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加工事業本部
Processed Foods Business Division

原料供給
Supply of raw 
materials 

物流・営業
Logistics 
and sales 

外部顧客（量販店、食料品店、精肉店、食肉卸、中・外食業者、各種食品製造メーカー） External customers (Mass retailers, food retailers, butcher shops, fresh meat distributors, manufacturers of prepared dishes, restaurants and manufacturers of processed foods)

日本ハム営業本部

国内 Japan
ハム・ソーセージの製造
Production of hams and sausages

日本ハム北海道販売
日本ハム東販売
日本ハム西販売
日本ハムデリニューズ

日本ルートサービス
日本デイリーネット

製造
Production

加工事業本部は、ハム・ソーセージ事業とデリ商品※事業で構成されており、
商品開発から製造・販売までを一貫して行っています。ハム・ソーセージでは
｢シャウエッセン®｣をはじめ、｢彩りキッチン®｣シリーズ、｢皮なしウイニー®｣
など、また、デリ商品では、｢中華名菜®｣｢石窯工房®｣など、ブランド力のある商
品を展開しています。企画力・商品開発力・技術力を駆使し、新しい市場を開
拓する商品の開発を行っています。
※デリ商品とは、デリカテッセン（調理食品）のことを示しています。

The Processed Foods Business Division is composed of the hams and sausages 
product line, as well as the deli & processed foods* product line, and covers a 
fully integrated range of business activities, from product development through to 
production and sales. The division develops products with strong brand power such 
as SCHAU ESSEN®, the Irodori Kitchen® series, Winny® and other products in the 
hams and sausages product line, and Chuka Meisai ®, Ishigama Kobo® and other 
processed foods in the deli & processed foods product line. In addition, the division 
is working to develop products which enable us to create new markets, in combination 
with the Group’s abilities in areas such as planning, product development and tech-
nology.

* “Deli & processed foods” refers to delicatessen products and cooked foods.
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日本ハム　食肉事業本部　NH Foods Ltd. Fresh Meats Business Division 

日本ハムファクトリー
日本ハム北海道ファクトリー
東北日本ハム
南日本ハム
函館カールレイモン
鎌倉ハム富岡商会

 Nipponham Factory Ltd.
 Nipponham Hokkaido Factory Ltd.
 Nipponham Northeast Ltd.
 Nipponham Southwest Ltd.
 Hakodate Carl Raymon Co., Ltd.
 Kamakura Ham Tomioka Co., Ltd.
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■売上高 Net sales　■営業利益 Operating income

売上高構成比
Share of Net Sales for FY2016

売上高／営業利益
Net sales / Operating income

26.3%

25.6%

※ 2016年3月期までの組織体制にて掲載しています。
*  Classified within our organizational structure for the fiscal 

years up to and including the year ended March 2016.

国内の自社農場で肥育した
国産豚肉使用の最高級ギフト
「美ノ国」
Utsukushi-no-Kuni, the finest
gift-packed ham made from
domestic pork raised on our
own farms.

パリッとしたおいしさで
売れ筋No.1のウィンナー
「シャウエッセン®」
Firm and juicy SCHAU ESSEN®

sausages, the Group’s
best-seller.

やわらかスモークであっさりな
のに味わい豊か「森の薫り®あら 
びきウインナー」
Mori no Kaori ® Coarse-ground 
Wieners are delicately smoked, 
yet richly flavored.

Irodori Kitchen® Loin Ham, unadulterated
refreshing taste, finished with the rich aroma
of cherry chip smoke.

クセのないスッキリ
とした味わいと
桜チップスモークで
薫り豊かに仕上げた
「彩りキッチン®ロース
ハム」一口サイズで食べやすい

やわらかな皮なしタイプの
「皮なしウイニー®」
Winny® bite-sized skinless
soft pork wieners.
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外部顧客（量販店、食料品店、精肉店、食肉卸、中・外食業者、各種食品製造メーカー） External customers (Mass retailers, food retailers, butcher shops, fresh meat distributors, manufacturers of prepared dishes, restaurants and manufacturers of processed foods)

NH Foods Ltd.
Sales & Marketing Division

加工食品の製造
Production of processed foods

海外 Overseas
ハム・ソーセージの製造
Production of hams and sausages

加工食品の製造
Production of processed foods

 Nipponham Hokkaido Sales Ltd.
 Nipponham East Sales Ltd.
 Nipponham West Sales Ltd.
 Nipponham Frozen Foods Sales Ltd.

 Nippon Route Service Co., Ltd.
 Nippon Daily Net Co., Ltd.

Fresh Meats Business Division 社外仕入　Procurement from external sources 

日本ハム食品
日本ハム惣菜

 Nipponham Processed Foods Ltd.
 Nipponham Delicatessen Ltd.

現地顧客
Local customers

野菜がひとつあればバランスの
良い中華料理がすぐにできる
『中華名菜®』シリーズ
The Chuka Meisai ® series makes
it easy to prepare balanced
Chinese cuisine just by adding one
type of vegetable.

スパイシーでジューシーなフライドチキン
『チキチキボーン®』
CHIKICHIKI Bone® juicy and spicy 
fried chicken

自家製リコッタチーズを使用した専門店
のようなふわふわのパンケーキで、
ご家庭でカフェ気分が味わえます
They incorporate homemade
ricotta cheese and are as fluffy
as you would expect from a
pancake café at home.

とろける4種の濃厚なチーズを包んだ、ジューシーで
やわらかいハンバーグ
This tender and juicy hamburg is wrapped
in a thick blanket of four melted cheeses.

「焼きたての感動！！」をご家庭で
楽しんでいただける、自家製の生地に
こだわった『石窯工房®』シリーズ
The Ishigama Kobo® series delivers
the enjoyment of stone-oven
pizza with a handmade crust at
home.

牛肉をとろけるまで煮込み、
あめ色になるまで炒めた玉ねぎで
とろみとコクをつけた
『レストラン仕様カレー』
This rich and thick Restaurant-
Grade Curry employs tenderized
beef and caramelized onions.

低温度管理を徹底する販売拠点
Local sales offices are scrupulous in their
management of cold storage facilities

NHフーズ・ベトナム
 NH Foods Vietnam Joint Stock Company

レドンド
 Redondo’s, LLC

NHフーズ・メキシカーナ
 NH Foods Mexicana S.A. DE C.V.

天津龍泰食品
 Tianjin Longtai Food Co., Ltd.

タイ日本フーズ
 Thai Nippon Foods Co., Ltd.

中国 China タイ Thailand

ベトナム Vietnam

アメリカ合衆国 U.S.A.

メキシコ Mexico

山東日龍食品
 Shandong Rilong Foodstuffs Co., Ltd.

中国 China
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