
バーティカル・インテグレーションシステム

生産・飼育

調達

処理・加工 製造

バリューチェーンをカバーする独自の
システムにより安定的なビジネスモデルを
実現するとともに、国内外における圧倒的
な調達力を活かし、高品質で付加価値の
高い商品を供給しています。

特集 :  バーティカル・インテグレーションシステムの強化で社会課題の解決に貢献

主な取り組みと関連するSDGs

　国内外の自社グループ農場で牛・
豚・鶏を飼育し、安全・安心な食肉
を生産しています。

　処理・加工・出荷までを効率的に
行い、鮮度の高い食肉を迅速かつ安
定的に供給しています。

　安全で美味しい商品をお届けする
ために外部認証取得を推進し品質管
理を徹底しています。

 オートメーション化等による省人化

 安全・安心な食品づくり

 フードロスの削減

 国内畜産業の振興

 不可食部分の有効活用
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荷受・物流 マーケティング・販売 量販店・外食店

当社グループの国内における食肉販売シェアは20.5％（自社調べ）を占めています。安全・安心、高品質な食肉
をお届けするために、国内外の自社グループ農場や工場で生産・肥育・処理を行い、荷受・物流までをカバーす
る独自の「バーティカル・インテグレーションシステム」を構築する一方で、国内農家が減少する中、海外から安
全・安心な食肉調達にも積極的に取り組んでいます。また、これらの原料を使用し、高品質で付加価値の高い加
工品を開発・製造することで、食の新たなカテゴリーの創出に取り組んでいます。私たちは今後も、人々が生きる
ために欠かせない命の恵みをしっかりと見つめ、「バーティカル・インテグレーションシステム」を深化させること
で、未来の食糧確保に向けた仕組みを確立し、楽しく健やかな暮らしに貢献していきます。

　処理・加工拠点や製造拠点と販売
拠点を結ぶ、効率的な供給体制を構
築しています。

　ライフスタイルの多様化など社会
の変化に合わせた商品提案を行って
います。

　求められる商品をスピーディーか
つ安定的に提供しています。

 環境に配慮した 
車両の活用

 配送負荷軽減の 
取り組み 
（共同配送、 
中継拠点整備）

 肉食文化の普及啓発

 健康を基軸とした商品開発

 食育活動の推進
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ニッポンハムグループは、1968年にファーム事業に本格参入し、1973年に、食肉イン

テグレーションシステムの構築を開始しました。これにより、トレーサビリティの確保さ

れた高品質な食肉を安定供給することが可能になりました。現在は、国内および豪州、

トルコなど約500カ所（預託・委託含む）の農場で牛・豚・鶏の3畜種を生産・飼育し、

国内17カ所・海外5カ所の自社工場で食肉の処理・加工を行っています。

日本の食肉自給率は60％未満※。
安定供給に向けて、
国内外約500カ所の農場で 
牛・豚・鶏のファーム事業を 
展開しています。

1.法令・社会規範の遵守と態勢の構築
私たちは、法令・社会規範を遵守します。加えて、遵守
のための態勢を構築します。
2.商品・サービスの品質・安全性の確保
私たちは、「ニッポンハムグループ品質方針」に則り、
商品の安全性と品質の向上に努めます。
3.公正・公平な取引
私たちは、品質・サービス・実績・価格・信頼性など
を総合的に判断します。また、公正かつ公平な参入機
会を設けます。

CSR調達への取り組み
　「安全・安心な食品づくり」に向
けて、2017年4月1日に「ニッポ
ンハムグループCSR調達方針」
を制定しました。

ニッポンハムグループCSR調達方針
ニッポンハムグループは、調達活動において、お取引先と信頼関係を構築し、 

共存・共栄を基本に、連携してCSR（企業の社会的責任）への取り組みを進めていきます。
4.人権の尊重
私たちは、国際的な人権に関する基準や考え方を重視
し、尊重します。
5.労働における安全衛生
私たちは、従業員が安心して働くことのできる安全な
環境を整備します。
6.地球環境への配慮
私たちは、「ニッポンハムグループ環境方針」に則り、
持続可能な社会の実現に向けて、サプライチェーンに
おける環境負荷低減に努めます。

ファーム事業

生産・飼育 処理・加工

ニッポンハムグループを取り巻くマーケットの変化

 畜産農家の後継者不足
 食料自給率の低下
 安全・安心な食肉の需要の高まり
 ハラル対応

調達

※出典：農林水産省「食料需給表」
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世界のマーケットに適応した牛肉を生産  ̶ ワイアラ牧場（豪州）

　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。このワイアラ牧場で良質な穀物を中心と

した飼料を牛に与え、競争力あるブランド牛を中心に肥育しています。肥育日数は100日

から200日までブランドごとに管理されており、ストレスの少ない環境下で健康に細心の

注意を払っています。肥育された牛は豪州国内のグループ処理会社を経て、アジア・欧

州・豪州国内を中心に出荷されます。最近では各国のマーケット状況を踏まえ、ブランド

集約にも努めることで効率性を意識した運営を行っています。

良質な牛肉を世界に供給できるウルグアイで拠点確保̶BPU社（ウルグアイ）

　牛肉輸出が国の主要産業であるウルグアイでは、国の指導により牛肉のトレーサビリ

ティシステムが徹底していることや、成長ホルモンや抗生物質の使用などを禁じているこ

とから、安全・安心で付加価値の高い牛肉が生産されています。また、南米の中でも政

情や経済の安定性が高く、干ばつなどの気候災害も少ないため、安定供給が可能です。

BPU社は、最新鋭の設備を備えており、ウルグアイで単独の一工場としてNo.1の処理

能力を持っています。

ファーム事業：牛

豪州でNo.3のシェア、 
ウルグアイでNo.1の処理実績を誇る
海外生産拠点から高品質な牛肉を 
世界へ供給しています。

持続可能な社会の実現に向けて 環境への対応　　　社会的な取り組み

グループ3工場※でハラル認証
取得（豪州）

　ハラル認証の取得には、イスラム教の教
えに従って処理をする生産体制や、原材料
のハラル性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

　 循環型農業の取り組み 
　 （豪州）

　牛の生産・飼育・処理を行うワイアラ
ビーフでは、施設内で発生した排水や牛の
ふんを肥料として再利用しています。牛の
飼料となる穀物や牧草を育てることで、環
境への負荷の少ない循環型農業を推進して
います。

フードロス削減に向けて 
（豪州）

　牛肉の消費期限は、通常は冷蔵で60日
です。食肉処理工場オーキービーフエキス
ポートでは、世界最高水準の衛生管理体制
を確立することで消費期限100日を実現
し、フードロスの削減に貢献しています。

ワイアラビーフ年間出荷量

約 1 4万頭
豪州処理数

約43万頭
ウルグアイ処理数

約 1 9万頭
（2018年3月期実績）
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「健康な豚を育てる」確かな取り組み
　当社グループの養豚事業は、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

パッカーグループを中心とした処理事業で形成されています。

　インターファーム（株）は、日本国内では約70の農場（預託含む）から、年間約62万頭

を出荷しており、全国一の規模となっています。生産工程では、交配から肥育まで一貫

体制の下、豚舎をいつも清潔に保ち、気温や湿度にも細心の注意を払いながら一頭一頭

大切に育てています。また、専属の獣医師が定期的に農場を巡回し健康状態を適宜把握

することで、病気発見時の迅速かつ適切なワクチン投与が可能となり、感染拡大を防い

でいます。さらに病気を農場に持ち込まないよう、従業員、関係車両の管理を徹底する

ほか、最新鋭の設備を随時導入するなど、防疫体制には妥協せず取り組んでいます。

マイスター制度
　日本フードパッカーグループでは、食肉の処理・加工における確かな技術を継承して

いくために、技術認定制度であるマイスター制度を取り入れています。 

　マイスターの取得には、食肉加工の実技に加え、 畜産処理や経営に関する知識の習得

が必要です。試験に合格したマイスターは、幹部として従業員の指導を行い、ベテランの

技術を後世に継承することに日々取り組んでいます。

ファーム事業：豚

研究開発と人財育成により 
高品質な豚肉を供給しています。

国内出荷量

約62万頭
国内処理数

約1 8 1万頭

持続可能な社会の実現に向けて 環境への対応　　　社会的な取り組み

次世代の人財育成 

　日本ハム（株）と帯広畜産大学は、2017
年12月、農畜産の活性化と次世代の人財育
成を目的に包括連携協定を締結しました。
これまでも、当社グループの農場や工場にお
いて、同大学の教員や学生向けの実地研修
を行ってきましたが、今後は包括連携協定
のもと、学生のための実践的なプログラムの
実施や、国際的に活躍できる畜産技術者の
養成、研究成果を社会で活用するための情
報共有などを行っていきます。

先端技術による豚の健康診断 

　中央研究所は、インターファーム（株）と
恊働して豚の健康診断を行っています。イ
ンターファーム専属の獣医による定期的な
巡回に加えて、中央研究所が遺伝子検査に
より病気の有無を判別することで、豚の健
康管理に努め、健康な家畜生産を支援して
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。

（2018年3月期実績）
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※ 詳しくは、HPをご覧ください。

https://www.nipponham.co.jp/sakurahime/package/WEB

国内最大規模の養鶏事業
　当社グループの養鶏事業を担う日本ホワイトファーム（株）は、全国から年間約7,100

万羽を出荷する、全国生産シェアの約10％を扱う国内最大規模の養鶏業者です。また、

種鶏の育成から種卵の生産、孵化、雛の肥育に至るまで一貫した生産体制をとり、鶏肉

の処理・加工までを行っています。

　すべての農場で「オールイン・オールアウト」方式により万全な衛生環境を保つことで

病原体の常駐化を防ぎます。また、鶏がストレスなく発育するため、温度や湿度、餌や水、

空気の流れに至るまで、コンピュータ制御により自動的に調整することに加えて、個々の

状態や日々の天候などに合わせて、飼育員が細やかに対応しています。

　約48日間かけて大切に育てられた鶏は、70分という速さで処理・加工されますが、

その過程では、1羽1羽厳しくチェックされ、合格した鶏のみが商品化されて、鮮度を保っ

たまま店頭や製造部門に届けられています。

「桜姫」産地パック展開　
　国産鶏肉「桜姫」では、「産地パック」でのご提供も行っております。衛生的でクリーンな

産地近くの食品工場でパックし、未開封のままお客様にお届けすることで、より鮮度の高

い商品をお届けすることができます。ノントレーで、ご家庭で廃棄しやすく、ゴミの軽減に

つながるほか、お取引先様の店舗でのインストアパック業務の省力化にもつながります。

ファーム事業：鶏

国内ファームで生産した
「桜姫®」などのブランド食肉を
展開しています。

国内出荷量

約7, 1 00万羽
「桜姫」出荷量

約2,670万羽

持続可能な社会の実現に向けて 環境への対応　　　社会的な取り組み

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。

鶏肉の需要増加への対応 
（トルコ）

　当社グループは、国内の食肉ニーズに応
えるだけでなく、各国・地域での食肉ニー
ズの高まりにも対応しています。トルコの大
手養鶏業エゲタブ社では、トルコ国内だけ
でなく中東を中心に鶏肉を供給しています。

自動化による省人化 

　鶏肉の自動脱骨に最新鋭機械を導入し、
生産ラインの省人化を進めています。品質
や生産性を維持しながら人手による作業を
はるかに上回るスピードで処理することが
できます。

（2018年3月期実績）
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当社グループは、国内外において圧倒的な生産規模を誇っています。これまで「シャウ

エッセン®」「中華名菜®」「石窯工房®」などのヒット商品をはじめ、社会構造の変化に合

わせて新たな食のカテゴリーを創出し、市場の拡大に努めています。

加工事業の製造を担う各工場・プラントでは、高品質で安全・安心な食品の製造はもち

ろんのこと、ラインの効率化、自動化を進めるとともに、環境負荷低減に向けた水資源

やエネルギーの効率的利用を推進しています。また、FSSC22000（食品安全マネジ

メント規格）などの外部認証取得を推進し、品質管理を徹底しています。

安全・安心な食品をより少ない
環境負荷で製造するとともに、
新たな食のカテゴリー創出に 
取り組んでいます。

製造

製造

ニッポンハムグループを取り巻くマーケットの変化

 人手不足
 環境負荷の低減
 アレルギー体質の子どもの増加
 食に対する安全・安心の高まり
 多様なライフスタイルへの対応
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※ 詳しくは、HPをご覧ください。

https://www.nipponham.co.jp/quality/policy/WEB

※ 詳しくは、HPをご覧ください。

https://www.nipponham.co.jp/fun/factory/WEB

兵庫工場に高速生産ラインを導入
　日本ハムファクトリー（株）は、2016年10月、ハム・ソーセージ事業の主力工場であ

る兵庫工場に新工場棟を竣工しました。新工場棟に最新の高生産性連続ラインを導入し

たことで、高品質で安全・安心な商品を効率的に製造することが可能になりました。ま

た、新工場棟には、台車自動積載機などを導入し作業者負担軽減を図るなど「従業員に

優しい」をコンセプトに設計されており、年齢、性別に関係なく生き生きと働くことができ

る環境を目指しています。

主力ブランドのさらなる強化
　加工食品の主力製造拠点である日本ハム食品（株）では、主力商品であるチルドピザ 

「石窯工房」の商品価値向上に向けて、関東プラント（茨城県常総市）に高生産性ラインを

導入し、効率的な集中生産による製造コスト削減と商品ラインアップ強化を図っています。

　また、最大消費地である首都圏、近畿、中部に近いエリアに生産拠点がある利点を活

かし、さらなる設備投資による最適生産体制を目指しています。

工場見学に約 11,000名来工（2017年度）
　開かれた食品づくりを実現する取り組み「OPEN品質」の一環として、工場見学を定

期的に行い、品質保証体制や「ものづくり」へのこだわりなどをお伝えしています。

より付加価値の高い商品を 
効率的に生産するため、
設備投資を進め自動化による 
効率的な製造体制を構築します。

加工品国内製造拠点数

34拠点

5つの品質方針

お客様との
つながり履歴管理

品質保証
ネットワーク

法令の遵守

開かれた
食品づくりを
実現するための

客観的評価

持続可能な社会の実現に向けて 環境への対応　　　社会的な取り組み

排水処理能力の向上 

　南日本ハム（株）では、マイクロナノバブル発
生装置を設置し、排水処理能力向上を図って
います。硫化水素の濃度では、導入前年平均
5.3ppmから導入後年平均2.4ppmへ臭気
が低減されました。屠畜廃水で発生する血
液処理においても、業者委託から排水処理で
の浄化処理が可能になりました。（45t／月）

品質保証体制 

　バーティカル・インテグレーションシス
テムの各工程で履歴管理を行うことで、品
質保証レベルを高めています。

モーダルシフト 

　加工事業本部では、フェリー運航路線
以外にも、日本ハム惣菜（株）北海道工場
から九州、また諫早プラントから北海道へ、
遠隔地間の輸送手段を、車両から鉄道輸
送へシフトしており、今後も適合路線を広
げていきます。

（2018年4月1日時点）

ニッポンハムグループ　統合報告書 2018 39



当社グループの物流事業は、食肉事業の商品を扱う日本物流センター（株）、日本チルド

物流（株）、加工事業の商品を扱う日本デイリーネット（株）、日本ルートサービス（株）で

形成され、生産拠点からセンターへ、また各センターから営業拠点あるいは量販店な

どのお得意先に商品をお届けしています。一方、近年ドライバーなどの人手不足の恒常

化などを背景に、物流部門におけるさまざまな課題解決が求められており、より効率的

な運営が不可欠になっています。当社グループでは、保有資産の共有や相互の強みを

活用することで、さらなる事業基盤の強化を図り、自社グループのみならず業界・得意

先を含めた効率性を高めています。

国内最大級の倉庫とネットワーク
グループシナジーを創出する 
物流改革により課題解決を図り、
低温物流業界での存在感を 
高めています。

荷受・物流事業

荷受・物流

ニッポンハムグループを取り巻くマーケットの変化

 人手不足
 環境負荷低減
 省エネルギー
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食肉シェア拡大に対応する冷蔵倉庫、配送網を構築
　食肉事業に関する冷凍冷蔵庫での国内外貨物の保管業務を担う日本物流センター（株）

では、東京と関西の2拠点で事業を展開しています。なかでも羽田空港の対岸にある東京

事業所（川崎）は国内最大規模を誇り、年間取扱量は2拠点で100万トンにのぼります。 

日本チルド物流（株）では1日500台のトラックを配車し、全国津々浦々の営業所や量販店

舗へ直接納品。食肉販売シェア拡大へ両社のネットワークが大きなアドバンテージとなっ

ています。

独自の物流管理システムでお得意先からの多様なニーズに対応
　ハム・ソーセージ、加工食品の保管・出荷・配送を担う日本デイリーネット（株）では14

カ所ある物流センターから量販、CVS各社の全国の配送センター約2,200カ所に商品を

お届けしています。ピッキング作業や小分け対応、温度帯変更作業などの倉庫内付帯作業

にもきめ細かく対応します。従業員教育の充実や独自開発の倉庫管理システム「LINQS」

を駆使することで高い物流品質を維持し安全安心な物流サービスをグループ内外問わず

提供しています。また、その配送を担う日本ルートサービス（株）では、365日24時間の稼

働体制を構築し、お得意先のニーズに合わせて「複数温度帯食品の同時配送」を行うなど、

250台を超える所有車両で全国を網羅しています。

ドライバー不足など 
さまざまな課題解決に向けて、 
効率的なオペレーションを行い、 
高い物流品質を維持しています。

国内保管・物流拠点数

24拠点

持続可能な社会の実現に向けて 環境への対応　　　社会的な取り組み

　 他社との共同配送 

　日本デイリーネット（株）では、「商品開
発と営業は競争、物流は協働」をキーワー
ドに他社と配送、保管、倉庫内作業の共同
化を進めています。業界内の物流コスト改
善のみならず環境負荷低減やドライバー不
足への対応など効果が期待できます。

独自の解凍技術でお得意先の
作業効率化に貢献

　日本物流センター（株）では、2014年よ
り独自の高周波解凍機を導入。最短40分
で冷凍肉の解凍が可能になり、品質劣化を
最小限に抑えるとともに、お得意先での解
凍時間短縮による作業負荷軽減に貢献し
ています。

ドライバーの負荷低減 

　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により、ドライ
バーの人手不足や長時間就労などの課題
解決に取り組んでいます。また、従業員の
安全意識を高めるための講習会も実施して
います。

（2018年4月1日時点）
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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。当社グループでは、お客様の声を活かしながら商品開発

を進めるとともに、売り場作りやメニューの提案、お客様への新商品の情報提供を行っ

ています。また、日本ハム（株）では2017年に「消費者志向自主宣言」を発表し、「聴

く」・「知る」・「活かす」のコミュニケーションサイクルを循環させ、お客様満足度の向

上と商品・サービスの開発や改善につなげています。これからもお得意先・お客様か

ら選ばれるメーカーとして各部門の強みを活かし、グループシナジーを最大化させて

いきます。

健康志向の高まりや 
社会の変化に合わせた 
総合的な提案を行っています。

マーケティング・販売、量販店・外食店

ニッポンハムグループを取り巻くマーケットの変化

 省エネルギー・省資源
 多様なライフスタイルへの対応
 人手不足

マーケティング・販売 量販店・外食店

ニッポンハムグループ全体の
お客様相談窓口受付件数（2017年度）

約 143,000件
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消費者との対話を通じた価値創造へ
・ 食肉事業では、これまで「BtoB」が主体でしたが、「BtoC」としてのサービスレベルも向

上させるため、ブランド食肉の認知度向上へ消費動向等の調査・分析を実施し、飼育方

法や等級・規格等を改善し、魅力ある商品やブランドを育成していきます。そして積極的

なプロモーションにより「日本ハム＝お肉」という認知度を高め、付加価値ある商品提供

を行います。

・ 加工事業では、今期より「マーケティング推進部」を新設し、これまで個々の部門で対応

していた主力商品の企画から販促までを一気通貫で主導する体制になりました。これに

より中長期視点に立ったブランドの育成やマーケットインの事業活動が可能になります。

また、営業部門からの情報（消費者・得意先・現場の声）と奥様重役会や消費者調査を連

動させ、商品価値をさらに高めることができる仕組みをさらに強化します。

グループ営業の推進によるグループシナジーの最大化
　事業本部を越えた営業におけるグループシナジーの最大化に向けて、「グループ営業

企画部」を新設しました。これまで広範な事業領域において、各事業本部やグループ会

社が「個の力」で売上拡大を図ってきましたが、近年、グループ全体の資産を活かしたエ

リア・チャネル攻略が不可欠になっています。グループ営業をさらに前進させるために、

包括的な営業戦略の立案と推進へ積極的に取り組みます。

新たな食の発見・提案により 
お客様の期待を超えた「感動」を 
提供し続けることで、人々の 
健やかな生活を支えていきます。

国内営業拠点数

264拠点

持続可能な社会の実現に向けて 環境への対応　　　社会的な取り組み

食べ物の大切さを育む 
食育活動

　食育セミナー、手作り体験、料理教室な
ど、体験型の食育活動を推進しています。こ
ういった活動を通じて、「正しく食べる」、
「食べることを好きになる」、「食べ物を大切
にする」ことを伝えています。

お客様の声を商品開発に活かす
取り組み

　1969年、お客様の声を聞く仕組みとして
「奥様重役会」がスタートしました。食品ロ
ス削減や使い勝手の良さにもつながるアン
ティエの「ツインパック」など、「奥様重役
会」でいただいた提案から、さまざまな商
品が生まれています。

海外における日本の食文化の 
発信

　「NH Foods」ブランドの浸透や海外売
上高の拡大などを目的に世界食品メッセ
「Anuga2017」に出展しました。日本産和
牛の紹介や鶏肉加工品の提案など日本の
食文化を発信し、多くの来場者で賑わいま
した。（世界食品メッセには3度目の出展）

（2018年4月1日時点）

ニッポンハムグループ　統合報告書 2018 43




