
グループ概要

食肉事業の連結グループ会社

その他事業の連結グループ会社

加工食品事業の連結グループ会社

● プリマ・マネジメント・サービス（株） ●プリマシステム開発（株）
● （株）つくば食品評価センター ●プライムテック（株）
（株）Global Meat Investment Partners

加工食品の製造・販売

コンビニエンスストア向け
商品の製造・販売

調理パン、スイーツ、サラダ、軽食、
惣菜など、さまざまな商品を、新
鮮な状態でお届けしています。

養豚関連事業

関連会社牧場および国内協力牧
場を通じて安全・安心で高品質の
種豚・肉豚を生産しています。

おなじみのコンシューマーパック
商品から業務用商品まで、お客さ
ま・お取引先様のニーズに対応し
た商品を生産しています。
量販店、コンビニエンスストア、
精肉店などで販売されています。
また、オンラインショップでも当
社商品の購入が可能です。

食肉および加工肉の
製造・販売

海外サプライヤーと協力して安全
で高品質なオリジナルブランド
ミートをお届けしています。

総合人材サービス
人材の教育、開発、派遣や保険な
どのトータルサポート

情報システム
システム開発、管理、運営、情報セ
キュリティの確保、維持

研究・技術開発
食品の検査・安全性の確保と検査
キットなどの開発・販売
マイクロマニピュレーション関連
機器の開発、製造・販売など

フレッシュミートをカットした規格
肉や味付肉・衣付肉などを生産、
販売しています。

●●● 連結子会社　 持分法適用関連会社

会社概要 （2017年4月1日現在）

社名
プリマハム株式会社 　
Prima Meat Packers, Ltd.

所在地
〒140-8529
東京都品川区東品川4-12-2
品川シーサイドウエストタワー

TEL
03-6386-1800（代表）

代表者
代表取締役社長 松井 鉄也

事業内容
ハム・ソーセージ、食肉および
加工食品の製造販売

創業
1931年9月1日

設立
1948年7月9日

資本金
79億8百万円

決算期
3月31日

従業員数
13,112名

（臨時従業員を含む）

事業所
営業拠点：6支店 25営業所
生産拠点：4工場
グループ会社：34社
連結子会社：27社
持分法適用関連会社：7社

コンビニエンスストア向け
ベンダー事業

食肉、ハム・ソーセージ、
加工食品の販売事業

精肉・惣菜・加工食品等の
小売事業

●プライムデリカ（株） ●Prime Deli Corp.（米国）
●熊本プリマ（株） （株）プライムベーカリー

●北海道プリマハム（株） ●北陸プリマハム（株）
●佐賀プリマ販売（株）

●（株）エッセンハウス ●東栄フーズ（株） 

加工食品の製造事業

食肉の販売事業

食肉の加工事業

食肉の加工・小売事業

食肉の物流事業

養豚関連事業

●関東プリマミート販売（株）
●関西プリマミート販売（株）

●（株）かみふらの工房 ●西日本ベストパッカー（株）
莱陽普瑞食品有限公司（中国）

●プリマハムミートファクトリー（株）

●プリマロジスティックス（株）

●太平洋ブリーディング（株）　
Swine Genetics International, Ltd.（米国）

（有）かみふらの牧場 （有）肉質研究牧場

●秋田プリマ食品（株） ●プライムフーズ（株）
●プリマ食品（株） ●四国フーズ（株）
●プリマルーケ（株） 
●プリマ環境サービス（株）　
●PRIMAHAM (THAILAND) CO.,LTD.（タイ）　
●PRIMAHAM FOODS (THAILAND) CO.,LTD.（タイ）   　

康普（蘇州）食品有限公司（中国）
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