
 

調査活動 醤油メーカー11社に対する遺伝子組み換え原材料に関する公開質問回答一覧 

 
2019年 3月 25日現在 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※フンドーキン醤油株式会社からは回答をいただけませんでした。 

 

 

●キッコーマン株式会社 回答 

①分別状況 ※遺伝子組換え対象原材料：じゃがいも、大豆、てんさい、とうもろこし、なたね、わた、アルファルファ、パパイヤを原材料に含まないものは対象外と表記しています。 

商品名 原材料名 対象原材料 原産国 ＧＭ 商品名 原材料名 対象原材料 原産国 ＧＭ 

こいくちしょうゆ 

脱脂加工大豆 大豆  アメリカ・カナ

ダ 

分別 

濃いだし本つ

ゆ 

しょうゆ 脱脂加工大豆 

 

アメリカ・カナ

ダ 

分別 

ぶんべ 大豆 大豆 アメリカ 分別 しょうゆ 大豆 アメリカ 分別 

アルコール 対象外 ― ― ぶどう糖果糖液糖 とうもろこし ― 不分別 

特選丸大豆しょうゆ 大豆 大豆 アメリカ 分別 みりん（糖類） とうもろこし ― 不分別 

特選丸大豆 

減塩しょうゆ 

大豆 大豆 アメリカ 分別 調味料（アミノ酸等） 対象外 ― ― 

アルコール 対象外 ― ― アルコール 対象外 ― ― 

酸味料 対象外 ― ― 

削りたてそう

めんつゆスト

レート 

しょうゆ 

 

大豆 アメリカ 分別 

ビタミン B1 対象外 ― ― ぶどう糖果糖液糖 とうもろこし 

 

― 不分別 

しぼりたて 

生しょうゆ 

脱脂加工大豆 大豆 アメリカ・カナ

ダ 

分別 みりん（糖類） とうもろこし ― 不分別 

アルコール 対象外 ― ― 醸造酢（アルコール・ぶどう糖） とうもろこし ― 不分別 
       小麦発酵調味料 対象外 ― ― 
       酵母エキス 対象外 ― ― 
       アルコール 対象外 ― ― 

 

 

 

●ヤマサ醤油株式会社 回答 

①分別状況  

商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 

鮮度の一滴超特選しょうゆ 脱脂加工大豆 アメリカ他 分別 

そうめん専科 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別 

ぶんべ 

鮮度の一滴減塩しょうゆ 

脱脂加工大豆 アメリカ他 分別 水あめ 日本 不分別 

醸造酢 日本 分別 ぶどう糖 日本他 不分別 

大豆 アメリカ他 分別 果糖ぶどう糖液糖 日本 不分別 

アルコール 日本 分別 醸造酢 日本 分別 

 

 
丸大豆しょうゆ 

大豆 アメリカ他 分別 酵母エキス 日本他 ― 

アルコール 日本 分別 みりん 日本 不分別 

さしみしょうゆ 

脱脂加工大豆 アメリカ他 分別 アルコール 日本 分別 

みりん 日本 不分別 

ざるそば専科 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別 

醸造酢 日本 分別 水あめ   

大豆 アメリカ他 分別 ぶどう糖 日本他 不分別 

アルコール 日本 分別 酵母エキス 日本他 ― 

調味料（核酸） 日本他 ― みりん 日本 不分別 
    アルコール 日本 分別 

ぶんべ     酸味料 日本 分別 
    

昆布つゆ 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別 
    果糖ぶどう糖液糖 日本 不分別 
    たんぱく質加水分解物 日本 分別 
    酵母エキス 日本他 ― 
    みりん 日本 不分別 
    調味料（アミノ酸等） インドネシア他 不分別 
    酸味料 日本 分別 

 

 

 

 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換えのもの) 

海外産大豆につきましては「遺伝子組み換えでない原料(IP ハンドリン

グ（＊注１）が確認されたもの)」のみを使用し、さらに輸入業者及びキ

ッコーマンにおいて第三者分析機関に依頼し検証・確認しております。 

注１：IP ハ ンドリングとは、分別生産流通管理のことで、非遺伝子組み

換え農産物を生産・流通の各段階で混入が起こらないよう管理し、その

ことが書類などにより証明されていることをいいます。 

現状では変更の予定はございません。 現状では切り替える予定はございません。 

⑤nonGM供給への課題 

弊社は遺伝子組み換えでない大豆を、安全かつ安定的に確保できるよう日々努力を続けております 

質問① 貴社製品原材料の種類と原産国、遺伝子組み換えの分別状況についてお答えください。昨年度の公開質問時の解答が記されています。変更点があれば、 

お書き添えください。※各社製品一覧を記載 

質問② 産地農場から輸出港、貴社製造工場までの原材料の管理・輸送方法についてお答えください。 

質問③ 遺伝子組み換えの原材料を使用している製品に関して、今後、遺伝子組み換えでないものに変更する予定はありますか。予定の有無とともに、その理由

もお答えください。 

質問④ 遺伝子組み換えでない原材料の使用に関して、今後、不分別のものに切り替える予定はありますか。また、その理由もお答えください。 

質問⑤ 消費者のなかには、遺伝子組み換えでない原材料を求める声もあります。今後、遺伝子組み換えでない原材料の製品を供給するためには、どのような課

題があるとお考えですか。 



 

 

●ヒゲタ醤油株式会社 回答 

①分別状況 ※遺伝子組換え作物（とうもろこし、大豆、菜種、綿実、じゃがいも、てんさい、アルファルファ、パパイヤ）を原材料に含まないものは対象外と表記しています。 

商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 商品名 原材料名 対象原材料 原産国 ＧＭ 

本膳 
脱脂加工大豆 アメリカ・カナダ

ドダ 

分別 

特選つゆ 

しょうゆ（本醸造） 大豆 アメリカ・カナダ 分別 

大豆 アメリカ 分別 果糖ぶどう糖液糖 

 

とうもろこし 

 

― 不分別 

特選こいくちしょうゆ 

脱脂加工大豆 アメリカ・カナダ 分別 みりん とうもろこし ― 不分別 

大豆 アメリカ 分別 醸造酢 とうもろこし ― 不分別 

アルコール ― 対象外 調味料（アミノ酸等）  ― 対象外 

うすくちしょうゆ 

脱脂加工大豆 アメリカ・カナダ 分別 
秘伝の濃厚

つゆ 

しょうゆ（本醸造） 大豆 アメリカ・カナダ 分別 

果糖ぶどう糖液糖 

（とうもろこし） 
― 分別 

みりん とうもろこし ― 不分別 

アルコール  ― 対象外 

米 ― 対象外 

大豆 アメリカ 分別  

― 

 

アルコール ― 対象外     

減塩しょうゆ本膳 

脱脂加工大豆 アメリカ・カナダ 分別     

大豆 アメリカ 分別     

アルコール ― 対象外     

 

 

 

●ヒガシマル醤油株式会社 回答 

①分別状況 

商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 

うすくちしょうゆ 

脱脂加工大豆 アメリカ・カナダ 分別 

割烹関西白

だしつゆ 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別 

大豆 カナダ・日本他 分別 たん白加水分解物 日本 不分別 

ふぶん― ぶどう糖 日本 分別 みりん 日本 不分別 

小麦たんぱく 日本 ― 醸造酢 日本 不分別 

米 日本 ― 酵母エキス 日本 不分別 

アルコール（さとうきび、米） 日本 ― 調味料（アミノ酸等）（さとうきび） 東南アジア他 ― 

特選丸大豆うすくち

しょうゆ 

大豆 日本 分別 アルコール（さとうきび、米） 日本 ― 

 米 日本 ― 

うどんスー

プ 

粉末うすくち醤油 日本 分別 

米発酵調味料 日本 ― 砂糖 日本 分別 

こいくちしょうゆ 

脱脂加工大豆 アメリカ・カナダ他 分別 ぶどう糖 日本 不分別 

大豆 カナダ・日本他 分別 粉末だし醤油 日本 

―日本 

分別 

アルコール（さとうきび、米） 日本 ― 大豆たん白酵素分解物 日本 分別 

さしみしょうゆ 

脱脂加工大豆 アメリカ・カナダ他 分別 調味料（アミノ酸等）（さとうきび） 東南アジア他 ― 

ぶどう糖 日本 分別 カラメル色素 日本 ― 

大豆 アメリカ 分別     

小麦たんぱく 日本 ―     

米 日本 ―     

みりん 日本 不分別     

醸造酢 日本 不分別     

アルコール（さとうきび、米） 日本 ―     

調味料（アミノ酸等）（さとうきび） 東南アジア他 ―    

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換え

のもの) 

醤油の原料の大豆に関しては、購入している商社より、遺伝

子組み換えでないことの証明書 (種子証明書、DNA分析結果、

IP ハンドリング証明書)を入手しています。また、その他の

遺伝子組み換えでない原料については、供給メーカー・商社

より規格書を入手し、管理しています 

現在のところ、変更の予定はありません。現在使用している遺

伝子組み換え不分別の原材料に関しては、遺伝子組み換えでな

いもので同等の品質の原材料が販売されていないものが多い

こと、また、弊社製品を安定供給するに見合うだけの遺伝子組

み換えでない原材料の安定確保に懸念があるためです。 

現在のところ、変更の予定はありません。 

現在使用している遺伝子組み換えでない

原材料については、品質・安定供給・価格

などの点で、対応できると考えておりま

す。 

⑤nonGM供給への課題 

お客様に弊社製品を安定的にお届けする為に、まずは原材料の安定確保が重要であり遺伝子組み換えでない原材料が安定的に確保できる事が必要であると考えます。更

には、製品の価格上昇をもたらすことがないように、遺伝子組み換えでない原材料の価格が遺伝子組み換えのものと大きく異ならず、かつその価格が安定していることが

必要であると考えております 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換えのもの) 

原料メーカーより、分別流通管理(IP ハンドリング)の原料供給を受け

ております。また、適切に IP ハンドリングが実施された旨の書類確認

及び外部分析により異常のないことについて確認を行っております 

現時点では、変更する予定はありません。 現時点では、切り替える予定はございません。 

⑤nonGM供給への課題 

遺伝子組換えでない原材料を、安全かつ安定的に確保できるよう努めております。 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換えのもの) 

適切な施設・設備及び品質管理のもとで生産され、食品産業セ

ンター発行の「流通マニュアル」に従った管理・輸送方法で行

っています。 

変更する予定はありません。2次原料・3次原料にま

で遡っての遺伝子組み換え原料不使用である原材料

の入手は困難です。 

切り替える予定はありません。醤油の原料には、 

できるだけ遺伝子組み換えでない原材料の使用を

維持したいからです。 

⑤nonGM供給への課題 

品質・価格・安定供給に不安があります。 



●正田醤油株式会社 回答 

①分別状況 

商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 

特級正田のしょうゆ 
脱脂加工大豆 インド・アメリカ 分別 

特選つゆ 

正田のしょうゆ 日本 分別 

アルコール 日本 対象外（サトウキビ） 砂糖混合異性化液糖 日本 不分別 

― 特選正田の丸大豆しょ

うゆ 

大豆 アメリカ・カナダ 分別 みりん 日本 不分別 

アルコール 日本 対象外（サトウキビ） 調味料（アミノ酸等） 日本 分別 

減塩正田のしょうゆ 
脱脂加工大豆 インド・アメリカ 分別 アルコール 日本 対象外（サトウキビ） 

アルコール 日本 対象外（サトウキビ）     

正田二段熟成醤油 
大豆 アメリカ・カナダ 分別 

 
   

アルコール 日本 対象外（サトウキビ）    

 

 

 

●盛田株式会社 回答 

①分別状況 

商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 

こいくち

しょうゆ 

脱脂加工大豆 インド、他 分別（遺伝子組み換えでない） 

旨味つゆ 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別（遺伝子組み換えでない）分

別 大豆 アメリカ、他 分別（遺伝子組み換えでない） 酵母エキス 日本、他 ― 

アルコール 日本、他 ― 調味料（アミノ酸等） 日本、インドネシア、中国、他 分別（遺伝子組み換えでない）不

分別 超特選減

塩しょう

ゆ 

脱脂加工大豆 インド、他 分別（遺伝子組み換えでない） アルコール 日本、他 ― 

大豆 アメリカ、他 分別（遺伝子組み換えでない） 

本返しつ

ゆ 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別（遺伝子組み換えでない）分

別 アルコール 日本、他 ― みりん（とうもろこし） 日本（とうもろこし：アメリカ、他） ― 

特選 

丸大豆し

ょうゆ 

大豆 アメリカ、他 分別（遺伝子組み換えでない） 酵母エキス 日本、他 ― 

アルコール 日本、他 ― アルコール 日本、他 不分別 

― しぼりた

て生しょ

うゆ 

脱脂加工大豆 インド、他 分別（遺伝子組み換えでない） 

大豆 アメリカ、他 分別（遺伝子組み換えでない） 

アルコール 日本、他 ― 

 

 

 

●株式会社ミツカングループ 回答 

①分別状況 ※本報告書には、弊社にて把握している、作成日時時点の情報を記載しております。（作成日：2019年 2月 8日㈱Ｍｉｚｋａｎ） 

商品名 原材料名 対象原材料 原産国 ＧＭ 

追いがつおつゆ２倍 

しょうゆ（本醸造） 大豆 

 

日本 分別 

ぶんべ 果糖ぶどう糖液糖 とうもろこし・馬鈴薯 日本 不分別 

醸造酢  日本 該当なし 

たん白加水分解物  日本 該当なし 

酵母エキス  日本他 該当なし 

アルコール  日本 該当なし 

調味料（アミノ酸等）  ベトナム・ブラジル・日本・韓国 該当なし 

昆布だしの素３倍 

果糖ぶどう糖液糖 とうもろこし・馬鈴薯 

 

日本 不分別 

しょうゆ（本醸造） 大豆 日本 分別 

酵母エキス  日本 不分別 

アルコール  日本 該当なし 

調味料（アミノ酸等）  ベトナム・ブラジル・日本 該当なし 

酸味料  タイ 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換えのもの) 

弊社で調達している遺伝子組換えでない農作物及び加工品(大豆と脱

脂加工大豆)は分別流通管理(IP ハンドリング)のもと、産地並びに加工

地より輸出港に集積され、コンテナ等にて日本に輸入されます。輸入さ

れたものはトラックにて、工場に搬入されます。 

現在製造している製品に関して変更する予定

はございません。 

遺伝子組み換えでない原材料を、不分別のもの

に切り替える予定はございません。 

⑤nonGM供給への課題 

安定した原料の供給が不可欠と考えます。 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換えのもの) 

しょうゆおよびしょうゆ原料の大豆につきましては、IP

ハンドリングを入手しております。その他の原料につき

ましては、原料メーカーより規格書を入手し管理してお

ります。 

現在のところ変更する予定はございませんが、原料事情によ

り変更する可能性がございます。 

現在のところ変更する予定はございませんが、

原料事情により変更する可能性がございます。 

⑤nonGM供給への課題 

原材料の品質、供給、価格が安定していることが必要だと考えております。 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換えのもの) 

しょうゆの原料大豆（脱脂大豆）につきまして、適切な分別流通管理が

行われた履歴を確認しております。 

現時点で変更の予定はございません。 現時点で変更の予定はございません。 

⑤nonGM供給への課題 

法律を遵守し、またお客様の声を受け止めながら、適切に対応してまいります。 



●ヤマキ株式会社 回答 

①分別状況 

商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 

めんつゆ 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別 

ぶんべ 

割烹白だし 

たん白加水分解物 日本 不分別 

ぶどう糖果糖液糖 日本 不分別 米発酵調味料 日本 不分別 

米発酵調味料 日本 不分別 しょうゆ 日本 分別 

たん白加水分解物 日本 不分別 還元水飴 インドネシア他、 不分別 

醸造酢 日本 不分別 

 

 

醸造酢 日本 不分別 

酵母エキス 日本 不分別 

 

 

酵母エキス 日本 不分別 

調味料（アミノ酸等） 主にブラジル 不分別 

 

 

調味料（アミノ酸

等） 

主にブラジル 不分別 

アルコール 日本 不分別 アルコール 日本 不分別 

 

 

 

●株式会社にんべん 回答 

①分別状況 ※遺伝子組み換え対象外原材料については、表内に【起源原料名】を記入します。 

商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 

つゆの素 

500ml 

（３倍濃厚） 

しょうゆ 日本 分別 

ぶんべ 調味料（アミノ酸等） ベトナム・日本・インドネシア他 不分別 

酸味料【さとうきび、キャッサバ】 日本 対象外 

白だし 500ml 

（希釈タイプ） 

大豆たん白加水分解物 日本 不分別 

しょうゆ 日本 分別 

 

 

醸造酢【さとうきび、タピオカ】 日本 対象外 

調味料（アミノ酸等） ベトナム・日本・インドネシア他 不分別 

アルコール【さとうきび】 日本 対象外 

 

 

 

●株式会社創味食品 回答 

①分別状況 

商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 商品名 原材料名 原産国 ＧＭ 

創味のつゆ 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別 

ぶんべ 
創味白だし 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別 

発酵調味料 日本 不分別 水あめ 日本 不分別 

たん白自己消化物   たん白加水分解物 日本・中国 不分別 

調味料（アミノ酸等） ベトナム他 分別 調味料（アミノ酸

等） 

ベトナム他 分別 

カラメル色素 日本 分別 

 

 創味京の和風

だし 

しょうゆ（本醸造） 日本 分別 

 

 

水あめ 日本 不分別 

 

 

みりん 日本 分別 

調味料（アミノ酸等） ベトナム他 分別 

 

 

 

 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換えのもの) 

<管理>・各サプライヤーからの原料品質規格書受領及び定期的サプ

ライヤー監査による管理 

・工場納品後の受け入れ検査実施 

<輸送>・様々な輸送方法があり限定しておりません。 

予定はありません 

<理由>各サプライヤーから調達しており、原料の

安定供給を鑑みた場合の対応 

予定はありません。原料サプライヤー状況次第

で変更の可能性あり 

<理由>質問③と同様 

⑤nonGM供給への課題 

原料サプライヤーの取り組みいかんでありますが、やはり原料の安定供給をどのように担保していくかが課題と考えます。 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換えのもの) 

醤油を購入しているメーカーより、しょうゆに使用する原

材料である nonGMO 脱脂加工大豆の情報を得ています。遺

伝子組み換えでない大豆を栽培し供給している農家から

分別管理され輸送されているという分別生産流通管理（IP

ハンドリング）証明書を入手し管理しています。 

原材料の一部に遺伝子組み換え不分別の農産物を原材料と

して使用した原材料を使用していますが、現在のところ変

更の予定はありません。一般的な加工原材料（調味料などの

製品）については、遺伝子組み換えでない原材料を使った製

品（加工原材料）を調達することは困難です。 

遺伝子組み換えでない原材料については、nonGM

情報を得て引き続き使用していきますが、製品

の安定供給のための原材料の安定的な調達が困

難になった場合、検討の可能性があります 

⑤nonGM供給への課題 

遺伝子組み換えでない農作物を原材料として作られた一般加工原材料（特に調味料製品）を調達することが困難です。 

②管理輸送方法 ③切り替え予定(現在遺伝子組み換えのもの) ④切り替え予定(現在非遺伝子組み換えのもの) 

醤油は醤油メーカーからの購入品にて、弊社では製造しておりませ

ん。よって、現時点では醤油の原材料に関して、産地農場から輸出

港までの管理・輸送方法についての情報がありません。また、弊社

製造工場までの醤油の管理・輸送方法については、密封された缶容

器。ポリ容器またはコンテナ容器にて常温で配送されています。 

現時点で変更する予定はございませんが、原料メ

ーカーより原料事情により変更する可能性がある

との報告を受けております。 

③の回答と同様になります 

⑤nonGM供給への課題 

一つには、遺伝子組換えでない作物の安定供給が可能であるのかがあります。また一つには、流通上でのコンタミネーションに対する管理が問題なく実施されるのかがあ

ります。 


