
日本ハム食品株式会社
Nipponham Processed Foods Ltd.

桑名プラント

・ISO14001　　認証取得

・FSSC22000　認証取得

工場所在地

商品ブランド紹介

関西プラント

・ISO14001　　認証取得

・FSSC22000　認証取得

所　在　地 〒675－1322　兵庫県小野市匠台１９番地

操業開始 1994年7月

生産能力 約2,000トン/月（年間約24,000トン）

敷地面積 48,000㎡

代表製造商品 トンカツ、ミートボール、チルドベーカリー等

関東プラント

・ISO14001　　認証取得

・FSSC22000　認証取得

所　在　地 〒303－0042　茨城県常総市坂手町５６８７－１

生産能力 約6,000トン/月（年間約72,000トン）

敷地面積 100,000㎡

代表製造商品 チキンナゲット、ハンバーグ、中華名菜シリーズ、
石窯工房シリーズ等

操業開始 1985年3月

所　在　地 〒498－0814　三重県桑名郡木曽岬町大字三崎６０１－１

生産能力 約1,800トン/月（年間約22,000トン）

敷地面積 29,000㎡

代表製造商品 ハンバーグ、プレミアム工房、石窯工房シリーズ、
天津閣シリーズ等

操業開始 1980年2月



　ニッポンハムグループでは、品質の高い製品やサービスを提供し、「お客様」にご満足いただくために、安全性に
対する客観的評価として食品安全マネジメントシステムの国際規格「FSSC22000」の認証を日本ハム食品株式会
社のすべてのプラントで取得しています。
　お客様への安全・安心を約束し、より美味しい商品をお届けするために、自主的な品質向上やお客様の声を参考に、
全従業員が一丸となって品質向上活動に取り組んでいます。
　例えば、従業員自らが製造している商品を検食し、商品の特徴やコンセプトを学び意見交換を行う検食会や、店
頭に陳列されている商品の使い勝手を確認したり、裏面の調理方法を見ながら実際に調理を行う CS 活動、いつも
同じ美味しさをお届けするために製造された商品を実際に見て、食べて、形や味などの品質確認をしています。

　日本ハム食品株式会社は、
ニッポンハムグループの加工
食品製造を担当する企業とし
て、1979 年に三重県桑名郡
で創業し、多くのステークホル
ダーの皆さまのご支援の下、
今日では、ニッポンハムグルー
プの加工食品事業を牽引する
一社に成長しました。

　これに慢心することなく、「お客様の笑顔のお手伝い」
という夢に向かって、従業員一同、新たな歴史を刻む商
品づくりに励んでまいります。
　私たちが目指すものは、「安心して食べられるいつもの
おいしい味」を提供するとともに「新しいおいしさの発見」
を多くの皆さまにお届けすることです。
　また、ニッポンハムグループの企業理念にある「従業
員が真の幸せと生きがいを求める場として存在する」こと
を実現するために従業員ひとりひとりが明るく、やりがい
をもって日々の仕事に取り組むことができる、働きやすい
環境づくりを推進します。
　これからも、時代とともに移り変わるニーズや取り巻く
環境の変化に対して、私たちは失敗を恐れないチャレン
ジ精神をもって、食の新しい未来を築いてまいります。

代表取締役社長

川畑　大一

　日本ハム食品株式会社はニッポンハムグループ
でハム・ソーセージ以外の加工食品の製造を担っ
ています。
　当社は、東名阪に程近い場所に３ヶ所の生産拠
点を構えており、それぞれの立地特性を活かしな
がら、安全で安心な、バラエティ豊かな商品の開
発や製造を行っています。
　また、日本最大級の生産能力を誇る設備を有し、
様々な技術を駆使して全国各地へと「感動のおい
しさ」を提供し続けています。
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会社概要

食の新しい未来のために食の新しい未来のために

安心・安全の取り組み

　ニッポンハムグループは、美しい地球を次世代に引き継ぐため、環境負荷低減に努め、持続可能な社会づくりに
貢献します。環境保全活動の基盤づくりとして、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を日
本ハム食品株式会社のすべてのプラントで取得しています。
　また、2015年に国連で採択された SDGｓの 17の目標は、それぞれが相互に繋がっていると理解しており、ニッ
ポンハムグループ企業理念を経営の根幹として、ステークホルダーとの
共創活動を通して、SDGｓの目標に間接的な貢献も含めて取り組んでい
ます。

CSRの取り組み
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日本ハム食品株式会社
三重県桑名郡木曽岬町大字三崎６０１－１
1979年４月17日
10億円
代表取締役社長　川畑　大一
食料品製造業
加工食品・調味料の研究、開発、製造
（ハンバーグ、チキンナゲット、ピザ、
　飲茶、中華名菜、ソース　他）
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