関連企業本部

水産事業

乳製品事業

その他

水産加工品の製造･販売

乳製品（チーズなど）の製造･販売

水産加工品の製造･販売

マリンフーズ

宝幸

宝幸

Marine Products Business

Affiliated Business Division
関 連 企 業 本 部は、水 産 事 業・乳 製 品 事 業などで構 成されています。｢寿 司 種」
でトップクラスのマリンフーズ、業 務 用チーズで定 評のある宝 幸、｢バニラヨー
グルト｣ に代 表される日 本ルナをはじめとする高い専 門 性を備えた連 結 子 会 社
によって、変 化する市 場 環 境の中で、お客 様のニーズにきめ細かく対 応してい

Production and sales of processed
marine products

The Marine Foods Corporation

The Marine Foods Corporation processes
fresh seafood into a variety of shapes and
sizes for sushi while preserving freshness
and quality.

カ ナ ダ ホ ッ キ 貝、
い か、か ら ふ と し
しゃも卵、ひとえぐ
さを彩りよくあえた
シーフードのサラダ
「ホッサラ」

Hossala seafood salad is a colorful mix
of Canadian-raised surf clams, squid,
capelin eggs, and hitoegusa seaweed.

釧路丸水

Share of Net Sales for
FY2019
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Hoko Co., Ltd.
チェダーチーズの
コクと桜のチップ
でじっくりと燻 製
した豊かな薫りが
楽しめる「ロルフ
スモークチーズ」

国 内 産さば原 料を
使用し、港町八戸の
工場で製造した「さ
ば水煮」

Rolf Smoked Cheese delivers the enjoyment
of a rich cheddar cheese taste and a rich
smoky aroma.

Saba Mizuni (canned mackerel), made with
mackerel caught off Japan.

はっ酵乳および乳酸菌飲料の
製造・販売

フリーズドライなどの食品の製造･販売

日本ルナ

宝幸

Production and sales of dairy
products and lactic acid probiotic
beverages
Nippon Luna, Inc.

Production and sales of freezedried foods

Hoko Co., Ltd.

長時間はっ酵によ
り、ま ろ や か な コ ク
を実 現した「バニラ
ヨーグルト」

1食 あ た り レ タ ス
1個分相当の食物繊

Long-term fermentation gives Vanilla Yogurt
a smooth, rich flavor.

Mochi Mugi Soup has as much dietary
fiber as a head of lettuce in each serving.

維を摂ることがで
きる「もち麦スープ」
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北 海 道で水 揚げさ
れた柳たこを、過熱
水 蒸 気 加 工で一 気
に蒸し上げ、色鮮や
かに仕上げた「旨味
たこ」

Umami Tako, chestnut octopus harvested in
Hokkaido and quickly steamed to a vibrant
color using our superheated steam process.

外部顧客（量販店、食料品店、中・外食業者＜寿司チェーンなど＞、各種食品製造メーカー）
External customers (Mass retailers, food retailers, manufacturers of prepared dishes,
restaurants [sushi chains, etc.] and manufacturers of processed foods)
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Production and sales of processed
marine products

Kushiro-Marusui

売上高／営業利益
（百万円

Hoko Co., Ltd.

Others

マリンフーズ 三重工場

Mie Plant
The Marine Foods Corporation

売上高構成比

Production and sales of dairy
products (cheese, etc.)

鮮度と品質を保ちな
がら、様々な形状に
加工して提供してい
るマリンフーズの寿
司ネタ

ます。
The Affiliated Business Division is composed of the marine products and dairy
products businesses, among others. Consolidated subsidiaries in the division have a
high degree of specialization. Beginning with companies such as the Marine Foods
Corporation, an industry leader in food commercial-use sushi ingredients; Hoko Co.,
Ltd., which has a strong reputation for food commercial-use cheeses; and Nippon
Luna Inc., famous for its Vanilla Yogurt, the Group can continue to meticulously satisfy
evolving customer needs in this changing market environment.

Dairy Products Business
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