事業概要

Overview
加工事業本部

原料供給

Processed Foods Business Division

Supply of raw
materials

日本ハム

食肉事業本部 海外事業本部

NH Foods Ltd.

加工事業本部は、外部環境の変化にスピーディーに対応し、新しいことにチャ
レンジする風土を醸成するため、生産・開発機能のハム・ソーセージ事業部とデ
リ商品事業部を商品統括部に、販売機能の量販事業部、フードサービス事業部、

製造
Production

販 社 統 括 事 業 部を営 業 統 括 部に、ガバナンス機 能を管 理 統 括 部に集 約し、組 織
のスリム化を図りました。
ティエ ®」、ギフト商品は旗艦ブランドである「美ノ国」、そしてデリ商品は「中華
名菜 ®」
「 石窯工房 ®」などを展開しています。
これからもマーケティング機 能を強 化し、お客 様 視 点に立った商 品の開 発を
行っていきます。
The Processed Foods Business Division streamlined its organizational structure in order
to foster a culture that can respond quickly to changes in the external environment and
tackle new challenges. The Hams & Sausages and Deli & Processed Foods divisions,
which engage in production and development, have been consolidated into the Product
Management Division; the General Merchandise, Food Services, and Sales Companies
Operations divisions, which handle marketing and sales, into the Sales Management Division; and the governance function into the Administrative Division.
As its core brands, we develop SCHAU ESSEN®, Hojun®, Entier® in the ham and
sausage product line, flagship Utsukushi-no-Kuni in the gift product line, and Chuka
Meisai® and Ishigama Kobo® in the deli and processed foods product line.
We will continue to reinforce our marketing to develop products from the perspectives of customers.

Firm and juicy SCHAU ESSEN ®
sausages, the Groupʼs
best-seller.

スモークの豊かな香りとジュー
シー感をお楽しみいただける
「豊潤 ® あらびきウインナー」

Hojun® Arabiki Wiener, juicy
and finished off with a rich
smoky aroma.

Utsukushi-no-Kuni, the finest
gift-packed ham made from
domestic pork raised on our
own farms.

糖質やカロリーが気に
なる方にも、しっかり
した食感、お肉の美味
しさをお楽しみいただ
ける「ヘルシーキッチ
ン ZERO ロースハム」

発色剤を使わずに仕上げた
「無塩せきウインナー」で、便利で
使いやすい「小分けタイプ」の
「アンティエ ® レモン＆パセリ」

Entier® Lemon & Parsley, uncured sausages
prepared without coloring agents. Provided
in packaging separable into smaller portions
for convenience and easy use.

Healthy Kitchen ZERO Pork Loin Ham allows
people concerned about carbohydrate
or calories to enjoy the firm texture and
delicious taste of meat.

Net Sales / Operating Income
売上高 Net sales

¥ million）

営業利益 Operating income

400,000

353,091

12,000

物流・営業
Logistics
and sales

日本ハムマーケティング
日本ハム冷凍食品
日本ハムカスタマーコミュニケーション

日本デイリーネット
日本ルートサービス

9,000

7,797

300,000

%

200,000

6,000

100,000

3,000

外部顧客（量販店、百貨店、コンビニエンスストア、ドラッグストア、外食業者、各種食品製造メーカー、精肉店）
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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 ®」

売上高／営業利益
（百万円

23.2

Nipponham Factory Ltd.
Nipponham
Hokkaido Factory Ltd.
Nipponham Northeast Ltd.
Nipponham Southwest Ltd.
Kyodo Foods Co., Ltd.
Japan Assorted Business
Services Co., Ltd.
Hakodate Carl Raymon Co., Ltd.
Kamakura Ham Tomioka
Co., Ltd.

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」

* “Deli & processed foods” refers to delicatessen products and cooked foods.

Share of Net Sales for
FY2019

ハム・ソーセージの製造
Production of hams and sausages
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
協同食品
ジャバス
函館カールレイモン
鎌倉ハム富岡商会

主なブランド品としてハム・ソーセージは「シャウエッセン ®」、
「 豊潤 ®」、
「 アン

売上高構成比

国内 Japan

15/3

16/3

17/3
(US)

18/3

18/3

19/3
(IFRS)

0

Fresh Meats Business Division
Overseas Business Division

社外仕入

Procurement from external sources

加工食品の製造
Production of processed foods
日本ハム食品
日本ハム惣菜

業務用商品の製造
Production of commercial products
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® 』

Nipponham Processed Foods Ltd.
Nipponham Delicatessen Ltd.

CHIKICHIKI Bone ® juicy and spicy

fried chicken

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.
「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 RestaurantGrade Curry employs tenderized
beef and caramelized onions.

Nipponham Marketing, Ltd.
Nipponham Frozen Foods Ltd.
Nipponham Customer Communications Ltd.

飲茶専門店のような味わいをご家庭で楽し
んでいただける、専門のプロシェフが開発・
設計した『天津閣 ® 』シリーズ

The Tenshinkaku® series was
developed and designed by a
professional chef to enable families
to enjoy the taste of authentic dim
sum in their homes.
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
「とろける4種チーズのハンバーグ」

The Four Cheese Hamburg Steak
This tender and juicy hamburg
wraps a thick blanket of four
melted cheeses.

国産鶏肉を成型・加工し、
ローストしてやわらかく仕上げた
「ローストサラダチキン プレーン」

Chicken raised in Japan is molded,
processed, and roasted to a soft
texture to make Roasted Salad
Chicken Plain.
肉の旨みと玉ねぎの甘みを活かした
ボリューム感のあるふっくら
ジューシーな焼売
「中華の鉄人 ® 陳建一国産豚の
四川焼売」

Shisen Shumai
Voluminous, plump, and juicy
shumai dumplings that harness
the umami flavor of meat and
the sweetness of onions
食物アレルギーに対応した
「みんなの食卓 ®」シリーズの米粉パン
「お米で作ったまあるいパン」

Minna no Shokutaku® series, an
allergen-free rice flour bread.

ポークハム
原料肉に豚肉のみを使用し、“見栄え
のする色合い” “しっかりとした食感”
に仕上げています。

Pork ham
Made only with pork and boasting
an attractive color and rich taste.
贅沢なデミグラスハンバーグ
やわらかさと、ほぐれ感のある、牛豚
のあいびき肉を使ったデミグラスソー
スのハンバーグです。

Premium demi-glace hamburg
steak
Tender hamburger made from
ground beef and pork in a tasty
demi-glace sauce.
やわらかジューシー棒ひれかつ
豚ひれ肉の原料の特徴を活かした
カットで仕上げ、肉の繊維感・食感に
こだわったひれかつです。

Tender and juicy stick-type pork
cutlet
The pork cutlet has an enjoyably
rich taste and texture.

Nippon Daily Net Co., Ltd.
Nippon Route Service Co., Ltd.
低温度管理を徹底する物流拠点

Local logistics offices are scrupulous in
their management of cold storage facilities

External customers (Mass retailers, department stores, convenience stores, drugstores, restaurants, manufacturers of processed foods and butcher shops)
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