
特集 :「生
い の ち
命の恵み」を自分たちの手で育む

バーティカル・インテグレーションシス テムを通じた価値創造
人々が生きるために欠かせない生

いの ち
命の恵みをしっかりと見つめ、楽しく健康な暮らしに貢献していくことは、

食に関わる私たちニッポンハムグループの使命です。ニッポンハムグループは、この使命を果たすために、
独自のビジネスモデル「バーティカル・インテグレーションシステム」を構築し、サプライチェーン全体で
価値創造に取り組んでいます。

ステークホルダーの例
畜産業の生産者、地域住民、工場従業員

ステークホルダーの例
地域住民、ドライバー

ステークホルダーの例
消費者、小売業者

インテグレーションの流れ

生産・飼育 荷受・物流処理・加工 販売 量販店・外食店

バーティカル・インテグレーションシステム
　ニッポンハムグループの「バーティカル・インテグレーションシステム」は、食肉（国産牛肉・豚肉・鶏肉および輸入牛肉）の

生産飼育から処理・加工、物流、販売までを一貫して行うシステムです。サプライチェーンを自社で構築することにより、 
安全で高品質な食肉を安定的にお届けすることが可能になります。

生産・飼育   処理・加工   

 安全・安心な食肉を国内外の農場で生産・飼育

 処理・加工・出荷までをスピーディーに行い、
鮮度の高い食肉を迅速かつ安定的に供給

荷受・物流   

 国内最大級の冷蔵・
冷凍保管施設で 
食肉の鮮度を保持

 国内外の生産拠点
と販売拠点を結ぶ
ネットワークで 
迅速な供給を実現

販売   量販店・外食店   消費者

 量販店や外食店・小売店など、さまざまな販売
チャネルを保有

 国内グループ営業拠点約230カ所のネットワー
クを駆使したスピーディーな販売能力

 地域に密着したダイレクト・セールスで、顧客
ニーズにきめ細かく対応

詳しくは
P.26–

詳しくは
P.30–
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特集 :「生
い の ち
命の恵み」を自分たちの手で育む

バーティカル・インテグレーションシス テムを通じた価値創造

食肉の生産から販売まで自社で手がけることで生まれる価値

食品メーカーとしての使命の達成
 生
い の ち
命の恵みを育み、責任をもってお客様にお届けできる

 生
い の ち
命の恵みを余すことなく有効活用する

安全・安心な高品質のブランド食肉の生産
 生産から販売までを管理することで、安全・安心を追求できる

 飼料や飼育環境にこだわった高品質のブランド食肉を生産できる

圧倒的な調達力と供給力の実現
 国内外に多くの農場、調達網を有することで安定的な食肉調達ができる

 国内における多数の流通チャネル、物流網により圧倒的な販売力を実現できる

安定的なビジネスモデルの実現
 国内外に農場を有することで疾病などによる調達リスクを回避できる

外部環境の変化に対応するため最適地への販売を機動的に行える

1

2

3

4

価値 1

価値 2

価値 3

価値 4

ニッポンハムグループ　アニュアルレポート2017 25



生産・飼育 荷受・物流処理・加工 販売 量販店・外食店

特集：「生
い の ち
命の恵み」を自分たちの手で育む

“生産・飼育”“処理・加工”フェーズ
1942年、ハム・ソーセージの製造から始まったニッポンハムグループは、1968年にファーム
事業へ本格的に参入しました。さらに1973年には、食肉インテグレーションシステムの構築
を開始。現在（2017年4月時点）では、預託・委託含む555カ所（海外含む）の農場で、牛・豚・
鶏の3畜種を生産しています。

国内外で生産・飼育を実施
　ニッポンハムグループは、国内においては、牛・豚・鶏の生産・飼育を行っています。優秀な種豚を導入し、

品質改良によってより高品質な豚肉を生産する養豚事業、豊かな自然環境の中で健康な鶏から美味しい鶏肉

づくりに挑戦する養鶏事業、黒毛和種など良質な国内牛の生産に取り組む養牛事業などを日本全国で展開して

います。

　また、1988年には豪州で養牛事業を開始、さらに2015年4月にはトルコで養鶏事業に参入。国内に加

え、海外においても生産・飼育を行うことで、インテグレーションシステムが強化され、より安定的な食肉

の供給が可能になりました。

生産・飼育から事業を行うことの意義
　当社グループは、商品の安全・安心を徹底的に追求すると同時に、安定供給を実現するために、インテグ

レーションシステムによる食肉生産を行っています。給餌や飼育環境整備などのノウハウが蓄積されたこと

により、高品質のブランド食肉を生産できるようになりました。また、不可食部分も余すことなく有効活用

することで、生命の恵みを大切にしています。さらに、ニーズが高いマーケットへタイミングよく供給するこ

とにより、外部環境に強いビジネスモデルの構築が可能となっています。

事業環境（機会とリスク）　
　国内の食肉消費量は、国産ニーズの高まりや高年齢層の食肉購入の増加などから、増加傾向で推移する

見通しです。また、健康志向やハラル市場の拡大、価格訴求の観点から、鶏肉市場のさらなる拡大が見込

まれます。一方、国内の食肉生産量は、肥育農家1戸当たりの規模が拡大していますが、飼養戸数は減少

しており、家畜の疾病（BSE、鳥インフルエンザ、口蹄疫、豚流行性下痢など）リスク等も考慮すれば、数量

ベースで大幅な増加が見込めないと想定されます。さらに製造工程では、人口減少による労働力不足への

対応が求められており、機械化等による省人化対策が大きな課題になっています。

　そのような中、当社グループとしては、ファーム・処理設備の拡充へ積極的な投資を行い、国内における

環境変化へ対応し安定的な増産体制構築へ一層加速していくことで、国内事業の競争優位性を確立すると

ともに、日本の畜産分野における食料自給率の維持・向上へ貢献していきたいと考えています。

生産・飼育 処理・加工
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特集：「生
い の ち
命の恵み」を自分たちの手で育む

 当社グループは、国内最大規模の養豚事業者として、

全国27農場から年間約60万頭の豚を出荷してい

ます。養豚事業は、インターファーム（株）を中心

とした生産事業と日本フードパッカー（株）を

中心とした処理事業で形成されています。

徹底した衛生管理で良質な豚肉を生産

　養豚事業は、母豚の生産から、交配・分娩、

育成、肥育まで、各農場で一貫体制をとっていま

す。豚の健康・快適を保つため、豚

舎内の空調制御はもちろん、農場内に病気を持ち込まな

いように、従業員、関係車両はシャワーを浴びてから入

場します。また、豚は成長段階によって快適な環境が異

なり、成長に合わせて引越しをさせる必要があるため、引

越した後の部屋を水洗・消毒し、清潔にしてから次の豚を迎える

「オールイン・オールアウト」方式を敷いています。さらに、処理段階におい

ては大切に育てた豚にストレスを与えずに処理・加工を行い、鮮度を落とす

ことなく、迅速にお客様のもとにお届けしています。

ブランド食肉展開

　お客様の嗜好に合わせて、自社農場で飼

料配合の変更や品種改良などに取り組

んだことにより、国産豚肉「麦小町®」、

「けんこう豚®」や「知床ポーク」をはじ

めとするブランド食肉の開発につな

がっています。また、愛情たっぷりに育

てた豚は、定番商品からギフトの旗艦

ブランド「国産プレミアム®美ノ国」の原

料に至るまでさまざまな商品に展開し

ています。

国内：豚　インターファーム
豚から始まったニッポンハムグループの飼育ノウハウ
飼料配合と品種改良のノウハウがブランド豚を育む

PICK UP！

PICK UP！

PICK UP！

インターファーム（株）
九州家畜診療所　

獣医師

 さらなる価値創造に向けて

専属の獣医師が豚の健康
を適切に管理

　獣医師が2日に1回農場を巡
回し、豚の健康状態を管理し
ています。病気を見つけた際
は、ワクチンや投薬を適切に
行うことで、他の豚への感染
を防いでいます。また、地域や
自社農場で流行している感染症
に関する情報を収集し、より効
果的な消毒薬を使うなど防疫に
も努めることで、安全・安心な
豚肉の提供に貢献しています。

生命の恵みを
余すことなく活用

　とんこつやコラーゲンなど、
豚肉の処理加工過程で生ま
れる資源を無駄にせず、ラー
メンのスープやたれといった、
エキス調味料やサプリメント
の材料として活かしています。

家畜の排せつ物を
有機肥料に

　
　豚の排せつ物は、バクテリア
を使って分解し、有機肥料と
しています。野菜・花などの
栽培に利用されており、（有）
純粋黒豚種豚農場の農地で
栽培される玉ねぎは、当社株
主優待品の一つとしても出荷され
ています。

年間出荷量　

約 605 ,000頭
年間処理数　

約1 ,800 ,000頭
※ 2017年3月期実績
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国内：鶏　日本ホワイトファーム
商品化まで約70分。圧倒的な高評価を得るブランド 国産鶏肉「桜姫®」

鶏ふんを焼却する
ボイラー設備

TVCMによる消費者への
安全・安心の訴求

PICK UP！

PICK UP！

 さらなる価値創造に向けて

年間出荷量 

約69 ,000 ,000羽

家畜の排せつ物を 
燃料として有効活用

　日本ホワイトファーム（株）では、鶏の排せ
つ物を乾燥させた後、施設内にあるボイ
ラーで燃やし、鶏舎の暖房や清掃時に使用
する温水の熱源として活用しています。また
焼却灰はリンなどの肥料として利用されて
います。

生
い の ち
命の恵みを 

余すことなく活用

　処理加工のプロセスで生まれる鶏ガラな
どから、ラーメンのスープ、たれやソースのエ
キスなどの調味料を製造しています。卵から
愛情込めて育てた鶏の生

いの ち

命を、最後まで大
切にしています。

 日本ホワイトファーム（株）では、国産鶏肉「桜姫®」などの鶏を生産しています。

生産拠点は、北海道網走市および厚真町、青森県横浜町、宮崎県日向市の全国

生産4カ所。それぞれの土地の風土に合わせて鶏を育てることで、現在では全国

生産シェアの約10％を扱うまでになりました。

鮮度の高い鶏肉を提供

　農場では、鶏飼育の専門技術者が健康な親鶏を飼育

し、その親鶏が産んだ種卵を最適な環境下で健康なひよこ

にかえし飼育農場に届けます。飼育農場では、衛生環境を保

つために、鶏舎ごとに雛鶏を受け入れ鶏の出荷までを一斉に行う「オールイン・

オールアウト」方式を採用しています。約48日間の飼育期間をかけて大切に育て

た鶏は、工場で1羽当たり約70分という速さで処理・加工され、グループの物流

網を経て、鮮度を保ったまま店頭に並びます。

「桜姫®」などのブランド食肉を積極的に展開

　当社グループは、積極的にオリジナルブランド商品

を生産しており、透明感のある桜色で、鶏独特の臭み

が少なく、一般の鶏肉に比べてビタミンEが3倍以

上※含まれる「桜姫®」をはじめ、知床半島を間近に

望む流氷の地で育った「知床どり®」、自社で配合設

計した飼料で育てた「ホワイトチキン」など、お客様か

ら好評をいただいています。特に「桜姫®」は、TVCMを

中心に、安全・安心と美味しさを訴求する販売促進活動を

全国的に展開しています。

※ 日本食品標準成分表2015数値比較

※ 2017年3月期実績
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2017年
3月期

オーストラリア：牛　ワイアラ牧場
ストレスの少ない環境で穀物肥育、高品質を追求した豪州ブランド牛

※その他：EU、インドネシア、中東等

中国 6% 韓国 13%

豪州国内 16%

米国 12%
台湾 4%

その他※ 19% 日本   29%

豪州事業販売実績

PICK UP！

PICK UP！

PICK UP！

 さらなる価値創造に向けて

ワイアラビーフ年間出荷量　

約158 ,000頭
豪州3工場年間処理数

約429 ,000頭

オーストラリア

クイーンズランド州

ワイアラ牧場

 シドニー

バイオガスプラントによる
自然エネルギーの活用

　豪州のオーキービーフエキス
ポートでは、2015年4月、バ
イオガスプラントを設置しま
した。工場排水からメタンガ
スを取り出し、エネルギーとし
て利用しています。これにより、
天然ガスの使用量と、年間約8千
トンのCO2排出量が削減されます。

豪州の3工場で 
ハラル認証を取得

　当社グループの豪州における3つの牛処
理工場※は「ハラル認証」を取得しています。
認証取得には、イスラム教の教えに従って処
理をする生産体制の整備、原材料のハラル
性、ISO9001などの国際基準に準じた適
切な品質管理体制の確立などが求められま
す。世界人口の約4分の1を占めるイスラム
教徒の方々に、安心して食べていただける
牛肉を生産しています。
※  オーキービーフエキスポート、T.B.S、ウィンガ
ムビーフエキスポートの3社

リスク分散可能な 
ビジネスモデルの実現

　日本では需要が低い部位でも、他国では
需要が高いケースがあります。第三国への
販売体制を構築することで、世界各国の食
肉相場や為替相場の動向に合わせて販売先
を選定しリスク分散を図ります。

 オーストラリア北東部のクイーンズランド州ダーリング・

ダウン地方は、温暖な気候に恵まれた豪州有数の穀倉地

帯です。ここに総面積6,000ヘクタールというJR山手線

の内側とほぼ同じ広さの「ワイアラ牧

場」があります。ワイアラ牧場では、常

時約5万頭の牛を穀物肥育し、年間約16万頭を出荷して

います。当社グループが日本国内で販売する豪州ブランド

牛肉「大麦牛®」などは、すべてこの牧場で生産しています。

牛の健康をコンピュータを使って徹底管理

　ワイアラ牧場では、飼料にこだわるだけでなく、水質検査で安全が確認された

井戸水等を飲料水として与えたり、強い紫外線から牛を守るためシェード（日よ

け）を設置するなど、牛の健康に細心の注意を払っています。また、生育歴や健康

状態などをコンピュータシステムで管理し高品質を追求するとともに、牛1頭ごと

につけられた電子タグで精密なトレーサビリティ管理を行っています。

最新鋭の安全衛生システムを導入

　ワイアラ牧場から車で約2時間圏内のクイー

ンズランド州オーキー市には、食肉処理の専

門工場「オーキービーフエキスポート」があ

り、農場から運ばれてきた牛を処理し、枝肉や

ボックスミートに加工・出荷しています。作業

終了後は、毎日7～8時間かけて専門スタッフに

よる清掃が行われ、衛生管理が徹底されています。

　同工場では、1994年に食肉処理工場として世界に先駆

けてHACCP※1を導入。1998年にはAQIS（オーストラリア検疫検査局）がHACCP

の手法に基づいて開発した食肉の安全性監視プログラムMSQA（食肉安全品質保

証プログラム）による管理を開始し、BRC※2等の国際認証を取得するなど、世界最

高水準の衛生管理を行い、安全・安心、そして高品質な精肉を生産しています。
※1   原材料の受け入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入など危害を予測した
上で、特に危害の防止につながる重要な工程を継続的に監視・記録する工程管理の手法。

※2  BRC（Food）規格とは、英国小売協会（British Retail Consortium：BRC）が策定した食品安全規格です。
品質や法令遵守に関する要求事項も含まれており、欧州諸国や米国を中心に普及しています。

※ 2017年3月期実績
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生産・飼育 荷受・物流処理・加工 販売 量販店・外食店

ニッポンハムグループで開発・生産から販売・マーケティングまで手がけられるバーティ
カル・インテグレーションシステム。これにより、流通や消費者の方々が求める付加価値の
高い商品やサービスをかたちにすることができます。

荷受・物流
　川上で生産した良質な食肉を集荷し、川下へと届ける川中を担っているのが物流事業です。食肉事業本

部の物流事業は、国内最大級の冷蔵・冷凍保管施設を持つ日本物流センター（株）が担っています。関東（神

奈川県川崎市）および関西（兵庫県西宮市）において国内最大級の冷蔵・冷凍保管施設が24時間365日稼

働しており、海外からの荷受も可能な保税機能を有しています。当社グループが国内向けに販売する食肉

の大部分は、これらの物流センターに集約され、さらに日本チルド物流（株）が、食肉販売を担う全国のニッ

ポンフードグループ各社にスピーディーに配送しています。

販売：高品質な独自のブランド食肉を展開
　インテグレーションシステムを活用し独自のブランド食肉を生産することで、当社ならではの高付加価値

商品の展開が可能になりました。その代表格である国産鶏肉「桜姫®」は、当社グループ出荷羽数の約 

3割を占めています。また、自社農場限定の国産豚肉をギフトの旗艦ブランド「国産プレミアム®美ノ国」の原

料に使用するなど、事業本部を越えてインテグレーションを拡大することで、ブランド価値の向上を図って

います。

事業環境（機会とリスク）
　国内生産の大幅な増加が見込めない中、今後国内の食肉需要増加に対応していくためには輸入食肉の

調達強化が必要になります。一方、世界的に見れば、人口増加、所得向上によりアジアなどの開発途上地

域を中心に、肉類消費量の伸長が見込まれており、従来の先進国中心の需給関係がベースとなったグロー

バルマーケットから、大きく変化することが考えられます。輸入価格についても、将来的には自由貿易協定

による関税の引き下げも考えられますが、世界的な飼料価格や人件費上昇によるコストアップ、さらに世界

的な需要拡大も見込まれており不透明な状況です。一方、国内においては、労働人口の減少により、製造・

販売先にて人手不足を解決できる規格品の開発や地方エリアへの共同配送など、効率的事業運営を前提

にした取り組みが必要になります。

　当社グループとしては、これらを成長機会と捉えて、自社ファームを含め長年培ってきた海外からの調達

力とスピーディーな国内配送体制により、全国のお客様へ安定的に商品をお届けするとともに、食肉販売

の専門性を駆使したマーケティングにより、お客様の課題解決に努めていきます。

荷受・物流

特集：「生
い の ち
命の恵み」を自分たちの手で育む

“荷受・物流”“販売”フェーズ販売
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荷受・物流：日本物流センター
鮮度・品質を保持し、必要なものを必要なだけお届けする

PICK UP！

PICK UP！

PICK UP！

屋上に設置された
太陽光パネル

特集：「生
い の ち
命の恵み」を自分たちの手で育む

 さらなる価値創造に向けて 日本物流センター（株）は、最新鋭の物流センターとして、生鮮食料品の「つく

りたて」の品質を保持するための冷蔵・冷凍庫機能や、食品スーパーをはじめと

する多様な取引先のニーズに応えるための商品仕分機

能を有しています。これにより「必要な時に必要な

ものを必要なだけ」ジャスト・イン・タイムに出荷

することが可能になっています。また、近年で

は、多様化するお客様のニーズに応えるため、

さまざまな温度帯の商品を取り扱ってきた経

験を活かし、高周波解凍機を使用した独自のプ

ログラムによる高い解凍技術をお客様に提供し

ています。

生
いの ち
命の恵みを無駄にしない「配送品質No. 1」を目指して

　日本チルド物流（株）およびニッポンフードグルー

プでは、商品の破損、廃棄処分が発生すると

生
いの ち

命の恵みを無駄にすることにつながる

ため、「配送品質No.1」の実現に取り組

んでおり、商品の出荷からお取引先に

納品されるまでのプロセスで管理ポイ

ントを設定して、日々のチェックを徹底

しています。また、万一、不備・不具合

が発生した場合には、その原因を究明の

上、再発防止策の徹底・検証を行っており

ます。

日本物流センター（株）
（東京事業所）

再生可能エネルギーの 
取り組み

　日本物流センター（株）では、東京事業所と
関西事業所の倉庫棟屋上に合計約
6,200枚の太陽光パネルを設置
しています。2事業所合計の年
間発電量は191.5万kWh、
一般家庭約583世帯分の年
間電力使用量に相当します。
これによるCO2排出量の削減
効果は年間982トンとなってい
ます。

「4つの見える化」で 
安全・安心な事業を展開

　日本チルド物流（株）では、配送品質の向
上のために、配送管理システムを構築してい
ます。GPSによって「動態位置」「走行速度」
「保冷車庫内温度」「急制動」の4つをリアル
タイムで「見える化」することで、安全・安心
な運送の実践につなげています。

ドライバーの負荷低減に
向けた物流改革

　日本チルド物流（株）では、物
流中継拠点の配置や、配送日
程の見直しを実施。ドライ
バーの長時間就労や人手不
足などの課題解決に取り組ん
でいます。また、低燃費車両
の導入を順次進めており、従業
員の安全と環境に配慮した運転の
意識を高めるための講習会も実施してい
ます。
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販売：ニッポンフードグループ
営業拠点114カ所の全国ネットワーク、国内シェア No.1を実現する販売力

PICK UP！

PICK UP！

 さらなる価値創造に向けて バーティカル・インテグレーションシステムの圧倒的な供給力は、生産能力は

もちろん、その商品を全国のお客様へ迅速かつ安定的に供給できる販売能力に

よって支えられています。当社グループでは、川下に位置するニッポンフードグ

ループ各社が、その強い販売力によってシステムを支えており、牛肉・豚肉・鶏肉

のいずれの販売においても国内シェアNo.1を獲得しています。

　また、全国114カ所に営業拠点を配置し、ニッポンフードグループの従業員一人

ひとりが各地域に根ざした食肉販売のスペシャリストとして、単なる商品供給だけ

ではなく、お客様の課題を解決する食肉ソリューション型営業を展開しています。

ブランド食肉の開発

 商品の拡販には、スーパーマーケットや精肉店などの

得意先にとって売上と収益に結びつく提案が求められま

す。当社グループは、インテグレーションシステムを有する

からこそ可能な、付加価値の高いブランド食肉の商品開発に取り

組んでいます。国産鶏肉「桜姫®」をはじめ、国産豚肉「麦小町®」、豪州ブランド牛肉

「大麦牛®」、米国産牛肉「ANGUS Valley」など幅広い銘柄を取りそろえています。

ブランド食肉の価値を伝える

 ブランド食肉の価値を消費者の方々に浸透させるために、「コ

ンシューマパック」を展開しています。国産鶏肉「桜姫®」で

は、産地で真空パックし、そのまま食卓にお届けできる

「産地パック」を展開するとともに、取り扱いのある販

売店をホームページで告知しています。また、商品解

説、レシピ提案、消費者のレポートなども掲載し、指

名買いやリピートにつながるマーケティングを実践し

ています。こうした取り組みは、自社農場の国産豚肉

を使用した「国産プレミアム®美ノ国」でも展開しており、

中元・歳暮シーズンにはホームページで「美ノ国」特別サイ

トを公開し、商品特徴である口どけの良さの解説や、おいしい

召し上がり方、自社農場での取り組みなどを紹介しています。

フードアドバイザーの 
活用

　いかに魅力的な商品であっても、売場で消
費者が手に取り、購入につながらなければ、
その価値を知っていただくことはできません。
当社グループでは、商品に関心を
持ってもらえるような売場作り
の提案や、調理方法のアドバイ
ス、新商品の情報提供などを
行うフードアドバイザーを活
用することで、ブランド食肉の
拡販につなげています。

子ども食堂との連携

　中日本フード（株）は、地域の子ども食堂※
の取り組みに賛同し、豚肉や鶏肉などの協賛
を行っています。2016年度は6営業部より
325kgのお肉をお届けし、冷しゃぶや唐揚
げなどのさまざまなメニューに調理
され、お楽しみいただいていま
す。食事の場が地域交流の活
性化につながることを願って
います。
※ 地域の大人や子どもに無料や安
価で食事を提供し、子どもが放
課後に過ごす場や地域交流の場。
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販売：事業本部間の連携による総合力の発揮
垣根を越えた取り組みによるシナジー効果で得意先への提案力強化

PICK UP！

PICK UP！

 さらなる価値創造に向けて

ハイブリッド型拠点を 
新設

　2017年2月、食肉販売を行う西日本フード
（株）岡山営業部に、加工事業の物流会社の
拠点を設置したハイブリッド型拠点が誕生し
ました。これにより、食肉の量販チャネル向
け販売量増大への対応が可能になるととも
に、従来は物流に割かれていた人員
を営業に専念させることができま
す。一方、加工事業においては
物流量を拡大できるだけでな
く、フード会社の拠点を活用
することで、コストを抑えなが
らエリア営業を強化できるなど
のシナジー効果が表れています。

ブランド食肉を加工食品
に展開

　当社グループでは、自社農場で生産する
国産鶏肉「桜姫®」やイタリア産長期肥育豚
「ドルチェポルコ®」などのブランド食肉を、
「石窯工房®」や宝幸（株）の缶詰など加工品
の原料に使用することにより、安全・安心で、
付加価値の高い商品の開発につなげていま
す。また、事業本部の垣根を越
えた商品を開発すること
で、ブランド資産の
有効活用も図って
います。

 当社グループでは、営業ノウハウやチャネルの共有化、ハイブリッド型拠点の

設置など、事業本部の垣根を越えた取り組みを進めることで、新たな価値創造に

つなげています。

事業本部を越えたグループ総合力でソリューションを提供

　製造・商品知識を持つ加工事業本部の営業担当者と、食肉相場の状況・見通

し等を説明できる食肉事業本部の営業担当者が同行。商品だけでなく、使用原料

の選定、最適な調達方法・時期などを合わせた総合的なソリューション営業を行

うことで、得意先とのより強固な信頼関係を構築しています。また、外食、CVS

など、チャネルごとに加工事業本部、食肉事業本部、関連企業本部の営業担当者

が連携し、情報共有や合同プレゼンテーションなどを行いながら得意先の提案を

進めており、成果も上がってきています。

フード会社の営業拠点を活用し加工営業との相乗効果を発揮

　2017年3月期より、食肉事業本部の営業を担うニッポ

ンフードグループの拠点に、加工事業本部の営業担当者

を配置し、相互で保有している営業ルートを効果的に活

用できる体制作りを目指しています。現在はモデル事業所

で展開し、今後は順次増やしていく計画です。得意先情報の

みならず、担当エリアのイベント情報などを共有することで、地域性を加味したタ

イムリーな提案が可能になり、得意先とのさらなる関係強化へつながっていま

す。また、担当エリアが広域な加工の営業担当者にとっては、得意先に近い拠点

で駐在ができるため、巡回頻度が以前に比べて向上するとと

もに、移動時間が大幅に削減され、営業活動の効率化に

つながっています。
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