または指名された職員やその候補者、王

族も公務員とみなされることがある。 

（2）賄賂とは、取引の獲得もしくは維持のため、または不当な利益の取得もしくは維持のために、公務員等

に、その職務に関する⾏為をさせもしくはさせないこと、またはその地位を利⽤して他の公務員等にそ

の職務に関する⾏為をさせもしくはさせないようにあっせんをさせることを⽬的として供与、または申

し出もしくは約束される⾦銭その他の利益をいう。⾦銭その他の利益には、⾦銭、贈答品、接待や招へ

いの際の経費の⽀出などが含まれる。 

 

味の素グループ贈賄防⽌ポリシー 
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（会計記録） 

第 5 条 

役職員等は、会社のすべての取引に関して、合理的な詳細さをもって正確な帳簿と記録を保持しなければな

らない。この原則は、すべての取引に適⽤されるものであるが、公務員等に関連する出費については、その

適切な処理を確実にすべく特に留意するものとする。 

 

（遵法体制） 

第 6 条 

（1）味の素グループ各社の社⻑は、⾃社の役職員等に本ポリシーを遵守させなければならない。 

（2）役職員等は、本ポリシーの解釈等について疑義を⽣じたときは、所属会社、親会社または味の素株式会

社のリスク管理担当部⾨、リスク管理担当役員もしくは法務担当部⾨、あるいは役職員の所属会社を担

当する味の素株式会社地域本部に相談するものとする。 

（3）内部通報制度の適⽤がある会社の役職員等は、内部通報制度を利⽤して本ポリシーの違反を通報するこ

とができ、違反について通報した者に対する報復は禁⽌される。 

 

（監査） 

第 7 条 

味の素グループは、本ポリシーおよび本ポリシーの関連規定の遵守・運⽤に関する監査を、その監査⼿順の

中に含めることとする。味の素グループは、当該監査を、定期的に⾏うものとする。監査対象、監査⼿続き

については、国、地域、会社、事業の特性およびリスクの程度を考慮して決定するものとする。 

 

（罰則と懲罰） 

第 8 条 

法令または本ポリシーを含む会社の規定に違反した役職員等は、個⼈としての法的責任に加え、その所属す

る会社により、解雇を含む懲罰に処せられる場合がある。 
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■基本⽅針 

1．私たちは、情報の取扱にあたり、ルールを明確にし、適切な管理を実施します。 

2．私たちは、情報の盗⽤、改竄、破壊、利⽤妨害などが発⽣しないように技術的施策を講じます。 

3．私たちは、常に⼀⼈ひとりが情報セキュリティについて⼗分な知識を持つように努めます。 

4．私たちは、セキュリティ上の問題が発⽣した場合、その原因を迅速に究明し、その被害を最⼩限に⽌める

ように努めます。 

5．私たちは、以上の活動をグループ全体で継続的に実施し、情報セキュリティ向上に努めます。 

  

味の素グループセキュリティポリシー 
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味の素グループは、すべての購買取引において、公正・公平・透明・簡素を⼼掛け、お客様をはじめ、すべ

てのステークホルダーの⽅々から信頼を得られるよう、お取引先をビジネスパートナーとして、法令を遵守

し、契約を履⾏し、合理的に業務を遂⾏します。 

 

1. 遵法・購買倫理 

●購買取引に関連する関係各国の法令、ルールを遵守し、合わせて「味の素グループ⾏動規範」、その他該

当する社内諸基準に則り良識ある⾏動をします。 

●購買取引においてお取引先との契約を誠実に履⾏します。 

●購買取引において知り得た情報については、その重要性をよく理解し、機密保持に努めます。 

●購買取引は、公正・公平・透明・簡素な業務⼿順により⾏います。 

 

2. 購買取引の原則 

●経済的な合理性に基づき、適正価格での取引を⾏います。 

●取引先選定にあたっては、価格、品質、納期の他、技術⼒、安全性、実績等も合わせ総合的に検討し、決

定します。不採⽤の場合、要望によりその理由を説明します。 

●購買取引は原則として複数⾒積⽐較（⼊札等）に拠り⾏います。 

●新規取引希望については⾨⼾開放を原則とし、採⽤基準を満たした候補について適当な取引先選定の機会

に参加していただきます。 

●お取引先と共同でのコストダウン取り組みについては評価採⽤のルールを定めて積極的に推進します。 

 

3. 購買取引における CSR の実践 

●原材料等の購買取引は、商品の品質・安全性確保のため該当する法令、「味の素グループ品質保証規則」

および関連する諸基準を適⽤します。 

●直接購買する対象が、その⽣産、流通において、地球環境の保全に配慮されており、児童労働や不法就労

等の⼈権侵害に関わるものでないことを確認します。 

 

4. お取引先への要請 

●本「味の素グループ購買基本⽅針」の趣旨の理解と、共にサプライチェーンを構成するビジネスパートナ

ーとしての協⼒を要請します。 

●経済合理性に裏付けられた合理化等各種提案の促進を要請します。 

味の素グループ購買基本⽅針 
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●お取引先に対し、コンプライアンス、⼈権、労働・安全、環境、品質・安全等の期待事項を「サプライヤ

ーCSR ガイドライン」として明⽰し、協働して CSR を実践していくことを要請します。 
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Ⅰ 法令・社会規範の遵守と体制の整備 

お取引先の皆様には、事業活動を⾏う国や地域において適⽤される法令や社会規範を遵守して事業を⾏い、

⾃社および従業員の法律違反や不正を予防し、問題発⽣時に早期対応できるよう、コンプライアンス体制の

構築をお願いします。 

 

Ⅰ- 1 汚職・賄賂などの禁⽌ 

政治・⾏政との健全かつ正常な関係を保ち、贈賄や違法な政治献⾦などは⾏わない。 

 

Ⅰ- 2 優越的地位の濫⽤禁⽌ 

優越的地位を利⽤して、取引先に不利益を与える⾏為を⾏わない。 

 

Ⅰ- 3 不適切な利益供与および受領の禁⽌ 

ステークホルダーとの関係において不適切な利益の供与や受領を⾏わない。 

 

Ⅰ- 4 競争制限的⾏為の禁⽌ 

公正・透明・⾃由な競争を阻害する⾏為は⾏わない。 

 

Ⅰ- 5 知的財産の尊重 

他者の知的財産を侵害しない。 

 

Ⅰ- 6 適切な輸出⼊管理 

関係法令を遵守して、適切な輸出⼊管理体制の整備と輸出⼊⼿続きを⾏う。 

 

Ⅰ- 7 情報公開 

法令等で公開を義務づけられているか否かを問わず、ステークホルダーに対して積極的な情報提供・開⽰を

⾏う。 

 

Ⅰ- 8 反社会的勢⼒との関係根絶 

市⺠社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢⼒および団体とは関係を持たない。 

 

味の素株式会社 サプライヤーCSR ガイドライン 
2015 年 3 ⽉制定 
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Ⅰ- 9 不正⾏為の予防と早期発⾒ 

不正⾏為を予防するための活動を⾏い、また早期に発⾒し、対応するための制度を整える。 

 

 

Ⅱ ⼈権の尊重 

お取引先の皆様には、国際社会の⼈権重視の流れに従い、従業員の⼈権を尊重し、尊厳を持って扱い、安全

で快適な職場環境を確保することをお願いします。 

 

Ⅱ-１ 強制的な労働の禁⽌ 

いかなる形態においても、強制された、または本⼈の意に反する労働を⾏わせない。 

 

Ⅱ- 2 児童労働の禁⽌ 

児童労働がもたらす弊害を理解し、就業の年齢に満たない児童を雇⽤しない。 

 

Ⅱ- 3 差別の禁⽌ 

各国・地域の法令や⽂化を尊重し、⼈種、⺠族、国籍、宗教、信条、出⾝地、性別、年齢、⾝体障害などを

理由に雇⽤機会、採⽤、昇進、報酬などの処遇で差別をしない。 

 

Ⅱ- 4 ⾮⼈道的扱い・ハラスメントの禁⽌ 

従業員の⼈権を尊重し、職場からセクシャルハラスメント（性的嫌がらせ）、虐待、体罰、精神的強要、暴

⾔などのパワーハラスメントを撤廃する。 

 

Ⅱ- 5 適切な賃⾦の⽀払い 

最低賃⾦、超過勤務、法定給付を含むすべての賃⾦関連法を遵守した上で、従業員に対し給与の⽀払いを⾏

なう。 

 

Ⅱ- 6 労働時間の適正管理 

法定限度を超えないよう、従業員の労働時間・休⽇・休暇を適切に管理する。 

 

Ⅱ- 7 従業員の団結権の尊重 

労働環境や賃⾦⽔準等の労使間協議を実現する⼿段として従業員の団結権を尊重する。 
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Ⅲ 労働における安全衛⽣ 

お取引先の皆様には、従業員及びそこで働く全ての⼈の労働安全、衛⽣環境を維持向上することにより、不

慮の事故・災害を未然に予防することをお願いします。 

 

Ⅲ- 1 職場の安全確保 

職場の安全に対するリスクを評価し、適切な設計や技術・管理⼿段をもって安全を確保する。 

 

Ⅲ- 2 施設・職場環境の管理 

従業員⼀⼈⼀⼈が安全で健康的に働くことのできる環境づくりを⾏う。 

 

Ⅲ- 3 職場の衛⽣の確保 

会社内のトイレや休憩室を整備するとともに、職場における⼈体に有害な⽣物や化学物質および騒⾳や悪臭

などに接する状況を把握し、適切な対策を講じる。 

 

Ⅲ- 4 従業員の定期的な健康管理 

従業員の健康状態を把握し、適切な健康管理を⾏う。 

 

Ⅲ- 5 労働災害・労働疾病の予防と適切な対応 

労働災害及び労働疾病の状況を把握し、適切な対策を講じる。 

 

Ⅲ- 6 緊急時の対応の徹底 

⽣命・⾝体の安全を守るため、発⽣しうる災害・事故などを想定し、緊急時対応策を準備し、また職場内に

周知徹底する。 

 

Ⅲ- 7 教育訓練 

労働安全に関する教育・訓練を実施している。 

 

 

Ⅳ 製品・サービスの品質、安全性の確保 

お取引先の皆様には、製品・サービスが各国の法令等で定める安全基準を満⾜するとともに、品質管理の徹

底をお願いします。あわせて、製品の安定供給に向けては、不測の事態が発⽣しても中核的な業務を速やか

に復旧させるための事業継続計画に取り組むことをお願いします。 

 

Ⅳ- 1 品質マネジメントの運⽤ 

品質マネジメントシステムを構築し、運⽤する。 
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Ⅳ- 2 製品・サービスに関する正確な情報の提供 

お客様に対して、製品・サービスに関する正確な情報を提供する。 

 

Ⅳ- 3 製品安全性の確保 

製品・原材料が各国の法令等で定める安全性の基準を満⾜するとともに、取引先の要求⽔準を満⾜している。 

 

Ⅳ- 4 製品の安定供給 

製品の安定供給を果たすために不測の事態が発⽣しても中核的な業務を速やかに復旧するための事業継続計

画（BCP: Business Continuity Plan）を整備する。 

 

 

Ⅴ 地球環境への配慮 

お取引先の皆様には、製品の製造における環境への⼗分な配慮により、⾃然環境や⽣態系への悪影響を最⼩

限に抑え、同時に⼈々の安全と健康を確保していただくようお願いします。環境保全の重要性を認識し、事

業活動の様々な場⾯において、⽣物多様性保全や資源循環、温室効果ガス排出削減など環境に配慮した経営

に努めることを要望します。 

 

Ⅴ- 1 環境マネジメントシステムの運⽤ 

環境マネジメントシステムを構築、運⽤し、事業活動が環境に与えるマイナスの影響を⼩さくし、またプラ

スの影響を⼤きくするよう、継続的な改善を実施する。 

 

Ⅴ- 2 化学物質の管理 

製造⼯程で取り扱う、法令等で指定された化学物質を管理する。 

 

Ⅴ- 3 化学物質の削減 

ヒトの健康や⽣態系に悪影響を与える可能性がある化学物質は、他の化学物質に代替する、もしくは使⽤量

を削減するように努める。 

 

Ⅴ- 4 操業に伴う地域環境への影響の最⼩化 

排⽔、排気、廃棄物、騒⾳、振動、光などに関する所在国の法令等を遵守し、必要に応じて⾃主基準を持っ

てさらなる改善を図る。 

 

Ⅴ- 5 資源・エネルギー・⽔の効率的な利⽤、循環利⽤の促進 

（原料）資源・エネルギー・⽔の効率的な利⽤や循環的な利⽤に関して、省資源・省エネルギー・節⽔、廃

棄物削減、温室効果ガスの排出量削減などの⾃主⽬標を設定し、サプライチェーン全体での環境・⽣態系へ

のマイナス影響を低減する。 
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Ⅴ- 6 開発時の環境への影響の最⼩化 

⼯場もしくは農場の開発による、地域の住⺠および環境・⽣態系への影響を把握する。 

 

Ⅴ- 7 原材料調達における⽣物多様性・⽣態系への配慮 

原材料調達においては、⽣産地域に遡ったトレーサビリティを確認して⽣産地域での⽣物多様性・⽣態系保

全に関する状況を把握し、必要な改善に努める。 

 

Ⅴ- 8 事業活動を通しての環境貢献 

社会的な視野に⽴ち、製品の研究・開発段階から環境に配慮し、地球環境に貢献する商品・サービスを提供

する。 

 

Ⅴ- 9 環境保全の取組みに関する状況の開⽰ 

環境に関する積極的な情報開⽰要請に対し、適切な開⽰を⾏う。 

 

 

Ⅵ 情報セキュリティ 

お取引先の皆様には、コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じて、⾃社および他社に被

害を与えないように管理し、顧客・第三者・従業員の個⼈情報、受領した機密情報を適切に管理・保護する

ことをお願いします。 

 

Ⅵ- 1 コンピュータ・ネットワーク脅威に対する防御 

コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じて、⾃社および他社に被害を与えないように管

理する。 

 

Ⅵ- 2 個⼈情報の適切な管理 

顧客・第三者・従業員の個⼈情報を適切に管理・保護する。 

 

Ⅵ- 3 顧客・第三者の機密情報の漏えい防⽌ 

顧客・第三者から受領した機密情報を適切に管理・保護する。 

 

 

Ⅶ 社会への貢献と地域との共⽣ 

お取引先の皆様には、国際社会・地域社会の発展に貢献できる活動を⾃主的に⾏うことを推奨します。 
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1. 前⽂ 

現在、世界の森林は、毎年急激な速度で失われている。森林は⽊材の供給源であるだけではなく、多くの⽣

物が⽣活する場所としても重要である。また、⽔や地球温暖化の原因である⼆酸化炭素を蓄える場所として、

⽔の浄化、⼟砂崩れ等の災害の予防、気候の安定等にもなくてはならない役割を果たしている。さらには、

レクリエーションや⽂化を醸成する場としても重要である。そのため、森林の減少は、健やかな⽣態系や私

たちの快適な⽣活にとって⼤きな脅威であり、森林保全は世界的に重要な課題となっている。 

味の素グループは事業活動の様々な場⾯で森林と関わっている。特に、私たちが事業活動を通して使⽤する

⼤量の「紙」は、多くの⽊材を利⽤して⽣産されている。私たちは、持続可能な社会の構築に貢献すること

を⽬指す企業として、事業活動により国内外の森林減少・劣化を招くことがないように、紙の使⽤量を節減

するとともに、環境・サスティナビリティの観点での紙の調達基準として「味の素グループ紙の環境配慮調

達ガイドライン」を策定し、適切な原料から⽣産された「紙」の使⽤を推進する。 

 

2. 対象範囲 

味の素グループ企業が使⽤する紙 

・事務⽤紙（コピー⽤紙、封筒、印刷物や商品パンフレット等） 

・容器・包装⽤紙（商品の輸送に使⽤する梱包材を含む） 

・販促資材（ボード、什器、POP 等）に使⽤する⽤紙 

 

3. ⽅針 

⽅針 1 紙製品の原料となる⽊材の伐採時に、環境⾯・社会⾯で保護価値の⾼い森林注 1)を破壊していな

いことを第三者が認証した紙、および古紙利⽤ 100%の再⽣紙を優先的に調達する。 

【適合する具体的な対象】 FSC 認証紙および原料として古紙を 100%利⽤した紙 

⽅針 2 上記⽅針 1 に適合する紙が調達できない場合、紙製品の原料となる⽊材の伐採時に環境⾯・社会

⾯で保護価値の⾼い森林注 1)を破壊していないことを取引先が確認し、かつその妥当性を味の素

グループが認めた紙を調達する。 

【適合する具体的な対象】 FSC のコントロールドウッドおよびそれと同等以上のレベルで管理

された⽊材もしくは古紙を原料とする紙 

⽅針 3 以下の紙の調達を⾏わない。 

・紙製品の原料となる⽊材の伐採にあたって、原⽊の⽣産される国または地域における森林に関

する法令に照らし、⼿続きが適切になされたことが確認できない紙 

味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイドライン 
2015 年 3 ⽉改訂 
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【注記】 本⽅針は⽊材を原料とした紙の環境配慮調達について定めたものであり、環境に配慮された⾮⽊材

紙の利⽤を制限するものではない。 

 

4. 取り組みの姿勢 

・本⽅針は定期的に内容の⾒直しを⾏う。 

・本⽅針に合致する紙の調達に向けて、取引先、社外有識者、NGO、認識を共有する他企業などの関係者と

情報交換をするとともに、必要な働きかけ、協⼒を⾏う。 

・本⽅針に合致する紙の調達を確実に⾏うため、数値⽬標とアクションプランを策定するとともに、毎年の

実績を公開する。 

・本⽅針に合致する紙の調達にあたっては、責任ある紙の調達⽅針を有している事業者との取引を優先する。 

・⽅針 1 および⽅針 2 に適合する紙が調達できない場合は、⽅針 2 に準ずるものとして味の素グループが定

める環境配慮紙を使⽤する。 

 

 

注 1) 保護価値の⾼い森林（High Conservation Value Forests:HCVF）とは、以下のいずれかにあてはまるものと定義す

る。 http://www.wwf.or.jp/activities/2009/09/701514.html 

環境⾯： 

・世界的、地域的、国内的に重要な、固有種、絶滅危惧種、退避地などの⽣物多様性価値が集中する森林地域 

・世界的、地域的、国内的に重要な、⾃然に⽣息する種のすべてまたはその殆どの⽣存可能な個体群が⾃然な分布・

個体数で存在する、森林管理区画に含まれるかまたは森林管理区画を含む広⼤な景観レベルの森林を含む森林地域 

・希少な、絶滅のおそれのある、または絶滅の危機に瀕する⽣態系の中にあるか、またはそれを含む森林地域 

・危機的な状況において、⽔源の保護、⼟壌侵⾷制御など、⾃然の基本的なサービスを提供する森林地域 

社会⾯： 

・⽣存や健康など地域コミュニティーの基本的要求を満たすために⽋かせない森林地域 

・地域コミュニティーの伝統的な⽂化的アイデンティティーにとって重要な森林地域 
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あなたは、味の素グループの「あしたのもと」です。 
 

あなたにしか、つくれないものがある。 

あなたのお客さまは、世界中にいる。 

あなたには、いっしょに働く仲間がいる。 

 

  

味の素グループの⼈事理念 
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私たちは、⼈間性尊重を基本とし、労働安全衛⽣を企業活動の最も重要な基盤のひとつとします。 

 

1. 私たちは、“安全はすべてに優先する”考え⽅に基づき⾏動します。 

2. 私たちは、トップマネジメントのリーダーシップのもと、働く⼀⼈ひとりとともに健全な安全⽂化を 

醸成します。 

3. 私たちは、関係法令及び社内ルール等を順守します。 

4. 私たちは、労働安全衛⽣マネジメントシステムの考え⽅を基本として、危険源を特定・評価し 

必要な経営資源を投⼊することにより、そのリスク低減・除去を徹底します。 

5. 私たちは、⾮常事態を予防し発⽣時の被害を極⼩化するため、体制及び訓練の強化と対応の円滑化を 

図ります。 

 

 

 

 

優先順位を「⼈命（Person）、社会（Society）、事業（Business）」とし、 

① ⼈命尊重を最優先し⾃分⾃⾝、家族、従業員の⾝の安全を図る。 

② 地域、社会に対し⼈命救済を基本とした⽀援を⾏う。 

③ 「いのちのために働く」味の素グループとして事業責任を果たすため、事業活動の早期復旧を図る。 

 

  

味の素グループ労働安全衛⽣⽅針 
2017 年 4 ⽉ 1 ⽇改定 

味の素グループ災害対策本部基本⽅針 
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私たちは、社会とお客様とともに地球との共⽣に貢献し、持続可能な『循環型社会』を実現します。 

 

1. 私たちは、製品ライフサイクル全体から排出される温室効果ガスを地球が吸収可能な範囲に抑え、 

低炭素社会へ貢献します。 

2. 私たちは、次世代のための⾷資源の確保と⽣態系・⽣物多様性を含む⾃然環境の保全、⽔資源の保全に 

貢献します。 

3. 私たちは、製品ライフサイクル全体から排出される廃棄物の 3R（リデュース、リユース、リサイクル）を

適切に⾏い、資源を活かしきる取り組みを進めます。 

4. 私たちは、関係法令等を順守します。 

5. 私たちは、環境マネジメントシステムの考え⽅を基本として、環境トラブルの防⽌を図るとともに、 

環境改善の取り組みを進めます。 

  

味の素グループ環境⽅針 
2017 年 4 ⽉ 1 ⽇改定 
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 味の素グループの事業活動は、農、畜、⽔産資源や遺伝⼦資源などの⾃然の恵みに⼤きく依存しています。

これら⾃然の恵みは、多様な⽣物とそれらのつながりによって形作られる健やかな⽣態系やそれを⽀える⽣

物多様性によって提供されています。したがって、⽣物多様性は、事業の存続・発展を考える上で最も基本

的な要素であり「事業活動の基盤」と⾔えます。また、⼈々のいのちと暮らしを⽀える「地球のいのちの基

盤」でもあります。しかし、⽣物多様性は現在、過去に類を⾒ない速度で失われており、⽣物多様性の保全

が世界的に喫緊の課題となっています。 

 私たち味の素グループは、グループ理念の中に「いのちのために働く」ことを掲げ、⼈々が平和で豊かに

暮らせる持続可能な社会の実現のために事業活動を通じて貢献したい、そして、その社会の中で将来にわた

って⻑く必要とされる企業であり続けたいと願っています。そこで、⾃らの「事業活動の基盤」であり「地

球のいのちの基盤」でもある⽣物多様性への取り組みをグループの最重要課題の⼀つと認識して、その保全

と持続可能な利⽤に取り組みます。 

 そのために、以下の⾏動指針を定めます。 

 

 

⽣物多様性⾏動指針 

（⽣物多様性問題への取り組み⽅） 

1. ⽣物多様性に関する問題と、気候変動、⽔資源の減少、廃棄物処理などの他の環境問題とは相互に密接に

かかわり合っており、分けて考えることはできません。この相互の関係性を考慮し、⽣物多様性の保全や

⽣物資源の持続可能な利⽤への取り組みと、温室効果ガスの排出抑制や資源の有効活⽤、廃棄物の削減な

どの他の環境負荷低減への取り組みとが相互に効果的となるように取り組みます。 

 

2. グループの事業活動と⽣物多様性との関わり、すなわち、グループの事業活動が⽣態系や⽣態系サービス

にどのように依存しているか、また、どのような影響を与えているかを把握します。 

 

3. その上で、事業活動の影響のネットポジティブ化※を意識し、事業活動が⽣物多様性に与える影響を減ら

し⽣態系の持つ再⽣産能⼒や物質循環能⼒の範囲内で⾏われるように改善していくとともに、⽣態系の回

復にも寄与することを⽬指します。 

 

4. ⽣物多様性に関する国際的な規則や取り決めを遵守します。 

 

味の素グループ ⽣物多様性に関する考え⽅と⾏動指針 
2012 年 1 ⽉制定 
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（サプライチェーン管理） 

5. ⽣態系や⽣物多様性に配慮して⽣産された原材料の使⽤を推進します。 

・使⽤する原材料の⽣産地の状況を把握します。 

・⽣態系や⽣物多様性の破壊にかかわる⽣産地や供給経路からの調達を避けます。 

・天然⽔産資源等の資源量調査や資源管理に貢献します。 

 

6. ⽣態系や⽣物多様性に配慮した輸送⽅法の使⽤を推進します。 

・外来侵⼊種問題を認識し、原材料や商品の輸送における不⽤意な⽣物の移動に伴って各地の⽣態系を撹

乱しないように、輸送⽅法の選択に配慮します。 

 

（価値提供） 

7. ⽣態系や⽣物多様性への負担が少なく、⼈と地球のいのちに貢献する商品・サービスや技術・システムの

開発を推進します。 

 

（敷地管理） 

8. 事業所敷地の環境を地域の⽣態系や地域社会と調和したものにします。 

・事業所の果たすべき基本的機能と周囲の⽣態系の相互向上を⽬指した、事業所敷地や植⽣の設計、管理

を進めます。 

・地域における⽔資源の循環に配慮した取⽔と排⽔、⽔の利⽤を⾏います。 

 

（協働） 

9. 広く社会と協働することで、⽣物多様性への取り組みを推進します。 

・味の素グループが⾏う⽣物多様性の保全と⽣物資源の持続可能な利⽤に関する状況や活動を公表し、社

会からの評価を取り組みの改善に活⽤します。 

・⽣物多様性への取り組みをより効果的に展開するために、⾏政、専⾨家、NGO、地域社会、他の企業等

と協⼒します。 

10. 啓発活動などにより、社員はもとより社会各層における⽣物多様性についての理解促進に貢献します。 

 

 

※ 正味でプラスの影響を与えること。 
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理念 

私たちは、安全で⾼品質な商品・サービスを通して、世界のお客様のよりよい⽣活に貢献します。 

 

⽅針 

1. 私たちはお客様の要望に真摯に⽿を傾け、お客様に満⾜いただける商品・サービスをお届けします。 

2. 私たちは、適切な情報を積極的に提供し、お客様の信頼にお応えします。 

3. 私たちは、安全性については妥協すること無く可能な限りの調査・研究を尽くし、関連する法規を遵守

し、常に⼀定品質の商品・サービスをお届けします。 

4. 私たちは、国際基準である ISO の考え⽅を基本にした味の素（株）品質保証システム【アスカ】で品質を

保証します。 

5. 私たちは、経営のリーダーシップのもと、研究・開発から⽣産・物流・販売・サービスに⾄るまでの社員

⼀⼈ひとりが、安全で⾼品質な商品・サービスの提供に最善を尽くします。 

  

味の素グループ品質⽅針 
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私たちは、お客様の声に素直に⽿を傾け、お客様の⽬線で考え、知恵を結集し、お客様にご満⾜いただける

商品・サービスを提供します。 

そして、お客様に信頼される誠実な企業をめざします。 

 

 

 

 

 

1. 私たちは、お客様に、安全で安⼼してお使いいただける商品・サービスを提供します。 

2. 私たちは、お客様からのご指摘、ご要望、お問い合わせに、正確・迅速・親切にお応えします。 

3. 私たちは、お客様からいただいた貴重な声を、より価値ある商品・サービスに反映するように努めます。 

4. 私たちは、お客様に、適切な情報を積極的に提供します。 

5. 私たちは、お客様の権利を保護するため、関連する法規および社内の⾃主基準を遵守します。 

 

  

お客様満⾜推進⽅針 
味の素（株）・味の素冷凍⾷品（株） 

お客様満⾜⾏動指針 
味の素（株）・味の素冷凍⾷品（株） 
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味の素株式会社（以下「当社」といいます。）は、以下の⽅針にしたがって、個⼈情報の適正な取扱いに努

めてまいります。 

  

1. 当社は、個⼈情報を取り扱うにあたり、個⼈情報の保護に関する法律および関係する法令を遵守します。 

2. 当社は、個⼈情報をご提供いただく場合は、個⼈情報の利⽤⽬的の公表またはご本⼈への通知等により、

その利⽤⽬的を明らかにいたします。ご提供いただいた個⼈情報の利⽤⽬的を変更する場合、変更後の利

⽤⽬的を公表し、またはご本⼈に通知いたします。 

3. 当社は、 ご本⼈の同意を得ないで、前項の利⽤⽬的の達成に必要な範囲を超えて個⼈情報を取り扱いま

せん。 

4. 当社は、個⼈情報について安全管理のための適切な措置を講じ、個⼈情報の漏えい、滅失、き損等および

個⼈情報への不正アクセスを防⽌します。 

5. 当社は、利⽤⽬的に必要な範囲内において第三者に情報の取扱いの委託を⾏う場合または法令等に基づき

正当に第三者に情報を提供する場合を除き、あらかじめご本⼈の同意を得ないで、その個⼈情報を第三者

に提供いたしません。 

6. 当社の保有個⼈データに関し、情報の開⽰、訂正、追加または利⽤停⽌の請求があった場合は、当社は、

適切にこれに対応いたします。この請求については、情報を 提供された連絡先・ウェブサイトにご連絡

ください。※ 

7. 当社は、個⼈情報の適正な取扱いを⽬的とした体制の整備および社内の教育の継続的実施に努めてまいり

ます。 

 

※当ポリシーに関するお問い合わせは http://www.ajinomoto.co.jp/question/ へお願いいたします｡ 

  

プライバシーポリシー 
味の素（株） 
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1. 味の素グループ・リスクマネジメントの⽬的 

戦略的なリスクマネジメントの推進により、味の素グループをリスクに強い体質にし、企業価値の向上を図

る。 

 

2. 味の素グループ・リスクマネジメント活動指針 

味の素グループは、リスクマネジメントを経営責任の⼀部である、内部統制の重要なツールと認識し、グル

ープ経営戦略及び各事業戦略と連動し、以下の取組みを⾏う。 

(1) 良好なコミュニケーションと⾃律的な PDCA サイクルを軸としたリスクマネジメントプロセスを実施

する。 

(2) 重要リスクへの対応⼒を強化する。 

 

3. 味の素グループ・リスクマネジメント⾏動基準 

(1) 平常時から危機の発⽣を未然に防ぐための、ソフト・ハード両⾯での対策を怠らない。 

(2) 危機が発⽣した場合においては迅速に対応し、被害の極⼩化のためのあらゆる活動を⾏う。 

(3) 緊急時の対応は、1)「⼈⾝の安全」、2)「社会」、3)「事業」の優先順位とする。 

 

味の素グループ・リスクマネジメント基本⽅針 
2015 年 9 ⽉ 7 ⽇策定 

 


