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新型コロナウイルス感染症下における
AJINOMOTOグループの取組と

コミュニケーション展開
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Ⅰ．１．AJINOMOTOグループの概要
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アミノ酸

おいしさ 栄養 健康
MSG
（うまみ調味料）

身体をつくる
たんぱく質

アミノ酸の
健康機能

食品事業 ウエルネス事業・医薬事業

飼料（動物栄養）・培地（細胞の健康栄養）

アミノ酸を出発点として事業を多角化
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Ⅰ．２ 創業の志を実現する、ビジョンとASV

昆布から抽出したグルタミン酸（1908年） 最初の
「味の素」（1909年）

「うま味」の発見者
東京帝大
池田菊苗 博士

味の素グループの創業者
二代目 鈴木三郎助

佳良にして廉価なる調味料を造り出し、滋養に富める粗食を美味ならしむること。
池田菊苗著『「味の素」発明の動機』（青空文庫）

＝ 日本人の栄養状態を改善したいという、健康に対する強い想い

創業の志 ～おいしく食べて健康づくり～
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事業を通じた共通価値の創出

共通価値の創出

ＡＳＶ
“Ajinomoto Group
Shared Value”

社会課題の解決 利益追求

経済価値社会価値

事業活動の目的

当社ならではの社会との共通価値を認識し、明快にし、拡大する

・健康な生活
・食資源
・地球持続性

AJINOMOTO Group Shared Value
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コーポレートメッセージ
Eat Well, Live Well.

味の素グループミッション
(Mission)

味の素グループビジョン
(Vision)

ASV
(Ajinomoto Group Shared Value)

(Value)

味の素グループWay

味の素グループポリシー(AGP)

Our Philosophy

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

創業以来一貫した、
事業を通じて社会価値と経済価値を

共創する取り組み

ミッション、ビジョンを追求する上で、
従業員一人ひとりが共有する価値観、
仕事をする上での基本的考え方、姿勢

味の素グループ各社およびそこに
働く私たち一人ひとりが順守すべき

考え方と行動のあり方

アミノ酸のはたらきで食習慣や高齢化に伴う
食と健康の課題を解決し、

人びとのウェルネスを共創します

新ビジョン
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味の素グループビジョン

2030年までに、
• 10億人の健康寿命を延伸します
• 事業を成長させながら、環境負荷を50%削減します

こころと
からだの

健康

日常生活に制限あり

日常生活に制限なし

健康寿命
年齢

あらゆる年代の毎日の食習慣
を改善し、健康寿命を延伸

Copyright © 2020 Ajinomoto Co., Inc. All rights reserved.

アミノ酸のはたらきで食習慣や高齢化に伴う食と健康の課題を解決し、
人びとのウェルネスを共創します
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CEOメッセージ

COLVID-19との闘い

味の素グループは、

事業継続できることへ深い感謝の気持ちを持ち、

COVID-１９と闘うすべての人びとのウエルネス実現に

ワンチームで全力を尽くす
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Ⅱ．１．基本方針 COVID-19との闘い

今だからこそ
“Eat Well, Live Well.”のメッセージのもと、
食とアミノ酸でCOVID-19に伴う様々な課題を解決し
生活者をサポートする。

そしてその具体的なACTIONをベースに、
生活者の共感を生むコミュニケーションを
統合的に展開する。
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具体的な取り組み＜Aciton＞

・従業員やパートナーを守る
・事業継続とサプライチェーンの維持
・医療従事者支援
・社会への貢献
・生活者応援

コミュニケーション

・インターナルコミュニケーション強化
（新プラットオーム導入）
・COVID-19特設サイト開設

Ⅱ．２．具体的な取り組みとコミュニケーション
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3/23 第１回 CEOメッセージ
“皆さんの健康と安全を最優先に、新型コロナウイルス感染症対策を進めていきます”

社内外に発信

第２回 4/24
第３回 5/21
第４回 6/15
第５回 7/31

月に一度ペースで、７月末までに５回のCEOメッセージ（動画）を発信

◆経営からのメッセージ

＜内容＞
従業員の安全第一
One-Teamの呼びかけ
各エリアの状況共有
AJINOMOTOグループの具体
的取り組み内容共有
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4/30 経営メンバーによるリレーメッセージ発信
皆への感謝・ One-Team 呼びかけ
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HP上にCOVID-19特設サイトを開設 （グローバルHP・日本HP／4月末～5月頭）

経営からのメッセージ・Aciton（具体的取り組み）・生活者お役立ち情報 の発信

◆COVID-19特設サイト開設
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◆COVID-19特設サイト開設

グローバルWEBサイト
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◆従業員を守る

・体制構築 （日本地域対策本部・各地域対策本部）
方針：従業員の安全第一
対策会議：週2回→週１回→隔週

・働き方指針発信 現在第12版
在宅リモート推奨・出張会食の規制・オフィスルール・
イベント指針・罹患した場合の対応等

・生産現場：ソーシャルディスタンス確保
公共交通利用低減推進・パート特別手当

・駐在員の一時帰国
・人事制度：リモート週４日上限外す、育児休職者休職期間延長、

こども看護休暇上限撤廃,
・独身寮の感染予防対策 （希望者ｳｲｰｸﾘｰﾏﾝｼｮﾝへ）

・産業医or保健スタッフによる従業員全員面談
・健康推進センターからのLive Well通信

・有事対応のマニュアル化 （濃厚接触者判明、罹患者判明）

現在のオフィス

Live Well 通信　Vol.2　～新型コロナウイルスの感染に備えて～

COVID-19の影響で生活に大きな変化が余儀なくされている状況ですが、体調を維持していくヒント等、健康推進センターより数回に分けて、健康情報をお届けいたします。 人事部健康推進センター
 

ご自宅での過ごし方の注意点、会社への連絡フロー等↓（リンク先をクリック）
MyHealth内「新型コロナウイルス感染拡大防止のために」

１.感染に備え準備しておいた方が良い物（過剰に買いだめする必要はありません）

Ⅱ．感染に備えた事前の準備

2020年4月20日

Ⅰ．家族が感染疑いの場合、自分が体調不良の場合

緊急事態宣言が全国に拡大され、味の素（株）内でも産業医の元に発熱の相談などが届いております。
新型コロナウイルス感染は、いよいよ他人事ではありません。
Stay Homeを心がけ、ソーシャルディスタンスを取るなど、緊張感を持って過ごしていても、知らないうちに感染してしまう可能性はあります。
感染しないに越したことはありません。しかし万一感染した時に慌てることの無いよう、一緒に考えてみませんか？


416修正
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◆事業継続・サプライチェーン維持

・生産体制維持
生産担当者の出社前検温・ソーシャルディスタンス確保に関する指針

・マスク配布

・家庭用商品や医薬用アミノ酸等主要製品（＊）を最優先に生産と供給を継続

・サステナブルな調達の維持、 サプライヤーとの関係強化と支援

家庭用調味料・加工食品・冷凍食品の生産が逼迫
減少する外食向け製品の生産人財を家庭用にシフト、極力雇用確保

＊ ・医薬品原料としてのアミノ酸
・医薬品の開発に必要な培地
・PCRプライマー
・洗浄剤素材（界面活性剤）
・消毒剤素材（界面活性剤）

中小サプライヤーサポート （第一次産業原料等）
デジタルを活用したサプライチェーンの見える化着手
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◆サプライチェーン応援
「地域飲食店応援クラウドファンディングプログラム みらい飯」に賛同し、外食店を支援
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◆医療従事者支援
食品支援プラットフォーム「WeSupport」を通じた商品提供

一般社団法人RCF ＜マッチング＞、
オイシックス・ラ・大地株式会社<食提供＞、
ココネット株式会社
（セイノーホールディングスグループ）<物流＞
連携による医療従事者支援

スープ、みそ汁、サプリメント等を提供

医師からは、食品はもちろん、
ストレスによる不眠対策として「グリナ」も
感謝の言葉あり
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・抵抗活力をサポートするアミノ酸「シスチン＆テアニン」サプリメントの
複数の医療機関への寄付

・特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォームを通じた商品提供

・ASKUL 医療機関向け専用サイトを通じた、「アミノバイタル」ゼリー提供

◆医療従事者支援
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◆社会への貢献
・知的財産の無償開放

「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」に発起人として参画。
COVID-19蔓延の終結を目的とした行為に対して、
保有している知的財産権を一定期間開放する活動を開始。

・COVID-19検査用バイアルを有償提供

アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁と契約締結。
COVID-1９の検体を入れるバイアルを提供。

・特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォームを通じた
ひとり親世帯、フードバンクへの商品提供

・日本YMCA同盟を通じた留学生へ支援（商品提供）
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◆生活者応援 おうちご飯応援 レシピ提案・食情報発信

食卓応援レシピ・免疫力対策メニュー・
Twitter企画「うちで食べよう」（5社協働企画）
減塩の取り組み
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◆生活者応援
TV・CF 「それぞれの場所で」編
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Ⅲ．ニューノーマル社会にむけて

新しい働き方

社員食堂

アクリル板仕切り
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Ⅲ．ニューノーマル社会にむけて

料理が起点に人と人が繋がるマッチングサービス 「アラターブル」β版公開中

マッチするとチャット
ルームが立ち上がり

会話もできる

“料理の楽しさを誰かと分かち合うこと”を多くの人に体験してもらいたいという想い
デジタル技術を活用して共食の機会を増やすためのサービスの第一弾

◆食の体験
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Ⅲ．ニューノーマル社会にむけて

「食のWAO！」体験を届けるメディアとして7月15日に「AJINOMOTO PARK」がリニューアル！
レシピだけではない「食の体験価値」を伝えていきます

実際の模様

自宅からでも参加できる
オンライン料理イベントなどを今後随時開催予定

8月20日
第1回目

開催

コンセプト

コンテンツ

◆食の体験
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Ⅲ．ニューノーマル社会にむけて

COVID-19後の新たな社会に適応し、リードしていく

・健康的な生活を求める大きなうねり
・ライフスタイルの変化：食のスマート化

・サステナビリティの関心高まる

食と健康の課題解決企業
Eat Well, Live Well

の実現
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