北海道フードフェア
松前漬の素

トモエ 北海道丸大豆昆布しょうゆ

一等検の真昆布とガゴメ昆布、道産スルメ
を独自の方法で処理し、化学調味料無添加
の美味しいタレをつけました。全ての材料
を混ぜ、お水を加えるだけで美味しい松前
漬が造れます。

北海道産の大豆と小麦を贅沢に使用し、て
いねいに仕込んだ「丸大豆しょうゆ」に、
独自の釜茹で抽出法による日高産昆布のう
ま味を合せました。 塩分は 9% なのに味
わい深く、
うま味はたっぷりのお醤油です。

内容量：２７０ｇ
販売単位：２０ヶ／箱
希望小売価格 ( 税込 )：１，０５０円
原材料：スルメ ( 北海道産 )、真昆布、ガゴメ昆布、特
製タレ ( 還元水飴、発酵調味料、本醸造醤油、果糖ぶど
う糖液糖、鰹エキス、食塩、たんぱく加水分解物、酵母
エキス )( 原材料の一部に小麦、大豆を含む )

内容量：３００ｍｌ
販売単位：ケース（地域によりロットあり）
希望小売価格 ( 税込 )：３６８円
原材料：しょうゆ（本醸造）
（大豆（北海道産）
、
小麦（北
海道産）
、食塩）
、昆布エキス、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、
還元水飴、昆布（日高産）
、醸造酢、酵母エキス、アルコー
ル、ビタミン B1

(株)中山薬品商会

札幌東区北31条東19丁目6-14 ℡011-299-5493
http://www.nakayamayakuhin.jp/index.

福山醸造(株)

がごめビネガージェリー

トモエ 北海道の恵み 750g

がごめ昆布のダシを加えたお醤油に、柚子
の香りとお酢の酸味を添えた上品なジェ
リー。お料理が華やぐアレンジ自在な調味
料。サラダやカルパッチョ、焼き魚や冷や
奴におすすめです。

北海道産の大豆、
米、
塩
（羅臼塩ラウシップ）
にこだわり、北海道ならではの味わいを追
求した味噌です。大豆 10 に対して米 12 の
割合で仕込んでいるため、深い甘み、香り、
コクがひろがります。上品な味わいが人気
です。

内容量：１００ｇ
販売単位：４８ヶ／箱
希望小売価格 ( 税込 )：１，２６０円
原材料：醸造酢、しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、小麦発
酵調味液、砂糖、かつおぶしエキス、みりん、食塩、ゆ
ず果汁、がごめ昆布、ゲル化剤、（原材料の一部に大豆、
小麦を含む）

(株)中山薬品商会

内容量：７５０ｇ
販売単位：ケース（地域によりロットあり）
希望小売価格 ( 税込 )：６９３円
原材料：大豆 ( 北海道産 )、米 ( 北海道産 )、塩

札幌東区北31条東19丁目6-14 ℡011-299-5493
http://www.nakayamayakuhin.jp/index.

福山醸造(株)

がごめだしポン酢

羊蹄山のふきだし湧水でネルドリップ抽出
したコーヒーに、ビターチョコをまぜ寒天
でトロミおつけ新感覚のドリンクに仕上げ
ました。

内容量：２１０ｍｌ
販売単位：２４本／箱
希望小売価格 ( 税込 )：５０４円
原材料：しょうゆ、醸造酢、砂糖、みりん、かつお節調
味料エキス、食塩、ゆず果汁、がごめ昆布粉末、アルコー
ル、調味料 ( アミノ酸等 )、甘味料 ( ステビア )( 原材料
の一部に大豆、小麦を含む )

内容量：１６０ｇ×１５個
希望小売価格 ( 税込 )：３，
３６０円
原材料：レギュラーコーヒー・寒天・ゲル化剤・ビター
チョコ・

北海道ミネラルウォーター (株)

札幌東区北31条東19丁目6-14 ℡011-299-5493
http://www.nakayamayakuhin.jp/index.

北海道虻田郡京極町川西40-4

トモエ miso ピリカ 500g

名水珈琲焙煎

miso ピリカは北海道雨竜町で栽培した高
イソフラボン大豆「ゆめぴりか」と、北海
道産米「ななつぼし」を使用しています。
イソフラボンの含有量は通常の 2.8 倍
で、味噌として様々なお料理のシーンで栄
養素を取り込みやすくなりました。

℡0136-41-2233

匠＆ゼリー

羊蹄山のふきだし湧水でネルドリップ抽出
したコーヒーを風味の逃げ難い瓶に詰、ネ
ルドリップ抽出したコーヒーを寒天で固め
たゼリーとセットにしました。

内容量：５００ｇ
販売単位：ケース（地域によりロットあり）
希望小売価格 ( 税込 )：３７８円
原材料：大豆 ( 北海道雨竜産、遺伝子組換えでない )、
米 ( 北海道雨竜産 )、食塩、酒精

福山醸造(株)

札幌市東区苗穂町2丁目4番1号 ℡011-711-8181
http://www.tomoechan.jp/

カフェチョコドリンク

原料には一等検のがごめ昆布を使用し、副
原料も品質、産地ともにこだわっている。
毎日の食卓において気軽にガゴメの栄養を
摂取して欲しいとの思いを込め、オーソ
ドックスながら調味料開発企業のノウハウ
により、大変美味しく、飽きのこない味に
仕上がっている。

(株)中山薬品商会

札幌市東区苗穂町2丁目4番1号 ℡011-711-8181
http://www.tomoechan.jp/

内容量：珈琲 ７２０ｍｌ×２本
希望小売価格 ( 税込 )：３，
１５０円
原材料：レギュラー珈琲・寒天・ゲル化剤・

北海道ミネラルウォーター (株)

札幌市東区苗穂町2丁目4番1号 ℡011-711-8181
http://www.tomoechan.jp/

北海道虻田郡京極町川西40-4
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℡0136-41-2233

バイヤーズガイド

名水珈琲ゼリー樽型

ヤチヤナギ ( 熟成タイプ )

羊蹄山のふきだし湧水でネルドリップ抽出
したコーヒーに寒天で固めた無糖のコー
ヒーゼリーです。添付品のコーヒーフレッ
シュ・シロップでお好みにあわせてお召し
上がりきださい。

第 20 回北海道加工食品コンクール 北海
道知事賞受賞 北海道立林業試験場との共
同開発。乾燥させたヤチヤナギ ( 別名ス
ウィートゲール ) の葉を細かく砕き表面に
まぶしました。鎮静効果もあると言われ、
爽やかな香りとチーズの熟成味をお愉しみ
ください。

内容量：９０ｇ
販売単位：１個から
希望小売価格 ( 税込 )：オープン
原材料：生乳、食塩、ヤチヤナギ

内容量：１１０ｇ×１５個
希望小売価格 ( 税込 )：３，１５０円
原材料：レギュラー珈琲・寒天・ゲル化剤・

北海道ミネラルウォーター (株)

北海道虻田郡京極町川西40-4

献上昆布

５００ｇ

共働学舎新得農場

℡0136-41-2233

木箱入り

北海道上川郡新得町字新得9-1 ℡0156-69-5600
http://www.kyodogakusha.org/

さくら

※ 1 月中旬〜 5 月の季節限定

北海道南かやべ産「真昆布」の王様「天然
真昆布元揃 1 等検」より、３枚で５００ｇ
になるように、さらに厳選しました。

2004 年 第 3 回山のチーズオリンピック・
スイス金メダル受賞 ( その他受賞多数 ) 日
本独自のチーズをつくりたくて「桜の花」
をのせることを思いつきました。桜のやさ
しい香りを感じていただけるチーズです。

内容量：５００ｇ
販売単位：７入 Ｃ／Ｓ
希望小売価格 ( 税込 )：１２，６００円
原材料：天然真昆布（北海道函館市（旧南茅部町）産）

内容量：９０ｇ
販売単位：１個から
希望小売価格 ( 税込 )：オープン
原材料：生乳、食塩、桜葉、桜花

南かやべ漁業協同組合

函館市川汲町1546番地12 ℡0135-25-5574
http://www.konbunosato.com

共働学舎新得農場

真昆布だし焼肉のたれ

北海道上川郡新得町字新得9-1 ℡0156-69-5600
http://www.kyodogakusha.org/

ラクレット

北海道かやべ産の白口浜真昆布の粉末と新
鮮な野菜や果物の擦りおろしに、赤ワイン
をブレンドしました。タレの粘りは、昆布
から出るアルギン酸やフコダインという旨
みや植物繊維です。

第 1 回 ALL JAPAN ナ チ ュ ラ ル チ ー ズ
コンテスト最優秀賞 ワールドチャンピオ
ンチーズコンテスト銀賞受賞 ( アメリカ・
ウィスコンシン州開催 ) アルプス地方で作
られてきた、とろ〜り溶ける伝統的なチー
ズ。

内容量：５００ｍｌ
販売単位：２０入 Ｃ／Ｓ
希望小売価格 ( 税込 )：７３５円
原材料：しょうゆ（本醸造）、砂糖、赤ワイン、風味原
料（こんぶ）、みりん風調味料、ねぎ、しょうが、リンゴ、
にんにく、玉葱、ごま、ごま油、香辛料、調味料（アミ
ノ酸等）（原材料の一部に大豆、小麦、リンゴを含む）

南かやべ漁業協同組合

内容量：不定款
販売単位：小売：１カット（１８０ｇ前後）から
業務：１ｋｇから
希望小売価格 ( 税込 )：オープン
原材料：生乳、食塩

函館市川汲町1546番地12 ℡0135-25-5574
http://www.konbunosato.com

共働学舎新得農場

早煮芽昆布

北海道上川郡新得町字新得9-1 ℡0156-69-5600
http://www.kyodogakusha.org/

味噌漬けベーコン

真昆布の中でも最も早い２月から３月に採
れた養殖１年物の若葉を自然乾燥させた商
品です。柔らかくおでんや煮物の具材、又
はお好みの大きさに刻み水戻ししわさび
じょうゆでそのまま頂けます。

豚のばら肉に、北海道民に長く親しまれて
いる米麹味噌「寿みそ」を調味液に配合し
た、味噌の旨みたっぷりなベーコンです。
少し焦げ目が付く程度にさっと炙ると、味
噌の香ばしい香りが食欲をそそります。

内容量：２００ｇ
販売単位：３０入 Ｃ／Ｓ
希望小売価格 ( 税込 )：１，０５０円
原材料：真昆布（北海道函館市（旧南茅部）産）

販売単位：要商談
希望小売価格 ( 税込 )：１，
３６５円
原材料：豚ばら肉、みそ、粉末水あめ、還元水あめ、砂
糖、食塩、大豆たん白、酵母エキス、リン酸塩（Na）
、
調味料（アミノ酸）
、酸化防止剤（V.C）
、発色剤（亜硝
酸 Na）

南かやべ漁業協同組合

※ 6 月中旬〜 9 月
の季節限定

函館市川汲町1546番地12 ℡0135-25-5574
http://www.konbunosato.com

札幌バルナバフーズ(株)
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札幌市西区八軒6条西10丁目3番15号
℡011-643-2561 http://barnabas.jp

北海道フードフェア
吟醸酒粕ベーコン

北海道サルシッチャ

豚のばら肉に、北海道の地酒「千歳鶴」の
酒粕を調味液に配合した、酒粕の香り豊か
なベーコンです。
香りがアクセントになり、
いつもの料理に一味違った奥深さが生まれ
ます。

サルシッチャとはイタリアに古くから伝
わってきた生ソーセージです。北海道産豚
粗挽き肉１００％、香辛料や塩などブレン
ドを行い製造しています。化学調味料・着
色料・糖類等、食品添加物や増粘剤などの
混ぜ物を一切使用せず、また燻煙加工しな
いことで豚肉本来の味を楽しめる、安心安
全にこだわった商品です。

販売単位：要商談
希望小売価格 ( 税込 )：１，３６５円
原材料：豚ばら肉、酒かす、粉末水あめ、
食塩、
醸造調味料、
清酒、大豆たん白、酵母エキス、乳たん白、
リン酸塩（Na）
、
調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（V.C）
、発色剤（亜硝
酸 Na）

内容量：９０ｇ
販売単位：３０個から
希望小売価格 ( 税込 )：５２５円
原材料：豚肉（北海道産）食塩（シシリー島産）胡椒（イ
ンドネシア産）ナツメグ（インドネシア産）

札幌市西区八軒6条西10丁目3番15号
℡011-643-2561 http://barnabas.jp

札幌バルナバフーズ(株)

(株)エフエム北海道

農家の塩麹ベーコン

サンタランドのつぶカレー

豚のばら肉に、バルナバハムの自家製塩麹
を調味液に配合した、肉質やわらかかつ自
然な甘みが味わえるベーコンです。ほんの
り甘い麹の風味がベーコンの脂とよく馴染
み、芳醇な美味しさを生み出します。

北海道広尾産の灯台つぶ貝を使用。サンタ
の故郷ノルウェーが認めた国外初、日本で
は唯一のサンタランドである広尾町とコラ
ボした商品。パッケージはサンタメールに
使用されている絵本作家の永田 萌さんの
デザイン。
内容量：２００ｇ
販売単位：３６個（１２個ｘ３合い）
希望小売価格 ( 税込 )：６６２円
原材料：とかち広尾産つぶ貝、たまねぎソテー、カレールウ、
にんじん、フルーツチャツネ、トマトケチャップ、ポークエ
キス、植物油脂、中濃ソース、香辛料、エビエキス、にんに
く、食塩、生姜、カレー粉、増粘剤 ( 加工でん粉 )、調味料
( アミノ酸等 )、カラメル色素、酸味料、香料、甘味料 ( 天草・
ステビア )、香辛料抽出物 ( 原材料の一部に小麦、乳、落花生、
オレンジ、大豆、鶏肉、りんごを含む )

販売単位：要商談
希望小売価格 ( 税込 )：１，３６５円
原材料：豚ばら肉、米こうじ、食塩、粉末水あめ、大豆
たん白、リン酸塩（Na）、酸化防止剤（V.C）
、発色剤（亜
硝酸 Na）

札幌市西区八軒6条西10丁目3番15号
℡011-643-2561 http://barnabas.jp

札幌バルナバフーズ(株)

北海道パスタ

札幌市中央区北1条西2丁目1番地 札幌時計台ビル14F
℡011-241-0838 www.air-g.co.jp

(株)アイチフーズ

ゆめちから / ルルロッソ

札幌市豊平区平岸1条2丁目4-7

レアチーズにかけて食べるハスカップジャム

北海道産ブランド小麦１００％ の乾麺パ
スタ。生めんタイプは業務用を中心に数種
類販売されているが、扱いやすい日持ちの
する棒状乾麺を開発しました。北海道小麦
の独特の風味と食感が味わえます。

添加物を使用せずハスカップ本来の素材感
にこだわりました。適度な甘みと果実感、
程よい酸味がありレアチーズケーキとの相
性が抜群。ワンランク上のプレミアムジャ
ムです。

内容量：２００ｇ
販売単位：２０袋から
希望小売価格 ( 税込 )：３９９円
原材料：小麦（北海道産１００％）

内容量：９０ｇ
販売単位：２４個（１２個ｘ２合い）
希望小売価格 ( 税込 )：６６７円
原材料：ハスカップ、糖類 ( グラニュー糖、液状甘味料
( オリゴ糖 ))、レモン果汁

(株)エフエム北海道

食塩

札幌市中央区北1条西2丁目1番地 札幌時計台ビル14F
℡011-241-0838 www.air-g.co.jp

(株)アイチフーズ

エゾこんぶ塩（ソルト）

札幌市豊平区平岸1条2丁目4-7

℡011-816-5050
www.bentoss.co.jp

フランスパンによく合う、大人の赤ワインジャム

函館産の昆布と、函館産の窯焚き海水塩を
ベースに、十勝産のブラウンマッシュルー
ムや有機 JAS 黒胡椒をブレンド。焼いた
お肉にそのままかけてもグッと旨みがふく
らみます。サラダや炒めもの、ドレッシン
グと使い方は自由自在。道産素材にこだわ
りました。

「ワインらしさ」を追求しワイン本来の風
味や渋みを実現した、甘さ控えめな大人の
ジャムです。ふらのワインをふんだんに使
用しフランスパンによく合うようこだわっ
た商品です。生ハムやチーズとの相性も抜
群です。

内容量：９０ｇ
販売単位：２４個（１２個ｘ２合い）
希望小売価格 ( 税込 )：６６７円
原材料：赤ワイン、ぶどう、水飴、グラニュー糖、レモ
ン果汁、洋酒、ペクチン

販売単位：１５ｇ
希望小売価格 ( 税込 )：５２５円
原材料：昆布（函館産）海水塩（函館産）マッシュルー
ム（帯広産）胡椒（有機 JAS 認定）

(株)エフエム北海道

℡011-816-5050
www.bentoss.co.jp

札幌市中央区北1条西2丁目1番地 札幌時計台ビル14F
℡011-241-0838 www.air-g.co.jp

(株)アイチフーズ

4

札幌市豊平区平岸1条2丁目4-7

℡011-816-5050
www.bentoss.co.jp

バイヤーズガイド

くりりんかぼちゃのブリュレ

黒千石納豆

くりりんかぼちゃペーストをブリュレ風に
仕上げました。

「黒千石大豆」は最も原種に近い豆であり、
一般の大豆に比べて生命力が倍以上もあ
り、機能性も高くなっております。
「黒千
石納豆」は旨みと機能性を兼ね備えた健康
食品です。

内容量：１個
販売単位：１００個
希望小売価格 ( 税込 )：８４０円
原材料：くりりんかぼちゃペースト、卵、グラニュー糖、
生クリーム、牛乳

(株)スハラ食品

内容量：４５ｇ×３
販売単位：ケース
希望小売価格 ( 税込 )：４５０円
原材料：黒千石大豆（北海道産）納豆菌

札幌市中央区大通東3丁目2番地 ℡011-251-1233
http://www.suharafoods.com

(株)

さば醤油

札幌市東区東雁来5条1丁目4-26

「ホンマ 1 号大豆」は 8 年の歳月をかけ開
発し協力農家によって丹精込めて栽培して
おります。大豆の特徴は緑×黒のぶち色で
大粒。粒形はやや平たい形で旨みのある大
豆です。

内容量：２００ｍｌ
販売単位：１２入×５ケース
希望小売価格 ( 税込 )：６３０円
原材料：丸大豆しょうゆ、さば節

内容量：９０ｇ
販売単位：ケース
希望小売価格 ( 税込 )：２４０円
原材料：ホンマ 1 号大豆（自社開発・北海道産）納豆菌

札幌市中央区大通東3丁目2番地 ℡011-251-1233
http://www.suharafoods.com

(株)

コポーデュショコラオレ

豆蔵

札幌市東区東雁来5条1丁目4-26

黒にんにくと烏骨鶏卵黄油を使った贅沢な
にんにく卵黄です。 にんにくの女王 北
海道常呂産ピンクにんにくを熟成した黒に
んにくを使用しています。烏骨鶏は国産の
純種烏骨鶏「プリンセスシルキィー 」を
使用しています。

内容量：６０ｇ
販売単位：２０×３合
希望小売価格 ( 税込 )：６８０円
原材料：砂糖・全粉乳・ココアバター・カカオマス・
植物油脂・乳化剤・香料

内容量：６０粒（１箇月分）
販売単位：１袋
希望小売価格 ( 税込 )：１，
８９０円
原材料：熟成黒にんにく粉末、三温糖、烏骨鶏卵黄油、
リン酸Ｃａ、
【被包剤】ゼラチン

札幌市中央区大通東3丁目2番地 ℡011-251-1233
http://www.suharafoods.com

日本製薬工業(株)

発芽黒千石納豆

札幌市東区東雁来5条1丁目4-26

℡0568-42-1234

毎日の健康維持に役立つ「黒にんにく」
と「ウコン」ですが、その臭いと味で敬
遠 し が ち・・・・。
『黒にんにくウコン
DRINK』は、そんな黒にんにくとウコン
の臭いや味を抑えて飲みやすく仕上げた健
康サポート飲料です。

内容量：５０ｍＬ
販売単位：１０本
希望小売価格 ( 税込 )：１８９円
原材料：果糖ブドウ糖液糖、ウコン抽出液、熟成黒に
んにく粉末、L- オルニチン塩酸塩、着色料（カラメル、
ウコン）
、酸味料、甘味料（スクラロース）
、香辛料

販売単位：ケース
原材料：発芽させた「黒千石大豆」（北海道産）納豆菌

豆蔵

愛知県小牧市小木東一丁目186番

黒にんにくウコン DRINK

優れた健康食品である「黒千石大豆」を発
芽させる事によって未発芽の状態に比べて
旨み成分・健康成分が平均して 5 倍高くな
る事が判明されました。納豆は発酵過程機
能成分も増加されます。

(株)

℡011-781-1311

黒にんにく粒（黒にんにく烏骨鶏卵黄）

copeaux de chocolat は フ ラ ン ス 語 で 巻
チョコを表します。くるりと巻かれた薄い
チョコは口の中に入れるとふぁっと溶けて
いきます。

(株)スハラ食品

℡011-781-1311

まぼろしの納豆

寿都の前浜で水揚げされた小鯖をじっくり
焼き上げたあとゆっくり干し、鯖節にして
から丸大豆しょうゆに漬け込みました

(株)スハラ食品

豆蔵

℡011-781-1311

日本製薬工業(株)
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愛知県小牧市小木東一丁目186番

℡0568-42-1234

北海道フードフェア
黒にんにく丸

感動の北海道 きな粉・オ・レ

黒にんにくと烏骨鶏卵黄油を使った贅沢な
にんにく卵黄です。 にんにくの女王 北
海道常呂産ピンクにんにくを熟成した黒に
んにくを使用しています。烏骨鶏は国産の
純種烏骨鶏「プリンセスシルキィー 」を
使用し、飲みやすい小粒の丸剤に仕上げま
した。

きな粉・オ・レは、北海道産大豆を深煎り
し、ほんのり苦く、そして自然でおなかに
やさしい北海道産てんさい糖を程よい甘さ
にブレンドしました。

内容量：１２０粒
販売単位：６本
希望小売価格 ( 税込 )：２，９４０円
原材料：熟成黒にんにく粉末、はちみつ、黒糖、烏骨鶏
卵黄油、羅漢果抽出粉末、デキストリン、リン酸Ｃａ

日本製薬工業(株)

愛知県小牧市小木東一丁目186番

内容量：１５０ｇ
販売単位：ケース
希望小売価格 ( 税込 )：２４８円
原材料：大豆（北海道産）
、てんさい糖（北海道産）

℡0568-42-1234

中村食品産業(株)

フタバの料亭昆布だし

札幌市西区八軒8条西4丁目1-9

メロンゼリー

コラーゲン 1000mg 入り

北海道産三種の昆布を使用し、本物の香り
と風味に拘りました。濁りが少なく、清澄
なだしが作れる濃厚液体だしです。液体な
ので、だし取りは不要で、だしの無駄が無
く、だしガラもでません。５０〜１５０倍
希釈でご使用下さい。

果汁はカロテンを含む北海道産赤肉メロン
を使用し、健康食品として、また保湿性が
あるため化粧品にも用いられるフィッシュ
コラーゲンペプチドを 1000mg 加えた新し
いタイプの食感爽やかなフルーツゼリーで
す

内容量：１Ｌ
販売単位：ケース（１Ｌ×６本）
希望小売価格 ( 税込 )：
原材料：水飴、食塩、こんぶエキス、こんぶ、発酵調味
料、酒精、調味料（アミノ酸等）

内容量：１１０ｇ
販売単位：１０セット入り
希望小売価格 ( 税込 )：３，
１５０円
原材料：砂糖､ ﾒﾛﾝ果汁､ 洋酒､ ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､ 乳等を
主要原料とする食品､ ｹﾞﾙ化剤 ( 増粘多糖類 )､ 香料､ 酸
味料､ 酸化防止剤 (V.C､ ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ抽出物 )､ 着色料 ( ｶﾛﾁ
ﾉｲﾄﾞ､ ｶﾗﾒﾙ )､ 乳化剤､ pH 調整剤､ ( 原材料の一部にｾﾞ
ﾗﾁﾝ､ 大豆を含む )

(株)フタバ

(株)グルメ・ド・ノール

新潟県三条市川通中町477番地 ℡080-1202-2250
http://www.futaba-com.co.jp/

札幌市厚別区厚別東2条3丁目7-14
℡011-899-5000 http://www.gourmet-de-nord.jp/

１０本足の花削り

道産

するめいかの足部位を、口溶けが良いよう
に、特殊な機械で花削りに仕上げました。
旨みたっぷりな本品は、お好み焼き、お浸
しのトッピングや味付けのアクセントにお
すすめです。

北海道由仁産の生姜とカナダ産メープル
シュガーを合わせた商品

内容量：８０
販売単位：２４個
希望小売価格 ( 税込 )：５２５円
原材料：生姜・メープルシュガー・コショウ・シナモン・
カルダモン・グローブ

内容量：５０ｇ
販売単位：ケース（５０ｇ×２０袋）
希望小売価格 ( 税込 )：
原材料：いか、食塩

(株)フタバ

新潟県三条市川通中町477番地 ℡080-1202-2250
http://www.futaba-com.co.jp/

ＧＡＧＮＯＮ(株)

もずこん

札幌市西区二四軒4条7丁目5-14 ℡011-303-5200
http://www.gagnon-jp.com/

ルバーブコンフィチュール

北海道産の真昆布、がごめ昆布、ねこあし
昆布の三種と日本海でとれた岩もずくを
ミックスしました。鰹節屋が作るさっぱり
としたタレでそれぞれの食感をお楽しみ下
さい。

帯広産のルバーブとメープルシロップのコ
ンフィチュール

内容量：３００g（予定）
原材料：岩もずく、しょうゆ ( 本醸造 )、水飴、こんぶ ( 真
昆布、がごめ昆布、ねこあし昆布 )、砂糖、かつおぶし、
すだち果汁、こんぶエキス、食塩、酒精、醸造酢、発酵
調味料、酵母エキス、( 原材料の一部に小麦、大豆を含む )

(株)フタバ

℡011-621-1323
http://e-shokuhin.jp/

内容量：１５０ｇ
販売単位：１２個
希望小売価格 ( 税込 )：８４０円
原材料：ルバーブ メープルシュガー

新潟県三条市川通中町477番地 ℡080-1202-2250
http://www.futaba-com.co.jp/

ＧＡＧＮＯＮ(株)
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レモン果汁

札幌市西区二四軒4条7丁目5-14 ℡011-303-5200
http://www.gagnon-jp.com/

バイヤーズガイド

ハスカップコンフィチュール

天才ビートくんシロップ

厚真産のハスカップと余市産のイチゴをあ
わせた無添加コンフィチュール

北海道のてん菜から砂糖を精製する前の糖
液を使用し、
加工した液体甘味料です。
さっ
ぱりとした甘さでコクがあり、とても美味
しいです。アレルギー成分が含まれていな
い体にやさしい甘味料です。

内容量：１５０ｇ
販売単位：１５０ｇ
希望小売価格 ( 税込 )：８４０円
原材料：ハスカップ メープルシュガー
プルシロップ

内容量：３００ｇ
販売単位：２４本
希望小売価格 ( 税込 )：５０４円
原材料：ビート（てん菜）糖液、ビート（てん菜）糖蜜、
ビート（てん菜）オリゴ

ＧＡＧＮＯＮ(株)

いちご

メー

札幌市西区二四軒4条7丁目5-14 ℡011-303-5200
http://www.gagnon-jp.com/

北海道ビート黒糖(株)

数の子フライ

網走市新町3丁目6番24号 ℡0152-44-0941
http://www.beetkun.com/

吉次（きんき）姿煮

数の子がフライになりました。

北海道産の吉次（きんき）を身崩れするこ
となく丁寧に美味しく煮付けました。解凍
後、電子レンジ又は湯煎するだけで簡単に
高級料理を味わうことができます。ギフト
やおみやげなどにもクール便で十分対応で
きます。特許申請中。

内容量：１０本
原材料：数の子、パン粉、小麦粉、魚肉たん白、しょうゆ、
乳たん白、発酵調味料、食塩、昆布エキス、香辛料、鰹
エキス、たん白加水分解物、澱粉、食物繊維、砂糖、酵
母エキス、加工澱粉、ソルビット、増粘剤（加工澱粉）
、
調味料（アミノ酸等）、着色料（クチナシ、紅麹）、（原
材料の一部に大豆を含みます）

内容量：約３００グラム〜
販売単位：１尾
希望小売価格 ( 税込 )：４，
０００円より
原材料：きんき（北海道産）
、醤油、砂糖、米発酵調味料、
生姜、だし増粘剤（加工澱粉）
、調味料（アミノ酸等）
、
カラメル色素、だし汁（ごぼう）
、
（原材料の一部に小麦、
大豆を含む）

味付成
形数の子に衣をつけたものです。サクサク
感とプチプチ感が新食感のフライです。冷
蔵庫で 1、2 時間置いてから 180℃の油で 2
分程加熱するとおいしくお召上がり頂けま
す。

カネシメ食品(株)

札幌市西区八軒7条西10丁目1番12号
℡011-618-2275

吉次や

てんさい生姜のシロップ

吉次（きんき）湯煮

てん菜（ビート）も生姜も体を温める力や
免疫力を高める効果があります。北海道産
のてんさいから作ったシロップに国産の生
姜を加えました。アレルギーを含む特定原
材料を使っていない体にやさしいシロップ
です。

北海道産の吉次（きんき）を特製だし汁
（北海道産昆布・北海道産塩）だけで身崩
れすることなく丁寧に仕上げました。解凍
後、電子レンジ又は湯煎で温めお好みでウ
スターソース又は醤油などを付けてお召し
上がりください。クール便可

内容量：１７０ｇ
販売単位：２８本
希望小売価格 ( 税込 )：６８３円
原材料：ビート（てん菜）糖液、ビート（てん菜）糖蜜、
生姜パウダー

北海道ビート黒糖(株)

内容量：約３００グラム〜
販売単位：１尾
希望小売価格 ( 税込 )：３，
５００円より
原材料：きんき（北海道産）
、だし汁（昆布、塩）

網走市新町3丁目6番24号 ℡0152-44-0941
http://www.beetkun.com/

吉次や

北の黒糖「天才ビートくん」

札幌市中央区北9条西24丁目2-11 (有)ディーアンドエフ内
℡011-612-2012

吉次（きんき）ひつまぶし

北海道のビート（てん菜）から砂糖に精製
する前の糖液には、体に良いとされる成分
が多く含まれます。その成分を残したまま
固めたビート黒糖です。おやつやお茶請け
にそのままお召し上がり下さい。

吉次（北海道産）を特製だしで味付けした
ものを道産米で炊き上げ混ぜ合わせまし
た。吉次使用した新商品です。空弁・駅弁
などにいかがでしょうか。
内容量：約２００ｇ
販売単位：１食
希望小売価格 ( 税込 )：１，
５００円
原材料：吉次（北海道産）
、醤油、砂糖、米発酵調味料、
生姜、増粘剤（加工澱粉）
、調味料 ( 増粘剤）
、カラメル
色素、だし汁（ごぼう）
、金糸卵 [ 鶏卵、植物油脂、砂糖、
食塩、乳たん白、チキンパウダー、グリセリン、加工澱
粉、ソルビトール、リン酸ナトリウム、カロチノイド色
素 ]、えだまめ（北海道産）
、
（原材料の一部に小麦、大豆、
乳成分を含む）

内容量：１００ｇ
販売単位：４０袋
希望小売価格 ( 税込 )：３６８円
原材料：ビート（てん菜）糖液、ビート（てん菜）糖蜜、
分蜜粗糖

北海道ビート黒糖(株)

札幌市中央区北9条西24丁目2-11 (有)ディーアンドエフ内
℡011-612-2012

網走市新町3丁目6番24号 ℡0152-44-0941
http://www.beetkun.com/

吉次や
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札幌市中央区北9条西24丁目2-11 (有)ディーアンドエフ内
℡011-612-2012

北海道フードフェア
北海道よもぎ麩

北海道産 白ブドウ＆シーベリーワイン
北の大地、北海道より不思議なワインが誕
生しました。 グラスに注いだとき時に広
がるオレンジのような柑橘系の香り。 元
気になれるような黄金色のしずく、かすか
な甘みを感じさせる豊かな味わい、今まで
にない色味と香味、北海道産シーベリーの
極上の恵です。

北海道産の良質な小麦粉から、生麩の原料
となるグルテンを取り出し、北海道産のも
ち粉と国産のよもぎを混ぜ合わせて作りま
した。煮物、揚げ物、焼き物、吸い物など
様々な料理にお使いいただけます。

内容量：１２０ｇ
販売単位：１本
希望小売価格 ( 税込 )：５４６円
原材料：小麦粉（北海道産）
、もち粉（北海道産）
、よも
ぎ（国産）

内容量：３７５ｍｌ
希望小売価格 ( 税込 )：未定
原材料：白ブドウ、シーベリー

(株)自然農園グループ

オーガニック

余市郡仁木町東町15-41 ℡0135-32-3090
http://shop.organicwine.jp/

(株)小山製麩所

北海道産の良質な小麦粉から、生麩の原料
となるグルテンを取り出し、北海道産のも
ち粉と豆乳を混ぜ合わせて作ったもちもち
の生麩です。煮物、揚げ物、焼き物、吸い
物など様々な料理にお使いいただけます

内容量：１２０ｇ
販売単位：１本
希望小売価格 ( 税込 )：５４６円
原材料：小麦粉（北海道産）
、もち粉（北海道産）
、豆乳
（大豆 ( 北海道産）
）

内容量：３７５ｍｌ
希望小売価格 ( 税込 )：３，１５０円
原材料：有機栽培山ブドウ

余市郡仁木町東町15-41 ℡0135-32-3090
http://shop.organicwine.jp/

(株)小山製麩所

有機栽培された白ブドウとラズベリーを絶
妙な割合で混和させたワインです。甘い香
りに包まれ、かすかな甘みを感じる綺麗な
ロゼ色のワインです。

内容量：冷凍 ‐ １８℃以下
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 )：２，
２００円
原材料：すけそうたら卵（北海道産）
、食塩、調味料（ア
ミノ酸等）
、ソルビット、酒精、トレハロース、酸化防
止剤（ビタミンＣ）
、
ナイアシン、
ｐＨ調整剤、
発色剤（亜
硝酸Ｎａ）

余市郡仁木町東町15-41 ℡0135-32-3090
http://shop.organicwine.jp/

℡0144-87-2433
竹丸渋谷水産（株）北海道白老郡白老町字虎杖浜179-5
http://kojohama.com/

北海道くず餅

北の明太子

小麦から抽出された自社製の小麦澱粉と、
北海道産のビート黒砂糖で 作った「くず
餅」です。ビート黒砂糖は、さとうきび黒
糖と比べると、さっぱりとした甘味、酸味、
後味の良く、心地よい弾力のくず餅に仕上
げました。

北海道胆振沖で獲れたスケソウタラを水揚
げ後すぐに卵を取出し鮮度の高い生卵のま
ま、虎杖浜の美味しい水と昆布や魚醤等天
然の出汁をメインに作ったこだわりの調味
液に漬込みました。

内容量：冷凍−１８℃以下
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 )：２，
２００円
原材料：すけそうたら卵（北海道産）
、食塩、みりん、
風味原料（かつお、さば、昆布）
、酒、醤油、ゆず、醸
造酢、酵母エキス、香辛料、調味料（アミノ酸等）
、ソ
ルビット、酒精、トレハロース、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）
、ナイアシン、ｐＨ調整剤、発色剤（亜硝酸Ｎａ）

内容量：２５０ｇ
販売単位：１パック
希望小売価格 ( 税込 )：６３０円
原材料：澱粉、砂糖（甜菜含密糖、グラニュー糖）、グ
リシン、きな粉／大豆

札幌市中央区北5条西11丁目1-7

℡011-221-5612
www.fu-yuba.co.jp

北海道胆振沖で獲れたスケソウタラを水揚
げ後すぐに卵を取り出し鮮度の高い生卵の
まま、虎杖浜の美味しい水とこだわりの塩
で漬込み熟成させ、無着色に仕上げた本格
派。

内容量：３７５ｍｌ
希望小売価格 ( 税込 )：３，１５０円
原材料：有機栽培白ブドウ、有機栽培ラズベリー

(株)小山製麩所

札幌市中央区北5条西11丁目1-7

北のたらこ

オーガニック 白ブドウ＆ラズベリーワイン

(株)自然農園グループ

℡011-221-5612
www.fu-yuba.co.jp

北海道豆乳生麩

山ブドウワイン

大切に有機栽培された山ブドウ本来の強い
酸味を生かしたインパクト感のある深くて
濃い紅色のワインです。

(株)自然農園グループ

札幌市中央区北5条西11丁目1-7

℡011-221-5612
www.fu-yuba.co.jp

℡0144-87-2433
竹丸渋谷水産（株）北海道白老郡白老町字虎杖浜179-5
http://kojohama.com/
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バイヤーズガイド

しぶやのたらこ・明太子

みそトマト

北海道産たらこと明太子のお得なセット。
ギフトでもご自宅用でも喜ばれる北海道産
たらこと明太子のセット。もちろん、たら
こと明太子別売りも可能です。

爽やかな甘味が、大人のスィーツ感覚でお
楽しみ戴けます。再度特製みそはご利用出
来ますので、ﾄﾏﾄを洗われて漬けても良し、
『味噌デップ』として他のお野菜やお肉・
お魚に漬けても美味しく戴けます

内容量： ‐ １８℃以下
販売単位：１セット
希望小売価格 ( 税込 )：２，６００円
原材料：たらこ・明太子 / すけそうたら卵（北海道産）
、
食塩、みりん、風味原料（かつお、さば、昆布）
、酒、醤油、
ゆず、醸造酢、酵母エキス、香辛料、調味料（アミノ酸等）
、
ソルビット、酒精、トレハロース、酸化防止剤（ビタミ
ンＣ）、ナイアシン、ｐＨ調整剤、発色剤（亜硝酸Ｎａ）
、
着色料（赤 102 黄 5）

内容量：１９０ｇ（トマト７０ｇ味噌１２０ｇ）
販売単位：１８個入り＊６ケース
希望小売価格 ( 税込 )：６３０円
原材料：ミニトマト（十勝士幌産）
、漬け材料（味噌（米
（北海道産）大豆（北海道十勝本別産）
、塩）

℡0144-87-2433
竹丸渋谷水産
（株）北海道白老郡白老町字虎杖浜179-5
http://kojohama.com/

渋谷醸造

ハスカップかりんとう

青とうがらし

北海道産のハスカップソースを使用したか
りんとうです。

北海道中川郡本別町共栄14番地3 ℡0156-22-2077
http://www.sibuyajyozo.ne.jp

地元十勝本別町産大豆を丸ごと使用し、1
年間長期天然熟成させた
『無添加しろ醤油』
で、十勝本別町産『青なんばん』を甘く煮
詰めた『食べる青とうがらし』です。ｼｬｷｼ
ｬｷと食感もよく甘辛さでご飯が進みます。
辛い物好きには堪らなく病みつきになりま
す。

内容量：９０ｇ瓶
販売単位：２４個入り ６ケース （混載可）
希望小売価格 ( 税込 )：４７３円
原材料：青唐辛子（北海道十勝本別産）
、
砂糖、
白醤油（小
麦・大豆（十勝産）含む）
、水飴、みりん、
酒精

原材料：砂糖、小麦粉、植物油脂、トウモロコシでんぷ
ん、ショートニング、イースト、ゴマ、植物性たんぱく、
ハスカップ、食塩、乳化剤、アントシアニン色素、糊料
( ｱﾗﾋﾞｱｶﾞﾑ )、膨脹財、酸味料

(株)木野商事

(株)

北海道小樽市銭函3丁目511番地2 ℡0134-64-7111
http://www.kinoshoji.jp/

渋谷醸造

和風かりんとう

(株)

北海道中川郡本別町共栄14番地3 ℡0156-22-2077
http://www.sibuyajyozo.ne.jp

燻製豆

大雪山系の天然伏流水で仕込んだ基礎を使
用し、サクッとしたみそ風味のかりんとう
です。

塩水で戻したミニ大豆を４時間という長時
間の冷燻にする事で、コリコリと歯ごたえ
のある食感です。そのまま召し上がるかピ
ザやサラダのトッピングにもどうぞ。

希望小売価格 ( 税込 )：ノープリントプライス
原材料：糖類 ( グラニュー糖、白双糖、水飴 )、小麦粉、
植物油脂、みそ、イースト、ゴマ、乳化剤 ( 大豆由来 )、
膨脹剤、調味料 ( アミノ酸等 )

内容量：５０ｇ
販売単位：１０個
希望小売価格 ( 税込 )：３１５円／個
原材料：大豆（北海道当別町産）
・食塩

(株)木野商事

当別新産業
石狩郡当別町錦町53-57(JA北いしかり内) ℡0133-27-5452
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.jp/town/center/
活性化センター

北海道小樽市銭函3丁目511番地2 ℡0134-64-7111
http://www.kinoshoji.jp/

チーズとうがらし

豆腐の素

『十勝のチーズを和のテイストで！』十勝
産クリームチーズに十勝産『青なんばん』
を漬け込んだ絶品チーズです。
『うま〜か
らぁ〜』と後引きでクセになる味わいです。
ﾊﾟﾝやﾋﾟｻﾞ・ﾊﾟｽﾀは勿論、お肉お魚など色々
な料理のアクセントとしてご利用出来ます

当別産大豆（とよまさり）を原料として製
造される《つじの蔵》オリジナル「寄せ豆
腐」の豆乳です。水で薄めたり加熱してい
ないので、濃厚で新鮮です。

内容量：９０ｇ袋
販売単位：２８個＊６ケース， ４２個＊４ケース
希望小売価格 ( 税込 )：６３０円
原材料：ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ（十勝産）、青唐辛子（北海道十勝本
別産）、水飴、白醤油（小麦・大豆含む）、かつおぶし、
ｿﾙﾋﾞﾝ酸 K、増粘多糖類

渋谷醸造

(株)

内容量：５００ｃｃ
販売単位：５本
希望小売価格 ( 税込 )：３１５円／本
原材料：大豆（北海道当別町産）

当別新産業
石狩郡当別町錦町53-57(JA北いしかり内) ℡0133-27-5452
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.jp/town/center/
活性化センター

北海道中川郡本別町共栄14番地3 ℡0156-22-2077
http://www.sibuyajyozo.ne.jp
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北海道フードフェア
おおつかのうじょうのにんじんジュース

ヘルシーブラン（小麦ふすま）クッキー

大塚農場（当別町）の特別栽培にんじんを
ふんだんに使用した商品です。にんじんの
甘みとレモンの爽やかな酸味によりスッキ
リとした味わいに仕上げています。

北海道産の小麦ふすまとカロリーゼロのエ
リスリトールを使用して糖質を 50％削減
したクッキーです。グレープシードオイル
を使用しておりますので、コレステロール
やトランス脂肪酸もゼロに抑えておりま
す。健康に気をつけたい方にオススメの
クッキーに仕上がりました。
内容量：１００ｇ／個
販売単位：６０袋／ｃｓ
希望小売価格 ( 税込 )：３６８円
原材料：グレープシードオイル、小麦ふすま、小麦粉、
グラニュー糖、卵、アーモンドプードル、牛乳、エリス
リトール、トレハロース、
（原材料の一部に小麦、大豆
を含む）

内容量：缶（１９０ｇ）・瓶（７００ｍｌ）
販売単位：缶ジュース・・３０缶（１ケース）
瓶・・・・・・・６本（１ケース）
希望小売価格（税込）：２２０円／缶
８７０円／瓶
原材料：人参（大塚農場産）・レモン果汁（国産）

当別新産業
石狩郡当別町錦町53-57(JA北いしかり内) ℡0133-27-5452
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.jp/town/center/
活性化センター

(有)フーズアンドブレッド

●●●●●

なまらうまい豚 ( とん )

札幌市西区八軒6条西11丁目1-45
℡ 011-641-8200 http://www.foodsandbread.co.jp

消費者の方々に安全・安心な漬物を供給し
続けるため、平成２４年度に設立された団
体です。漬物に限らず、非加熱原材料を扱
う食品企業・組織等を対象として、製造工
程における衛生管理の徹底をさせるための
研修会や実習を行っております。

北海道産の小麦で作った、ふっくらとした
生地の中に、６時間以上を費やして味付け
した北海道産の豚肉と、北海道産チーズが
とろーりとろける豚角煮まん。

内容量：１４０ｇ
販売単位：１Ｃ／Ｓ（８０個入）
希望小売価格 ( 税込 )：４００円
原材料：豚肉 ( 北海道産 )、小麦粉 ( 北海道産 )、ﾅﾁｭﾗﾙ
ﾁｰｽﾞ ( 北海道産 )、砂糖、しょうゆ、ﾗｰﾄﾞ、ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳ
ﾀﾞｰ、生ｸﾘｰﾑ、ﾊﾟﾝ酵母、かんすい、でん粉、白絞油、植
物油、長ネギ、生姜

北海道漬物類組合

札幌市中央区大通西8丁目2番地北大通ビル5階
(一社)北海道食品産業協議会 事務局内 ℡011-281-2711

(株)見方

ミルクのえくぼ（プレーン）

北広島市大曲工業団地2丁目1番地3

℡011-376-2277
http://mikata.co.jp/

北海道リッチバターケイク

北海道産の牛乳、小麦、卵、生クリームを
ふんだんに使用し、練り上げ、低温でゆっ
くり時間をかけて焼き上げたブリオッシュ
の中心に最高級の北海道産生クリームを注
入しました。ミルク風味たっぷりの生ク
リーム入り高級ブリオッシュです。

ひと口食べれば、バターの風味が口一杯
に残るほど贅沢に北海道バターを使用し、
しっとりとした食べごたえのあるバター
ケーキです。

内容量：２００ｇ
販売単位：３６個／ボール
希望小売価格 ( 税込 )：９４５円
原材料：小麦粉、牛乳、生クリーム、乳等を主要原材料
とする食品、グラニュー糖、マーガリン、還元水飴、卵、
小麦たん白、昆布エキス、イースト、バター、食塩、ぶ
どう糖、香料、乳化剤、ｐ H 調整剤、着色料（カロチン）
、
（原材料の一部に大豆を含む）

内容量：１４５ｇ
販売単位：１Ｃ／Ｓ（４８個入）
希望小売価格 ( 税込 )：８００円
原材料：バター ( 北海道産 )、
砂糖 ( 北海道産 )、
小麦粉 ( 北
海道産 )、全卵 ( 北海道産 )、生ｸﾘｰﾑ、ﾄﾚﾊﾛｰｽ、加糖練乳、
膨張剤、香料

(有)フーズアンドブレッド

(株)見方

糖質 70％削減北海道ふすまパン（せんいPan パン）

北豆匠

札幌市西区八軒6条西11丁目1-45
℡ 011-641-8200 http://www.foodsandbread.co.jp

北海道産の小麦ふすまと大豆を使用し、糖
質 70％以上削減したパンです。ふすまは
約 1/2 が食物繊維で、これを多量に原材料
に使用することにより、糖質を 70％削減
させました。糖尿病の方や健康に気をつけ
たい方にオススメの健康パンに仕上がりま
した。

北広島市大曲工業団地2丁目1番地3

℡011-376-2277
http://mikata.co.jp/

ビートカシュー

カシューナッツを衣で包み、北海道産ビー
トグラニュー糖でカリッと焼き上げまし
た。さくさくの食感です。

内容量：１８０ｇ
販売単位：３０ｇ×５個／袋、４０袋／ＣＳ
希望小売価格 ( 税込 )：６３０円
原材料：牛乳、小麦ふすま、小麦グルテン、大豆粉、グ
レープシードオイル、生イースト、脱脂粉乳、食塩、グ
ラニュー糖、エリスリトール、トレハロース、香料（原
材料の一部に小麦、大豆を含む）

内容量：５５ｇ
販売単位：１ケース（１０袋入） 混載１０
希望小売価格 ( 税込 )：２３１円
原材料：カシューナッツ（インド産）
、ビートグラニュー
糖 ( 北海道産）
、米粉（国産）
、小麦粉、でん粉、食塩、
膨張剤

(有)フーズアンドブレッド

札幌市西区八軒6条西11丁目1-45
℡ 011-641-8200 http://www.foodsandbread.co.jp

池田食品(株)

10

札幌市白石区中央1条3丁目32番地 ℡011-811-2211
http://www.ikeda-c.co.jp/

バイヤーズガイド

カマンベールチーズケーキ

ジャングルベジタブル 山菜切り込みオイル漬
抗酸化作用のある行者ニンニクを中心に
山菜を沢山刻みオリーブオイルに漬け込み
ました。そのままチーズにのせてワインの
お伴に。山菜ペペロンチーノ、
パウンドケー
キ、ミートローフなどに展開できます。

自社製カマンベールチーズを原材料にしま
した。BOOK 型のかわいい化粧箱に入っ
ています。

内容量：２５０ｃｃ
販売単位：１袋
希望小売価格 ( 税込 )：１，２００円
原材料：ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ、山ｳﾄﾞ、こごみ、わらび、赤とう
がらし、山わさび、蕗、オリーブオイル、粒こしょう

内容量：１個
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 )：１，
２６０円
原材料：クリームチーズ、カマンベールチーズ、グラ
ニュー糖、クリーム、鶏卵、コーンスターチ

ポッポ舎

横浜市港北区富士塚6-11

℡045-434-2410

(株)十勝野フロマージュ

田楽みそ漬けカマンベール

ジャングルベジタブル アロニアソース

自社製カマンベールを田楽味噌に漬込みま
した。田楽味噌とチーズの相性は絶妙で、
甘口の田楽みそがチーズを優しく包み込み
口当たりがとてもよくなります。お酒のお
つまみや、ご飯のおかずにもなる乙な一品
です。JAL 国際線機内食に採用されまし
た。

アントシアニン豊富なアロニアを多目的
に使っていただけるようにしました。肉料
理のソース、ゼリー・ケーキなどの菓子材
料に。極力砂糖の量を控え、粒状態を残し
たまま仕上げてあります。

内容量：１３０ｇ
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 )：８４０円
原材料：生乳、みそ〔大豆含む（遺伝子組換えでない）
〕
、
砂糖、みりん、酒精、塩

内容量：２５０ｃｃ
販売単位：１袋
希望小売価格 ( 税込 )：１，２００円
原材料：アロニア、砂糖、ブランデー

ポッポ舎

北海道河西郡中札内村西2条南7丁目2番地
℡0155-63-5070 http://www.t-fromages.com

横浜市港北区富士塚6-11

℡045-434-2410

(株)十勝野フロマージュ

北海道河西郡中札内村西2条南7丁目2番地
℡0155-63-5070 http://www.t-fromages.com

サクサク手延べスナック『スコッキー』

ジャングルベジタブル こごみの北風砂糖干し
山の幸こごみを天日干しし、砂糖をまぶし
又天日干しを数回くりかえし仕上げてあり
ます。手軽に繊維がとれます。蕗の北風砂
糖干し・こごみと蕗の北風砂糖干し MIX
もあります。

特産品である手延べ麺をスナック菓子風に
油で揚げ、麺つゆ味、辛口味、バター醤油
味の 3 種類。子供のおやつから大人のビー
ルのつまみに好適。手延べ麺ギフトの詰合
せも検討中。

内容量：６０ｇ
販売単位：１袋
希望小売価格 ( 税込 )：３００円
原材料：こごみ、砂糖、醤油

内容量：３０ｇ、６０ｇ
販売単位：小袋（３０ｇ、６０ｇ）
（予定）
希望小売価格 ( 税込 )：２５０円（予価）
原材料：北海道産小麦、調味料

ポッポ舎

横浜市港北区富士塚6-11

（財)下川町ふるさと
開発振興公社

℡045-434-2410

十勝アリゴ

上川郡下川町幸町95番地 ℡01655-5-2770
http://www.shimokawa-zaidan.jp/

（仮）はるきらりの手延べうどん（下川小麦の手延べうどん）

フランスの郷土料理を十勝で再現しまし
た。マッシュポテトにチーズを加えて練り
込んだこの料理は、肉の付け合せとして親
しまれています。レンジで温めるだけで、
じゃがいもの甘みとチーズのコク、驚きの
のびをお楽しみ頂けます。

主原料に地元産はるきらりを使用し、北海
道産小麦を独自にブレンド。国産小麦の豊
かな風味と手延べ麺独特の食感が味わえる
贈答品向け商品。

内容量：７０ｇ
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 )：４５０円
原材料：馬鈴薯、ナチュラルチーズ、バター、クリーム、
牛乳

内容量：１８０ｇ
販売単位：１袋から 化粧箱入も可
希望小売価格 ( 税込 )：３５０円（予価）
原材料：下川産小麦（はるきらり）60％以上、北海道
産小麦（きたほなみ）
、塩

(株)十勝野フロマージュ

(財)下川町ふるさと
開発振興公社

北海道河西郡中札内村西2条南7丁目2番地
℡0155-63-5070 http://www.t-fromages.com
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上川郡下川町幸町95番地 ℡01655-5-2770
http://www.shimokawa-zaidan.jp/

北海道フードフェア
はるゆたか全粒粉クッキー

発芽十穀

風味豊かで幻の小麦と呼ばれる下川産ハル
ユタカ全粒粉を使ったクッキー

大麦、大豆、いなきびを追加した 10 種類
の発芽雑穀ブレンドです。彩りも綺麗な炊
き上がり。
＜おいしい食べ方＞
研いだお米 1 合に対し大さじ 1 杯（15 ｇ）程度入れて軽く混ぜ合わせ、
数時間水に浸してから普通に炊飯してください。
※発芽加工の際に水洗浄してありますので研ぐ必要はありません。

内容量：３００ｇ
販売単位：３０ヶ／ロット
希望小売価格 ( 税込 )：参考上代１，
３９６円
原材料：発芽青玄米、発芽大麦、発芽大豆、発芽いなき
び、発芽緑豆、発芽黒大豆、発芽小豆、発芽黒米、発芽
赤米、発芽そば

内容量：３０ｇ（予定）
販売単位：３個入
希望小売価格 ( 税込 )：未定
原材料：下川産小麦（ハルユタカ）使用

(財)下川町ふるさと
開発振興公社

上川郡下川町幸町95番地 ℡01655-5-2770
http://www.shimokawa-zaidan.jp/

松家農園

美酢人参 ( プレーン・ゆず・はちみつ )

発芽三志米

酢っとしみこむにんじん酢。十勝の畑で生
まれた人参と酢の、カラダにやさしい美酢
にんじんです。東京農業大学の技術指導の
もと、β - カロテンの豊富な人参をペース
トにして発酵させてできた希釈タイプの食
酢加工品です。

育ち盛りの若い玄米と古代米の黒米、赤米
を配合した 3 種類の発芽玄米ブレンドで
す。発芽玄米のみのブレンドですので、雑
穀や豆が苦手という方にもお勧めの商品で
す。

内容量：１２０ｍｌ
販売単位：２４本／１箱
希望小売価格 ( 税込 )：６３０円
原材料：プレーン：醸造酢（人参酢）
、オリゴ糖、米酢
ゆず：醸造酢（人参酢）、オリゴ糖、ゆず果汁、米酢
はちみつ：醸造酢（人参酢）
、オリゴ糖、はちみつ、米酢

音更町農業協同組合

上川郡東川町西町7丁目25-1 ℡0166-82-3320
http://nougyousakka.com

内容量：３００ｇ
販売単位：３０ヶ／ロット
希望小売価格 ( 税込 )：参考上代１，
０５０円
原材料：発芽青玄米、発芽黒米、発芽赤米

河東郡音更町大通5丁目1番地 ℡0155-42-8721
http://www.ja-otofuke.jp/

松家農園

キャロッシュ

上川郡東川町西町7丁目25-1 ℡0166-82-3320
http://nougyousakka.com

発芽黒米

ほのかに甘い口あたりと、ふわっとひろが
る優しい香り。女性におすすめできる優し
い飲み口。優雅なひと時にちょっぴり幸せ
をそえる。そんなお酒です。

黒い表皮部分にポリフェノールやアントシ
アニンなどの抗酸化成分が含まれている黒
米です。
＜おいしい食べ方＞
研いだお米 2 合に対し大さじ 1 杯（15 ｇ）程度入れて軽く混ぜ合わせ、
数時間水に浸してから普通に炊飯してください。
※発芽加工の際に水洗浄してありますので研ぐ必要はありません。

内容量：３３０ｍｌ
販売単位：２４本／１箱
希望小売価格 ( 税込 )：６５０円
原材料：にんじん、糖化スターチ、麦芽、ホップ

音更町農業協同組合

内容量：３００ｇ
販売単位：３０ヶ／ロット
希望小売価格 ( 税込 )：参考上代１，
３６５円
原材料：発芽黒米

河東郡音更町大通5丁目1番地 ℡0155-42-8721
http://www.ja-otofuke.jp/

松家農園

（株）近海食品
代表取締役社長 三浦 篤
創業 昭和５１年４月１日
設立 昭和５５年３月６日
資本金 3000 万円
事業内容 水産加工品製造販売、原藻昆布・
他海藻仕入れ販売
販売品目 原藻昆布・各種海藻・観光土産
昆布・刻み昆布・とろろ昆布・袋詰昆布・
缶詰・松前漬・昆布醤油・魚介類加工製品・
練製品等
取引銀行 北海道銀行釧路支店、みずほ銀
行釧路支店、北洋銀行厚岸支店、大地みら
い信用金庫松葉支店

近海食品

上川郡東川町西町7丁目25-1 ℡0166-82-3320
http://nougyousakka.com

皮付きいも
皮付きのじゃがいも（半割）を過熱水蒸気
で加工し、ホクホク感のある商品に仕上げ
ています。添加物は使用していない 100％
じゃがいもの商品です。

札幌営業所
〒 060-0033 北海道札幌市中
央区北 3 条東 3 丁目 1-35
近海ビル 4 階
TEL : 011-210-0078
FAX : 011-210-7068

内容量：１ｋｇ
販売単位：１ｋｇ×１０
希望小売価格 ( 税込 )：２，
６８０円
原材料：じゃがいも（北海道産）

(一社)北海道食産業
総合振興機構

北海道厚岸郡厚岸町有明１丁目３７番地 ℡0153-52-7361
http://www.kinkai.co.jp/
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札幌市中央区北1条西3丁目3 札幌MNビル8階
℡011-200-7000 http://www.h-food.or.jp/

バイヤーズガイド

焼き野菜３品

北海道留萌千望高等学校

じゃがいも、にんじん、かぼちゃを過熱水
蒸気で焼き上げました。ホクホク感のある
焼野菜を様々な料理に活用できます。カッ
トや焼く手間を省ける便利なセットです。

国公私立の別
設置者
設立年月日
共学・別学
課程
単位制・学年制
設置学科
学期

公立学校
北海道
1998 年
男女共学
全日制課程
学年制
電気システム科
建設科
情報ビジネス科
3 学期制

内容量：１ｋｇ
販売単位：１ｋｇ×１０
希望小売価格 ( 税込 )：６，５１０円
原材料：じゃがいも、にんじん、かぼちゃ

(一社)北海道食産業
総合振興機構

札幌市中央区北1条西3丁目3 札幌MNビル8階
℡011-200-7000 http://www.h-food.or.jp/

留萌千望高校

北海道留萌市千鳥町4丁目91番地 ℡0164-42-2474
http://www.senbou.hokkaido-c.ed.jp/

じゃがいも（蒸し）チルド
過熱水蒸気加工により、余分な水分を飛ば
し、じゃがいもの旨みを凝縮しています。
皮むき、加熱済みのため、ポテトサラダや
揚げいも、煮物などにすぐにご利用頂けま
す。

内容量：１ｋｇ
販売単位：１ｋｇ×６×２
希望小売価格 ( 税込 )：９，０３０円
原材料：じゃがいも（北海道産）

(一社)北海道食産業
総合振興機構

札幌市中央区北1条西3丁目3 札幌MNビル8階
℡011-200-7000 http://www.h-food.or.jp/

食品衛生検査器ＡｉｒＢＡＣｃＴ（エアーバクット）

食品衛生検査案内

軽量・コンパクト設計で、国内・国外を問わず持ち運んでの使用が
可能な携帯型食品衛生検査器です。ＢＡＣｃＴがあればそこが検査
室。誰でも、どこでも、簡単で正確に微生物検査が開始できます！

食品の安全を確認する微生物検査、成分分析等を承っております。
微生物検査は、HOFIA の認定を受けた検査員が実施いたします。

販売単位：−
希望小売価格 ( 税込 )：−

日本細菌検査(株)

希望小売価格 ( 税込 )：３，
０００円〜

東京都江戸川区東葛西5-27-2アゴラビルディング3F
℡03-5878-8910
http://www.bacct.com

(株)北炭ゼネラルサービス
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苫小牧市あけぼの町1丁目3番3号
℡0144-55-1171 http://ww.hokutan-gs.co.jp

北海道フードフェア
残留塩素検査キット

フォグスターＬ S −３０１

平成 24 年に発生した集団食中毒を受け改訂された「漬物の衛生規
範」に基づく殺菌液の濃度測定キット、また殺菌液が食品中に残留
していないかを調べる測定キットです。いずれも現場で手軽に使用
できます。

・防水 ･ 静音タイプで、食品加工場などでも使用できます。
・床を濡らすことなく殺菌・消臭します。

希望小売価格 ( 税込 )：７８７，
５００円
原材料：本体：ステンレス

(株)北炭ゼネラルサービス

苫小牧市あけぼの町1丁目3番3号
℡0144-55-1171 http://ww.hokutan-gs.co.jp

江別市大麻桜木町31-5
℡011-398-5467

エル・ティー・エス(株)

異物検査案内

新マエストロ U

食品に混入した異物の情報は、再発防止の重要な手掛かりとなりま
す。赤外分光、蛍光Ｘ線分析などで成分の調査を行い、混入経路推
定のお手伝いをいたします。

本品『新マエストロ・U』は、対象食品中の残留塩素の有無を、簡
単でかつ短時間で、確認する事ができる検査用キットであり、特に
水溶性タンパク質等が多い食品類中の【残留有効塩素】を測定する
ための測定キットです。

内容量：―
販売単位：１セット
希望小売価格 ( 税込 )：７，
６００円

希望小売価格 ( 税込 )：２０，０００円〜

(株)北炭ゼネラルサービス

苫小牧市あけぼの町1丁目3番3号
℡0144-55-1171 http://ww.hokutan-gs.co.jp

本部三慶(株)

原材料：◇ 酸触媒◇ ヨウ化カリウム試験紙◇ ろ紙 ◇
色度表 ( 原液用、調整液用、浸漬液用 ) ◇ シリンジ

大阪府大阪市中央区城見2-2-53 大阪東京海上日動ビル12F
℡06-6920-6657
http://www.sankei-group.com/

フォグスターＦＬ−３００

新マエストロ メビウス

・軽量タイプで、現場での移動が容易です。
・床を濡らすことなく殺菌・消臭します。

本検査キットは、厚生労働省が定めた「漬物の衛生規範」と「測定
方法」に準じ、食品の加工工程中の塩素酸化物の原液の管理や、処
理前、処理後に関わらず殺菌液の塩素濃度を管理して頂くことがで
きる簡易検査キットです。

販売単位：１台
希望小売価格 ( 税込 )：７６６，５００円
原材料：本体：FRP
ベース：ステンレス

エル・ティー・エス(株)

内容量：―
販売単位：１セット
希望小売価格 ( 税込 )：７，
６００円

江別市大麻桜木町31-5
℡011-398-5467

本部三慶(株)
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原材料：◇ 酸触媒◇ ヨウ化カリウムでんぷん紙◇ ろ紙
◇ 色度表◇ シリンジ

大阪府大阪市中央区城見2-2-53 大阪東京海上日動ビル12F
℡06-6920-6657
http://www.sankei-group.com/

バイヤーズガイド

クロラスケア

NewTon（ニュートン）

本品は、pH に影響されず、有機物が多い環境下でも、微生物類に
対して低濃度で効果を発揮し、従来の塩素酸化物類特有の強烈な臭
気や有害なガスの発生も極端に少ないという優れた特長を持ち備え
ております。

本検査キットは、厚生労働省が定めた「漬物の衛生規範」と「測定
方法」に準じ、食品の加工工程中の塩素酸化物の原液の管理や、処
理前、処理後に関わらず殺菌液の塩素濃度を管理して頂くことがで
きる簡易検査キットです。

内容量：１ｋｇ、２０ｋｇ
販売単位：１個
原材料：亜塩素酸水

本部三慶(株)

(株)前川製作所
北海道支店

大阪府大阪市中央区城見2-2-53 大阪東京海上日動ビル12F
℡06-6920-6657
http://www.sankei-group.com/

イネファイター

PascalAir（パスカルエア）

植物内生微生物のうち病原菌でないものを総称してエンドファイト
と言います。イネファイターはイネから分離された細菌エンドファ
イトで、イネの初期成育を促進し、元気なイネに育てます。米生産
者の心強い味方です。

エアサイクルを用いた超低温領域
（− 50 〜− 100℃）を創出する冷
凍システムです。オゾン層破壊係
数、地球温暖化係数ともにゼロの
空気が冷媒のため、地球環境負荷
はまったくありません。 超低温
領域（− 50 〜− 100℃）において、
従来の蒸気圧縮式フロン冷凍シス
テムより、最大 50 パーセントの
省エネ、CO2 排出量削減が可能
です。

(株)前川製作所
北海道支店

札幌市西区二四軒3条2丁目5-1 ℡011-631-2052
http://www.mayekawa.co.jp/

(株)前川製作所
北海道支店

札幌市西区二四軒3条2丁目5-1 ℡011-631-2052
http://www.mayekawa.co.jp/
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札幌市西区二四軒3条2丁目5-1 ℡011-631-2052
http://www.mayekawa.co.jp/

