
ご挨拶・企業理念

企業理念

グループ理念

経営理念

ご挨拶

安全・安心な「食」の喜びを提供していきます

わらべや日洋グループは、コンビニエンスストア向けにお弁当、おにぎり、お惣菜

などを提供する「中食」事業を展開しています。

「食」は健康の基本であり、健康の源です。だからこそ、私たちは、おいしさ、安

全・安心にこだわり、あらゆる努力を続けています。

「商品開発力、生産技術力、品質・衛生管理力」と食の川上から川下までを担う

「一貫システム」を備えたビジネスモデルを構築し、食材の調達から製造、配送ま

での一連の工程をグループ内で行っています。また、品質・衛生管理を徹底し、

「安全・安心」と「価値ある商品・サービス」の提供を通じて、健康で豊かな食生

活に貢献してまいります。

私たちは「安全・安⼼」と「価値ある商品・サービス」の提供を通じて、
お客様の健康で豊かな⾷⽣活に貢献します。

お客様のニーズを追求し、変⾰を推進します。

コンプライアンスを実践し、透明性の⾼い経営を⾏い、
社会から信頼される企業を⽬指します。

⼈を育て、働きがいのある、環境にやさしい企業を⽬指します。
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グループ企業一覧

［食品関連事業］お弁当、おにぎり、惣菜等の製造販売

［食材関連事業］食品用材料の調達・加工・販売

［物流関連事業］食品・食材等の仕分・配送、物流システム

［食品製造設備関連事業］食品製造設備などの販売

［特例子会社］オフィスサービス事業
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会社概要

社　名 わらべや日洋ホールディングス株式会社

本社住所 〒162-8020　東京都新宿区富久町13-19

TEL：03-5363-7010

設　立 1964年3月18日

資本金 8,049百万円（2023年2月末日現在）

発行済株式総数 17,625,660株（2023年2月末日現在）

代表者 代表取締役社長　　辻　英男

事業内容 グループ全体の経営管理等

従業員数（連結） 1,875名（2023年2月末日現在）

臨時従業員数　7,670名（1日8時間労働換算）

関係会社 【食品関連事業】

わらべや日洋食品(株)、わらべや日洋デリカ(株)、わらべや日洋インターナショナル

(株)、WARABEYAU.S.A.,INC.、WARABEYANORTHAMERICA,INC.、北京旺洋食品有

限公司、WPMFOODS, LLC

【食材関連事業】

(株)日洋、(株)日洋フレッシュ、(株)サンフーズ横倉、北京日洋欣荣商貿有限公司、北
九食品(株)

【物流関連事業】

(株)ベストランス、(株)トラスト・K・ポーター

【食品製造設備関連事業】

(株)プロシスタス

【特例子会社】

(株)わらべやハートフル

上場証券取引所 東京証券取引所　プライム市場

株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行　証券代行部

役員一覧 代表取締役会長 大友　啓行

代表取締役社長 辻　英男

取締役専務執行役員 浅野　直

取締役常務執行役員 棚本　実

取締役執行役員 繪畑　将英

取締役（常勤監査等委員） 長濱　康之

社外取締役（監査等委員） 姫田　尚

社外取締役（監査等委員） 吉峯　英虎

社外取締役（監査等委員） 原田 史緒
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沿革

1967年(昭和42年) 9月 東京都渋谷区に新宿工場を新設、調理パン群の製造販売を開始

1971年(昭和46年) 7月 東京都新宿区に子会社日洋フーヅ株式会社（現　株式会社日洋）を設立、食材の輸入販売

を開始（現　連結子会社）

1974年(昭和49年) 6月 東京都小平市に本社を移転

1975年(昭和50年) 5月 東京都小平市に子会社日洋デリカ株式会社（1976年６

月株式会社わらべや本店に商号変更）を設立、米飯群

の製造販売を開始

1976年(昭和51年) 3月 東京都武蔵村山市に日洋デリカ株式会社村山工場を新設

1976年(昭和51年) 10月 神奈川県横浜市緑区（現　都筑区）に横浜工場を新設

1978年(昭和53年) 6月 株式会社セブン-イレブン・ジャパンと取引開始

1979年(昭和54年) 1月 東京都小平市に関連会社日洋設備機器株式会社（現　株式会社プロシスタス）を設立、食

品製造設備の販売を開始（現　連結子会社）

1981年(昭和56年) 1月 長野県上田市に株式会社わらべや本店が関連会社株式会社穂高を設立、米飯群、調理パン

群の製造販売を開始

1982年(昭和57年) 6月 米国ハワイ州ホノルル市に関連会社TOKYOBENTONICHIYO,INC.（現　WARABEYAUSA,

INC.）を設立、米飯群の製造販売を開始（現　連結子会社）

1984年(昭和59年) 3月 株式会社わらべや本店を吸収合併し、商号をわらべや日洋株式会社に変更

1984年(昭和59年) 11月 群馬県新田郡（現　太田市）に群馬工場を新設

1987年(昭和62年) 8月 新潟県見附市に新潟工場を新設

1987年(昭和62年) 8月 東京都小平市に子会社日洋物流株式会社（現　株式会社ベストランス）を設立、食品関係

の配送事業を開始（現　連結子会社）

1987年(昭和62年) 12月 栃木県下都賀郡（現　栃木市）に栃木工場を新設

1988年(昭和63年) 1月 千葉県袖ヶ浦市に千葉工場を新設

1992年(平成4年) 1月 株式会社穂高を吸収合併

1992年(平成4年) 7月 埼玉県大宮市（現　さいたま市北区）に大宮工場を新設

1992年(平成4年) 8月 埼玉県入間市に入間工場を新設、惣菜群の製造販売を開始

1964年(昭和39年)3月、創業者である大友太郎が、東京都千代田

区において漁船用燃料油等を販売する目的で日東石油株式会社を

設立、同年10月商号を日洋産業株式会社に変更し、漁船の操業に

必要な食料品、燃料油等の販売を開始しました。

その後1966年(昭和41年)11月、より積極的な事業展開を図るため

事業内容の転換を企図して東京都渋谷区に工場を新設し、サラダ

の製造、販売を開始、食品製造業界に参入しました。

その後、現在に至るまでの沿革は以下の通りです。
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1993年(平成5年) 6月 株式会社日洋が東京都新宿区に株式会社日洋フレッシュを設立し、鮭切り身の製造を開始

（現　連結子会社）

1996年(平成8年) 5月 大阪府摂津市に子会社わらべや関西株式会社を設立、米飯群の製造

ならびに関西地区での販売を開始

1997年(平成9年) 7月 わらべや関西株式会社が滋賀県野州町（現　野洲市）に滋賀工場を新設

1999年(平成11年) 11月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2000年(平成12年) 6月 わらべや関西株式会社が大阪府堺市に堺工場を新設

2002年(平成14年) 3月 神奈川県相模原市（現　相模原市中央区）に相模原工場を新設

2002年(平成14年) 7月 愛知県日進市に子会社わらべや東海株式会社を設立、12月に名古屋工場を新設稼働し、米

飯群の製造ならびに東海地区での販売を開始

2003年(平成15年) 8月 東京証券取引所市場第一部に指定

2006年(平成18年) 10月 わらべや関西株式会社が兵庫県三木市において三木工場の運営を開

始

2007年(平成19年) 4月 東京都武蔵村山市に東京工場を新設

2010年(平成22年) 9月 株式会社デリモアを吸収合併

2011年(平成23年) 3月 中国の旺旺集団傘下の栄旺控股有限公司および株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの合

弁会社設立に関する契約に基づき、中国北京市の北京旺洋食品有限公司に出資

1995年(平成7年) 2月 茨城県新治郡（現　小美玉市）に茨城工場を新設

1995年(平成7年) 7月 日本証券業協会に株式を店頭登録

1995年(平成7年) 10月 福島県郡山市に子会社わらべや福島株式会社を設立、米飯群の製

造ならびに福島地区での販売を開始

2005年(平成17年) 3月 株式取得により株式会社デリカランドを子会社化、商号をわらべ

や北海道株式会社とし、米飯群等の製造ならびに北海道地区での

販売を開始

2005年(平成17年) 3月 埼玉県吉川市に子会社株式会社わらべや（2009年３月に株式会社

デリモアへ社名変更）を設立、2006年２月に埼玉工場を新設稼働

し、イトーヨーカ堂向けの米飯群等の製造ならびに販売を開始

2009年(平成21年) 9月 山梨県南アルプス市に南アルプス工場を新設

2009年(平成21年) 12月 わらべや東海株式会社が石川県白山市に北陸工場を新設
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2014年(平成26年) 6月 埼玉県さいたま市桜区に浦和工場を新設

2015年(平成27年) 3月 わらべや福島株式会社を吸収合併

2015年(平成27年) 5月 岩手県北上市に岩手工場を新設

2016年(平成28年) 5月 米国テキサス州PrimeDeliCorporation（現WARABEYATEXAS,INC.）に出資、2017年11

月に株式を追加取得し子会社化（現　連結子会社）

2016年(平成28年) 9月 事業部門をわらべや関西株式会社に吸収分割し、商号をわらべや日洋ホールディングス株

式会社に変更

わらべや関西株式会社がわらべや東海株式会社、わらべや北海道株式会社を吸収合併し、

商号をわらべや日洋株式会社に変更

2017年(平成29年) 3月 わらべや日洋株式会社が神奈川県相模原市にデザート工場を新設（相模原工場第二を分離

独立）

2017年(平成29年) 11月 株式会社わらべやハートフルを設立

2018年(平成30年) 1月 わらべや日洋ホールディングス（株）、わらべや日洋（株）、（株）日洋、（株）日洋フ

レッシュの本社を東京都新宿区富久町（現本社所在地）へ移転

2020年(令和2年) 2月 株式会社プロシスタスの本社を東京都新宿区富久町へ移転

2020年(令和2年) 9月 株式会社日洋による現物配当の実施により、株式会社日洋フレッシュを当社の直接子会社

化

2020年(令和2年) 11月 WARABEYAU.S.A.,INC.の本社および工場を米国ハワイ州ワイパフに移転

2021年(令和3年) 5月 株式会社トラスト・K・ポーターを設立

2021年(令和3年) 6月 わらべや日洋食品株式会社を設立（現連結子会社）

2021年(令和3年) 9月 わらべや日洋株式会社の国内食品関連事業を会社分割によりわらべや日洋食品株式会社が

承継、わらべや日洋株式会社は海外食品関連事業の統括会社とし、商号をわらべや日洋イ

ンターナショナル株式会社に変更（現　連結子会社）

2022年(令和4年) 4月 東京証券取引所市場第一部から東京証券取引所プライム市場に移行

2013年(平成25年) 3月 神奈川県相模原市中央区に相模原工場第二を新設

2013年(平成25年) 12月 わらべや関西株式会社が香川県坂出市に香川工場を新設

Copyright ©WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
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グループ

安全・安心、価値ある商品・サービスを

グループの力で作ります。

わらべや日洋グループでは、コンビニエンスストアの店頭を彩る

お弁当やおにぎり、お惣菜などを開発、提供し、皆さまのもとへお届けします。

食材の開発、調達から食品製造、配送・物流に至る
一貫システムを構築しています。

原材料調達から商品開発、製造、配送までを一貫体制で行うため、グループで情報やノウハウを共有し、安

定した管理体制を維持しています。また、商品開発においては、食材開発、製造設備開発から行い、美味し

く価値のある商品を次々と生み出すことができる、それが「わらべや日洋グループ」です。

7

https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html


�

8



9



10



�

11



� �� ���

12



13



お弁当 おにぎり・寿司

商品紹介

人気商品・ヒット商品を
豊富にラインナップ

米飯

チルド弁当

わらべや日洋は、コンビニエンスストアの店頭を彩る

お弁当やおにぎり、お惣菜などを開発・提供しています。

商品サイクルの早いお弁当は、季節の食材や先

進技術も取り入れ、常に工夫のある新たな美味

しさをお届けしています。

ごはんや海苔の食感、具材の味わいなど、細部

までこだわった商品で、素材の味を楽しめる豊

富なバリエーションになっています。

料理・食材本来のおいしさを生かし、おいしく

お召し上がりいただける時間も長くなったお客

様の”食”のニーズにあった新しいタイプのお弁

当です。
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調理パン 惣菜・麺類

惣菜・麺類・調理パン・和菓子

和菓子

販売先

多彩な味わい、ボリューム感やヘルシー感な

ど、様々なニーズに合わせた商品を展開。野

菜・具材の鮮度も確かです。

旬の食材を使った季節のメニューやご家庭（お

ふくろ）の味を再現した煮物・揚げ物・サラダ

など、ご家庭の食卓に彩りをお届けしていま

す。

トレンドの変化にも対応し、定番から新感覚な

ものまで幅広い「チルドデザート」を展開。繊

細な食感や見た目など「食の楽しさ」をご提供

します。

当社の主要お取引先であるセブン-イレブンはコンビニエンスストア業界ナンバーワン。

そのセブン-イレブンの店舗2万1千店に対して、当社は8割を超える約1万8千店舗に商品を納めてい

ます。（2022年2月期実績）

Copyright©WARABEYANICHIYOHOLDINGSCO.,LTD.AllRightsReserved.
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データで見るわらべや日洋

わらべや日洋という会社を

データで紹介します。
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海外事業展開

日本

わらべや日洋グループは、既存商品の魅力向上や、これまでに取り扱いのない

新たなカテゴリーの商品開発などで国内事業の拡大に取り組む一方、将来にわ

たる持続的な成長を視野に海外事業の強化にも取り組んでいます。

わらべや日洋インターナショナル株式会社

2021年9月のわらべや日洋株式会社の会社分割に際し、海外食品関連事業の統括会社として再編さ

れ、海外の食品関連子会社の経営管理や調理済食品に関する技術指導を行っています。
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会社概要

所在地 〒162-8020

東京都新宿区富久町13-15

TEL:03-5363-7089

設立 2021年6月

代表者 代表取締役社長　棚本実

従業員数 1,526名（2022年2月末日現在）

事業内容 調理済食品の製造、販売

食品関連事業

商品開発・製造等を担い、

統一された品質を保ちます。

食材調達、商品開発、調理機器開発、製造等、食品関連すべてに関わる事業部門。

各工場で統一された品質・価値を保ち、安全・安心でご満足いただける商品をご提供します。

〒162-0067 東京都新宿区富久…

〒162-0067 東京都新宿区富久町１３
−１９

拡⼤地図を表⽰

地図データ ©2023 Google 地図の誤りを報告する

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。
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https://www.warabeya.co.jp/ja/business/base.html
https://maps.google.com/maps?ll=35.691997,139.714761&z=16&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=embed&q=%E3%80%92162-0067%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E5%AF%8C%E4%B9%85%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99
https://www.google.com/maps/@35.6919966,139.7147608,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


会社概要

所在地 〒162-8020

東京都新宿区富久町13-19

TEL:03-5363-7123

設立 1996年5月

代表者 代表取締役社長　森浩司

従業員数 10名（2022年2月末日現在）

事業内容 海外食品関連子会社の経営管理、

調理済食品に関する技術指導等

会社概要

所在地 94-468AkokiStreet,

Waipahu,Hawaii96797U.S.A.

TEL:808-836-4742

設立 1982年6月

代表者 President　土方亮

従業員数 14名（2021年12月末日現在）

事業内容 調理済食品の製造、販売

〒162-0067 東京都新宿区富久…

〒162-0067 東京都新宿区富久町１３
−１９

拡⼤地図を表⽰

地図の誤りを報告する地図データ ©2022 Google

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。

94-468 Akoki St
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https://www.warabeya.co.jp/ja/business/overseas.html
https://maps.google.com/maps?ll=35.691997,139.714761&z=16&t=m&hl=ja&gl=JP&mapclient=embed&q=%E3%80%92162-0067%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E5%AF%8C%E4%B9%85%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99
https://www.google.com/maps/@35.6919966,139.7147608,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


会社概要

所在地 1301ARidgeviewDrive,Suite200,

Lewisville,Texas,75057U.S.A.

TEL:972-219-7110

設立 1993年7月

代表者 PresidentandCEO

CraigWeidner

従業員数 25名（2021年12月末日現在）

事業内容 調理済食品の製造、販売

94-468 Akoki St, Waipahu, HI 96797
アメリカ合衆国

拡⼤地図を表⽰

地図の誤りを報告する地図データ ©2022 Google

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。

1301 Ridgeview Dr
1301 Ridgeview Dr, Lewisville, TX
75057 アメリカ合衆国

拡⼤地図を表⽰

地図の誤りを報告する地図データ ©2022

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。

Copyright©WARABEYANICHIYOHOLDINGSCO.,LTD.AllRightsReserved.
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https://maps.google.com/maps?ll=21.388144,-158.010271&z=16&t=m&hl=ja&gl=JP&mapclient=embed&q=94-468%20Akoki%20St%20Waipahu%2C%20HI%2096797%20%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://www.google.com/maps/@21.388144,-158.0102707,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=33.024601,-96.981255&z=16&t=m&hl=ja&gl=JP&mapclient=embed&q=1301%20Ridgeview%20Dr%20Lewisville%2C%20TX%2075057%20%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://www.google.com/maps/@33.0246006,-96.9812552,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


食材関連事業

食材関連事業 物流関連事業 食品製造設備関連事業 その他事業

国内外からの食品用材料の調達・加工・販売を行う（株）日洋を中心に、水産

物の加工を行う（株）日洋フレッシュ、油あげの製造を行う（株）サンフーズ

横倉など、食材の調達全般に関する事業を行っています。

（株）日洋では、食材を調達するのみにとどまらず、協力会社との連携の下、

食材の開発から品質管理、生産までを行う「食のメーカー商社」として、日々成長を続けています。
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https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html
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https://www.warabeya.co.jp/ja/business/other/business2.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/business/other/business3.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/business/other/business4.html


会社概要

所在地 〒162-0067

東京都新宿区富久町13-15

TEL:03-5363-7214

設立 1971年7月

代表者 代表取締役社長　白井恒久

従業員数 63名（2022年2月末日現在）

事業内容 水産、農産、畜産物、加工食品の

国内販売および輸出入

惣菜および加工食品等の製造販売

食品包装資材、各種工場用品の販

売

事業の

特長

安全・安心で価値ある食材を世界中か

ら調達し販売するとともに、メーカー

機能を持つ商社として、商品の開発、

品質管理を徹底した食材の加工および

販売を行っています。

会社概要

所在地 【本社】

〒162-8020

東京都新宿区富久町13-19

TEL:03-5363-7159

【釧路工場】

〒084-0925

北海道釧路市新野24-1070

TEL:0154-57-6066

設立 1993年6月

代表者 代表取締役社長　海老名正一

従業員数 20名（2022年2月末日現在）

事業内容 水産物の加工および販売

冷凍食品の製造および販売

惣菜の製造および販売

https://www.nichiyonet.co.jp/

サウスタワー
〒162-0067 東京都新宿区富久町１３
−１５

拡⼤地図を表⽰

地図データ ©2023 Google 地図の誤りを報告する

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。

〒162-0067 東京都新宿区富久…

〒162-0067 東京都新宿区富久町１３
−１９

拡⼤地図を表⽰

地図データ ©2023 Google 地図の誤りを報告する
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https://www.nichiyonet.co.jp/
https://maps.google.com/maps?ll=35.691688,139.714793&z=16&t=m&hl=ja&gl=JP&mapclient=embed&q=%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%20%E3%80%92162-0067%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E5%AF%8C%E4%B9%85%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95
https://www.google.com/maps/@35.6916877,139.7147932,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.691997,139.714761&z=16&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=embed&q=%E3%80%92162-0067%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E5%AF%8C%E4%B9%85%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99
https://www.google.com/maps/@35.6919966,139.7147608,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


会社概要

所在地 【本社】

〒162-0067

東京都新宿区富久町13-15

TEL:03-5363-7019

【小千谷工場】

〒947-0043

新潟県小千谷市大字山谷字横倉1659-4

TEL:0258-82-8948

設立 1988年8月

代表者 代表取締役社長　青木大輔

従業員数 10名（2022年2月末日現在）

事業内容 味付いなり揚、きざみ油揚の製造

および販売

〒084-0925 北海道釧路市新野…

〒084-0925 北海道釧路市新野２４
−１０７０

拡⼤地図を表⽰

地図データ ©2023 地図の誤りを報告する

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。

（株）サンフーズ横倉
〒947-0043 新潟県⼩千⾕市⼭⾕１６
５９−４

3.5  4 件のクチコミ

拡⼤地図を表⽰

地図データ ©2023 地図の誤りを報告する

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。
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https://maps.google.com/maps?ll=43.001981,144.228734&z=16&t=m&hl=ja&gl=JP&mapclient=embed&q=%E3%80%92084-0925%20%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E9%87%A7%E8%B7%AF%E5%B8%82%E6%96%B0%E9%87%8E%EF%BC%92%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%97%EF%BC%90
https://www.google.com/maps/@43.0019813,144.228734,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJ_Q-AFwa79V8R2X8CYHxLODo&q=%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%A8%AA%E5%80%89&hl=ja&gl=JP
https://maps.google.com/maps?ll=37.332648,138.767138&z=16&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=embed&cid=4195186050454421465
https://www.google.com/maps/@37.3326478,138.7671384,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


会社概要

所在地 中華人民共和国北京市朝陽区

八里庄西里61号楼501号

Tel：010-5908-1833

設立 2012年10月

代表者 董事長　繪畑将英

事業内容 食品用材料の調達、販売

⼋⾥荘⻄⾥61号楼
中国 Beijing, Chaoyang, 北四环中路,
四惠桥以北约250⽶路东,远洋天地中
⼼内

拡⼤地図を表⽰

地図データ ©2023

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。

Copyright©WARABEYANICHIYOHOLDINGSCO.,LTD.AllRightsReserved.
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https://maps.google.com/maps?ll=39.913923,116.491419&z=16&t=m&hl=ja&gl=JP&mapclient=embed&cid=1097520767538536423


物流関連事業

食材関連事業 物流関連事業 食品製造設備関連事業 その他事業

物流関連事業

食品・食材等の仕分・配送、物流システムの提案を行っています。

通常配達業務だけでなく、異なる温度帯管理・多品種小ロットなど多様なニーズにお応え

する物流サービスを展開。効率化やコスト削減に貢献します。

商品を配送する　[セブン-イレブン共配事業]

ひとつひとつ丁寧に作られた商品を、新鮮なおいしさでお客様のお手元にお届けするために、商品の特性に合わ

せた４温度帯（冷凍、チルド5℃、米飯20℃、常温）で管理して配送。
ベストランスは、独自の衛生管理基準ときめ細かな配送システムにより、食品物流のプロフェッショナルとし

て、日本の食を支えています。

軽貨宅配　[トラスト・K・ポーター]

消費者ニーズのめまぐるしい変化や、荷主様の多様なご要望にお応えするた

めのサービスとして、異なる温度帯管理、多品種、小ロット、高品質配送な

どあらゆるニーズにお応えする物流サービスを提案しています。
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会社概要

所在地 〒207-0032

東京都東大和市蔵敷3-838-3

TEL:042-563-7311

設立 1987年8月

代表者 代表取締役社長　尾崎　隆

従業員数 203名（2022年2月末日現在）

事業内容 得意先への食材（原材料など）お

よび製品配送

コンビニエンスストア各店舗への

ルート配送

その他の定期便およびスポット配

送

食料品（4温度帯）の保管、管理、

出荷代行

配送センターの運営、管理、ピッ

キング業務

その他上記に付帯する業務

会社概要

所在地 〒207-0032

東京都東大和市蔵敷3-838-3

TEL:042-565-8811

設立 2021年5月

代表者　 代表取締役社長　戸田　秀幸

従業員数　 3名（2022年2月末日現在）

事業内容 ネットスーパー配送

軽貨物車両による温度帯別配送

（チルド・冷凍・常温）

BtoB,BtoC,DtoC向け軽貨物配送

その他定期便及び緊急スポット配

送

その他上記に付帯する業務

https://www.bestrans.co.jp/

〒207-0032 東京都東⼤和市蔵…

〒207-0032 東京都東⼤和市蔵敷３丁
⽬８３８−３

拡⼤地図を表⽰

地図データ ©2023 地図の誤りを報告する

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。

https://www.trust-k-p.co.jp/

〒207-0032 東京都東⼤和市蔵…

〒207-0032 東京都東⼤和市蔵敷３丁
⽬８３８−３

拡⼤地図を表⽰

地図データ ©2023 地図の誤りを報告する

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。
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https://www.bestrans.co.jp/
https://maps.google.com/maps?ll=35.747521,139.42318&z=16&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=embed&q=%E3%80%92207-0032%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%E8%94%B5%E6%95%B7%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93
https://www.google.com/maps/@35.7475209,139.4231798,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://www.trust-k-p.co.jp/
https://maps.google.com/maps?ll=35.747521,139.42318&z=16&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=embed&q=%E3%80%92207-0032%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%E8%94%B5%E6%95%B7%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93
https://www.google.com/maps/@35.7475209,139.4231798,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


食品製造設備関連事業

食材関連事業 物流関連事業 食品製造設備関連事業 その他事業

食品製造設備関連事業

国内外の食品工場の建設、設計、施工管理から、食品関連設備の開発、販売、アフターメ

ンテナンスまで、ソフトとハードの両面でサービスを提供する（株）プロシスタスは、食

品工場づくりのプロフェッショナルです。

食品関連設備の開発、工場建設、メンテナンス

開発・設計・機器販売

工場建設

建築、設備施工および

施工管理

各種増築、改修工事

レイアウト作成

（HACCP等のアドバ

イス業務）

製造ライン設計

関係官庁手続、申請業

務

その他

環境設備

排水処理施設設計施工

省エネ対策

その他

食品製造機器

各種調理機器

弁当、おにぎり、調理

パン、惣菜、各製造ラ

イン

各種厨房設備備品、製

造搬送機器

新規生産機器開発

その他

炊飯機器

全自動連続炊飯ライン

加圧式IH炊飯シス

テム

加圧式ガス炊飯シ

ステム

ガス連続式炊飯シ

ステム

関連機器

その他
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会社概要

所在地 〒162-0067

東京都新宿区富久町13-15

TEL:03-5362-1500

設立 1979年1月

資本金 20百万円

代表者 代表取締役社長　白井恒久

従業員数 21名（2022年2月末日現在）

事業内容 炊飯関連システムおよび機器の開

発、販売

厨房・調理・衛生機器の開発、販

売

各種搬送システムおよび機器の開

発、販売

給排水および衛生設備の施工

給排気および空調設備の施工

建築工事の設計、施工、監理およ

び請負

各種設備の点検保守受託契約

環境対策設備

CO2排出権取引

主な

営業品目

[全自動炊飯ライン]

加圧式IH炊飯システム、加圧式ガス炊

飯システム、ガス連続式炊飯システム

[食品製造機器など]

揚物機、焼物機、煮物機、炒物機、蒸

物機、下処理（各種スライサー・解凍

機等）、冷却機、冷蔵庫、洗浄機、成

型機、包装機、付属機（各種ラベラ

ー、金属検出機等）、搬送機、衛生機

器、給排水設備、空調給排気設備等

点検と保守・アフターサービス

おいしいものをさらにおいしく、そして、大量に生産できる機械を設

計、開発し、人々の｢食｣を支え続けています。人の健康や生活の基本
となる｢食｣に携わる企業として、徹底した衛生管理と環境に配慮したシ
ステムやサービスをご提供することが、プロシスタスの使命です。

https://prosystas.jp/

サウスタワー 7階
〒162-0067 東京都新宿区富久町１３
−１５ サウスタワー 7階

拡⼤地図を表⽰

地図の誤りを報告する地図データ ©2022 Google

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。

Copyright ©WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
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会社概要

所在地 〒162-0067

東京都新宿区富久町13-19

TEL:03-4233-7145

資本金 5百万円

代表者 代表取締役社長　長濱康之

従業員数 26名（2022年2月末日現在）

※うち障害者数21名

事業内容 オフィスサービス事業

その他事業

食材関連事業 物流関連事業 食品製造設備関連事業 その他事業

その他事業

特例子会社わらべやハートフルでは、①事務補助、②文書電子化、③郵便物仕分け・デ
リバリー、④清掃など、はたらく方にとっても、企業にとってもプラスとなるオフィス
サービスを提供しています。

はたらく方と企業、双方にプラスとなるソリューションを提供します

https://www.warabeya-heartful.co.jp/

〒162-0067 東京都新宿区富久…

〒162-0067 東京都新宿区富久町１３
−１９

拡⼤地図を表⽰

地図の誤りを報告する地図データ ©2022 Google

※表示している地図情報は、GoogleMapを使用しております。地図情報の更新タイミ

ングにより、既に存在しない建物や店舗の表示や地図精度により実際の店舗位置と表示

場所がずれる、または正しく表示できない場合もございますが予めご了承ください。
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社会への取り組み

ガバナンス

SDGsへの取り組み

サステナビリティサイト編集

方針

トップメッセージサステナビリティ

共働き世帯の増加や高齢化社会の到来などを背景に、中食市場は拡大を続けています。同時にこ

の動向は、食を通じた健康、事業拡大による環境への影響など、中食事業者が果たすべき責任と

役割が大きくなっていることも意味しています。当社グループでは「安全・安心」と「価値ある

商品・サービス」の提供をグループ理念に掲げ、保存料・着色料ゼロの実現やカロリー開示、健

康志向の商品開発などに取り組んでいます。これにより、健康寿命の延伸という社会課題への貢

献を目指します。また、事業活動における大前提として、「衛生管理の徹底は他のいかなる業務

よりも優先する」という信条をすべての従業員と共有しています。

持続可能な社会の一翼を担い、環境課題への貢献をより一層強化するべく、2020年10月に主要子

会社であるわらべや日洋株式会社の全事業所で「エコアクション21」の認証・登録を受けまし

た。環境に対しては様々な課題があります。例えば、現在弁当等の容器にはプラスチックを使用

しているものが多くあるため、実現可能なものから紙製の容器へと切り替えています。また、食

を扱う事業者として食品廃棄物の削減にも注力しており、受注から納品までの工程見直しによる

原材料等の廃棄抑制や、販売店舗での廃棄ロス削減に向けた長鮮度商品の開発などを推進してい

ます。

ガバナンスに関しては、あらためてその基本に立ち返り、透明性の高い有効な内部牽制機能を持

つ組織作りに取り組んでいきます。

サステナビリティの取り組みについては、社会の持続的成長に向けて、企業としても役割を果たし

ていかなければならないと認識しております。そのため、2021年12月にサステナビリティ委員会

を、2022年3月にはサステナビリティ推進室（現サステナビリティ推進部）を設置し、今後は当

社グループとしての「重点課題（マテリアリティ）」の特定を進め、それに基づいたアクション

を通してSDGs（持続可能な開発目標）達成に貢献していきます。

代表取締役社長辻英男

Copyright ©WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
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社会への取り組み

ガバナンス

SDGsへの取り組み

サステナビリティサイト編集

方針

基本方針と推進体制

サステナビリティ基本方針

サステナビリティ推進体制

ステークホルダーコミュニケーション

サステナビリティの取り組み

サステナビリティ

わらべや日洋グループは、グループ理念（私たちは「安全・安心」と「価値ある商品・サービ

ス」の提供を通じて、お客様の健康で豊かな食生活に貢献します。）の下、グループの持続的な

成長と共に、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを目指します。

そのために、SDGs（持続可能な開発目標）やESG（環境・社会・ガバナンス）の考え方を取り入

れ、社会の一員として様々な活動に継続して取り組みます。

代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を2021年12月に設置し、グループとして

サステナビリティに取り組む体制を構築しています。

本委員会は、取締役会からの方針を受けて、サステナビリティを巡る各種議論を行い、サステナ

ビリティに関する各種方針や目標、施策などを決定し、その進捗状況を取締役会へ定期的に報告

を行うほか、取締役会からのモニタリングを受け、その意見や助言を取り組みに反映していきま

す。

社会からの期待を知るためには、ステークホルダーの皆様との継続的なコミュニケーションが必

要不可欠だと考えています。当社グループは、情報発信とともに、ステークホルダーの皆様との

対話を図っています。

環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス SDGsへの取り組み

Copyright ©WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
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エコアクション21.環境経営レポート

環境マネジメントシステム

エコアクション21の活動

環境経営目標

サステナビリティ

「エコアクション21」は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム（EMS）であ

り、一般に「PDCAサイクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基礎として、

組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法が定められています。

当社グループの主要事業会社であるわらべや日洋株式会社では、省エネルギー・省資源・廃棄物

削減など、環境対策を強化するため、2020年10月に国内全工場を対象とした「エコアクション

21」の認証・登録を受けました。

従業員一人ひとりの環境意識をさらに高め、継続的に取り組んでいくことで、社会の一員として

の責任を果たしていきます。

当社グループでは環境経営目標を定め、2020年よ

り「環境経営レポート」として公表しています。

2022年4月に公表した[新のレポートでは以下の

取り組み等に関して記載しています。

電力によるCO 削減2

燃料によるCO 削減2

自動車燃料によるCO 削減2

水使用量の削減

一般廃棄物の削減

産業廃棄物（廃プラスチック）の削減

動植物性残渣 の削減
※

食品廃棄物の再資源化率の向上

※動植物性残渣：原料として使用した動物性や植物性の固形状の不要物を指す。具体的な例としては、動物や魚の骨、卵

の殻、野菜くずといったものなど。
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主な環境負荷の実績

環境経営目標及びその実績

サステナビリティの取り組み

*CO 排出係数0.468㎏-CO /kWh

*今回は各工場共通で、H30.環境省・経済産業省公表の代替値を使用

2 2
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食品廃棄ロス削減の取り組み

フードロスに関連するワーキンググループへの参画

廃棄物の適正な処理、産業廃棄物、資源ごみのリサイクル

サステナビリティ

わらべや日洋食品株式会社は、株式会社セブン－イレブン・ジャパンと取引のある複数の企業が
一体となり、原材料調達、商品開発、製造・品質管理、環境対応などを共同で推進している日本

デリカフーズ協同組合（NDF）に加盟しており、魅力的な商品開発などに加え、環境に配慮した

様々な取り組みも行っています。

食品廃棄ロス削減に関しては、NDFフードロス関連ワーキンググループに参画しています。

工場における食品廃棄の内容を分析すると、受注量より多く製造し、その結果余った仕掛品 を廃

棄している割合が高いことが分かりました。この要因のひとつに受注予測に基づいて商品の製造

を開始していることがあげられます。この受注予測の精度改善を目的に発注の仕組みを株式会社

セブン－イレブン・ジャパンに変更していただいたことで、徐々に効果が出てきています。ま
た、発注の仕組変更に対応するため、製造体制の変更も進めており、生産性の向上にもつながっ

ています。

今後もこのプロジェクトでは、食品廃棄ロス削減に向けて様々な取り組みを行っていきます。

※仕掛品：製造途中にある製品のこと。工業簿記または企業会計の用語。

※

産業廃棄物（廃プラスチック）の削減は、世界的にも重要な課題であり、また、処分費の高騰な

ど経営にも直結する項目と認識しています。わらべや日洋株式会社が「エコアクション21」の取

り組みを開始した2019年度は、工場で使用するビニールシートの大きさの調整・使用方法の見直

し等を実施し、基準年度比より数値を削減するといった取り組みを行いました。2021年9月にわ

らべや日洋株式会社から国内の食品関連事業を引き継いだわらべや日洋食品株式会社におきまし

ても、今後さらなる削減を目指し、多岐にわたり情報を集め、取り組みを継続していきます。

動植物性残渣の削減については、工場において無駄な廃棄が出ないように、発注・製造工程の見

直しを行っています。

廃棄物削減の進展

産業廃棄物（廃プラスチック） 動植物性残渣

40

https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/index.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/message.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/mission.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/environment.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/environment/policy.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/environment/management_system.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/environment/prevention.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/environment/eco.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/society.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/governance.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/sdgs.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/editing.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html


TOP

トップメッセージ

基本方針と推進体制

環境への取り組み

環境方針

環境マネジメントシステム

食品廃棄ロス削減の取り組み

脱プラスチック・CO2排出量削

減の取り組み

各事業所の省エネ対策

社会への取り組み

ガバナンス

SDGsへの取り組み

サステナビリティサイト編集

方針

脱プラスチック・CO2排出量削減の取り組み

弁当等の容器の素材変更など

サステナビリティの取り組み

サステナビリティ

現在、弁当等の容器にはプラスチックを使用しているものが多くあり、CO 排出量削減のため様々

な取り組みを進めています。

わらべや日洋食品株式会社は、すでにチルド弁当で、プラスチック容器から一部紙を使用した容

器へ移行していますが、それ以外にも様々な検討を行っており、CO 排出量削減を目指していま

す。

2

2

環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス SDGsへの取り組み
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トップメッセージ

基本方針と推進体制

マテリアリティ（重要課題）

環境への取り組み

環境方針

環境マネジメントシステム

食品廃棄ロス削減の取り組み

脱プラスチック・CO2排出量削

減の取り組み

各事業所の省エネ対策

社会への取り組み

ガバナンス

SDGsへの取り組み

サステナビリティサイト編集

方針

各事業所の省エネ対策

［本社の取り組み］環境に優しいオフィス

ペーパーレス化

［工場の取り組み］省エネな生産工程の実現

工場における基本的な取り組み

工場でのCO2排出量削減

サステナビリティ

わらべや日洋グループの本社では、ペーパーレスで会議運営ができるよう全会議室にモニターを

設置するほか、資料管理では紙からデータへの移行を推奨しています。これらの取り組みは社内

情報を共有するグループウェアやコピー機にステッカーを貼るなどで周知を徹底しています。

ステッカー

●内部環境監査の実施
わらべや日洋食品株式会社の「エコアクション21」の取り組みとして、本社・全工場にて内部環

境監査を実施し、現場での問題箇所の指摘・法令関係の書類の確認を行い、是正してきました。

また、問題箇所をあげるだけでなく、良かった点なども各工場に水平展開しています。

●従業員の意識向上への取り組み
「節水」・「節電」・「分別」等環境に関す

る掲示物を貼り出し、使用する方への呼びか

け、意識向上に努めています。また、外国人

従業員の方への理解のために、日本語表記だ

けではなく、他言語での掲示物の貼り出しを

行い、すべての従業員が一体となって取り組

んでいけるよう改善を進めています。

多言語での掲示板（東京工場）

● LED照明の導入
LEDを中心とした省エネ型照明器具の積極的な導入により、器具自体から発する熱量の抑制と、
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サステナビリティの取り組み

CO 排出量の低減に努めています。わらべや日洋食品株式会社では、これまで国内工場の半数で

LED化の工事が完了しており、今後も全工場LED化に向けて順次工事を進めていきます。

2

●ペーパーレス化
わらべや日洋食品株式会社の各工場においても、本社同様、コピー用紙の使用量削減をテーマに

掲げ、取り組んでいます。

さらに、工場においては、衛生管理、原材料の入出庫、生産管理等で様々な帳票類があるため、

これらを紙による管理からデータ化したものに変更できないか、検討を進めています。すでに、

一部の工場でシステムを導入し、今後、その効果の検証を行い、他工場への展開も検討していき

ます。

なお、工場においては異物混入防止策を徹底していますが、ペーパーレス化することで紙片の混

入防止といった安全面での効果も期待されるため、その両面で検討を進めています。

●物流関連での取り組み
物流関連事業を行っている株式会社ベストラ

ンスの複数の拠点では、公益財団法人交通エ

コロジー・モビリティ財団から「グリーン経

営認証」を受けています。

「グリーン経営認証制度」とは、環境保全を

目的にした取り組みを行っている運輸事業者

に対する認証制度です。

株式会社ベストランスでは環境方針、環境行

動計画等を定め、エコドライブや低公害車の

導入等に取り組んでいます。

環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス SDGsへの取り組み

Copyright ©WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

43

https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/environment.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/society.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/governance.html
https://www.warabeya.co.jp/ja/sustainability/sdgs.html


TOP

トップメッセージ

基本方針と推進体制

環境への取り組み

社会への取り組み

事業を通じたサステナビリティ

活動、お客様・お取引先様のた

めに

従業員とともに

社会・地域貢献活動

ガバナンス

SDGsへの取り組み

サステナビリティサイト編集

方針

事業を通じたサステナビリティ活動、お客様・

お取引先様のために

持続可能な原材料の調達

工場で使用する白衣のリサイクル

安全・安心の取り組み

工場における安全・安心の取組み

サステナビリティ

米は、わらべや日洋食品株式会社の商品である弁当やおにぎりに使われる主要な食材で、2022年2

月期は、年間5万トン使用しています。米の仕入れはNDF（日本デリカフーズ）を通して行ってい

ますが、NDF全体での購入量はさらに大きくなり、そのため、持続可能な原材料の調達という観

点から、NDFと全国農業協同組合連合会（JA）との間で複数年固定契約を結んでいます。これに

よって、生産者は将来を見据え、計画的に農業に取り組むことが可能となり、また、NDFとして

は高品質な食材を安定的に確保できるという、双方にとってサステナブルな関係を築いていま

す。

わらべや日洋食品株式会社の工場では、安全・安心な商品づくりのため、常に清潔で衛生的な白

衣を着用して作業を行っています。その中で、不要となった白衣についてはリサイクル処理を行

い、自動車内装材などの原料として活用されています。

当社グループは創業から50年以上変わらず、「衛生管理の徹底は他のいかなる業務よりも優先す

る」を合言葉に成長してきました。その中で、具体的な取り組みをご紹介します。

●食品安全マネジメントシステム「JFS-B」規格に基づくHACCP の導入
わらべや日洋食品株式会社では、HACCPの手法などに基づいた衛生管理、品質管理を実践し、原

材料の仕入れから商品の納品まで厳しい基準で管理するなど、安全で安心な商品提供のために万

全の体制を構築してきました。また、食品衛生法における「HACCPに沿った衛生管理の制度化」

導入の流れを受け、国内全工場で「JFS-B」規格の適合証明を取得しています。

※HazardAnalysis and Critical Control Point：危害分析重要管理点∕食品製造工程の衛生管理プログラムの一つ

※

●衛生管理の徹底
わらべや日洋食品株式会社の食品工場では、製造現場への入場時には、体温の測定はもちろんの

こと、白衣や頭巾、マスクの着装、手や指の傷の有無、爪の伸び具合にいたるまで専門の担当者

によって一人ひとり確認され、初めて入場が許されます。入場直後に行う手洗いでは、10項目の

手順と必要時間が設定されており、手洗い後には常時使い捨てのゴム手袋を着用、その手袋の消

毒や全身のエアシャワーも徹底しています。また、工場内部の床は、食材の加熱前後でエリアを

色分けし、各エリア間の従業員の行き来を禁止、衛生状態の維持管理を図っています。なお、工

場内には監視カメラを多数設置してフードディフェンス にも取り組んでいます。

※フードディフェンス：食品の生産過程における意図的な食品汚染・異物や毒物の混入といった攻撃を防ぎ、「食の安

全」を守るという考え方やその取り組み。

※
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お客様への対応

わらべや日洋食品株式会社の研究開発

鮮度の長い商品の開発（チルド商品等）

サステナビリティの取り組み

●商品の安全性
わらべや日洋食品株式会社で製造している商品はすべて｢保存料・合成着色料｣不使用であり、食
材は調達から加工・配送までのトレーサビリティを確保、商品にあわせた適切な温度管理、工場

でのHACCPにより管理を徹底しており、高い品質を守っています。

厳しい基準をクリアすることと美味しさを両立させ、安定生産できるシステムは、長年の実績と

研究により構築されたものです。

わらべや日洋食品株式会社では、商品に対するご意見やご要望などに対して、スピーディーかつ

的確に対応するための体制を構築しています。すべての問い合わせを一元管理し、そこから適切

な部署に連絡をすることで的確な対応を心がけ、また、当社の商品を直接消費者に販売されてい

る株式会社セブン－イレブン・ジャパンとも情報共有を図ることで、幅広い対応に努めていま
す。

素材や製造工程の見直し、および厳格な温度管理を行うことによって鮮度を保つことができる商

品の開発に力を入れています。チルド商品といわれる鮮度の長い商品は、味や品質を落とさずに

従来よりも長い消費期限を可能にしていることから食品廃棄の減少に大きく貢献しています。

2005年のチルド和菓子をはじまりに2009年にチルド弁当、2011年にはチルドロールサンドを商品

化しました。ここ数年ではチルドカップスープやスタンドパウチ商品といったこれまでになかっ

たチルド商品の開発に取り組んでいます。
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「人材」に対する基本的な考え方

健康で働きやすい環境

「のりまきチャレンジ」（私の健康宣言）

ダイバーシティの推進

ダイバーシティの取り組み

サステナビリティ

当社グループでは、全体で約1万人の従業員が働いています。この1万人の従業員は、当社グルー

プにとって非常に重要なステークホルダーであり、企業活動を支える「大切な財産」だと考えて

います。

職場には、パートナー、外国籍の従業員、育児や介護をしながら働く従業員など多様な従業員が

おり、その活躍を支援し、健康で働きがいを持って仕事ができるよう、従業員にとって魅力的な

職場をつくることに取り組んでいます。また、このような取り組みが従業員の定着につながると

ともに、多様な人材の活用は、会社としての競争力を高めることになると考えています。

なお、当社グループでは、一般的にパートやアルバイトと言われている従業員をパートナー（一

緒に仕事をする「仲間」）と呼んでいます。

健康経営の取り組みの一環として、社員が個々の健康の維持・増進を図るための「健康宣言」を

行い、目標達成に向け努力しながら取り組んでいます。当社グループの主要な商品であるおにぎ

りをモチーフにしたイラストに各自が健康維持・増進に関わる目標を書き、目標を達成した場合

には、イラストの海苔の部分を海苔を巻いたように黒く塗りつぶして報告しています。

多様な人材の活用を通じて会社の競争力を高めていくことを目的としてわらべや日洋ホールディ

ングス株式会社に多様化推進委員会を設置し、多様な人材の確保、育成、働きやすい会社づくり

に取り組んでいます。

中核人材については、新卒・中途採用によらず有能な人材を登用するようにしていますが、女

性、外国人の登用については、いまだ不十分であると認識しており、特に女性の登用について
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障害者雇用の推進（わらべやハートフル設⽴）

サステナビリティの取り組み

は、2030年までに当社グループにおける管理職社員の女性比率を10％以上とする目標を設定して

います。人材こそが当社グループの持続的な成長を支える原動力であると考え、人材の多様性確

保、育成及び社内環境の整備に引き続き努めていきます。

当社グループには、様々なオフィスサービスを行ってい

る株式会社わらべやハートフルがあります。

株式会社わらべやハートフルは、2018年1月に特例子会

社に認定され、障害者雇用の推進に努めています。

株式会社わらべやハートフルは、わらべや日洋グループ

内で積み上げてきた「障害者雇用の様々な取り組み」を

活かし、個々の特性、個性が輝けるような「ひとりひとりに寄り添うオーダーメイド支援」を心

掛けてきました。その結果が評価され、2020年11月には、公益財団法人「東京しごと財団」が厚

生労働省から委託を受けている「障害者委託訓練事業」の受入企業となっています。

株式会社わらべやハートフルは、障害者雇用は基より、社会に貢献できるような様々な取り組み

を行っていきます。

環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス SDGsへの取り組み
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社会・地域貢献活動
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SDGsへの取り組み

サステナビリティサイト編集

方針

社会・地域貢献活動

地域・社会とのかかわり

官公庁、地域自治体との連携による災害時食料支援等

地域の食材を使った商品開発

地域での個別支援活動

サステナビリティ

当社グループの主要取引先である株式会社セブン－イレブン・ジャパンは、日本全国で多くの自
治体と「地域活性化包括連携協定」を締結しており、地産地消の推進、食育・健康増進、子育

て・高齢者・障害者支援、災害時の対策・支援、環境保全・リサイクル等の取り組みを行ってい

ます。

わらべや日洋食品株式会社は、同社向けの商品の開発や製造を通じ、地域の食材を使った商品開

発や災害時の対策・支援など、この取り組みをサポートしています。

また、わらべや日洋食品株式会社の工場がある複数の自治体とは、個別に「災害時における救援

物資提供に関する協定」等を締結し、大規模地震等の災害発生時における地域の応急対応に協力

する体制を整えています。

新型コロナウイルス感染防止のため、休校による給食の停止や、外出自粛による外食の需要が減

少する等の影響により、食材が使用されずに廃棄になる「食品ロス」が増えました。こうした状

況を踏まえ、わらべや日洋食品株式会社では、各地域で供給過多になっている食材を使用した特

徴ある商品の開発を行い、食品ロス削減とともに、生産者・事業者の皆様を応援し、地域の地産

地消の取り組みをさらに推進しました。

これまでも、全国で、地域の味・食を活かした多くの地域限定商品の開発・販売してきました。

今後も、地域の皆様とともに、持続可能な社会の実現に向けて、挑戦を続けていきます。

当社グループの工場が立地する地域を中心に、各地域の実情やニーズに合わせて支援活動のサポ

ートをしています。例えば東京工場（東京都武蔵村山市）では、武蔵村山市男女共同参画センタ

ーが主催する「シングルマザー応援フェスタ」にて、参加された家庭に当社グループの事業に関

連のあるお米を提供しています。
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サステナビリティの取り組み

当社グループが協力するイベントが開催されました。

当社グループがイベント趣旨に賛同し運営に協力する、

武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター主催の「シングル

マザー応援フェスタ」が、2023年１月15日に開催され

ました。

「シングルマザー応援フェスタ」は、各種相談会や体験

イベントを通じてシングルマザーやプレシングルマザー

の親子の家庭支援を目的に、武蔵村山市が毎年開催しています。

このイベントへの協力は、当社グループのわらべや日洋食品東京工場が武蔵村山市にあることを

きっかけに2021年からはじまったもので、当社グループでは毎年、生活にも当社にもなじみのあ

る「お米」を提供しています。

今後も、皆さまのお役に立てるよう、事業を通じ地域社会の発展に貢献してまいります。

環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス SDGsへの取り組み

Copyright ©WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
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