
TH Foods 
米菓 （米国）

Agrex 穀物（米国）

瀋陽華美食品 鶏肉加工品（中国）

Agrex Asia
穀物（シンガポール）

Kewpie Vietnam
調味料（ベトナム）

Oriental Coffee Alliance コーヒー
（フィリピン）

Dan Kaffe Malaysia コーヒー（マレーシア）

Agrex (Beijing) 穀物（中国）

Riverina 飼料・穀物（オーストラリア）

Sesaco 
胡麻（米国）

日本KFC ホールディングス 外食チェーン（日本）

ジャパンファームHD 食肉（日本）

日本食品化工 澱粉・糖化品（日本）

東洋冷蔵 水産（日本）

ZM クロッププロテクション 農薬（日本）
ぺプチグロース 再生医療・細胞治療用成長因子代替ペプチド（日本）

サラダクラブ パッケージサラダ（日本）
ＭＣプロデュース 青果物（日本）

伊藤ハム米久HD 食肉（日本）
フードリンク 食肉（日本）

日東富士製粉 製粉（日本）
DM三井製糖ホールディングス 製糖（日本）

ミツハシ 米（日本）

ウォーターセル 農業支援情報サービス（日本）
日本農産工業 飼料（日本）
MCアグリアライアンス コーヒー・ココア・胡麻・スパイス・ナッツ・油脂（日本）
エム・アール・エス 超低温海上輸送（日本）
マルイチ産商 食品卸売（日本）
デイリー・プロダクツ・ソリューション チーズ（日本）
アトランド 水産（日本）
imperfect 食品ブランド（日本）

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
農薬（インド）

DECCAN 農薬（インド）

Mitsubishi International Food Ingredients
食品化学（米国）

浙江大菱海洋食品 水産物販売（中国）

Yamazaki Indonesia 製パン（インドネシア）
Ichi Tan Indonesia 飲料（インドネシア）
Kewpie Indonesia 調味料（インドネシア）

Nissin Foods Indonesia 即席麺（インドネシア）
Emina Cheese Indonesia チーズ（インドネシア）

Asia Modified Starch タピオカ澱粉（タイ）
Nissin Foods Thailand 即席麺（タイ）
Dia Merchandise 食料卸売（タイ）

Kewpie Malaysia 調味料（マレーシア）

Indo Nissin Foods 即席麺（インド）

Asian Best Chicken 鶏肉加工品（タイ）

ノルウェー、チリ、カナダの3カ国で、年間約20万トン
のサーモンを養殖する世界有数のサーモン養殖・
加工・販売会社です。2014年に三菱商事が子会社
化し、持続可能で安全・安心な養殖サーモンを世界
中に供給しています。

食品、飲料、食用油などの幅広い商品において自社ブランドおよび
プライベートブランドの製造・販売を手掛け、英国市場で大きなシェ
アを有しています。また、同市場におけるリーディングカンパニーと
してエシカルトレーディングや、工場のカーボンニュートラル化を
含むサステナビリティの実現に力を注いでいます。自社ブランドの
刷新や新商品開発等のイノベーションにも取り組んでおり、2021年
には新たに植物性食品に特化したブランドを立ち上げました。

サーモン養殖事業（ノルウェー）
Cermaq
安全・安心な養殖サーモンをグローバルに供給

食品・飲料製造事業（英国）
Princes
英国トップクラスの食品・飲料メーカー

世界60カ国以上で事業を展開し、コーヒー・ココア・穀物・ナッツ等の分野で世
界トップクラスのシェアを誇ります。農業生産をはじめ、500万農家以上の集荷
ネットワーク、トレーディング、原料加工、製品製造に至るまでのサプライチェー
ンを構築し、2万社以上の顧客に原料や製品を販売しています。また、世界中
の農家との接点を通じて環境・社会問題の解決に取り組み、サステナビリティ
をビジネスの中心に据えています。三菱商事は2015年に資本業務提携契約を
締結、本邦で食品原料販売の合弁会社MCアグリアライアンスを設立しました。

食品原料事業（シンガポール）
Olam Group
食料・農産物事業のグローバルリーディングカンパニー

米国中西部のインディアナ州に位置する豚肉処理
および加工品製造会社です。最新鋭の設備による厳
しい衛生管理の下、豚肉・ベーコンなどを生産し、主
に米国および日本向けに販売をしています。

食肉（米国）
Indiana Packers
米国有数の豚肉・加工品製造会社

世界有数の食糧供給国であるブラジルにおいて、ト
ウモロコシや大豆などの穀物の集荷・販売、肥料や
農薬・種子など農業資材の販売、自社農場での穀物
生産といった事業を手掛けています。三菱商事は
2012年に経営参画した後、2019年に完全子会社化し
ました。食糧供給国としてさらに重要性が増すと見込
まれるブラジルの中西部・北部で穀物の調達、安定
供給に寄与しています。

穀物・農業資材（ブラジル）
Agrex do Brasil 
ブラジルの穀物調達拠点
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　食品産業グループは、食糧、生鮮品、生活消費財、食品素材などの「食」に関わる商品を
消費者にお届けする事業をグローバルに展開しています。
　原料の生産・調達から製品製造に至るまでの各事業領域において、消費者のニーズを捉
えた商品・サービスを安定的に提供し、多様で豊かな生活の実現に取り組んでいます。ま
た、サプライチェーン全体におけるさまざまな社会的課題の解決に貢献し、健康や環境に
関わる事業を行うという責任感の下、消費者の「安全・安心」の確保に取り組むことで、社
会の要請に応える価値提供を追求していきます。
　また、良質な商品・サービスをグローバル市場に水平展開して、新たな成長機会を創出す
るとともに、経済環境や産業構造の変化に柔軟に対応し、各事業において競争力を向上さ
せることで、安定的かつ持続可能な供給モデルの構築を実現していきます。

食品産業グループ
Food Industry Group

農畜産本部 ▪畜産部　▪農産酪農部
鶏肉・豚肉・牛肉、加工食品、チーズ、乳製品、米殻、青果物、調味料など

食品化学本部 ▪バイオ・ファインケミカル部　▪食品素材部
医薬品原料・中間体、農薬原料・中間体および製品、化粧品原料、食品素材・
配合品（食品化学製品）、健康素材・製品（健康化学製品）など

食料本部 ▪穀物飼料部　▪製粉製糖部　▪グローバル消費財部
とうもろこし、小麦、大麦、大豆、菜種、飼料原料、小麦粉、砂糖、澱粉・糖化品、
即席麺、コーヒー、ココア、胡麻、ナッツ類、油脂など

水産本部 ▪水産部
水産物（鮪・鮭鱒・えびなど）、水産加工品など

海外市場部 海外市場における食品製造販売事業

「食」と「健 康」を支える食 品 素 材メーカーで す。
ライフサイエンスの技術の力を活かし、お客さまの
多彩な食品やメニュー開発をお手伝いすることで、
楽しく健 や か な 食 文 化 を 創 造し、世 界 中 の 人々
の“おいしい笑顔”とつながっていきます。

食品化学事業（日本）
三菱商事ライフサイエンス
健康・安心・安全・おいしさ
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