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植物性食素材で世界を変える

詳しい事業内容やサステナビリティへの取り組み、IR情報などは
WEBサイトをご覧ください。

中長期ビジョンや今後の経営戦略については、
「不二製油グループ 統合報告書」をご覧ください。 　

https://www.fujioilholdings.com/
不二製油グループ

たった一粒の、植物の実。

その小さく限りある存在の中に、

世界の抱える問題を解決できる

大きな可能性が秘められていることを、

私たち不二製油グループは確信しています。

創業から植物由来の食素材とともに歩みを進める

私たちだからこそ、植物の持つ力を

最大限に引き出すことができる。

不二製油グループはこれからも、

サステナブル社会に貢献すべく、

世界の問題と向き合い続けていきます。
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DHA・EPAの安定化技術で
健康な暮らしをサポート。

世界人口が増加を続ける一方で、地球の資
源には限りがあります。将来、水資源や動物
性食資源の深刻な不足が予測されています。

人権・環境に配慮した
サステナブル調達を推進。

大豆は精肉に比べてわずかな肥料と水で栽培できる、環境

負荷の少ない植物資源です。生産時の水使用量は、牛を

飼育する場合の約1/8。また、そのまま食料として利用できる

ため、効率的にタンパク質を生み出すことができます。将来

的な食資源不足が危惧されるなか、不二製油グループは世

界唯一の総合大豆食品メーカーとして大豆の持つ力を余す

ことなく活用し、持続的な社会の実現に貢献していきます。

地球への負荷がより低いたん白源で
飢餓のない世界へ。

原料調達

医療や科学の発展により、人間の寿命が延び続け
る現在、自立した生活を送れる「健康寿命」との差
をいかに埋めるかに注目が集まっています。

平均寿命と健康寿命。
差を埋めることが
できるか

歳

歳9歳9歳

2016 年の世界の
平均寿命と健康寿命の差

健康寿命

健康寿命 歳
平均寿命

万トン

万トン

2 0 1 6 年 1 0 月～2 0 1 7 年 9 月

2 0 0 0 年 1 0 月～2 0 0 1 年 9 月

億人
2017 年の総人口

需要拡大の陰で
人や環境を

傷つけていないか

人口は増え続ける。
食べ物はどうなる

食資源不足

2 0 5 0 年に予想される
世界総人口

チョコレートの主原料であるカカオは、将
来的な需給のひっ迫が懸念されるととも
に、農家の貧困や児童労働、森林破壊と
いった課題に直面しています。

過去 16 年間で増加した
世界のカカオ豆の総生産量

万トン+1+1+1887万トン7万トン7

億人約10000
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魚介類に多く含まれるDHA・EPAは、認知症発症リス

クの低下などの健康効果が期待できる不飽和脂肪酸

です。しかし、著しい酸化劣化とそれに伴う魚臭が障壁と

なり、カプセル状以外での摂取が難しい状況でした。不

二製油グループは、難溶性抗酸化成分を油の中で安

定的に分散させる新技術により、酸化と魚臭を抑えた

「安定化DHA・EPA」の開発に成功。現在はお客様へ

の提案を進め、さまざまな食品への普及を図っています。

製品の供給責任を果たすためには、高品質で安全な原材

料の安定調達が不可欠です。不二製油グループではパー

ム、カカオ、大豆の基幹原料を中心に、環境的・社会的・経

済的に持続可能な調達活動を推進しています。将来にわた

り食の歓びを届け続けるために、さまざまなステークホルダー

と協力しながら、持続可能な方法で生産された原材料の調

達を目指しています。
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出典：WHO, World Health Statistics 2019 出典：ICCO, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics 出典：UN, World Population Prospects 2019



　カカオバターの代替品であるチョコレート用油
脂はもちろん、乳製品に代わる植物性チーズ様
素材やマーガリン、さらに肉や魚に代わる大豆
ミートなど、私たちには有限資源の代替品を創
造してきた歴史と技術があります。世界的な人口
増加により資源のサステナビリティが課題となる
なか、これらの代替品がサステナブルフーズとし
てさらなる価値を持つ日はそう遠くはありません。
　この先、どんな未来がやってくるのか、私たち
はどのような価値を生み出すことができるのか。
将来のあるべき姿から今どうあるべきかを考え、
未来からのロードマップを描いています。
　「人のために働く」。創業から根付くこの思い
を、これからも絶やすことはありません。植物
性素材に秘められた未知数の可能性
を最大限に活用し、持続可能な社
会の実現に貢献してまいります。

　私たち不二製油グループは、パームや大豆、
カカオといった植物性の主原料をもとに、植物
性油脂、業務用チョコレート、乳化・発酵素材、
大豆加工素材の4事業を展開しています。食べ
ることは、人が生きていくための根源であり、人に
とって最も重要である健康と密接に結び付いて
います。そして、人が健康でいるためには、地球も
健康であり続けなければなりません。
　私たちは、企業の存在価値は社会貢献にあ
ると考え、1950年の創業時から半世紀以上に
わたり食べること、つまり本業を通して社会に価
値を生み出すことに一貫して取り組んできました。
世界全体がSDGs（持続可能な開発目標）の
達成に向け邁進する現代においても、植物
素材を用いた食の力で社会が直面する
課題を解決することが私たちの使命
と受け止めています。

不二製油グループ本社株式会社
代表取締役社長
最高経営責任者（CEO）

清水 洋史

植
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食品メーカーとして、

本業で社会課題に解決策を。

人のため、社会のために尽くす。

企業の原点に立ち返り、

食の未来を切り拓く。

植物性油脂

乳化・
発酵素材

業務用
チョコレート

大豆
加工素材

油脂のノウハウを活かし
世界中でシェアを拡大

持続可能な食の
未来を創造する

創業時から培ってきた技術で
食の可能性を広げる

お客様との共創で
食の課題を解決する

食の未来を
創造する
4つの事業

5 6



製菓用
油脂

フライ・
スプレー用
油脂

冷菓用油脂 乳化油脂、粉末油脂、
潤滑・離型油

主要製品

チョコレート用油脂

植物性油脂事業

油に“おいしさ”を
プラスできないか

持続可能なパーム油製品の
生産体制を強化。

DHA・EPAを
世界の人々へ。

人権・環境に配慮した
パーム油調達を推進。

TOPICS

半世紀以上にわたり食の未来を変える技術革新に挑み
続けてきた不二製油グループの原点とも言えるのが、植
物性油脂事業です。後発の植物油脂メーカーとして創

マレーシアに、高品質かつ持続可能な
パーム油製品を生産するユニフジを設
立。さらに、米国でのパーム油需要に応え
るため、2020年にはフジオイル ニューオリ
ンズの稼働開始を予定しています。

世界で初めてDHA・EPAの安定化に成
功。酸化による「魚臭」を抑え、毎日の食事
で無理なく摂取することを可能にしました。
現在は、国内外上市に向けた施策を加速
させています。

グローバルに大きな需要拡大が見込まれるチョコレート用油脂、
口あたりのよいお菓子づくりに最適な製菓用油脂、塩気や酸味を
強く感じさせることで減塩に貢献する呈味増強油脂、健康油脂な
ど、多彩な機能で世界の食卓を支えます。

2016年に「責任あるパーム油調達方針」
を策定。当社グループのすべてのパーム
油製品について、サプライチェーンを含め
た森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取
ゼロの実現に努めています。

油に付加価値をプラスし多機能を実現。
おいしさと健康のベースを世界の食卓へ。

業したため、「他社と同じでは成長はない」と新たな原料
を模索し、ヤシやパームに活路を求め、独自の「分別」技
術を確立しました。

味を強く感じさせる「呈味増強効果」で
食品のおいしさを向上。
無味無臭であることが常識だった油に新たな役割を創造。独自技術により、味付けの
アクセントとなる塩味、辛味、酸味を強く感じさせる効果を付与しました。おいしさを維
持したまま調味料の使用を抑えることにより、減塩にもつながると期待されています。

oluoluoluoluoluoluoluoluolutttttttttiiiionOurOurOursssssssss

ユニフジ
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クーベルチュール
チョコレート

洋生
チョコレート、
グレーズ
チョコレート

ガナッシュ、
生チョコレート

成型
チョコレート

アイス
コーティング
チョコレート

主要製品

ピュアチョコレートから、おいしいシュガーレスチョコレー
ト、食材との組み合わせを得意とするコンパウンドチョコ
レートまで、幅広いチョコレート製品の開発に柔軟に対
応します。

高度な加工技術で
チョコレートの世界をもっと広く。

最高級クーベルチュールチョコレートや、油脂事業で
培った技術を応用したパン・アイス用コンパウンドチョコ
レート素材を積極的に開発。米国のブラマー社がグループ

に加わったことで、世界で第３位のシェアを獲得。環太平
洋を中心に、10カ国16拠点の業務用チョコレート供給体
制が構築されました。

業務用チョコレート事業

甘いものを食べたい。
健康も叶えたい

2015年のブラジル・ハラルド社の株式取
得後、M&Aを積極的に進めています。
2019年には米国ブラマー社の株式を取
得し、業務用チョコレートで世界第3位の
シェアを獲得しました。

農家の生活環境改善、当社サプライチェー
ン上の児童労働の撲滅、森林破壊の防止
と森林の保全を3本柱とし、事業全体を通
じて持続可能な方法で生産されたカカオ
豆調達を目指すことを社会に約束しました。

M&Aを積極展開、
グローバルにシェアを拡大。

油脂の技術で
今後の需要増加に対応。

2018年、「責任ある
カカオ豆調達方針」を策定。

当社グループが有するチョコレート用油
脂事業とのシナジーを活かし、多様な地
域・食品で利用できるチョコレート製品を
開発。環太平洋を中心として高まる需要
に対応していきます。

砂糖不使用でもおいしいチョコを開発。
ニーズに合わせた多彩な製品をラインアップ。
チョコレートに含まれる健康成分に注目が集まるなか、砂糖不使用のシュガーレスチョコレートを
開発。独自のブレンドによりカカオの香りを引き出すことで、食後の血糖値の上昇を抑えながらしっ
かりと甘さとコクを感じられる味わいを実現しました。

TOPICS

oluoluoluoluoluoluoluoluolutttttttttiiiionOurOurOursssssssss
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主要製品

高度な乳化・無菌化技術を活かしたホイップクリーム、風
味や機能性にこだわった植物油脂ベースのマーガリンな
どをラインアップ。また、USS製法により大豆を主原料とし
たチーズ風味素材やクリームが、素材本来の味を引き立
て、新たなおいしさの扉を開いています。

油脂事業をベースに技術を組み合わせ、
消費者ニーズに対応。

ホイップ
クリーム

フィリング マーガリン

チーズ風味
素材

USS
豆乳製品

乳化・発酵素材事業

暑さに強く、口あたりはなめらか。
そんなホイップクリームを

つくれないか

食生活の変化により急速に拡大するアジア
需要に対応するため、2018年度下期から
中国第2工場が稼働を開始。パンやデザー
トに欠かせないマーガリンやフィリング、カ
スタードクリームなどを生産しています。

USS（Ultra Soy Separation）製法により
「豆乳クリーム」や「低脂肪豆乳」を開発。
大豆本来のおいしさや機能を活かした素
材として、活用の幅が広がっています。

高いシェアを誇る中国で
第2工場を稼働。急速に
拡大するパン市場を牽引。

人手不足や、
植物性素材への
需要の高まりに対応。

世界初の特許技術
USS製法で
大豆素材の新境地を開拓。

人手不足がますます深刻化する日本にお
いて、その解決の一助となる製品の供
給、さらに当社グループが得意とする植
物性製品の開発により、競合企業との
差別化を図っています。

高度な乳化・無菌化の技術により、豊かな風味と良好な
作業性を兼ね備えた各種クリーム、バラエティ豊かなマー
ガリン、多くのパンやデザートに適したチーズ風味素材

などを開発。製菓・製パンに欠かせない製品を揃え、世
界中の多様なお客様にご利用いただいています。

食生活が急速に変化する中国・東南アジアで、
現地の気候やニーズに合わせた製品を展開。
中国・東南アジアは都市を中心にコーヒーチェーン店やコンビニエンスストアなどが急速に増加
し、パン食の需要も拡大しています。菓子やパンは文化によって嗜好やトレンドが異なるため、国別
のマーケティングによりニーズを確実につかみ、各国固有の課題解決に貢献しています。

TOPICS
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急成長する植物性食市場で
競争力を磨く。

主要製品

PBFS事業部門を新設、
長期的な視点で
戦略立案を。

日本に大豆ミート新工場を建設。
新製品による
積極的な市場展開へ。

2050年の未来を見据えながら、当社グ
ループが持つ植物性食の技術・製品を
組み合わせ、既存事業とは異なった観点
から戦略を立案、推進していきます。

肉に近い食感に仕上げた粒状大豆たん白や、疲労の低
減・体脂肪の燃焼を促進させる大豆ペプチドなど健康と
食の未来に貢献する素材のほか、加工食品の品質保持
機能を持った水溶性大豆多糖類など、バラエティに富ん
だ製品を揃えています。

世界に先駆けた新技術で
大豆の可能性を追求。

不二製油グループは、創業当初から半世紀以上にわた
り、大豆の研究に取り組んできた総合大豆食品メーカー
です。現在、世界で植物性食への関心が高まっており、

動物資源の代替品としても大豆が注目されています。人
と地球の健康へ貢献すべく、大豆の持つ新たな可能性
とおいしさを追求し続けています。

大豆加工素材事業

肉類を減らしても
食べることを
楽しみたい

肉に近い食感を再現。おいしさも健康も叶える
大豆ミート素材で食の可能性を開拓。
近年増加傾向にある「菜食志向だがときには肉も食べる」フレキシタリアンをはじめ、多様化する
食のニーズに植物性素材で対応。また、栽培効率が高く環境負荷が少ない大豆の素材開発・
市場開発により、将来深刻化が予想される食資源の問題にも貢献します。

TOPICS
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世界の人口増加や環境問題への意識の高
まりを背景に、植物性食に対する関心が高
まるなか、大豆を主役とした新製品・新技
術を続 と々開発しています。

健康への関心の高まりにより、日本で大豆
ミート市場が拡大し続けています。高まる
需要に応えるため、千葉工場内に新工場
を建設。新規市場の創出を目指します。

粉末状
大豆たん白

粒状大豆たん白 水溶性大豆多糖類 大豆ペプチド

大豆
加工食品

13 14



不二製油グループの技術と幅広い顧客層を活かし、お客様とともに価値を生み出す共創を通じて、
社会が必要とするソリューションを実現しています。

消
費
者共 創

ソリューション

生産・品質管理

フジサニープラザ

東京
（日本）

大阪
（日本）

済南
（中国）

上海
（中国）

広州
（中国）

シンガポール

バンコク
（タイ）

つくば
（日本）

営
業

基
盤
研
究

素材開発

応
用
開
発

生産技術開発

C

不二サイエンスイノベーションセンター／
つくば研究開発センター／   アジアR&DセンターB

A

社
会
課
題

社
会
課
題

お客様との共創により、社会課題へ　 のソリューションを実現。

食品・飲料
メーカー

中食・外食産業

小売店・コンビニ

お客様

など

不二製油グループ

安全と品質、環境、そしておいしさと健
康を具現化するため、不二製油グルー
プ内外の知識と技術を融合するイノ
ベーションの場として設立。グローバル
に市場のニーズを捉え、価値ある食素
材を開発・提供しています。

独自技術を生み出す
グローバル研究開発
ネットワーク

不二サイエンスイノベーションセンター
グループ内外の知を融合する中核研究開発拠点

グループ初の海外研究開発拠
点として、2015年にシンガポー
ルに開設。素材開発、応用開発
とマーケティングを融合させ、ア
ジア地域の市場ニーズに応える
製品開発に取り組んでいます。

アジアR&Dセンター
成長著しいアジアの市場ニーズに対応

お客様とコミュニケーションを図りながら、
最新の情報・知恵・技術を合わせ、新しい
価値を創り出します。日本・中国・アジアに
設けた9カ所の拠点で、お客様との共創を
通じて地域の皆様の嗜好に合った新たな
価値を生み出しています。

フジサニープラザ
お客様とともに価値を生む共創の場

お客様のニーズにマッチ
した応用開発と、技術の
深化やおいしさと健康につ
ながる基盤研究を行って
います。

つくば研究開発センター
2020年、プラザをリニューアルし再出発A B C D

D

北京
（中国）
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植物性油脂 業務用チョコレート 乳化・発酵素材 大豆加工素材

中国

◎ 不二（中国）投資有限公司

不二製油（張家港）有限公司 ‒ 開発・生産・販売

不二製油（肇慶）有限公司 ‒ 生産・販売 

上海旭洋緑色食品有限公司 ‒ 生産・販売 

天津不二蛋白有限公司 ‒ 生産 

China

東南アジア

◎ フジオイル アジア ‒ 開発・販売
フジオイル（シンガポール） ‒ 生産
ウッドランド サニーフーズ ‒ 生産

シンガポール Singapore

◎ フジ スペシャリティーズ
フジ ベジタブル オイル ‒ 開発・生産・販売 
フジオイル ニューオリンズ ‒ 生産・販売
フジ プラント プロテイン ラボズ ‒ 開発・販売
ブラマー チョコレート カンパニー ‒ 開発・生産・販売

米国  United States of America 

パルマジュ エディブル オイル ‒ 生産
フジ グローバル チョコレート（M） ‒ 開発・生産・販売
ユニフジ ‒ 生産・販売

マレーシア Malaysia

フジオイル（タイランド） ‒ 開発・生産・販売 
フレイアバディ（タイランド） ‒ 開発・生産・販売

タイ Thailand

フジオイル フィリピン ‒ 販売
フィリピン Philippines

フレイアバディ インドタマ ‒ 開発・生産・販売 
ムシム マス-フジ ‒ 生産・販売

インドネシア Indonesia

3F フジフーズ ‒ 開発・生産・販売
インド India

インダストリアル フード サービシズ ‒ 開発・生産・販売
オーストラリア Australia

ハラルド ‒ 開発・生産・販売 
ブラジル Brazil

Southeast Asia

米州 Americas

日本

不二製油グループ本社株式会社

◎ 不二製油株式会社 ‒ 開発・生産・販売

フジフレッシュフーズ 株式会社 ‒ 開発・生産・販売 

株式会社フジサニーフーズ ‒ 販売 

オーム乳業株式会社 ‒ 開発・生産・販売 

株式会社 阪南タンクターミナル ‒ 保管・配送 

千葉ベグオイルタンクターミナル 株式会社 ‒ 保管・配送

不二神戸フーズ株式会社 ‒ 生産

不二つくばフーズ株式会社 ‒ 生産

Japan

グループシナジーを生み出す
世界に広がるネットワーク。

欧州・アフリカ

フジ ブランデンブルク ‒ 生産
ドイツ Germany

フジオイル ヨーロッパ ‒ 開発・生産・販売
ベルギー Belgium

◎ フジ ヨーロッパ アフリカ
オランダ Netherlands

Europe and Africa

フジ オイル ガーナ ‒ 生産
ガーナ Ghana

経済成長著しい東南アジア各国をはじめ、植物性食の市場が急速に拡大する米国や食のトレンドの発信地ヨーロッパなど、
世界へ広がる不二製油グループ。食べることで、生きる力をもっと強く。人のつながりをもっと深く。異なる文化や価値観から
生まれるニーズに応え、世界の食に貢献します。

◎ 地域統括会社

2020年7月現在
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不二製油グループの歩み

創業時より受け継がれる挑戦と革新の　 DNA。

ミッション 私たちの使命、私たちの存在理由

連結売上高（2019年度）

4,147億円 15カ国37社
累計特許取得件数（2019年度）

2,967件5,874名

事業拠点（2020年7月1日現在）

※国内グループ会社は2020年 3月31日現在
海外グループ会社は2019年12月31日現在

業務用
チョコレート事業
43.42％

連結従業員数

認証取得状況 ・GFSI 承認認証規格（FSSC22000/SQF/BRC）       19 社　・ISO22000       13 社　
・ISO9001       15 社　・HACCP       9 社　・ISO14001       8 社

ミッション

ビジョン

バリュー

プリンシプル

私たち不二製油グループは、食の素材の可能性を追求し、
食の歓びと健康に貢献します。

ビジョン 私たちの目指す姿

私たちは、油脂と大豆事業を中核に、おいしさと健康で社会に貢献する、
食の未来創造カンパニーを目指します。

バリュー 私たちが行動する上で持つべき価値観

プリンシプル 私たちの行動原則

安全と品質、環境／人のために働く／挑戦と革新／スピードとタイミング

事業別
売上高
構成比

（2019年度）

植物性
油脂事業
27.51％

東南アジア
11.14％

大豆加工
素材事業
8.53％

地域別
売上高
構成比

（2019年度）

中国
5.50％

欧州
5.74％

私たちは何者で何を目指し、どのような価値観を持って行動する

のか。グループで働く全従業員が、世界中のどこにいようとも価値

基準を共有し行動の指針とするため、2015年のグループ本社制

への移行を機に「グループ憲法」を制定しました。70年近くにわ

不二製油グループ憲法

たり受け継がれてきた「不断の革新」や「開拓者精神」などの創

業の精神、「顧客貢献」「自己啓発」といったDNAを継承し、不

二製油グループが社会的責任を果たし続けるための土台を築く

ことで、グループ全体の成長へとつなげます。

創業時より独自性を追求し、挑戦と革新を続けてきた不二

製油グループ。常に新分野の開拓に挑み、食の世界に新たな

価値を創造してきました。今後も飽くなきイノベーションにより、

食の未来を切り拓いていきます。

不二製油グループの概要

独自技術の黎明期

変革期

1976

1969

1968

1961

米州
37.79％

乳化・
発酵素材

事業
20.54％

不二製油株式会社設立不二製油株式会社設立不二製油株式会社設立不二製油株式会社設立

1950

創業期

1955

1951

海外進出期海外進出期

油脂溶剤分別プラントで油脂溶剤分別プラントで

1995

1993

1992

1981

1980

分別技術アルコール・ヘキサン法を完成分別技術アルコール・ヘキサン法を完成分別技術アルコール・ヘキサン法を完成分別技術アルコール・ヘキサン法を完成

脱脂大豆たん白利用の開始脱脂大豆たん白利用の開始脱脂大豆たん白利用の開始

2019

2016

2015

2012

2007

米国大手チョコレートメーカー米国大手チョコレートメーカー

「不二サイエンスイノベーションセンター」開設「不二サイエンスイノベーションセンター」開設「不二サイエンスイノベーションセンター」開設

DHA・EPAの安定化技術を開発DHA・EPAの安定化技術を開発DHA・EPAの安定化技術を開発

ブラジル大手業務用チョコレートメーカーブラジル大手業務用チョコレートメーカー

世界初、大豆分離分画技術世界初、大豆分離分画技術世界初、大豆分離分画技術世界初、大豆分離分画技術
（Ultra Soy Separation）

エステル交換による

カカオバターの代替品

乳製品の代替品

乳製品の代替品

生クリームの代替品

副産物である「おから」が原料

動物性タンパク質の代替品

日本
39.83％
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