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事 業 所 一 覧

東北支社  〒980 - 0011 宮城県仙台市青葉区上杉2 - 3 - 11 味の素（ 株 ）東北支社ビル
広域支社  〒151- 8551 東京都渋谷区初台1- 46 - 3 シモモトビル
業務用支社  〒151- 8551　東京都渋谷区初台1- 46 - 3 シモモトビル
東京支社  〒151- 8551 東京都渋谷区初台1- 46 - 3 シモモトビル
関東支店  〒330 - 0081 埼玉県さいたま市中央区新都心4 番地3 ウェルクビル
名古屋支社  〒460 - 0004 愛知県名古屋市中区新栄町2 - 9 スカイオアシス栄
北陸支店  〒921- 8042 石川県金沢市泉本町1- 8 味の素（ 株 ）北陸支店
大阪支社  〒530 - 0005 大阪府大阪市北区中之島6 - 2 - 57 味の素グループ大阪ビル
中四国支店  〒730 - 0041 広島県広島市中区小町6 - 2 味の素（ 株 ）中四国支店ビル
九州支社  〒812 - 0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27 TERASO-Ⅱ味の素( 株) 九州支社ビル
開発研究所  〒210 - 8681 神奈川県川崎市川崎区鈴木町1- 1（ 味の素( 株) 食品研究棟内 ）

（ 022 ）221- 4351
（ 03 ）5365 - 8407
（ 03 ）5365 - 8450
（ 03 ）5365 - 8410
（ 048 ）600 - 3757
（ 052 ）857 - 5540
（ 076 ）245 - 7067
（ 06 ）6449 - 5681
（ 082 ）248 -1486
（ 092 ）451- 3544
（ 044 ）223 - 4157

沿 革
1954年	 3月	 ゼネラルフーヅ株式会社設立

1970年	11月	 三重県鈴鹿市に鈴鹿工場を竣工

1973年	 8月	 味の素ゼネラルフーヅ株式会社を設立

1976年	11月	 鈴鹿工場にフリーズドライインスタントコーヒーの設備を新設

1979年	 3月	 三重県鈴鹿市に研究所を設立

1988年	 8月	 三重県鈴鹿市に、ベルパック株式会社（ 現・AGF 鈴鹿株式会社 ）
設立

1991年	 4月	 鈴鹿工場にペットボトルコーヒーの設備を新設

1991年	10月	 ギフトセット販売会社 エージーエフエスピー株式会社を設立

1995年	 9月	 群馬県新田郡尾島町（ 現・太田市 ）にグリーンパック株式会社
（現・AGF関東株式会社）設立

1996年	 3月	 群馬県新田郡尾島町（現・太田市）に尾島工場を竣工

2000年	 3月	 尾島工場がISO9002を認証取得

2000年	11月	 鈴鹿工場がISO9002を認証取得

2001年	 3月	 コーヒー残渣から「マンノオリゴ糖」を精製。整腸機能を解明

2001年	 7月	 関連会社を含む全社でISO14001を認証取得

2003年	11月	 全社でISO9001を認証取得　

2006年	 4月	 エージーエフパック株式会社を、AGF鈴鹿株式会社に変更 
グリーンパック株式会社を、AGF関東株式会社に変更

2012年	 4月	 AGF関東株式会社／AGF 鈴鹿株式会社でFSSC22000を認証
取得

2014年	 7月	 スティックコーヒー生産ラインをAGF関東に増設

2014年	 8月	 焙煎豆包装ラインをAGF鈴鹿に増設

2015年	 4月	 味の素グループ100%化

2016年	 4月	 味の素社のギフト事業を譲り受け、ギフト事業を統合

2017年	 7月	 味の素AGF株式会社へ社名を変更

2019年	 3月	 AGF関東株式会社第二製造部を開設

2020年	11月	 AGF関東株式会社／AGF鈴鹿株式会社でISO45001を認証取得

2021年	11月		 本社・営業部門でISO45001を認証取得

2022年	12月		 全社でISO45001を認証取得

関 連 会 社

AGF 鈴鹿株式会社
〒513-8632
三重県鈴鹿市南玉垣町6410  （ 059 ）382-3181

AGF 関東株式会社
〒370-0426
群馬県太田市世良田町1588-16  （0276）52-7100

設 立 1973 年8 月1 日 従業員数 1287 名
（グループ会社を含む2022 年4 月1 日現在 ）

資 本 金 38 億6270 万円
（ 味の素グループ 100％出資 ）

売 上 高 853 億円
（ 2022 年3 月決算 ）

代 表 者 代表取締役社長 竹内 秀樹 事業内容 飲食料品の製造、販売

会 社 概 要

本社
〒151-8551
東京都渋谷区初台1丁目46 番3号
シモモトビル

（03）5365-8900（代表）

社名

味の素AGF 株式会社
（英文表記）Ajinomoto AGF, Inc.

〒151-8551　東京都渋谷区初台1丁目46番3号 シモモトビル
https://www.agf.co.jp/

Corporate   Profile
製本印刷画面はこちら製本印刷画面はこちら

https://www.agf.co.jp/company/pdf/agf_corp_print.pdf
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一日の終わりに、夫と、仕事を終えてくつろぐとき。
奥様と、朝、一日のドアを開ける前にコーヒーを楽しむとき。
恋人と、過ごすひととき。
子供たちを学校に送り出したあとの、ひとりの時間。
ケンカして、仲直りしたとき。
悲しい時、悔しい時、それでも一杯の飲み物が、心を和らげてくれるとき。
 2人の大事な記念日。何でもないただの一日。
読みかけの本を置いて、しおりをはさんで紅茶を楽しむとき。
大好きな音楽とフレーバーティーを合わせる時間。
大切な孫が、最高のラテを入れてくれる時間。
オフィスの休み時間にあふれる、色とりどりの香り。

人生には、たくさんの「ふぅ」があります。
AGF®の飲み物は、そんな時、いつも、そばにいたいと思います。
人のすべての「ふぅ」に寄り添って、
ノドだけでなく、ココロの渇きをしずめ、
カラダだけでなく人の全部を温める存在でいたいと思います。

一杯の飲み物で、未知のふたりは友だちになり、
恋人は愛する人になり、そして夫婦になり、
新しい世代が生まれて。
そんな全ての日々の「ふぅ」のそばにいる、飲み物になりたい。

「いつでも、ふぅ。」

これは、そんな気持ちを込めた、AGF®の新しい企業スローガンです。

日本発の愛される嗜好飲料メーカーに、私たちはなりたいと思います。
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代表取締役社長

竹内 秀樹

「ココロ」と「カラダ」の健康に貢献し、「ココロ」と「カラダ」の健康に貢献し、
「従業員もお客様も「従業員もお客様も
幸せになれる会社」創りを目指します。幸せになれる会社」創りを目指します。

　私たち味の素AGF株式会社（以下、AGF）は、味の素グループのコーヒー・粉末飲料事業の

中核会社として、高品質で高収益なスペシャリティ企業を目指しています。

　コーポレートスローガンである「いつでも、ふぅ。AGFⓇ」を実践し、いつでもどこでも、

最高のおいしさで一杯の価値を提供する「日本発の愛される嗜好飲料メーカー」を目指して

います。

　AGFは、創業以来、コーヒーを中心とした事業を通じて、皆さまの豊かで潤いのある

こころと生活に貢献できるよう、新しい価値創りにチャレンジしてきました。

　そして、これからも新しい価値を提供することに積極的にチャレンジし続け、「人と人との

つながり」、「地球環境との共生」をはじめとするサステナブルな社会の実現に貢献すると

同時に、Relax（くつろぎ）、Reset（心の整え）、Refresh（気分一新）の提供を通じて、「ココロ」

と「カラダ」の健康に貢献してまいります。

　AGFは、お客様からのクレームの限りない「ゼロ」への挑戦を通じて、感動の品質と安全

で安心な品質をお届けすることにたゆまぬ努力を重ね、そして、生産者支援によるサステ

ナブルな原料調達を目指し、従業員はもとより、社会の皆さまに愛される会社創りを

続けてまいります。

コーヒーをはじめとする嗜好飲料とコーヒーをはじめとする嗜好飲料と

ギフトを通して、「ココロ」と「カラダ」の健康、ギフトを通して、「ココロ」と「カラダ」の健康、

そして明日のよりよい生活に貢献します。そして明日のよりよい生活に貢献します。

AGF®  企業理念（ Mission ）

私たちは、一人ひとりのお客様に、いつでもどこでも、私たちは、一人ひとりのお客様に、いつでもどこでも、

最高のおいしさで一杯の価値を提供する最高のおいしさで一杯の価値を提供する

日本発の愛される嗜好飲料メーカーを目指します。日本発の愛される嗜好飲料メーカーを目指します。

AGF®  ビジョン

「ココロとカラダの健康」、「人と人とのつながり」、「ココロとカラダの健康」、「人と人とのつながり」、

「地球環境との共生」をはじめとする「地球環境との共生」をはじめとする

サステナブルな社会の実現を目指し、サステナブルな社会の実現を目指し、

あらゆるパートナーと共創することで、あらゆるパートナーと共創することで、

3Rの提供を通じて事業活動を拡大します。3Rの提供を通じて事業活動を拡大します。

3R3R（Relax くつろぎ／Reset 心の整え／Refresh 気分一新）（Relax くつろぎ／Reset 心の整え／Refresh 気分一新）

ASV（ Ajinomoto Group Shared Value ）



～1960年

1970年～

1980年～
1990年～

2000年～

2010年～

2020年～
2020年、茶せんなしで豊かに泡立つスティック「ブレンディ®」抹茶一服シリーズを発売。スティック包材の一部に紙素材を使用するなど、環境
負荷低減への取組みを強化。2021年、1リットルの水に溶かすスティックタイプのパウダードリンク「ブレンディ®ザリットル」を発売し、
簡便性やCO2削減など生活者課題と社会課題両方の解決を提案。素材の甘み・香りが楽しめる「ブレンディ®ナチューム®」シリーズを発売。

業務用レギュラーコーヒーへの進出、スティックコーヒーのギフト化などを通じて、さらなるコーヒー文化の浸透をめざす。1988年、
新しい概念であるボトルコーヒーを提案。家庭でコーヒーをアイスで気軽に楽しめるラインナップを整えました。

コーヒーを楽しむ事においてパーソナル化が進む。1998年、チルドコーヒーカップを発売。

1954年、ゼネラルフーヅ株式会社設立。1960年に「マックスウェル」インスタントコーヒー、1968年にコーヒーギフトを発売。日本の
コーヒー文化の先駆けとなりました。

1973年、フリーズドライ製法などによる本格派インスタントコーヒーを次々に投入。1974年、植物性のクリーミングパウダー「マリーム®」
を発売。1978年、家庭用レギュラーコーヒーに進出。

2013年、スティックフルーツティーを発売し、スティック紅茶市場を活性化。飲料のパーソナル化が進む中、スティック、一杯どりのレギュラー
コーヒーなどの市場が拡大。2014年、日本の繊細な味覚に応える、日本ならではのコーヒースタイル「JapaNeeds Cof fee®」を提案。
日本の軟水にあった味わいを実現する「T2ACMI焙煎®」を採用する。2015年、「日本のおいしい」を徹底的に科学することでできた、気高く
繊細な香りが特長の日本の味覚に寄り添うコーヒー「煎」を発売。2015年4月、100％味の素グループ化となり、「第二の創業」をスタート。
2016年4月、味の素社のギフト事業を譲り受け、ギフト事業を統合。2017年7月、味の素AGF株式会社に社名を変更。

2001年、一杯用のドリップコーヒーを発売。2002年には、簡単・手軽に本格的な味が楽しめるスティックタイプのコーヒーを発売。紅茶、
ココア、抹茶などへのフレーバー展開で、さまざまな消費者のニーズに対応。

クリーミングパウダー／クリーマー
インスタントティー

スティック

AGF®ギフト

味の素ブランドギフト

業務用

リキッドコーヒー

レギュラーコーヒー

インスタントコーヒー

1975年 1984年 1989年 1996年 1999年 2006年 2008年

2002年 2003年 2006年 2010年 2012年 2013年 2015年

1960年 1968年

2015年1968年

1977年 1982年 2002年1975年 2019年 2022年2017年

1985年 1989年 1995年 2001年 2002年 2013年1978年

2016年 2018年

2019年

2016年

2015年

2007年

2019年

1982～
「業務用レギュラーコーヒー」へ
進出。

1989年
給茶機用「新茶人®」を
発売。

2015年2月、
業務用ブランド「AGF® Professional」誕生。

カップ自販機原料を
販売開始。

1974年 1988年 2002年

1998年 2004年1999年 2001年
2002年 2013年 2014年1988年

※サントリー食品インターナショナル株式会社へ
《「ブレンディ®」ボトルコーヒー》の製造・販売を承継

2021年 2022年2020年 2023年
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1973 年、味の素AGF 株式会社は「生活者の嗜好ニーズを通して、
コーヒー文化の創造と生活文化への寄与をめざして」スタート。
変化し続ける「生活者の嗜好ニーズ 」に応えるラインナップを追求し続けています。

コーヒーを
中心とした

商品
「日本発の愛される嗜好飲料メーカー」をめざして、「日本発の愛される嗜好飲料メーカー」をめざして、
いつでもどこでも、最高のおいしさでいつでもどこでも、最高のおいしさで
一杯の価値を提供します一杯の価値を提供します



AGF®
第二の創業

私たちは、2017 年7 月1 日に新社名を
「味の素AGF株式会社［Ajinomoto AGF, Inc.］」とし、新たな第一歩を踏み出し、
味の素グループのコーヒー・粉末飲料事業の中核会社として、
高品質で高収益なスペシャリティ企業を目指しています。

AGF®開発研究所をコーヒー／嗜好飲料のグローバルR&Dのセンターに

グループ全体でのコーヒー製品の深化／幅広い粉末飲料製品への展開
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シナジー 味の素社
シナジー味の素AGF社 味の素社

「味の素AGF 株式会社」へ

With specialty（競争力のさらなる向上）

R&D

● おいしさ解析～
呈味・香気・食感分析

● 味の素社独自の
技術・素材活用

生産技術

● 粉体製造技術

● コーヒーの
安定生産知見

● コーヒー製造
ノウハウ

原料費削減の検討

調達

● 取引商社の
相互活用による
購買戦略

● コーヒー生豆
購買競争力強化

両社の事業規模拡大

マーケティング

● 食品に関する
マーケティングノウハウ

● 海外事業展開ノウハウ

● 嗜好飲料に関する
マーケティング

ノウハウ

味の素グループ シナジーの最大化による海外事業展開とR&Dの融合味の素グループ シナジーの最大化による海外事業展開とR&Dの融合 味の素社とのシナジー味の素社とのシナジー

コーヒーの味／香りの研究
コーヒーの成分分析・官能評価を
ベースとした科 学 的 解 析による
ローカルの嗜好の追求と、それを
実現する技術

●  おいしさ解析～呈味・香気・食感
の分析

● 粉体製造技術
●  味の素社独自の技術・素材の

活用

味覚研究と素材化
最先端の香り・味覚の分析技術を
ベースとした高付加価値な独自素
材を開発

R&Dの融合

味
の
素
社

味
の
素
A
G
F
社

人 財 交 流

 それぞれの強みの融合によりR&D最強シナジーを構築

22

香り
コク味
ボディ
後味

香り
コク味
5味
食感

味の素社とのシナジー味の素社とのシナジー

味の素社がすでに展開している国・地域での競争力強化（ 品質・コスト ）に取り組む
● AGF®のコーヒー／粉末飲料の技術、原料調達の知見を活用する
● 味の素社とAGF®の知見の組み合わせにより事業領域を拡大する

コーヒーストレート飲料・粉末飲料事業の横展開に取り組む
● 味の素社の既存展開国での成功事例を、味の素社が事業基盤を持つ他の市場へ横展開を加速化する

海外事業展開

 展開の方向性

1

2

11

行動観察などにより、現地の飲用実態や嗜好を
徹底的に研究する。

各国・地域ごとの
独自のコーヒースタイルの研究

タイ ベトナム

（※）JapaNeeds Coffee®の詳細は10ページをご覧ください

いつでもどこでも Always

最高のおいしさ（高品質） Good quality

すべての関係者のために For you

新社名新社名

味の素AGF株式会社 
（英文：Ajinomoto AGF, Inc.）

● コーポレートブランド
　 （企業イメージ、価値を形成する企業ブランド）

味の素AGF社

● コーポレートスローガン
　 （企業が社会に対して果たす役割を表現したメッセージ）

　　　　　　　　　  （※）で確立した技能・ノウハウをベースに、各国現地のニーズに合わせた事業
を展開する。

●
コーヒーの香り、
呈味を最適化

● 冷水溶解性
● アロマコントロール

技術

「ふぅ」とすると、こころにゆとりが生まれる。
そのゆとりは、前を向くための大切な時間です。

「ふぅ」があふれる社会に向けて、ココロの健康に
寄与するかけがえのない企業を目指します。
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AGF®は、「おいしさ 」には理由があると考えています。「おい
しさの科学 」とは、お客様の“おいしい”理由を科学的な手法
で解明、見える化し、より“おいしい”商品を正確に、安定的に
ご提供することです。
日本と西欧の食い違いを「水の硬度」で見てみると、西欧の硬
水で素材の良さを積み上げていく洋食と、日本の軟水で素材
の良さを引き出していく和食ということがいえます。これを、
コーヒーに置き換えると、ヨーロッパの硬水で淹れる「少量
に凝 縮されたストロングで切れのある味と香り 」のエスプ
レッソと、日本の軟 水で淹れる「香り高く、コクがあるのに
すっきりとした後味 」のドリップコーヒーということがいえ
ます。
AGF®はコーヒーの嗜好を徹底的に分析し、素直においしい！  
と感じる味を見つけました。

「香り高く、コクがあるのにすっきりした後味」の繊細な味わい
が日本流「JapaNeeds Coffee®」です。

ＡＧＦ®が追求するジャパニーズコーヒー 「おいしさ」を製品化する技術、「T2 ACMI 焙煎®」（たくみばいせん）
AGF®は、科学的に解明した日本の嗜好に合った苦みや酸味を抑え
ながら香り高いコーヒー「JapaNeeds Coffee®」を作り出すため、
焙煎から見直しました。
多くの量産型コーヒーが単一の温度で焙煎するのに対し、「T2ACMI 
焙煎®」はお客様の好きな香りや味のもととなる成分を割り出し、
好きな成分は増やし嫌いな成分を減らすために、時間帯によって焙煎
の温度を変え、ターゲットテイストに合わせた“たくみ ”な火加減
で焙煎しています。
■ ふっくらごはんを炊くように。「T2ACMI 焙煎®」
 ①  ポイントは繊細な火加減コントロール。お米をふっくら炊き上げる

火加減があるように、コーヒーをおいしく焙煎する火加減がある
ことを、AGF®は発見したのです。

②  まず始めに温度を一気に引き上げ、そのあと、温度の上昇を抑え
ながら今までよりゆっくり焙煎することでこんがりした香りと
ふっくらしたコクを生み出します。ご飯の火加減風にいえば、「始め
ぱっぱで、中ちょろちょろ」。

③  この、手仕事でしかできないような秒単位の「たくみ 」な温度の
上げ下げが、「T2ACMI 焙煎®」の特長です。

④  そうして生まれるピュアな味わいは、欧米の「硬水」に比べミネラル
が少なく、やわらかく雑味のない日本の「軟水」と相性ぴったり。

　コーヒーを通じて、お客様においしさと健康をお届け
する。そのための開発・研究を担うのが開発研究所と包材
開発部です。
　世界60数カ国で生産されるコーヒー豆はそれぞれに異なっ
た特徴を持ち、香りを構成する成分は明らかなものだけでも
約1,000種。それらを組み合わせ、日本の文化・味覚に応える

「おいしさ」を探るべく、日々チャレンジを続けています。
　開発研究所では、消費者の嗜好やコーヒーに含まれる健康
成分の研究、その研究成果に基づく商品の開発と生産技術
の開発を、そして包材開発部では環境配慮と便利さを両立
したパッケージの開発を行い、その成果が商品として結実
して市場に投入されています。
　 味 の素 グループの R&D との
技術の融合を通じて、コーヒー／
嗜好飲料のグローバルR&Dセン
ターとしての機 能を担っていく
ことを期待されています。

お客様と共に新しい価値・需要を
「協創」します

バリューチェーンにおけるAGFグループの取り組みバリューチェーンにおけるAGFグループの取り組み

「 おいしさ」を形にするために「 おいしさ」を形にするために
商品・技術の開発を追究します商品・技術の開発を追究します

AGFグループは、商品設計からお客様の手に届くまでのバリューチェーン全体において
独自の価値を創造し、提供しています。

研究・開発
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●おいしさ・品
質へのこだ
わり

●資源循環社
会への貢献

●CSR調達
●安全・安心
　 へのこだわり

●品質へのこ
だわり

●環境負荷低
減の追求

●環境負荷
低減の取
り組み

●きめ細やかな
提案営業、店
頭活動の推進

●お客様の声
を事業活動
に反映

おいしさの根拠を分析で特定

お客様の立場で安全・安心を考えお客様の立場で安全・安心を考え
原材料から余さずチェックします原材料から余さずチェックします

設計／購買

　安全で安心できる商品をお届けするためには、設計段階
からの取り組みが不可欠です。AGF®では、法律より厳しい
食品添加物使用基準を設定。また商品に使用する原料につい
ても、原産地など、さかのぼって安全性を確認しています。
　コーヒー生豆の購買にあたっては、原産地での品質
検査をクリアしたもののみに出荷を許可するとともに、
全ロットで農薬検査などを実施しています。
　また取引先は、AGF®独自の基準をクリアした信頼できる
原材料メーカーのみを選択・集中させています。取引の
締結後も、定期的に品質監査を実施、ともに安全性を強化
できる体制を整えています。
　その他持続可能な（サステナブルな）認証等を得ている
原料を使用しています。

「4C認証「Common Code for the Coffee Community」

コーヒー生産農家が、持続可能な生産活動のための重要なファースト
ステップの基準に適合するよう支援しています。

調  達設  計 生  産 物  流 マーケティング 営  業 お客様接点調  達設  計 生  産 物  流 マーケティング 営  業 お客様接点

設  計 調  達 生  産 物  流 営  業マーケティング お客様接点

お客様の
「ココロ」と「カラダ」の

健康に貢献

●市場調査から
企画、商品化、
販 売 戦 略の
構築
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県別のお客様特性 分析／DB化

●ミドル～シニアで
　スティックの飲用比率が低い

●砂糖・甘味料
　使用率
偏差値

全国第1位
偏差値

全国第2位

●牛乳使用率

県別のコーヒー特長 分析／DB化 個店 商圏分析

砂糖・甘味料
使用率偏差値
（全国平均=50.00）

牛乳使用率偏差値
（全国平均=50.00）

xxx店商圏2kmと
全国の人口構成、
世帯構成を比較すると、
①60代以上の人口構成が高い
②2世帯の構成が高い
→エリア全体が高齢化
　子供が手離れした
　高齢夫婦層が多い 

商圏内人口構成 10代未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上

8%

0%

全国
京都xxx
エリア

全国
京都xxx
エリア

20% 40% 60% 80% 100%

9% 11% 14% 13%13% 31%

9% 9% 9% 13% 13%12% 35%

商圏内世帯人数構成

32% 27% 18% 14% 8%

29% 31% 19% 14% 7%

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

【コーヒーセンサス】 年代毎の飲用カテゴリー

●カフェ

●缶

●ホームリキッド

●パーソナルレギュラー

●ホームレギュラー

●スティック

●インスタント

京都府

商圏 2km

　お客様それぞれの状況や環境変化をきめ細かにキャッチし、
独自のデータベース『AROMA』に基づいた店別／エリア
別のソリューション提案を推進します。
　家庭用商品、ギフト商品、業務用ビジネスといったさまざまな
ニーズに対応できる体制を整え、トータル嗜好飲料カテゴ
リーマネジメントを実践します。
　そして、お客様のよきパートナーとなり、協創してマーケット
の拡大に努めます。
　 営 業 活 動を通じて得た
ニーズや課 題、ご要 望は、
マーケティング活動や研究・
開発にフィードバックする
ことで、バリューチェーン
強化のための原動力となっ
ています。

　コーヒーの生産にあたっては、最先端のエンジニア
リングを駆使した設備を導入する一方で、熟練した検査員の
官能検査で味・香り・色などを毎日厳しくチェック。機械の
正確さと人間の繊細な感性によって「おいしさ」が生み出さ
れています。
　AGF®の生産・品質管理のベースは“Quality First”。
各工程ごとに厳しい管理基準を設け、生産ラインの監視を
徹底することで、安全で衛生的な商品をお届けします。
　HACCP（危害分析重要管理点方式）により、商品ごとに
重点的に管理するポイントを設定して確認を行うほか、
生産拠点では要求される清浄度ごとにエリア分けして、
設備や人の動き、服装の管理を
徹底しています。さらに、店頭
に並ぶまで細心の配慮を払い、
独自の物流システムで鮮度と
品質の維持を図っています。

　増えるコーヒー需要にスピーディに対応できるよう、AGF®の製造拠点であるAGF 鈴鹿
（株）・AGF関東（株）では設備の増強を図っています。
　とくにスティックコーヒーの生産能力増強では、2008 年以降1 年おきに包装設備を
増強するなど、新しい技術を取り込みながら需要に応えるべく取り組んでおります。AGF
関東（ 株 ）では2008 年以降、生産能力を増強したラインの整備、生豆の異物除去装置
やレギュラーコーヒー包装ラインのミキサー増設などにより、生産の効率化が進んでい
ます。また2009 年秋よりスティックコーヒーのラインも新設、より柔軟に需要に応える
製造を実現します。

　実際に商品がどのように作られているかを直接ご覧いただける場として、
工場見学も積極的に受け入れています。子どもたちの社会科見学はもちろん、
お取引先様や自治体などの視察も含め、たくさんの皆様にご来場いただいて
います。
　香ばしいコーヒーの香りがあふれる工場で、おなじみの商品が作られていく
様子をご覧いただくことで、商品にさらなる愛着を持っていただくとともに、
AGF®の安全・安心の取り組みや環境配慮についてもご理解いただく機会と
なっています。

工場で進む、さまざまな新しい取り組み

ご来場の皆様は、社員の説明に
熱心に耳を傾けてくださってい
ます

厳格な管理と高い技術力で厳格な管理と高い技術力で
品質を支えます品質を支えます

お客様からお客様から
もっとも信頼される営業をめざし、もっとも信頼される営業をめざし、
ソリューション提案営業を実践しますソリューション提案営業を実践します

生産／物流 営業活動

お客様からいただく声をお客様からいただく声を
次の品質に活かしています次の品質に活かしています
　お客様に安心をお届けするためには、積極的な情報開示が
大切だとAGF®は考えています。Webサイトで商品情報や
商品のできるまでをご紹介して、理解を深めていただけるよう
にしています。
　また、お客様からいただくお問い合わせやご意見は、翌日
には全社員で共有、すみやかに関係各部署が情報・原因を
整理してお客様にご報告できる体制を整えています。お客様
のご指摘は商品を改善するための重要なヒントと考え、社内
でフィードバックを行い、各バリューチェーンで次の商品
作りに活かしています。

お客様とのコミュニケーション

　AGF®は1973 年創業以来、インスタントコーヒーや
レギュラーコーヒー、スティックコーヒーを次々に発売し、

「ブレンディ®」、「マキシム®」、「ちょっと贅沢な珈琲店®」、
「マリーム®」などのブランドを育ててきました。とくに
「ブレンディ®」ブランドは、コーヒーの銘柄として消費者が
最初に思い浮かべるブランドに成長しました。
　※《「ブレンディ®」ボトルコーヒー》の製造・販売は、
サントリー食品インターナショナル株式会社へ承継
　人の好みは一人ひとり異なり、ライフタイムやリビング
タイムの中でも変化しています。そうした背景を踏まえ、常に

「おいしさ」と新しい価値を提供するために、市場動向を
的確に捉え、積極的なマーケティング活動を行っています。
　長年にわたって実施した調査により蓄積したお客様の嗜好
に関するデータを活用しながら、新しい価値を持つ商品や
日本のコーヒー文化を普及啓発する広告などに反映。お客様
に「日本発の愛される嗜好飲料メーカー」をめざします。

ライフスタイルやニーズを捉えライフスタイルやニーズを捉え
最適な商品の提案を行います最適な商品の提案を行います

マーケティング活動

調  達設  計 生  産 物  流 マーケティング 営  業 お客様接点調  達設  計 生  産 物  流 マーケティング 営  業 お客様接点調  達設  計 生  産 物  流 マーケティング 営  業 お客様接点 調  達設  計 生  産 物  流 マーケティング 営  業 お客様接点

お客様の
「ココロ」と「カラダ」の

健康に貢献

生産設備の増強による生産の強化・効率化 より深くAGF®をご理解いただくための工場見学
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地球へのやさしさも企業として果たすべき責任です地球へのやさしさも企業として果たすべき責任です

コーヒー豆を活かしきる取り組み

環境への取り組み

　コーヒー豆は、世界60数カ国で栽培されているコーヒーの木の
種子です。AGF®はこの自然の恵みであるコーヒー豆から、レギュ
ラーコーヒー、インスタントコーヒー、スティックコーヒーなどを
作っています。さらに、この残渣はバイオマスや土壌改良剤にも
使用し、各国から輸入したコーヒー豆を100%使い切っています。

発 電 機 用エンジンの排 熱を利用し、蒸気を発 生させる
コージェネレーション設備を設置

コーヒー豆

抽出
抽出機

工場の燃料や土を元気にする素に活用

抽出後に残ったコーヒー残渣

砕いた
コーヒー豆

コーヒー液

「ほっとするエコ」マークの表示
AGFグループでは、「できるだけ環 境に
やさしい商品を購入したい」「環境への取り
組みを知りたい」というお客様のニーズに
お応えするために、独 自の環 境マーク

「ほっとするエコ」を表示して、環境への
取り組みの内容をお伝えしています。

AGFグループのCSRへの取り組み
1.  環境への取り組み
商品設計からお客様に商品が届くまでの全プロセスを通して、地球環
境の保全に取り組み、持続可能な社会を次世代に引き継ぐことができ
るように、グループ全体でさまざまな取り組みを推進しています。

2.  安全・安心と品質向上への取り組み
企業理念としての「顧客満足の実現」に向けて、信頼され、喜んでいただ
ける安全で安心な商品をお届けするための品質保証の取り組みとお客
様とのコミュニケーションを大切にし、商品の改善に反映させています。

3.  お取引先様とのかかわり 
事業活動にかかわる、全てのお取引先様との双方向の公正かつ透明な
取引関係を基盤とした信頼関係の構築に努めるとともに、サステナビリ
ティへの対応のひとつとして、コーヒー原料の持続可能な調達に向けた
取り組みを推進しています。

4.  従業員とのかかわり 
新たな価値を創造し提案し続けるために、社員一人ひとりの個性と価値
観を活かすための人財育成プログラムと、明るく活力のある企業であり
続けるための、働きやすい環境を支援する施策・制度の充実に取り組ん
でいます。

5.  地域とのきずな  
事業を展開している地域社会と共生し続ける企業であるために、自治
体や業界団体、NGO・NPOなどと連携し、継続的に社会貢献活動に取
り組んでいます。

6.  マネジメント体制 
AGFグループは、企業の社会的役割を果たす上での基盤となる、健全な
組織統治体制と高い透明性と倫理性のある経営を実践しています。

7.  自然災害被災地等に対する復興ならびに支援活動
AGFグループは、味の素グループの一員として、自然災害被災地で
の応援活動を継続しています。また、コロナ禍による医療従事者へ
の支援や、フードバンクへの寄付活動に取り組んでいます。

コーヒー生豆を輸入する際には、コンテナの
大きさの大きな袋（インナーバッグ）に詰め
てコンテナバルク輸送することで、積載効率
を上げ、CO2削減を実現しています（一部、
麻袋による輸入もあります）

森を守り、水を育む。
「ブレンディ®の森」森づくり活動

徳之島コーヒー
生産支援プロジェクト

● AGF鈴鹿（株）［ 鈴鹿川2014 年9月］
AGF 関東（株）［群馬県荒砥川2015年５月］
各源流域の森の整備をスタート

AGF®の商 品づくり
に欠かせない、おいし
い水。そのおいしい水
を育むのは、森です。
みどり豊かな森とそ
の恵 みである水 を、
AGFグループは、ずっ
と守り続けていきたい
と思います。

日本国内でも数少ないコーヒー豆生産地である徳之島での生
産を支援するため、鹿児島県大島郡伊仙町役場、徳之島コー
ヒー生産者会、丸紅株式会社 飲料原料部と味の素AGF 株式
会社の4 者にて、生産支援プロジェクトを立ち上げ、設備支給
や生産技術の支援などを行っています。

CSR活動 事業活動を通じて
社会と環境の持続可能性に貢献

調  達設  計 生  産 物  流 マーケティング 営  業 お客様接点

神
こ う

山
や ま

湧
ゆ う

水
す い

珈琲

上賀茂神社が守り続けてきた名水「神山湧水」にあわせ「神
山湧水珈琲」を開発、「水の大切さと文化」を次世代に伝える
文化事業。「神山湧水珈琲」で培った知見は、伊勢志摩サミット
でも提供されたAGF®「煎」の誕生につながっています。

　AGF®は自然の恵みであるコーヒー豆を使用し、常に
お客様から信頼され環境にやさしく、安全で高品質な商品
とサービスを提供するように取り組んできました。企業
活動の環境に与える影響を認識し、環境問題に真摯に取り
組むことで、限りある資源・エネルギーの有効活用を進め
ています。コーヒー豆の購買においては、農園の自然環境
や従事する人々の生活環境に配慮して生産された「サステ
ナブルコーヒー」の調達に取り組み、調達量の拡大を計画
的に進めています。商品設計・販売においては、環境負荷

を常に意識し、省資源・省エネルギー設計・販売を推進して
います。具体的には、生産におけるゼロエミッションへの
取り組み、環境にやさしいエネルギー資源の利用、環境配
慮型製品の研究・開発、容器包装の軽薄短小化推進、物流
における環境負荷低減活動など、あらゆる事業分野で負荷
軽減に努めています。
　また、工場で使用する水を守るために三重県と群馬県で、
森を育み水を守る「ブレンディ®の森 」の活動を実施して
います。

お客様の
「ココロ」と「カラダ」の

健康に貢献

自然保護活動で水資源の保全へ

持続可能な国産コーヒーの生産を目指して

上賀茂神社式年遷宮記念文化事業


