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編集にあたって
この「おいしさ、ふれあい BOOK 2017」は、CSRの視点を踏まえながら、最新のトピックスなどを紹介して、プリマ
ハムグループの活動をより広く知っていただくためのツールとして作成しました。また、編集にあたってはできる
だけわかりやすい表現や視覚的に理解していただきやすい誌面を心がけました。なお、この冊子とは別に当社グ
ループのCSRへの取り組みについて報告した「社会・環境報告書 2017」を当社Webサイト上で公開しています。

安全・安心で
おいしい商品をお届けする―
この基本姿勢を大切に
持続的な成長を
目指していきます

「香薫®」15周年
愛され続けるのには
ワケがある！

こう くん

社長メッセージ
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一、 商品と品質はプリマの命
一、 絶えざる革新でお客様に貢献

プリマハムはお客さまとの絆を大切に、
食のおいしさ、人とのふれあいを通じて
楽しく豊かな食の未来を創造していきます
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おかげさまで好調さを維持し
業績も過去最高を更新しました

「食の安全・安心」の追求をはじめ
「環境負荷低減」など
積極的に取り組んでいます

今後も、お客さまに必要とされる
「なくてはならない会社」を目指します

この1年も業績はとても好調で、3年連続の増収
増益を記録するとともに過去最高を更新し、親会社
株主に帰属する当期純利益は初めて100億円を突
破しました。加工食品事業では、ハム・ソーセージが
売上げを伸ばし、主力の「香薫 あらびきポーク」が前
年比140％まで拡大したのに加えて、加工食品も大
手コンビニエンスストアで展開する「サラダチキン」
が販売計画の130％を上回る大ヒットとなりました。

また、食肉事業では、輸入冷凍牛肉の在庫問題を解
消したことで、大幅な増益となりました。

こうした好調さを支えた要因のひとつが、生産性
の向上です。2016年6月に稼動を開始した茨城工
場の新ウインナープラントでは、最新設備の導入は
もちろん、その設備のポテンシャルを稼動直後から
引き出せる人員体制を整えた結果、生産能力を従
来の1.5倍に高めることができました。

また、プリマハム（株）の4工場で実施している「PI
（プリマ・イノベーション）活動」によって、設備の稼動
率や作業効率などが前年度に比べて約6％向上す

るという成果をあげたことも増益に貢献しました。
PI活動とは各工場の自主的な改善活動のことで、設
備効率化を高める改善提案や使わないものを徹底
的に現場から取り除く不要物撤去などを立案・実践
するものです。この改善内容は各工場を統轄する生
産本部でもチェックしており、水平展開によって全社
的な成果をあげています。こうしたプリマハムの成
果を受けて、2017年4月からはグループ会社の工
場にも展開しています。

さらに、食肉事業では2017年4月に、プリマハム
のプロセスセンターと食肉の外販・加工会社を経営
統合して「プリマハムミートファクトリー（株）」を設
立しました。これによって食肉の一次加工から小売
り・販売、精肉ギフトの製造・販売までを一貫する体
制を整え、業務の効率化を図りました。今後は、この
新会社もプリマハムのブランド価値向上に貢献す
ることを期待しています。

「安全・安心」は、食品メーカーにとって最も重要な
テーマであり、さまざまな活動を推進しています。食
肉については国内外の生産加工業者と協力して血統
や餌などを徹底管理するとともに、食品安全管理シ
ステムの国際規格ISO 22000とFSSC 22000の取
得により、安全・安心なオリジナルブランド商品を提
供しています。また、原材料の受け入れから、製造、出
荷にいたるまでの生産履歴を追跡できるトレーサビ
リティも構築し、運用しています。さらに、最新の工場
ではICカードを使って人や原材料が交差しない区画
管理を徹底し、衛生管理を強化しています。

環境面でも、いくつかの成果が出ています。例え
ば、茨城工場では自然冷媒を用いた冷凍システム
やヒートポンプ給湯機、重油を使用しないボイラー

などを導入することで、環境への負荷を低減してい
ます。また、生産性の向上によって、生産設備や空調
などの稼動時間を従来よりも抑えることができた
ため、電力消費を削減することができました。

2017年3月に稼動したプライムデリカ(株)の相
模原第二工場でも環境負荷を考慮して発電用に太
陽光パネルを設置したほか、照明をLEDに統一しま
した。さらに、食品残さの削減に向けてエコセン
ターを新設し、飼料化などの有効活用を推進してい
ます。その結果、食品廃棄物は従来の80％以上の
大幅削減を実現しています。
「食の安全・安心」や「食品廃棄物の低減」などは、

小学生を対象にした「食育活動」でも話題にしてい
ます。現在、この食育活動にも力を入れており、従業
員が講師となって全国で出前授業を開催しています。

前述した事業活動やCSRへの取り組みを通じて、
経営方針に掲げる「お客さまに必要とされる『なく
てはならない会社』」となるためには、お客さまはも
ちろん、販売先様や調達先様、株主様など、さまざ
まなステークホルダーからの信頼が欠かせません。

そのために、その活動の主体となる従業員の育
成と働きやすい職場づくりを進めています。近年で
は「働き方改革」が社会の関心を集めていますが、
プリマハムグループでもワークライフバランスの
充実を図るための労働時間の短縮や出産・育児休
暇を取得する女性従業員に対してサポートをする
仕組みなどを整えていきます。こうした取り組みが

「もっとおいしく、もっと安全・安心な商品をつくる」
という風土づくりにつながると考えています。

プリマハムグループはこれからも「利益とCSRは
車の両輪」という考えに基づき、持続的な成長と企
業価値の向上を目指していきます。

安全・安心で
おいしい商品をお届けする―
この基本姿勢を大切に
持続的な成長を目指していきます

プリマハム株式会社
代表取締役社長

社長メッセージ
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プリマハムグループでは、「ソフト」と「ハード」の両
面から生産性の向上に取り組んでいます。
「ソフト」において最優先に取り組んでいるのが、

「PI（プリマ・イノベーション）活動」です。PI活動では、
現場担当者が1週間で改善できるテーマを選定し、
設備の稼動率や作業効率といった対象別の定量指
標を掲げて改善に取り組み、週1回の定例会で状況
を確認しています。例えば、指標より停止時間が長
い装置があれば、原因を追究して改善策を実施し、
翌週の定例会で改善状況を報告する…というよう
にPDCAをしっかり回すことで、稼動率を高めてい
ます。これまでハム・ソーセージを製造する4工場で

10年間実施し、毎年10％の生産性向上の目標を掲
げ、成果をあげてきました。この成果を踏まえて、
2017年4月からはグループ会社の加工食品工場に
も導入し、さらなる効率化を目指しています。
「ハード」においては、既存設備を安定稼動させる

ことに主眼をおき、保守点検作業を綿密に進めてい
ます。また1例として、生産性向上という点では、
ロースハムのパッケージを小型化したこともあげら
れます。これによって一度に包装できるパック数が
1.5倍に増え、包装資材コストは25％削減できまし
た。この成果をほかの商品にも広く展開し、コスト競
争力と生産性を高めていきたいと考えています。

さらに、今後の成長に向けて必要なことは、「香
薫」に続く新ブランドの構築だと考えています。その
ために生産部門が担うべき役割は、安全・安心を大
前提に、さらなるコスト競争力を追求することです。
数年後には、関税の引き下げによって海外から数多
くの商品が日本に入ってくるはずです。そうしたと
きに、“おいしさ”と“安全”にプラスして、もうひとつ
魅力をつくっておくことが重要だと考えています。
実は、建設中の茨城第二工場では、こうした発想を
踏まえた設計を進めており、今後の成長に大きく貢
献できるものと期待しています。

取締役
生産本部長

佐々木 久志

商品の競争力をさらに向上させていくために
ソフト・ハードの両面から生産性を高めていきます

生産性
の向上

プリマハムグループは現在、「2017～2019年度中期経営計画（ローリングプラン）」において、
「安全・安心を担保する生産体制の確立」「競争力のある生産能力の拡大」を方針に掲げています。
現在の生産性向上への取り組み、そして今後の成長に向けたビジョンなどを
生産本部長の佐々木久志が説明します。

重点施策への取り組み

PI活動の推進によって毎年10％の生産性向上を目指す 「香薫®」に続くプリマハムを代表する新ブランドの構築に向けて
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素材1
こだわり

愛され続
けるのにはワケがある！

15年間にわたり愛され続ける理由とは…？！
これまでベールに包まれてきたおいしさの秘密に迫ります。

味わい豊かな香りを演出するため、何百種類ものスパイス
から11種類を厳選。独自の「挽きたてスパイス製法」によっ
て挽きたての風味を最大限にいかしています。

「　　」Ⓡ

「香り」の決め手は11種類のスパイス

まろやかな「薫り」を演出するスモーク材

薫りや色づき、スパイスや肉との相性から選び抜かれたの
が、日本人になじみの深い桜のスモーク材です。まろやかな
薫りがスパイスの香りと融合し食欲をそそります。

あらびき星人 
ソップリン

この15年間、お客さまの声や社内評価
を受けてスパイスの強さを調整するな
どのマイナーチェンジを重ねてきまし
た。「香薫」には「より良いものをお届け
したい」という私たちの思いが込められ
ています。

ものづくり部 西山 彰

15周年
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製法2
こだわり

赤身と脂肪の絶妙なバランスと肉の挽き方にこだわった
あらびきポークを使用することで、ジューシーな食感と肉の
旨みを引き出しています。

ジューシーな食感を生む独自の製法

仕上がりを決めるスモーク工程

スモークは香薫ならではの薫り、色、パリッとした食感を決め
る重要な工程です。人の手による徹底した温度・湿度管理で
香薫の品質をつくり上げています。

お客さまの声

私が担当するスモーク工程は乾燥が
命。機械任せにせず、一工程ずつ人の
手で乾きの状態を確認しています。最
高の状態のものを召し上がっていただ
くための一つひとつの積み重ねが、長く
愛される秘訣だと思っています。

茨城工場 製造二部 吉澤 圭祐

こんなにコストパフォーマンスがいい
ウインナーは初めて。友人にもファンが多いです。

スモークチップの薫りが効いている。

食べたときのパリッとした食感、
そのあとのジューシーさがいい。

今までめぐりあえなかった感動のおいしさ。
ずっと買い続けて応援します。

しっかりとした挽き加減、くどくなく
毎日食べても飽きない風味…
これはおいしい！

香り高いウインナーをありがとう
ございます。夫婦で1日1袋消費しています。
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フードサービス事業部

松田 有記

ラップにサンドイッチ用食パンを置き、のり→スライス
チーズ→ロースハム→マヨネーズ→きゅうり・パプリカ
の順にのせます。

きゅうり・パプリカを芯にして巻き、ラップの端をくるり
と巻いて留めます。

うず巻き模様がかわいらしいロールサンドの完成！

1

2

3

炊き上がったかぼちゃピラフの上にハンバーグ
をのせます。

スライスチーズはコウモリやオバケなどハロウィン
らしい形に。

ベーコン、サラダ、黒オリーブをのせてでき上がり！

1

2

3

一晩味噌に漬けて焼いた牛肉・
野菜をバランスよく器に盛って
いきます。

ベビーリーフなどの添え野菜とお好
みでからしを添えます。

盛りつけで気をつけておきたいの
が、お皿の白い部分を残すことです。

1

2

3

3

2

1 すし飯に赤、黄、緑の食材を添えることがポ
イント！色合いが美しくなります。

具材をのせる部分のすし飯を少しへこませると、
巻くときに安定して具が中心にまとまります。

そのまま切らずにお召し上がりいただいても、
3cmくらいに切り、断面を見せて華やかにも！

関東量販部

小濱 宏彦

お花見
ハムとチーズの
ロールサンド弁当

レシピは
こちら！

レシピは
こちら！

レシピは
こちら！

レシピは
こちら！

クリスマス

牛肉 と根菜 の

 味 噌 漬 け

毎日の暮らしのなかのさまざまなイベン

トは、食のちょっとした工夫でもっと楽し

くなるものです。特別な食材ではなく、

普段お使いの商品で、もっとおいしく、

もっと楽しくなる盛りつけ方を、プリマ

ハム（株）の従業員がご紹介します！

おいしく
見える 盛りつけ方
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業界唯一の
オフィシャルマーケティングパートナーとして
ご招待キャンペーンを実施！

LEGOLAND® Japan

パーク内ではカフェスタイルのレストランも運営

　LEGOLAND® Japanの7つのエリアのうちナイト・
キングダムエリア内にあるのが、プリマハム（株）が提供し
ているカフェテリアスタイルのレストラン「ナイト・テーブル・
レストラン」です。中世のお城をイメージした店内で香薫
ブランドのウインナーやベーコンを使用したオリジナル

ご招待キャンペーン
の店頭POP

ⓒ 2017 The LEGO Group.

　世界中の子どもに人気のあるLEGO®ブロックの
テーマパーク「LEGOLAND® Japan」が、2017年4月
1日、名古屋市にオープンしました。プリマハム（株）は、
食肉加工品カテゴリーで唯一のオフィシャルマーケティ
ングパートナー契約を締結しており、3月に開催された

「プレビューデー」をはじめ、6月からは「1DAYパスポー
ト」があたるご招待キャンペーンを実施しました。
　現在、プリマハム（株）はパーク内で販売するフード類
やカフェテリアタイプのレストランを提供しているほか、

メニューなどが楽しめます。
　また、そのほかのエリアでもレストランやフードコート
を通じて、生ハムサラダやチキンスティック、ハンバー
ガーなどを提供しており、食を通じて子どもたちの楽し
い思い出づくりをお手伝いしています。

食事を通しても楽しんでいただけるテー
マパーク――その考えに共感してくださっ
たのがプリマハム様でした。これからも
パーク内外でコラボしながら、ここでしか
味わえないものを開発していきましょう！

L E GO L AN D ®  J apan
LEGOLAND® Japanはオープンしたば
かりですから、これからさらに進化してい
きます。今後も、パートナー企業として連
携しながら、もっと楽しい空間にしていき
たいと思います。ぜひ、ご期待ください！

P R I M A H A M

LEGOLAND Japan（株） セールス＆マーケティング

久家 枝里子 様
営業統轄部

柏原 誠

2018年にオープンする「LEGOLAND® Hotel」でも
さまざまなお食事メニューを提供する予定です。
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講師がパワーポイントスライドを使いながら、食に
関するクイズを出題します。班ごとに話しあいな
がら答えを選び、その理由を考えて発表します。

正解が発表され、なぜそうなのかをキャラクターが解説。
講師が正解とその理由を丁寧に説明します。

授業の内容を自分で振り返りながらみんなでハム
やソーセージの試食をします。

教材提供も行っています 「保存食のヒミツ」

保存食の歴史やつくり方など
を通して、食べものを無駄な
くおいしく食べきる知恵と食
べものの大切さを学べる教材
です。先生方

より

子どもたち
より 賞味期限、保存方法の表示など、今日

教えてもらったことを家に帰って確認
し、家族に伝えたいと思います。

子どもたちの楽しそうに学習する姿が
見られ、内容も生活と結びついており、
とてもステキな授業でした！

東京
ディズニーシー®

提供施設

お客さまを抽選で
東京ディズニーランド®
夜間完全貸切イベントへご招待

東京ディズニーリゾート®

吉本興業

プリマハム（株）は、商品をお買い上げいただいたお客
さまをオフィシャルスポンサーを務める東京ディズニー
ランド®に抽選でご招待するキャンペーンを実施してい
ます。昨年の貸切プレシャスナイトが大好評だったため、
2017年も通常営業終了後の東京ディズニーランド®
を完全貸切します！また、LINEでは今年も「香薫の日」で
ある5月9日を記念して同イベントのパスポートがあたる
感謝キャンペーンを実施しました。

「よしもとお笑い貸切ライブ」
へのご招待キャンペーンを実施
　プリマハム（株）は、2016年6月に群馬県、2017年3月
に長野県にて開催した「よしもとお笑い貸切ライブ」への
ご招待キャンペーンを実施しました。地元の方からも好
評で、今後も継続するとともに、エリアを拡大していく計
画です。
　また、東北楽天ゴールデンイーグルスのホームスタジ
アムにおいて、吉本興業の人気芸人たちのお笑いイベン
トを楽しんだ後、楽天イーグルスの試合を観戦できると
いうユニークなご招待キャンペーンも実施しました。

東京ディズニーランド®完全貸切プレシャスナイト
2017年10月6日（金） 19:30～22:30

2017年も東京ディズニーランド®で夜間完全貸切イベントを開催！

ザ・ダイヤモンドホースシュー ユカタン・ベースキャンプ・グリルプラザパビリオン・レストラン

東京
ディズニーランド®

提供施設

ご招待キャンペーン
販促ツール

2014年度に開始した食育の出前授業も2016年度には
累計で89校・190回・5,680名となりました。対象エリア
と講師人数も毎年拡充しています。授業の様子が小学
校のホームページで紹介されたり、出前授業を口コミで
紹介してくださる先生方もいて、新規実施校も少しずつ
増えているほか、リピート申し込みもいただいています。
「食への関心や興味を深めてもらいたい」「食べものを
無駄にせずにおいしく食べてもらいたい」という気持ち
を持って、今後も継続していきたいと考えています。

出前授業プログラム

の流れ

食育授業の推移

東京都、大阪府、千葉市、
さいたま市、横浜市、
川崎市、仙台市、
茨城県南、名古屋市、
香川県、福岡市

実施
エリア拡大中！

授業の感想を紹介します

学校
訪問数
（回）

授業
実施数
（回）

受講生
徒数
（名）

2014 2015 2016

20 40 29

41 88 61

1,182 2,666 1,832
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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）

アメリカ
和縁®

オーストラリアカナダ

ベーコン

ソーセージ

ハンバーグ

チキンナゲット

パスタ サンドイッチ サラダ シュークリーム だんご

ハム加
工
食
品
事
業
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事
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

プリマハムグループの社会的責任へのかか
わりや取り組みの現況について報告している

「社会・環境報告書 2017」を当社Webサイト
で公開しています。お客さまや株主様、調達
先様、従業員、地域社会というステークホル
ダー別に章立てをするとともに、環境保全に
関する活動を詳しく報告しています。

「社会・環境報告書 2017」のお知らせ

http://www.primaham.co.jp/company/report/Web

〒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
http://www.primaham.co.jp/

プリマハムグループ

BOOKおいしさ
、ふれあい
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