
製品の安全・安心の確保	 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

開発
味の素グループは、お客様に安全で高品質な製品をお届けするために、「ASQUA（アスカ）」で
定めた「品質アセスメント基準」に従い、製品開発の段階ごとに品質アセスメントを厳格に実施し
ています。この品質アセスメントをすべてクリアした製品がお客様に届く仕組みになっています。

原材料調達
味の素グループは、「ASQUA（アスカ）」で定めた「原材料の品質管理基準」に従い、サプライ
ヤーを選定しています。購入した原材料は、ロットごとに検査し、厳格に管理しています。
品質リスクの低減や品質レベルの向上に向け、サプライヤーに対し定期的に評価や品質監査、
説明会、アンケートを実施しています。サプライヤーとの連携を強化し、継続的な品質改善に努
めています。2018年度に新規に選定・取引を開始したサプライヤーは、13社でした。

味の素グループは、「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」に基づき、開発からお客様とのコミュニケーションに至るまでのすべての段階で「ASQUA

（アスカ）」をグローバルに適用し、厳格な品質保証に取り組んでいます。

体制

GRI102-9
GRI102-10
GRI414-DMA
GRI414-1
GRI416-DMA

「ASQUA（アスカ）」による段階ごとの品質保証の取り組み 

生産原材料調達 物流 お客様の声開発 販売

サプライチェーンでの品質保証

体制・実績

GRI102-9
GRI308-1
GRI416-DMA
GRI416-1

監査実施組織 監査品目 監査件数

味の素（株）グループ調達センター
原材料関係 166件
包装資材関係 67件

味の素冷凍食品(株) 原材料関係 83件

2018年度の主なサプライヤー監査実績

▶ 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
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地球持続性

食資源

▶ 健康なこころとからだ

生産
■ 食の安全体制強化
味の素グループは、従業員との信頼関係をベースとした風通しの良い職場風土の醸成が食の安
全体制強化のための要と考えています。その上で、生産設備等のハード面と品質基準やガイドラ
イン等のソフト面の見直しや強化により、サプライチェーン全体での意図的な異物混入のリスク
の極小化および徹底した品質保証に取り組んでいます。

■ 品質に関するデータ不正対策
データ不正対策のベースとして、従業員のコンプライアンスおよびお客様起点の品質保証意識
の醸成に取り組んでいます。その上で、開発・生産に関わるデータ、食品の機能性データ等は、品
質アセスメント会議や社内の専門家が集まる委員会でその妥当性を客観的かつ公平に評価・判
断しています。また、これらの仕組みの適切な運営について内部品質監査、外部認証審査を通じ
て常に確認しています。
医薬・原薬関連においては、製品の分析データ等が不正操作されない状態で保管されるシステ
ムが世界標準として求められており、これに従った管理を強化するとともに、他事業への横展開
を推進しています。

※1 工場内でのトラブルや作業ミスがないことを確認するカメラ。品質保証カメラの設置により、お客様からの信頼を得る。

実績

GRI102-9
GRI414-2
GRI416-DMA
GRI416-1
GRI416-2
GRI417-2

食の安全を保証するための概念図

良好な職場風土

ハード ソフト

製造設備等
● 品質保証カメラ※1

● 出入口セキュリティ
● 作業服
● 施錠　等

品質保証カメラ

ポケットレス
の作業服

工場出入口のセキュリティ

ルール
● 持ち込み物管理
● 薬剤管理
● 製造ゾーン内のアクセス制限
●トレーサビリティ
● 原材料の品質管理基準
● 製造委託品・購入品の品質
管理基準

● 保管・輸送管理基準　等

■ 品質クレーム、トラブル低減への取り組み
味の素グループは、品質クレーム、トラブル低減に向け、発生した品質クレーム、トラブルすべて
に対し、一つひとつ徹底的な原因究明を行い、再発防止に努めています。品質に関するトラブル
が発生した際には、その内容と再発防止策を国内外のグループ会社へタイムリーに発信し、再
発防止に努めています。
2018年度は、品質によるものが2件、表示ミスによるものが2件ありました。

年度 2014 2015 2016 2017 2018
件数 ０ ３ ６ ４ ４

味の素グループにおけるリコール・流通回収の推移
▶ P32
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食資源

▶ 健康なこころとからだ

体制

実績

GRI102-9
GRI416-DMA

GRI102-9
GRI416-DMA
GRI417-DMA
GRI417-1

物流
「ASQUA（アスカ）」で定めた「保管・輸送管理基準」や「倉庫管理基準」（日本国内のみ）等に従い、
製造工場から出荷後、お客様にお届けするまでの製品の保管および輸送において、鮮度や温度、
湿度等の品質管理を徹底しています。

販売
味の素グループは、お客様が安心して製品を購入し、お使いいただけるよう、パッケージやWEB
サイト上でお客様が製品を購入・使用される際に参考になるような情報を提供しています。

■ 製品パッケージ
主な国内グループ会社の家庭用製品のパッケージには、スペースの制約があるものや一部の例
外を除き、法律で義務付けられた表示に加えて、以下の品質に関する情報を表示しています。

■ WEBサイト
グループ各社のWEBサイトでは、製品情報やレシピ情報をはじめ、製品FAQ等、それぞれの国・
地域のお客様に合わせた情報の提供に努めています。味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の
素AGF（株）のWEBサイトでは、各社の品質保証体制をはじめとした品質に関する情報をわかり
やすく紹介しています。
味の素グループ企業情報サイト※1では、品質保証活動を紹介するページを7言語で開設すると
ともに、情報の充実化に取り組んでいます。2018年度はこれまでの6言語にスペイン語ページ
を追加しました。
※1 味の素（株）では、味の素グループ企業情報サイトおよび味の素（株）商品情報サイトの2サイトを運営しており、前者は

グループの活動情報を中心に掲載し、後者は味の素（株）の製品に関する情報を掲載しています。

● 開封後の保存方法
● 使用上の注意
● お客様からの問い合わせが多く、わかりにくい原材料についての説明
● アレルギー物質（義務表示および推奨表示）の一覧表等によるわかりやすい表示
● 包装資材の材質のわかりやすい表示
● お客様の問い合わせ窓口 

▶ 味の素グループの
品質保証

体制

GRI102-9
GRI416-DMA
GRI417-DMA
GRI417-1

お客様の声
■ 「お客様の声」の反映
味の素グループは、「ASQUA（アスカ）」で定めた基準に従い、お客様からお寄せいただく声を、
魅力ある製品・サービスの開発・改善に反映しています。2018年度には、国内グループ会社、ブ
ラジル、タイ、ベトナム、インドネシアに続き、ペルーでも、基準に従った運営を開始しました。

※2 2019年4月、味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株）の消費者相談窓口機能を統合し、グループお客様相
談センターとしました。

「お客様の声」を製品づくりに反映する仕組み（グループお客様相談センター※2の例）
お客様

開発

企画

製造

販売

製品開発・製品改善におけるお客様満足度の向上

緊急の場合は
臨時協議

グループお客様相談センター 事業部門

問い合わせ
担当者による

「お客様の声」
読み込み 「お客様の声」

読み込み会議
（毎月）

開発会議（毎月）

「お客様の声」反映会議
（半年ごと）
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地球持続性

食資源
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■ お客様の満足度向上の取り組み
味の素グループ国内食品5社では、品質クレームの対応についてお客様の満足度を確認するア
ンケートを継続実施し、改善に努めています。具体的なご意見は、調査部門、事業部門、お客様相
談部門で共有し、改善に取り組んでいます。味の素（株）では、2018年度の声として「ご提起時の
応対に満足」95％、「調査結果報告に満足」81％、「今後も製品を使用する」93％と、お客様から
回答をいただきました。

● 味の素（株）「お客様の声」件数： 29,300件（2017年度比90％）
● 味の素グループ国内食品５社計の「お客様の声」件数： 61,600件（2017年度比91％）

「お客様の声」の内訳（2018年度）

ご提案0.5% 品質クレーム
4%

取扱店16%
使用方法
12%

賞味期間12%
原材料・製法9%
品種・価格7%安全性5%

栄養成分4%
品質3%
表示2%
その他10%

全社問い合わせ
19%ファンレター0.5% 

問い合わせ
95%

問い合わせの
内訳

味の素（株）
｢お客様の声」の内訳

健康危害等トラブルにつながるおそれのある「お客様の声」のモニタリング体制

■ 「お客様の声」のモニタリング強化
すべての「お客様の声」はグループ各社で解析していますが、そのうち、健康危害や法令違反等
の重大なトラブルにつながるおそれのあるものについては、味の素（株）においても迅速かつ客
観的・組織横断的に確認・解析しています。万が一、緊急を要する案件と判断された場合は、速や
かに関係部署と共有する体制を整えています。2018年度に、国内グループ会社、タイ、ブラジ
ル、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ペルーに続き、アメリカ、マレーシアでも同体制での運用
を開始しました。

実績

事業部門

品質保証部

味の素（株）

お客様の「声」

客観的かつ
組織横断的に
確認・解析

味の素グループ
各社で解析

グループ会社

健康危害等トラブルにつながる
おそれのあるお客様の声

すべての
お客様の声

緊急を要する
案件の共有

緊急を要する案件の共有
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