
すべての人々に「食べる喜び」をお届けするために。
ニッポンハムグループは、牛・豚・鶏などの生命を育み、世界の人々に「食べる喜び」をお届けし、楽しく健やかな暮らし
に貢献しています。また、私たちは、食に携わる企業ならではの取り組みを推進し、次世代の育成と持続可能な社会の実現
に貢献することで、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様の期待に応えていきます。

ステークホルダーとの対話を大切に、
「CSRにおける5つの重要課題」に取り組みます

ニッポンハムグループは、「企業理念」
を経営の根幹とし、ステークホルダー
との対話を大切にしながら、コンプラ
イアンスを基盤に「CSRにおける5つ
の重要課題」を中心としてCSR活動を
進めています。
そして、社会とニッポンハムグループが
ともにこれらの課題に取り組むことが、
持続可能な社会の構築につながると考
えています。

おいしく食べる、正しく食べる、食べ物を大切にする気持ちを育む
ニッポンハムグループは、生命の恵みに感謝する気持ちを育むことは、「食」に携わる企業の使命であると考えています。 
食育活動を通して、次世代を担う子どもたちに、「おいしく食べる」、「正しく食べる」、「食べ物を大切にする」という 3つの
ことをお伝えしていきます。

食育への取り組み

   食育セミナー
野球やサッカーなどのスポーツ教室で、子どもたちやその保護者を
対象に、成長期に大切な栄養や食事摂取の留意点などについての食育
セミナーを行っています。子どもたちの食への関心を高めるとともに、
保護者の皆様にはご家庭で実践できるレシピを配付し、日常の食生活に
お役立ていただけるよう努めています。

ニッポンハムグループのCSR活動

持続可能な社会

コンプライアンス

安全・安心な食品づくり

ステークホルダー
との対話

食とスポーツで心と体の元気を応援

従業員が生き生きと活躍できる職場

将来世代の食の確保

地球環境の保全

企業理念 ● わが社は、「食べる喜び」を基本のテーマとし、時代を画する文化を創造し、社会に貢献する。
● わが社は、従業員が真の幸せと生き甲斐を求める場として存在する。

地域社会

従業員

株主・
投資家

お取引先

国際社会

地球環境

行政

消費者

（ ）
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   ウインナー手作り体験

   キッザニア東京・甲子園

ニッポンハムグループは、ウインナー手作り体験を
通して、子どもから大人まで、さまざまな方に楽しく食
の大切さをお伝えしています。2006年から「NPO法人
企業教育研究会」との協働で、全国の小・中学校を対象
に、いつも食べているウインナーがどんな材料を使っ
て、どのように作られているのかを体験する出前授業
「ウインナー手作り体験教室」を開催し、2016年3月期
までにのべ344校、20,758名の子どもたちが参加しま
した。また、日本ハムファクトリー（株）の「下館工房（茨
城県）」および「長崎浪漫工房（長崎県）」でも、ウインナー
の手作り体験ができる教室を開設し、お客様にオリジ
ナルウインナー作りを楽しんでいただいています。

ニッポンハムグループは、子どもたちが本物そっくり
の仕事を体験できる職業・社会体験型施設「キッザニア 

東京・甲子園」に、ソーセージ職人の体験ができるパビリ 

オン「ソーセージ工房」を出展しています。本格的なソー
セージ作りを通して、おいしいソーセージを作るための 

こだわりや、食べ物を扱う際の衛生管理の大切さを体験
できます。パビリオンにはゆでたての「シャウエッセン®」 
を使用したホットドッグなどが食べられる実売店もあり、
ニッポンハムグループの商品を作るだけでなく、食べる
楽しさも体験することができます。

「ソーセージの歴史と
製法を学ぶ」@函館
カール・レイモン（函
館市）

「生き物の飼育方法
を学ぶ」@北海道大
学、北海道産学官協
働センター（札幌市）

「プロ野球を支える
仕事を学ぶ」@札幌
ドーム（札幌市）

2日目

3日目

1日目アウトオブ・キッザニア
北海道における仕事体験プログラム

2015年7月30日～ 8月1日、北海道において、2泊3日の仕事体験プログ
ラム「アウトオブ・キッザニア in北海道」を開催しました。西日本地区に在住の
小学生25名に参加いただき、ニッポンハムグループのキッズ社員として、ソー
セージ作りや、豚の飼料作り、牛などの生き物とのふれあい、さらには北海道
日本ハムファイターズの本拠地・札幌ドームでの仕事を体験していただきました。
参加した小学生からは、「自分の名刺を持って、日本ハムの人たちと名刺交換

ができてうれしかった。少し大人になれた感じがした」「豚のえさは、色々な
材料を混ぜてつくったが、自分たちも栄養バランスを考えた食事をしなきゃ
いけないと思った」「牛の皮が野球のボールやカバンなどに使われていることを
知り、自分たちの生活に役立っているのだと思った」といった声が寄せられました。
今後もニッポンハムグループは、このような機会を通して、次世代を担う

子どもたちに、食や職業に対して考えるきっかけを提供していきます。
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卵白などを使用しない加工品と
小麦を使用しない「米粉パン」

   食物アレルギー対応商品の開発

   検査キットの開発

東京都の調査※1では、1999年比でここ15年の間に食
物アレルギーを発症したことのある3歳児の数が約2倍に
増加していると報告されており、現代の社会課題となっ
ています。日本ハム（株）は1997年に、乳成分や卵白など
を使用しないソーセージを、2004年にはアレルゲン物質
特定原材料を使用しないハム・ソーセージを開発・発売
しました。

これらの商品は、東北日本ハム（株）の食物アレルギー
対応商品専用工場において、特定原材料７品目※2を持ち
込まない管理を徹底しています。なお、仕入れる原材料
についてもアレルゲン物質特定原材料の検査を徹底して
います。食物アレルギーをお持ちの方にもいろいろな美
味しさを楽しんでいただけるよう、これからもライン
アップの充実を図っていきます。

日本ハム（株）中央研究所は、2002年に加工食品に含
まれる食物アレルゲンの含有量を測定できる検査キット
「FASTKIT®エライザシリーズ」を発売しました。このキット
は、リニューアルして「FASTKIT® エライザVer.Ⅲシリーズ」
となり、現在、消費者庁の通知「アレルギー物質を含む食
品の検査法について」のガイドラインに準拠しています。
そして2009 年より、アレルゲン物質の有無が約15分
で検査できる「FASTKITスリム®シリーズ」を開発・販売
しています。
現在では、当社に限らず食品を取り扱う企業で日常的 FASTKIT® エライザ Ver.Ⅲシリーズ FASTKITスリム®シリーズ

食物アレルギーをお持ちの方にも「食べる喜び」をお届けしたい
食物アレルギーの患者数は、近年増加しており、現在では社会問題の一つとなっています。ニッポンハムグループは、
食物アレルギーの有無にかかわらず、ご家族みんなで食卓を囲み「食べる喜び」を感じていただきたいという想いを
込めて、食物アレルギー対応商品の開発・製造・販売、食物アレルゲン検査技術の研究開発、情報の発信など幅広い
取り組みを進めています。

食物アレルギーへの取り組み

ニッポンハムグループのCSR活動

食物アレルギー対応商品の製造工場 商品のアレルゲン表示

※1 東京都の調査：東京都健康安全研究センター「アレルギー疾患に関する3 歳児全都調査（平成26 年度）」
※2 特定原材料7品目：乳・卵・小麦・そば・落花生・えび・かに

にアレルゲン検査の導入が増えており、特に製造工程の
洗浄度確認やふき取り検査などに活用されています。こ
れらの検査キットを効果的に組み合わせることで状況に
応じた最適な食物アレルゲン管理が可能となります。

みんなの食卓
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   食物アレルギーに関する情報提供
日本ハム（株）は、食物アレルギーに関する情報サイト

「食物アレルギーねっと」を運営しています。食品メー
カーの視点のアレルギー物質や症状などの解説に加え
て、季節のレシピ、食物アレルギー対応商品などを紹介
しています。2015年12月には、第3回Webグランプリ
「浅川賞グランプリ※3」を受賞しました。また、2016年3

月にはスマートフォンでも見やすいサイトにリニューア
ルしました。これからも社会の皆様にお役立ていただけ
る情報をお伝えしていきます。

「 ニッポンハム食の未来財団」の取り組み

日本ハム（株）は、すべての方に「食べる喜び」をお届けした
いという想いを胸に、2015年1月、「一般財団法人 ニッポン
ハム食の未来財団」を設立しました。同財団は、より公益性を
追求する立場で、食物アレルギー領域への啓発、研究助成な
どの社会的ニーズへの対応を図っています。また、日本ハム
（株）の事業活動とは区別して、これまでに蓄積した研究資源
や経験を活かした社会貢献を目指します。

福岡・高知・鹿児島・大阪・岐阜において、食に従事する管理栄養士などを対象に実施しました。セミナーを通して相互の連携
を深め、食物アレルギーに関する課題の解決に取り組んでいきます。

食物アレルギーの子どものために創作した料理の技術など
を食物アレルギーを持つ方やご家族の食生活に伝承しお役立
ていただけることを目指しています。2015年に実施した「第
1回食物アレルギー対応食 料理コンテスト」では、総数923件
のご応募の中から、入賞作品20件を選出させていただき、
ウェブサイト等を通して紹介していきます。

小学生を対象に食物アレルギーに対する自己管理能力や
周囲の理解促進などを目指した学習まんが「食物アレルギー
のひみつ」を制作しました。2016年3月、全国の小学校と公
立図書館合わせて全25,500冊を寄贈しました。また財団の
ウェブサイトでは、「食物アレルギーのひみつ10のQ&A」を
PDF版で掲載しています。

※3 浅川賞グランプリ：W e bグランプリ 公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会W e b 広告研究会が国内におけるW e b 広告・マーケティングの取り組みについて、優れ
た功績を残した企業および人物を顕彰する賞。

■食物アレルギーセミナー

■料理コンテストの実施 ■学習まんがの制作・発行

一般の部：最優秀賞　
「ごちそう☆ケークサレ」

学生の部：最優秀賞　
「みんなびっくり エッ !!ビフライ」

食物アレルギーねっと

ニッポンハム食の未来
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日本ハム（株）中央研究所では、「イミダゾールジペプチ
ド」の研究成果を活かした機能性食品を開発しています。
「イミダゾールジペプチド」には抗疲労効果があると言われて
おり、Jリーグセレッソ大阪や東洋大学陸上競技部などトッ
プアスリートの皆様からも高い評価をいただいています。

ニッポンハムグループのCSR活動

   アスリートを支える機能性食品

   スポーツ教室の開催

   読書推進全道キャンペーン「グラブを本にもちかえて」

ニッポンハムグループでは、プロの世界で活躍したス
ポーツ選手をコーチとして、全国各地で野球やサッカー
などの教室を開催しています。スポーツの楽しさや目標
に向かって挑戦することの大切さ、食べることの大切さ
を伝えています。
また、日本ハム（株）中央研究所の管理栄養士が、子ども

や保護者・指導者の皆様に、成長期の食事摂取時の留
意点などをお伝えしてい
ます。保護者の皆様には、
ご家庭でもお役立ていた
だけるレシピを配付して
います。

（株）北海道日本ハムファイターズは、2014年から読書推
進全道キャンペーン「グラブを本にもちかえて」を実施して
います。2015年には選手会が原案作りに携わった幼児向
け絵本「もりのやきゅうちーむ ふぁいたーず」を制作、シー
ズンオフには読み聞かせ会を実施しました。今後も、ご
家庭や図書施設での読書習慣の定着を図ることで、子ども
たちの心健やかな成長を支援したいと考えています。

食とスポーツの支援を通して、心と体の健康づくりを応援します
ニッポンハムグループが企業理念の一つに掲げる「食べる喜び」とは、「おいしさの感動」と「健康の喜び」を表しています。
私たちは、食とスポーツの支援を通して、心と体の健康づくりを応援し、「おいしさの感動」と「健康の喜び」を皆様と
ともに分かち合いたいと願っています。

食とスポーツの取り組み

「イミダゾールジペプチド」とは？
「カルノシン」や「アンセリン」の総称で、動物の筋肉に多
く含まれています。食品として摂取すると、体内に蓄積し、
運動パフォーマンスが向上することが確認されています。
日本ハム（株）中央研究所では、鶏肉から「イミダゾールジ
ペプチド」を抽出し、15年の年月をかけて研究を進めてきま
した。2020年の東京オリンピックに向けて、注目されてい
る成分です。

イミダの力「イミダゾールジペプチド
スポルコプロパウダー」

「イミダの力」
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   新中期経営計画パート5の環境目標

   商品ライフサイクルやサプライチェーン全体のCO2排出量を把握

ニッポンハムグループは、2015年4月にスタートした
新中期経営計画パート5において、「地球温暖化の防止」
「省資源の取り組み」「再資源化の推進」に関する環境目

標を策定しました。1年目の進捗状況は、表のとおりと
なりました。

ニッポンハムグループでは、原材料（肉、小麦等）の調
達・生産・加工から、商品パッケージの廃棄・リサイク
ルまで、商品のライフサイクル全体のCO2排出量を把
握し、お客様との情報共有を図るために、2010年より
「森の薫り®」シリーズにカーボンフットプリント・マー
クを表示・販売しています。
また、当社グループ全体の環境活動を積極的に推進 

するための評価基準として、2013年度より、グループ国
内で使用したエネルギーや資源だけでなく、製品の使
用・廃棄、輸送、従業員の出張・通勤なども含むサプ
ライチェーン全体のCO2排出量の把握に努めています。
2015年度の当社グループのCO2排出総量は10,058千
トンとなっています。

生命を育む自然を守り、生命の恵みを大切に活かす
ニッポンハムグループは、かけがえのない自然の中で生命を育み、生命の恵みをいただく事業を行っています。生命を
育む自然を守り、生命の恵みを大切に活かすことは、私たちの企業責任であると考えています。

環境への取り組み

取り組み項目
目標値

（2015～2017年度平均値）
基準値

（2005～2010年度平均値）

新中期経営計画パート5の目標
2015年度進捗

地球温暖化
の防止

省資源の
取り組み

再資源化
の推進

CO2発生量
原単位

18.5%削減
（665.2kg-CO2/t）

13.0%削減
（709.9kg-CO2/t）

16.0%削減
（11.4GJ/t）

熱量原単位

用水使用量原単位

廃棄物発生量原単位※

廃棄物リサイクル率

4.0%削減（17.2m3/t）

6.0%削減（231.1kg/t）

98.0%以上

12.5%削減
（11.9GJ/t）

0.6%削減（17.8m3/t）

0.04%増加（ 245.9kg/t）

94.9%

816.2kg-CO2/t

13.6GJ/t

17.9m3/t

245.8kg/t

95.8%

※ファームを除く

スコープ 1

スコープ 1

スコープ 3

スコープ 3

スコープ 2

スコープ 2

燃料の使用

電気の使用

原材料の製造、輸送など

2.8% 3.3%

温室効果ガス
排出量

10,058千 t-CO2

93.9%
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