バイヤーズガイド

「生ソフトクリーム」

キュートデニッシュ ( ミルク )

物産展での人気 No.1 の生ソフトを
「カップに詰めて売ってみよう！」
と社長。「そんなの売れない～」と
の大合唱。嶋木牧場の生乳が 70％
と生クリーム、砂糖も十勝産、しぼ
りたての生乳の味と香りが広がりま
す。

北海道産の牛乳をふんだんに使用
し、デニッシュ生地の食パンに仕上
がりました。ふんわり柔らかな食感
の中に牛乳のやさしい香りがお口
いっぱいに広がります。本年 1 月か
ら発売したばかりの新商品です。
内容量：約２２５g 販売単位：３６ヶ / 箱
希望小売価格 ( 税込 ) ５４０円
原材料：小麦粉、
ﾌｧｽﾄｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ､油脂加工食品（加
工油脂、乳蛋白）
、卵、ｸﾞﾗﾆｭｰ糖､ ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､ ｲｰ
ｽﾄ､ 牛乳､ 食塩､ ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ､ 小麦ｸﾞﾙﾃﾝ､
乳化剤､ 香料､ ｻﾜｰ種粉末 ( 不活性小麦種粉末､
焙煎麦芽粉末 )､ ぶどう糖､ 着色料 ( ｶﾛﾁﾝ )､ ｺ
ｰﾝｽﾀｰﾁ､ 増粘剤 ( ｶﾗｷﾞﾝｻﾝ )､ ﾒﾀﾘﾝ酸 Na､ 甘味
料 ( ｽｸﾗﾛｰｽ )､ｲｰｽﾄﾌｰﾄﾞ､V.C､酸化防止剤（V.E）
、
（原材料の一部に大豆を含む）

内容量：１２０ml
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 ) ２７０円
原材料：生乳、生クリーム、砂糖、ぶどう糖、
脱脂粉乳、水あめ、安定剤（増粘多糖類 )

(有)ハッピネスデーリィ

(有)フーズアンドブレッド

中川郡池田町清見103-2 ℡015-572-2001
http://www.happiness-dairy.com

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

「生チョコレート＜チーズ＞」

デニッシュプリン（仮）

「北海道の定番人気の生チョコに十
勝のチーズを入れないかとの会話か
ら、社内会議に２ヶ月、試作に４ヶ
月要して、北海道で初めて誕生した
生チョコとチーズのマリアージュ。
とにかくうまい！！

本年 1 月に発売したばかりの新商
品 !! 北海道産の牛乳・生クリームを
使用。濃厚で味わい深いミルクブラ
ウンソフトシュガーの香りも一緒に
お楽しみ下さい。
内容量：１４０ｇ
販売単位：検討中
希望小売価格 ( 税込 ) ６４８円
原材料：牛乳、三温糖、卵、菓子パン（小麦
粉、グラニュー糖、卵、その他）
、生クリーム、
乳等を主要原料とする食品（植物油脂、乳製
品、乳）
、グラニュー糖、香料、乳化剤、メタ
リン酸 Na、安定剤 ( 増粘多糖類 )､ ｲｰｽﾄﾌｰﾄﾞ
､ V.C､ 着色料（カロチン）
、
（原材料の一部に
大豆を含む）

内容量：２０粒
販売単位：１箱
希望小売価格 ( 税込 ) ７５６円
原材料：生クリーム、砂糖、ココアバター、植
物油脂、全粉乳、クリームチーズ、カカオマス、
卵黄、ホイップパウダー、洋酒、発酵乳、軟化
糖、レモン果汁、ココアパウダー、クリームパ
ウダー、乳糖を主原料とする食品、乳化剤

(有)ハッピネスデーリィ

(有)フーズアンドブレッド

中川郡池田町清見103-2 ℡015-572-2001
http://www.happiness-dairy.com

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 100％牛乳パン

献上昆布５００ｇ

北海道別海産の牛乳と北海道美瑛産
の小麦 100％で練上げ焼き上げまし
た。また一流のパティシェも使用す
る生クリームもたっぷりと一緒に配
合しておりますので、独特のしっと
り感と高級感のあるやさしいミルク
味に仕上がりました。

木箱入り

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。

内容量：約３００ｇ
販売単位：３０ヶ / 箱
希望小売価格 ( 税込 ) ７５６円
原材料：小麦粉、牛乳、生クリーム、グラニュー
糖、マーガリン、還元水飴、昆布エキス、小麦
たん白、イースト、加糖練乳、食塩、香料、ト
レハロース、乳化剤、カロチン色素（原材料の
一部に大豆を含む）

内容量：５００ｇ
販売単位：７入 C/S
希望小売価格 ( 税込 ) １２, ９６０円
原材料：天然真昆布（北海道函館市（旧南茅部
町）産）

(有)フーズアンドブレッド

南かやべ漁業協同組合

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

直販加工センター

函館市川汲町1546番地12 ℡0138-25-5574
http://www.konbunosato.com
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北海道フードフェア
真昆布だし焼肉のたれ

黒にんにくウコン DRINK

北海道南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。

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：５００ｍｌ
販売単位：２０入 Ｃ／Ｓ
希望小売価格 ( 税込 ) ７５６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）

内容量：５０mL
販売単位：１０本
希望小売価格 ( 税込 ) １，
９４４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

南かやべ漁業協同組合 直販加工センター

日本製薬工業(株)

函館市川汲町1546番地12 ℡0138-25-5574
http://www.konbunosato.com

愛知県小牧市小木東一丁目186番

早煮芽昆布

黒バランス

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、水戻してわさびじょう
ゆでそのまま戴けます。

５種類の厳選した黒色食材（黒豆、
黒ごま、黒米、黒糖、黒にんにく）
をバランス良く配合した、天然素材
のサプリメントです。大豆の植物性
たんぱく質及びイソフラボンに加
え、黒色食材の持つ天然ポリフェ
ノール、ビタミン、ミネラル、食物
繊維を取ることができます。
内容量：１５本
販売単位：１箱
希望小売価格 ( 税込 ) １，
４０４円
原材料：黒千石きな粉、黒胡麻、黒にんにく、
黒米粉、黒糖、水飴、砂糖、ひまわり油

内容量：１７０ｇ
販売単位：３０入 Ｃ／Ｓ
希望小売価格 ( 税込 ) １, ０８０円
原材料：真昆布（北海道函館市（旧南茅部町）産）

南かやべ漁業協同組合 直販加工センター

日本製薬工業(株)

函館市川汲町1546番地12 ℡0138-25-5574
http://www.konbunosato.com

愛知県小牧市小木東一丁目186番

℡0568-42-1234

名水珈琲ライト

黒にんにく粒（黒にんにく烏骨鶏卵黄）
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。

羊蹄山のふきだし湧水でネルドリッ
プ抽出した無糖の珈琲です。添付品
のコーヒーフレッシュ、シロップで
お好みに合わせてお飲みください。

内容量：３１粒（１箇月分）
販売単位：１袋
希望小売価格 ( 税込 ) １，９４４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

内容量：１８０ｍｌ
販売単位：３０本 /1 ケース
希望小売価格 ( 税込 ) １９５円
原材料：レギュラー珈琲

日本製薬工業(株)
愛知県小牧市小木東一丁目186番

℡0568-42-1234

北海道ミネラルウォーター (株)
℡0568-42-1234

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

カフェショコラドリンク

焼カシュー

羊蹄山のふきだし湧水でネルドリッ
プ抽出した無糖の珈琲に、ビター
チョコを混ぜ、寒天でとろみを付け
たドリンクです。

カシューナッツを米粉で包みしょう
ゆ味でカリッと！和風に仕上げまし
た。

内容量：５５ｇ
販売単位：１０入
希望小売価格 ( 税込 ) ２３８円
原材料：カシューナッツ（インド産）
、小麦粉、
ビートグラニュー糖、米粉、しょうゆ、でん粉、
唐辛子（原料の一部に大豆を含む）

内容量：１６０ｍｌ
販売単位：３０本 /1 ケース
希望小売価格 ( 税込 ) １９５円
原材料：レギュラーコーヒーフレッシュ、
ビター
チョコ、寒天

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

池田食品(株)
℡0136-41-2233

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/

名水珈琲焙煎匠＆ゼリー

生産者の顔が見える大豆 サクッと黒豆

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とゼリーのギフ
トです。ゼリーに添付してる、コー
ヒーフレッシュ、シロップでお好み
に合わせてお召し上がりください。

温風焙煎しサクサクの北海道産黒豆
に塩味の衣で味付けしました。

内容量：６０ｇ
販売単位：１０入
希望小売価格 ( 税込 ) ２３８円
原材料：黒大豆【北海道・当別産（遺伝子組み
換えでない）
】
、ビートグラニュー糖、米粉、小
麦粉、でん粉、植物油脂、食塩、膨脹剤

内容量：３０００ｇ
販売単位：１ケース
希望小売価格 ( 税込 ) ２，４２０円
原材料：レギュラー珈琲、寒天

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

池田食品(株)
℡0136-41-2233

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/

ﾄﾓｴ北海道鮭節昆布生しょうゆ

国産野菜のかりんとう

やわらかい香りが特徴の丸大豆生
しょうゆと、鮭節と日高産昆布の香
り高いだしをあわせました。北海道
のだしを使い、北海道のしょうゆで
作った「北海道の香るだし生しょう
ゆ」です。

マイクロ波減圧真空乾燥した道産野
菜パウダーを生地に練りこみまろや
かに仕上げました。

内容量：２００ml
販売単位：ケース
希望小売価格 ( 税込 )@ ３８９円
原材料：しょうゆ（大豆（北海道産）、小麦（北
海道産）、食塩）、還元水飴、果糖ぶどう糖液糖、
鮭節エキス、さけ削りぶし、昆布エキス、醸造
酢、昆布（日高産）、ほたてエキス、アルコール、
調味料（アミノ酸等）

内容量：１１０ｇ
販売単位：１０入
希望小売価格 ( 税込 ) ２３８円
原材料：小麦粉、米油、砂糖、水あめ、全粉乳、
はちみつ、食塩、イースト、かぼちゃパウダー、
にんじんパウダー、ほうれん草パウダー、ごぼ
うパウダー、
着色料（カラメル、
アナトー色素）
、
乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）

福山醸造(株)

池田食品(株)

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

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/
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北海道フードフェア
湯葉田楽

ブルーベリージャム

北海道産大豆を 100％使用。出来立
ての生湯葉を引き上げ、串に巻いて
から焼き目を付けて田楽風に仕上げ
ました。味噌を付けて温めるだけで
ふんわりとした湯葉の食感と、香ば
しい味噌の風味が口いっぱいに広が
ります。

自家栽培した完全無農薬ブルーベ
リーを使用し、甘さを抑えブルーベ
リー本来の爽やかさをジャムにしま
した。添加物も一切使用しておりま
せん。安心・安全・うまいブルーベ
リージャムをぜひどうぞ！！

内容量：４本
販売単位：１袋
希望小売価格 ( 税込 ) ８４０円
原材料：湯葉田楽：大豆（北海道産）
、
桜味噌：味噌（大豆を含む）、砂糖、味醂、焼
麩粉末（小麦を含む）、カラメル色素

内容量：２５０ｇ
販売単位：１０本（平成２７年７月下旬～発注可）
希望小売価格 ( 税込 )800 円／本
原材料：無農薬ブルーベリー（当別産）
、
砂糖（三
温糖）

(株)小山製麩所
札幌市中央区北5条西11丁目1-7

（一社）当別新産業活性化センター
℡011-221-5612
www.fu-yuba.co.jp

石狩郡当別町錦町53番地57(JA北いしかり内) ℡0133-27-5452
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.jp/town/center/

北うさぎの夢

当別青山産ふきのピクルス
（ホール・カット）

北の大地にひっそりと息づく可愛ら
しいうさぎをイメージした和スイー
ツです。ふんわりやわらかい大福餅
の中には、北海道産の原料を使用し
た甘さ控えめの餡や、クリームを入
れ、4 つの味わいをお楽しみいただ
けます。

当別青山産のふきを使用した無添加
のピクルス（酢漬け）です。スパイ
スとハーブを使用して風味にこだわ
り、程よいさっぱりした食味が特徴
です。

内容量：４個 販売単位：１箱 希望小売価格 ( 税込 ) ８１０円
原材料：熊笹クリーム大福：熊笹餡、もち粉、ミルクフラワーペースト、砂糖、澱粉、熊笹パウダー、
食塩、グリシン、加工デンプン、トレハロース、乳化剤、酵素、増粘多糖類、香料、ｐＨ調整剤、着
色料（ベニバナ、クチナシ）
、( 原材料の一部に小麦、乳、卵、大豆を含む )、小豆クリーム大福：小
倉餡、もち粉、ミルクフラワーペースト、砂糖、澱粉、食塩、グリシン、加工デンプン、乳化剤、酵
素、増粘多糖類、香料、ｐＨ調整剤、
（原材料の一部に小麦、乳、卵、大豆を含む）
、南瓜クリーム大福：
南瓜餡、もち粉、ミルクフラワーペースト、砂糖、澱粉、南瓜パウダー、食塩、グリシン、加工デン
プン、乳化剤、酵素、増粘多糖類、香料、ｐＨ調整剤、( 原材料の一部に小麦、乳、卵、大豆を含む )、
北海道メロン大福：メロンフラワーペースト、もち粉、砂糖、澱粉、食塩、グリシン、加工デンプン、
乳化剤、酵素、酸味料、香料、増粘多糖類、保存料（ソルビン酸 K）
、着色料（パプリカ色素、紅麹、
カロテン）
、( 原材料の一部に卵、乳、大豆を含む )

内容量：
（ホール）１２０ｇ、
（カット）２００ｇ
販売単位：各２４本（平成２７年８月～発注可）
希望小売価格 ( 税込 ) ７５６円／本
原材料：ふき（当別産）
、漬け原材料（醸造酢、
食塩、砂糖）
、にんにく（国産）
、香辛料、ロー
リエ

(株)小山製麩所
札幌市中央区北5条西11丁目1-7

（一社）当別新産業活性化センター
℡011-221-5612
www.fu-yuba.co.jp

石狩郡当別町錦町53番地57(JA北いしかり内) ℡0133-27-5452
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.jp/town/center/

麩レンチトースト麩

がごめ昆布おかず手造りセット ピリ辛するめ

北海道産の小麦粉を使用し、麩レン
チトースト専用麩として仕上げまし
た。焼き上げた後はまるでプリンの
ような滑らかな食感が特徴です。生
地にしみこんだ牛乳、卵、砂糖、シ
ロップのやさしい風味がふわっと口
いっぱいに広がりとろけます。

火を使わず簡単調理。具材と添付の
無添加ピリ辛たれと水を和えるだけ
で美味しいおかずが一品出来上が
り。するめとがごめ昆布の旨味と辛
さが絶妙なバランス。ご飯にはもち
ろん、お酒のおつまみにもピッタリ
です。

内容量：２４ｇ
販売単位：１袋
希望小売価格 ( 税込 ) ３５６円
原材料：小麦グルテン（北海道産）、小麦粉 ( 北
海道産 )

内容量：１０５ｇ
販売単位：１ケース（１２個入）
希望小売価格 ( 税込 ) １，
０８０円
原材料：具材：するめ、ごま、がごめ昆布
たれ：清酒、味噌、砂糖、コチュジャン、ガーリッ
ク、ごま、ジンジャー、豆板醤、唐辛子、食塩、
酵母エキス（原材料の一部にごま、
大豆を含む）

(株)小山製麩所
札幌市中央区北5条西11丁目1-7

(株)医食同源
℡011-221-5612
www.fu-yuba.co.jp

函館市万代町20-10 ℡0138-40-3938
www.nakayamayakuhin.jp
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バイヤーズガイド

松前漬手造りセット

さくらのアフィネ

自宅で簡単に作れる松前漬セット。
お好みで様々な具材と混ぜ合わせれ
ばオリジナルの松前漬に。函館産が
ごめ昆布と真昆布、道産スルメのう
ま味が凝縮した北海道の郷土料理で
す。

アフィネとはフランス語で熟成の意
味。さくらをさらに一カ月熟成し、
酸味はまろやかになり、深みのある
コクとなめらかな舌触りのチーズに
熟成します。

内容量：２７０ｇ
販売単位：１ケース（２０個入）
希望小売価格 ( 税込 ) １，０８０円
原材料：するめ、昆布、松前漬用特製タレ（還
元水飴、発酵調味料、しょうゆ、果糖ぶどう糖
液糖、鰹エキス、食塩、たん白加水分解物、酵
母エキス）( 原材料の一部に小麦、大豆を含む）

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

(株)医食同源

農事組合法人共働学舎新得農場
函館市万代町20-10 ℡0138-40-3938
www.nakayamayakuhin.jp

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

函館粗挽き海塩

笹ゆき

熊石海洋深層水塩と函館近海でのみ
採取される海藻ウガノモクとがごめ
昆布がブレンドされた調味塩。自然
豊かな南北海道の海の香りと、ほの
かな甘みが感じられます。

熊笹の酵素や栄養成分の働きによ
り、白カビ特有の強い香りは比較的
抑えつつ、しっかりと熟成をしてい
きます。共働学舎オリジナル第 1 号
のチーズです。

内容量：３０ｇ
販売単位：１ケース（１２個入）
希望小売価格 ( 税込 ) ５９４円
原材料：海水塩（熊石海洋深層水）、ウガノモク、
がごめ昆布

内容量：２５０g
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 ) オープン
原材料：生乳、食塩、笹

(株)医食同源

農事組合法人共働学舎新得農場
函館市万代町20-10 ℡0138-40-3938
www.nakayamayakuhin.jp

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

さくら

北海道産リンゴのコンポート

口に含むと桜の香りがふんわりと広
がる、きめ細やかでホロリとした口
溶けです。蜂蜜などを添えてデザー
ト風にお召し上がりいただいてもま
た美味。

北海道産のリンゴをさっぱりとした
糖蜜に漬けこんだコンポート。その
まま食用の他、
デザートや焼き菓子、
アイスに練り込む等、個人・業務用
と問わず様々な用途にご利用いただ
けます。

内容量：７００g（固形量５６０g）
販売単位：１ケース（１２本入り）
希望小売価格 ( 税込 ) １，
２０１円
原材料：リンゴ（北海道産）
、異性化液糖、砂糖、
ｐＨ調整剤（クエン酸）
、酸化防止剤（ビタミ
ンＣ）
、乳酸カルシウム

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

農事組合法人共働学舎新得農場

(有)自然農園

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

余市郡仁木町東町15丁目41番地
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℡0135-32-3090
www.natural-farm.jp

北海道フードフェア
おーいラムちゃん

北海道産生乳と砂糖のみで仕上げたのむヨーグルト（甘さすっきり）

北海道産のサフォークラムをふっく
ら柔らかく仕上げたラム肉を串焼き
用にしました。臭みがなくラム本来
の旨さが味わえる一品です。
（塩味）

生乳 90％以上使用し砂糖を少しだ
け加えました。生きて腸まで届くビ
フィズス菌 BB-12 を使用し乳酸菌
の程良い酸味とすっきりとした甘さ
の商品です。原材料は、生乳・砂糖
共に北海道産、香料・安定財不使用
です。

内容量：２２５ｇ
販売単位：５本入り
希望小売価格 ( 税込 ) １，３５０円
原材料：北海道産サフォークラム

内容量：１８０ｇ
販売単位：１本（流通状況による）
希望小売価格 ( 税込 ) １６２円
原材料：北海道産の生乳・砂糖

かわにしの丘しずお農場(株)

新札幌乳業(株)

士別市武徳町46線東3号 ℡0165-22-2151
http://www.shizuo-farm.com/

札幌市厚別区厚別東4条1丁目1番7号 ℡011-897-1661
http://www.shinsapporo-milk.co.jp

笑み満々

北海道小林牧場物語ぬって食べるヨーグルト

自社農場にて、有機肥料を中心とし
た土づくりからこだわり、無農薬で
栽培したフルーツトマトを 2 種類使
用。濃厚でありながらすっきりとし
た酸味を持った無塩で作ったトマト
ジュースです。

朝食の栄養バランスをより良く簡単
に！！パンやフルーツにぬって、よ
り美味しく！そんなコンセプトから
誕生した、まったく新しいタイプの
ヨーグルトです。爽やかな風味と濃
厚な食感が特徴。

内容量：１８０ｇ
販売単位：１本
希望小売価格 ( 税込 ) ３８９円
原材料：北海道士別産トマト

内容量：２００ｇ
販売単位：１個（流通状況による）
希望小売価格 ( 税込 ) ５４０円
原材料：北海道産の生乳・砂糖

かわにしの丘しずお農場(株)

新札幌乳業(株)

士別市武徳町46線東3号 ℡0165-22-2151
http://www.shizuo-farm.com/

札幌市厚別区厚別東4条1丁目1番7号 ℡011-897-1661
http://www.shinsapporo-milk.co.jp

よーぐるとのお酒

しずおさんちのサフォークカレー
希少な北海道産サフォークラムを柔
らかく煮込みご家庭で手軽に味わえ
るようにレトルトカレーに仕上げま
した。お土産用に人気です。

のむヨーグルトと仕込み水を混ぜ合
わせ、砂糖・麹・酵母を加え、じっ
くりと発酵させた独自製法の繰り返
しで造り上げました。ストレートで
飲んでも、ロック、ソーダ割りにし
ても美味しく頂けます。乳酸菌と麹
の風味がきいた、フルーティーでま
ろやかな醸造酒。

内容量：１８０ｇ
販売単位：１箱
希望小売価格 ( 税込 ) ５４０円
原材料：カレー（サフォークラム使用）

内容量：５００ｍｌ
販売単位：１ケース（２０本入）
希望小売価格 ( 税込 ) １，
８３６円
原材料：北海道産の生乳・砂糖・麹・酵母

かわにしの丘しずお農場(株)

雪あそび

新札幌乳業(株)

士別市武徳町46線東3号 ℡0165-22-2151
http://www.shizuo-farm.com/

札幌市厚別区厚別東4条1丁目1番7号 ℡011-897-1661
http://www.shinsapporo-milk.co.jp
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バイヤーズガイド

有機ＪＡＳ認証ロールパン 3 個入り

北海道恵庭生まれの完熟トマト鍋スープ

北海道産の有機ＪＡＳ認証小麦『は
るきらり』を認証された製粉工場で
小麦粉にし、認証されたパン製造ラ
インで生産した商品です。

北海道ＪＧＡＰ認証農場で栽培され
た『調理用トマト』をトマトピュー
レに一手間かけて仕上げた濃縮タイ
プ。
『鍋料理は、
団欒食としての癒し・
和み等の御提案』からパスタ・ピザ
等への御提案商品です。
内容量：２５０g
販売単位：４０個 / ケース
原材料：北海道恵庭市余湖農園産トマトピュー
レ・トマトケチャップ・砂糖・りんご酢・味噌・
食塩・エビエキス・魚醤（魚介類）
・にんにく・
香辛料・調味料（アミノ酸等）
・増粘剤（加工
でん粉）
・パプリカ色素・
（原料の一部に小麦を
含む）

内容量：１２０ｇ
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 ) ３００円
原材料：有機 JAS 認証小麦はるきらり

シロクマ・北海食品(株)

（有）余湖農園

札幌市白石区南郷通20丁目南8-3 ℡011-865-3521
http://www.sirokuma.co.jp/shirokuma/

恵庭市穂栄323番地 ℡0123-37-2774
http://www8.ocn.ne.jp/~global

滝川産大麦のブール

余湖さん家の とまとジュース

北海道産小麦に希少な北海道滝川産
の大麦粉を湯種製法にて添加しホシ
ノ酵母にて熟成発酵させた食事パ
ン。

とれたてのトマトをぎゅ～っとしぼ
りました。水分は、全部トマトから
のものです。とろみがすごくあり、
飲むのがもったいないくらいのまる
でピューレのようです。有塩と無塩
の２種類。

内容量：１９０ｇ
販売単位：３０缶 / ケース× 2
希望小売価格 ( 税込 ) ２１６円
原材料：調理用トマト
（北海道恵庭市余湖農園産）
・食塩

内容量：２６０g
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 ) ３００円
原材料：大麦粉、北海道産小麦粉

シロクマ・北海食品(株)

（有）余湖農園

札幌市白石区南郷通20丁目南8-3 ℡011-865-3521
http://www.sirokuma.co.jp/shirokuma/

恵庭市穂栄323番地 ℡0123-37-2774
http://www8.ocn.ne.jp/~global

北海道産ライ麦のフルーツロール

余湖農園産 黒千石入りコーヒー

北海道産小麦と希少な北海道産ライ
麦の生地にドライフルーツを練り込
んだ食事パン。

黒千石大豆に含まれるポリフェノー
ルやミネラルを薫り高いブラジル
コーヒーで包みました。心と体に優
しいひとときををどうぞ！！

内容量：８０ｇ（８ｇ×１０）
販売単位：１袋（１０個入り）
希望小売価格 ( 税込 ) ８６４円
原材料：コーヒー豆（ブラジル産）
・黒千石大
豆（北海道恵庭産）

内容量：２１０g
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 ) ４６４円
原材料：北海道産小麦粉、北海道産ライ麦粉

シロクマ・北海食品(株)

（有）余湖農園

札幌市白石区南郷通20丁目南8-3 ℡011-865-3521
http://www.sirokuma.co.jp/shirokuma/

恵庭市穂栄323番地 ℡0123-37-2774
http://www8.ocn.ne.jp/~global
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北海道フードフェア
湖水地方の真珠

留萌のとばせん

北海道湖水地方の牧場で放牧されて
いる、北海道水牛の乳のみを使用し
た手作りフレッシュチーズ。繊細な
繊維の中から、熟成した甘味のある
濃厚なミルクがこぼれ出る逸品。

普段捨ている部分の鮭のとばの皮を
使用しています。ぱりっとした触感
で、お酒のお供に最適です。

内容量：８０g
販売単位：１
希望小売価格 ( 税込 ) ２５０円
原材料：鮭の皮（北海道産）
、食塩、砂糖、た
んぱく加水分解物、ソルビット、調味料、くん
液など

内容量：３００ｇ
販売単位：３００ｇ
希望小売価格 ( 税込 ) ３，０００円
原材料：水牛乳、乳酸菌、凝乳酵素、塩

(有)フードアトラス

北海道留萌千望高等学校

札幌市中央区北1条西3丁目 荒巻時計台前ﾋﾞﾙB1 ℡011-280-7557
http://www.ilpino-il.com

留萌市千鳥町4丁目91番地 ℡0164-42-2474
www.senbou.hokkaido-c.ed.jp

北海道産チーズのピッツァ

米留（べーる）

北海道産チーズをたっぷり使用した
当店人気のピッツァを商品化しまし
た。

ななつぼし（南るもい産）の米粉を
１００％使用しています。小麦粉は
不使用です。しっとりとした食感。
売上の２％を慈善団体に寄付をして
います。

内容量：約２２㎝
販売単位：１枚
希望小売価格 ( 税込 ) １，２９６円
原材料：生地（小麦粉・牛乳・バター・オリー
ブオイル・ドライイースト・食塩・砂糖）
・他

内容量：４３g
販売単位：１
希望小売価格 ( 税込 ) １５０円
原材料：米粉（南るもい産）
、卵、砂糖、膨張
剤など

(有)フードアトラス

北海道留萌千望高等学校

札幌市中央区北1条西3丁目 荒巻時計台前ﾋﾞﾙB1 ℡011-280-7557
http://www.ilpino-il.com

留萌市千鳥町4丁目91番地 ℡0164-42-2474
www.senbou.hokkaido-c.ed.jp

鰊そぼろ

エゾ鹿のグラー（ミートソース）
イタリアンやフレンチでも高級食材
として知られる鹿肉を、香ばしく煮
込んだミートソース。湯煎するか、
鍋にあけて温め”北海道産小麦『春
よ恋い 100％』生パスタ”とご一緒
にお召し上がりください。

醤油味で、ほのかに香る魚の風味が
特徴。醤油で３日間煮込んでいるの
で、骨まで柔らかいです。ご飯にか
けていただくととても美味しいで
す！

内容量：６０g
販売単位：１
希望小売価格 ( 税込 ) ４９７円
原材料：にしん、清酒、しょうゆ、果糖ぶどう
糖純糖、醸造酢、食塩、でんぷん、砂糖、香辛
料、調味料、香料

内容量：３００ｇ
販売単位：１箱（２人分）
原材料：鹿肉・玉ねぎ・にんじん・トマト・セ
ロリ・赤ワイン・植物油脂・濃縮牛乳・にんに
く・酵母エキス・バター・食塩・香辛料

(有)フードアトラス

北海道留萌千望高等学校

札幌市中央区北1条西3丁目 荒巻時計台前ﾋﾞﾙB1 ℡011-280-7557
http://www.ilpino-il.com

留萌市千鳥町4丁目91番地 ℡0164-42-2474
www.senbou.hokkaido-c.ed.jp
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バイヤーズガイド

利尻昆布ポン酢２００ｍｌ

パンプキンペースト ( 北海道産えびすかぼちゃ )
北海道産えびすかぼちゃを何も加え
ず蒸して裏漉し、ケーキやパイ、プ
リン等の洋菓子や和菓子の原料とし
て、またスープ等の料理用素材とし
て幅広くご利用頂けます。

北海道産の丸大豆醤油をベースに高
知県産ゆず果汁、北海道産鮭魚醤、
利尻昆布を使用したすっきり感のあ
るポン酢です。

内容量：２００ｍｌ
販売単位：ケース単位（１２入）
希望小売価格 ( 税込 ) ６４８円
原材料：しょうゆ、ゆず果汁、醸造酢、還元水
飴、砂糖、昆布エキス、たん白加水分解物、発
酵調味料、鮭魚醤、昆布、酵母エキス

内容量：１ｋｇ
販売単位：１ｋｇ×６袋
希望小売価格 ( 税込 ) オープン価格
原材料：かぼちゃ１００％

田中製餡(株)北海道支店

(株)ケイアイフーズ

北海道千歳市泉沢1007番地23 ℡0123-28-3355
http://www.anko.co.jp

札幌市東区東苗穂3条3丁目1-96 ℡011-787-5975
http://www.ki-foods.com/

北海道コーンペースト

鮭節羅臼昆布だし２００ｍｌ

北海道産とうもろこしを使用。砂糖
等入ってない滑らかペーストでケー
キやパン、プリン等の洋菓子や和菓
子の原料として、また料理用素材と
してもご利用頂けます。

良質な羅臼産の昆布に北海道産の厚
削り鮭節をふんだんに使用した香ば
しく味わい深い昆布だしです。

内容量：２００ｍｌ
販売単位：ケース単位（１２入）
希望小売価格 ( 税込 ) ６４８円
原材料：食塩、水飴、鮭節エキス、昆布エキス、
昆布、さけ削り節、醸造酢、酒精、調味料（ア
ミノ酸等）

内容量：１ｋｇ
販売単位：１ｋｇ×６袋
希望小売価格 ( 税込 ) オープン価格
原材料：とうもろこし１００％

田中製餡(株)北海道支店

(株)ケイアイフーズ

北海道千歳市泉沢1007番地23 ℡0123-28-3355
http://www.anko.co.jp

札幌市東区東苗穂3条3丁目1-96 ℡011-787-5975
http://www.ki-foods.com/

北海道にんじんペースト

利尻昆布醤油２００ｍｌ

北海道産にんじんを使用。砂糖等
入ってない滑らかペーストでケーキ
やパン、プリン等の洋菓子や和菓子
の原料として、また料理用素材とし
てもご利用頂けます。

北海道産丸大豆醤油をベースに、香
りと甘みが定評の利尻昆布のだしを
織り交ぜた味わい深い昆布醤油で
す。

内容量：２００ｍｌ
販売単位：ケース単位（１２入）
希望小売価格 ( 税込 ) ６４８円
原材料：しょうゆ、水飴、昆布エキス、砂糖、
昆布、
酒精、
調味料
（アミノ酸等）
、
カラメル色素、
甘味料（ステビア）

内容量：１ｋｇ
販売単位：１ｋｇ×６袋
希望小売価格 ( 税込 ) オープン価格
原材料：にんじん１００％

田中製餡(株)北海道支店

(株)ケイアイフーズ

北海道千歳市泉沢1007番地23 ℡0123-28-3355
http://www.anko.co.jp

札幌市東区東苗穂3条3丁目1-96 ℡011-787-5975
http://www.ki-foods.com/
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北海道フードフェア
麺屋菜々兵衛

鶏白湯塩

いくら醤油漬２５０ｇ

大手口コミサイト北海道ラーメン人
気 NO.1 行列店「麺屋菜々兵衛」の
お土産麺です。和食出身の店主が素
材から仕込みの細部にわたり丁寧に、
手間隙かけて作り上げる滋味深き一
杯を再現しました。店舗でも大人気
の鶏白湯スープは、鶏の旨味が凝縮
され、コク深く女性にも人気の一杯。

秋鮭の本場、
日高で捕れたいくらを、
鮭醤油（魚々紫）を加えたオリジナ
ルの調味液に漬け込みました。添加
物等は最低限に抑えておりますの
で、
安心してお召し上がり頂けます。
宝石のように鮮やかな色合いは鮮度
がよい証拠。これぞまさしく北海道
の味です。

内容量：２食入 ３４０g
販売単位：３ケース ( ２０入り / １ｃ )
希望小売価格 ( 税込 ) ６４８円
原材料：めん：小麦粉、でん粉、卵白、食塩、酒精、乳酸ナトリウム、トレハロー
ス、かんすい、加工でん粉（打ち粉）スープ：チキンエキス、食塩、鶏油、砂糖、
酵母エキス、しょうが、酒精、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）
、調味料（ア
ミノ酸等）、香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、大豆、卵を含む）

内容量：２５０ｇ
販売単位：２５０ｇ４０P 入
希望小売価格 ( 税込 ) ２，
３８０円
原材料：鮭卵（北海道日高産）
、米発酵調味料、
還元水飴、食塩、魚醤、砂糖、鰹節エキス、植
物蛋白加水分解物、醤油、昆布エキス、酵母エ
キス、
（原材料の一部に小麦、大豆、さけを含む）

(株)えぞキッチン

(株)マルデン

札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE札幌ﾋﾞﾙ3F ℡011-707-2211
http://www.ezokitchen.co.jp/

幌泉郡えりも町字笛舞14番地 ℡01466-2-2276
http://www.marude-n.co.jp

北海道えりも 鮭ジャーキー（チーズ入）

北海道自然派ラーメン優麺 しょうゆ味
食を大切に、化学調味料を使わず北
海道の小麦 100％で自然の蒙古王か
んすいを使い着色料も使わない、そ
んなラーメンです。お子さまからお
年寄りまで安心してお召し上がりい
ただけます。

北海道産の鮭に北海道産のチーズを
入れてジャーキーにしました。特製
の調味料を加え、スパイシーに仕上
げています。

内容量：１６３g
販売単位：食単位
希望小売価格 ( 税込 )OPEN（３９８円）
原材料：めん：小麦粉【小麦 ( 北海道産 )】
、食塩、
酒精、かんすい、卵殻カルシウム、加工澱粉 ( 打粉 ) スープ：醤油 ( 大豆 ( 遺
伝子組み換えでない ))、食用油脂、ポークエキス、酵母エキス、食塩、チキン
エキス、魚醤、にんにく、澱粉、はちみつ、ガラスープ、コンブエキス、玉ねぎ、
砂糖、香辛料 ( 原材料の一部に大豆、小麦、ゴマを含む）

内容量：３５ｇ
販売単位：３５ｇ２４Ｐ入３合１甲
希望小売価格 ( 税込 ) ３８０円
原材料：鮭（北海道産）
、プロセスチーズ（北
海道産）
、米発酵調味料、粉末水飴、食塩、胡椒、
ガーリックパウダー、オニオンパウダー、魚醤、
調味料（アミノ酸等）
、ソルビトール、ＰＨ調
製剤、
くん液、
着色料（紅麹色素、
パプリカ色素）

(株)えぞキッチン

(株)マルデン

札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE札幌ﾋﾞﾙ3F ℡011-707-2211
http://www.ezokitchen.co.jp/

幌泉郡えりも町字笛舞14番地 ℡01466-2-2276
http://www.marude-n.co.jp

魚々ラーメン【海老みそ味】

旭山動物園くらぶラーメン 3 食セット
旭山動物園くらぶラーメンの公式
ラーメンは、
「あざらしラーメン」
（昆
布醤油）、「ぺんぎんラーメン」( ホ
タテ塩 )、「らいおんラーメン」( え
び味噌 ) の 3 種類です。昆布・ホタテ・
えびは北海道産のものを 100％使用
した、素材にこだわったスープです。

甘えびから造られた「えび醤油」を
加えた、えびの風味香る旨味際立つ
スープです。麺を茹でたお湯をスー
プにご使用出来ますので、鍋ひとつ
で簡単に調理できます。鍋料理のし
め等にもおすすめです。
内容量：２８０ｇ
（めん８０ｇ×２・スープ６０ｇ×２）
販売単位：１２入３合１甲
希望小売価格 ( 税込 ) ６００円
原材料：
（めん）小麦粉、卵白粉、食塩、小麦
たん白、かんすい、クチナシ黄色素（スープ）
味噌、砂糖、えび香味油（大豆油、あまえび頭）
えび醤油、えびエキス、食塩、えび粉末、香辛科、
調味料、
（アミノ酸等）
、清酒、増粘材（キサン
タン）
、酸化防止剤（ＶＥ）
、カラメル色素、加水。

内容量：３３０ｇ
販売単位：１８箱単位
希望小売価格 ( 税込 ) ２４９円
原材料：
【麺】小麦粉、小麦たん白、卵白粉末、食塩、かんすい、クチナシ色素【スー
プ】しょうゆ、肉エキス、食塩、動物油脂、チキンブイヨン、砂糖混合異性化液
糖、昆布エキス ( 北海道産 )、煮干エキス、ポークブイヨン、香辛料、昆布 ( 北
海道産 )、メンマパウダー、調味料 ( アミノ酸等 )、酒精、増粘剤 ( キサンタン )、
カラメル色素、酸味料、酸化防止剤 ( ビタミン E)、香辛料抽出物、香料、 他

(株)えぞキッチン

(株)マルデン

札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE札幌ﾋﾞﾙ3F ℡011-707-2211
http://www.ezokitchen.co.jp/

幌泉郡えりも町字笛舞14番地 ℡01466-2-2276
http://www.marude-n.co.jp
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バイヤーズガイド

「三笠の鶏醤」

北海道

道産原料で無添加の天然アミノ酸が
豊富な、製法特許取得の世界初の”
うま味”発酵調味料。用途万能で、
低カロリー・高蛋白質・低脂肪、か
つコレステロール値「ゼロ」と、健
康を考えた「道産食品」認定の逸品。

青南蛮味噌 ( 甘辛 )

北海道産の青南蛮を使用。炊きたて
の御飯に、おにぎりの具に、野菜炒
めや、お肉に絡めたりと幅広くご賞
味いただける万能味噌。甘辛さがや
みつきになります。

内容量：１２５g
販売単位：１ケース ( １２本×２)
希望小売価格 ( 税込 ) ５８０円
原材料：米みそ、砂糖、青南蛮、合成清酒、食
用なたね油、鶏卵、米・小麦発酵調味液、大葉、
調味料 ( アミノ酸等 )、酸味料、( 原料の一部
に大豆、小麦を含む )

内容量：１２０ml
販売単位：本 / １ケース ( ２４本 )
希望小売価格 ( 税込 ) ４８６円
原 材 料： 鶏 も つ ( 北 海 道 産 ) 、 食 塩 ( 国
産 ) 、小麦麹 ( 北海道産 )、米麹 ( 北海道産 )
、鶏エキス ( 北海道産 )

(株)中央食鶏

(株)アイチフーズ

三笠市本町4番地の1 ℡01267-2-8100
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000064.html

札幌市豊平区平岸1条2丁目4-7 ℡011-816-5050
http://www.bentoss.co.jp/

はるゆたかうどん

北海道

「はるゆたか」は希少な国産小麦で
タンパク含有率が高く、グルテンも
強い為、弾力とコシを与えるのに最
適で、加えて繊細な味を生み出し、
やさしく自然で上品な甘み、旨味を
楽しめる納得できるプレミアうどん
です。

青南蛮味噌 ( 中辛 )

富良野エリアの青南蛮を使用。炊き
たての御飯に、おにぎりの具に、野
菜炒めや、お肉に絡めたりと幅広く
ご賞味いただける万能味噌。あと引
く甘辛さが食欲をそそります。

内容量：１２５g
販売単位：１ケース ( １２本×２)
希望小売価格 ( 税込 ) ５８０円
原材料：米味噌、砂糖、青唐辛子、米発酵調味
料、食用なたね油、食用大豆油、鶏卵、大葉、( 原
料の一部に大豆、小麦を含む )

内容量：１００ｇ×２袋入
販売単位：１００箱
希望小売価格 ( 税込 ) ９８０円
原材料：小麦粉（美幌産はるゆたか１００％）
、
塩、水

(有)三雄産業

(株)アイチフーズ
網走郡美幌町青山北11-9

℡0152-73-1502

札幌市豊平区平岸1条2丁目4-7 ℡011-816-5050
http://www.bentoss.co.jp/

キャロッシュ

北海道

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。

十勝つぶカリー

十勝広尾町とコラボして北海道のお
弁当店「ベントス」が開発したレト
ルトカレーです。具材のつぶ貝は
約 30g 使用しています。他のレト
ルトカレーに比べ非常に低カロリー
に仕上げております。(1 食当たり
212kcal)
内容量：２００g
販売単位：１ケース ( ２０個×２)
希望小売価格 ( 税込 ) ５８７円
原材料：つぶ ( 北海道広尾町産 )、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 ( 甘草・ステビア )、香辛料抽
出物、( 原料の一部に小麦、乳、落花生、オレンジ、大豆、鶏肉、りんごを含む )

内容量：３３０ml
販売単位：２４本 / １箱
希望小売価格 ( 税込 ) ６６９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

(株)アイチフーズ

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

札幌市豊平区平岸1条2丁目4-7 ℡011-816-5050
http://www.bentoss.co.jp/
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北海道フードフェア
サーモン昆布重ね巻

北の明太子

脂ののったサーモンと昆布の王様、
利尻昆布を重ね合わせたミルフィー
ユ。職人の手巻きにより丁寧に仕上
げました。優しい味付けの秘伝のた
れが決めて。

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。
保存方法：冷凍 - １８℃以下
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 ) ２，
３００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：４５０ｇ
販売単位：１本
希望小売価格 ( 税込 ) １，３５０円
原材料：サーモントラウト、昆布

(株)レブニーズ
札幌市北区北9条西3丁目19-1 ﾉﾙﾃﾌﾟﾗｻﾞ 5F

竹丸渋谷水産（株）
℡011-738-6000
http://www.rebun.jp/

白老郡白老町字虎杖浜179-5 ℡0144-87-2433
http://kojohama.com/

礼文だし

しぶやのたらこ・明太子

高級利尻昆布の、栄養価の高い部位
といわれる根昆布を使用。栄養満点
のだしの素は 10 倍に薄めて使うだ
け。味噌汁、お吸物、炊き込みご飯
やとうふのタレとしても。

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。

内容量：１５０ｍｌ、５００ｍｌ
販売単位：１本
希望小売価格 ( 税込 ) ５１８円、１，
０８０円
原材料：昆布エキス、かつおだし、塩

保存方法： ‐ １８℃以下
販売単位：１セット
希望小売価格 ( 税込 ) ２，
７００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）

(株)レブニーズ
札幌市北区北9条西3丁目19-1 ﾉﾙﾃﾌﾟﾗｻﾞ 5F

竹丸渋谷水産（株）
℡011-738-6000
http://www.rebun.jp/

白老郡白老町字虎杖浜179-5 ℡0144-87-2433
http://kojohama.com/

北のたらこ

北海道産 塩ウニ（6 ０ｇ）

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。

北海道の浜中沿岸で、北の大地から
注がれたミネラル豊富な海水で育っ
た、昆布のみを食べ育ち、成長した
「ウニ」
だからこそうま味成分がきっ
しりつまり独特の風味と香り、さら
に、
甘みのある「ウニ」を食べると、
まさに大自然にはぐくまれた気分に
なります。適度な塩分の「塩ウニ」
に仕上げています。

保存方法：冷凍 ‐ １８℃以下
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 ) ２，３００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）

販売単位：１本（６０ｇ）
希望小売価格 ( 税込 ) ２，
３５０円
原材料：エゾバウンウニ、塩

竹丸渋谷水産（株）

マルキ平川水産(株)

白老郡白老町字虎杖浜179-5 ℡0144-87-2433
http://kojohama.com/

厚岸郡浜中町琵琶瀬484番地 ℡0153-62-3556
http://www.uni-hirakawa.co.jp
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バイヤーズガイド

塩水ウニ（100 ｇ）

スーパー極上キムチＺ【北日本フード㈱】

北海道の浜中沿岸で、北の大地から
注がれたミネラル豊富な海水で育っ
た、昆布のみを食べ育ち、成長した
「ウニ」だからこそうま味成分がきっ
しりつまり独特の風味と香り、さら
に、甘みのある「ウニ」を食べると、
まさに大自然にはぐくまれた気分に
なります。新鮮なウニを塩水と一緒
に閉じ込めた風味豊かな商品に仕上
げています。

日本の出汁で作った新しい旨味のキ
ムチ。昆布出汁、かつお節出汁をを
煮立てて取り出しました。コクと旨
味のあるキムチです。

内容量：３００ｇ
販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 ) オープン価格
原材料：白菜、大根、ニンジン、ニラ 漬け原
材料（砂糖、ぶどう糖果糖液糖、にんにく、食
塩、とうがらし、かつおエキス、魚醤、オキア
ミエキス、りんご、たまねぎ、イカゴロのたれ、
リンゴ酢、ショウガ、ごま、昆布だし、かつお
節だし、他）

販売単位：１個（１００ｇ）
原材料：エゾバウンウニ、塩

マルキ平川水産(株)

北海道漬物類組合

厚岸郡浜中町琵琶瀬484番地 ℡0153-62-3556
http://www.uni-hirakawa.co.jp

札幌市中央区大通西8丁目2番地 北大通ﾋﾞﾙ5F

℡011-281-2711

おいしい寿司ガリ【㈱大和屋食品】

石狩の浜（紅鮭のはさみ漬）
【㈱香貴】
北海道を代表する商品です。新鮮な
野菜と魚介類を低温で熟成させた商
品です。

タイ産の良質な生姜を使用した寿司
専門店と同じ品質の甘酢生姜。

内容量：５５ｇ
販売単位：５０個
希望小売価格 ( 税込 ) １０３円
原材料：生姜（タイ産）
、漬け原材料名〔食塩、
食酢〕
、調味料（アミノ酸等）
、酸味料、甘味料
（ステビア）
、ソルビット

販売単位：４０個
希望小売価格 ( 税込 ) ４９８円
原材料：白菜、秋鮭、昆布、人参他

北海道漬物類組合

北海道漬物類組合

札幌市中央区大通西8丁目2番地 北大通ﾋﾞﾙ5F

℡011-281-2711

札幌市中央区大通西8丁目2番地 北大通ﾋﾞﾙ5F

ＰＳ

産業用加湿システム ＰＳモノフォグ
大きな加湿能力があり、湿度の集中
管理をしながら必要な場所にノズル
を設置できるので、大空間への加湿
に最適です。圧縮空気を必要としな
い極めて省エネな加湿システムで
す。

℡011-281-2711

カンティーナ

食 の 歴 史 は 貯 蔵 の 歴 史。PS カ ン
ティーナは自然の貯蔵法をあらゆる
シーンで再現します。
風をおこさず、
それでいてしっとりと涼しい。放射
と自然対流で穏やかな冷温域をつく
り出します。

ピーエス(株)北海道支店

ピーエス(株)北海道支店

北広島市共栄41-3 ℡011-372-7605
http://www.ps-group.co.jp/

北広島市共栄41-3 ℡011-372-7605
http://www.ps-group.co.jp/
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北海道フードフェア
微生物検査

フォグスター FL-300

食品の安全を確認する微生物検査
を、ＨＯＦＩＡの認定を受けた検査
員が確実に実施します。

・軽量タイプで現場での移動が容易
です。
・空間噴霧する事で効果的に殺菌で
きます。
・アフターメンテナンスも万全です。

販売単位：１台
希望小売価格 ( 税込 ) ９７２，
０００円
本体：FRP ベース：ステンレス

販売単位：１件
希望小売価格 ( 税込 ) ３，０００円～

(株)北炭ゼネラルサービス

エル・ティー・エス(株)

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

江別市大麻桜木町31-5 ℡011-398-5647
http://www.lts-inc.jp/

異物分析

フォグスター LS-300

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
の調査を行ない、混入経路推定のお
手伝いをいたします。

・防水、静音タイプで水で濡れる場
所でも使用可能です。
・空間噴霧することで効果的に殺菌
できます。
・アフターメンテナンスも万全です。

販売単位：１台
希望小売価格 ( 税込 ) ９７２，
０００円
本体：ステンレス

販売単位：１件
希望小売価格 ( 税込 ) ２０，０００円～

(株)北炭ゼネラルサービス

エル・ティー・エス(株)

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

江別市大麻桜木町31-5 ℡011-398-5647
http://www.lts-inc.jp/

残留農薬検査

クロラスケア

安全安心な食品を提供するために
は、食材の殺菌のために塩素系殺菌
剤を使用することがあります。塩素
臭のない高品位な製品作りのために
開発された、現場で手軽に使用でき
る簡易測定キットです。

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。

内容量：１kg、２０kg
販売単位：１個
原材料：亜塩素酸水

(株)北炭ゼネラルサービス

本部三慶(株)

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

大阪府大阪市中央区城見2-2-53 大阪東京海上日動ﾋﾞﾙ12F
℡ 06-6920-6657 http://www.sankei-group.com/
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バイヤーズガイド

ムース・エコ防虫システム

食品衛生検査器ＡｉｒＢＡＣｃＴ（エアーバクット）
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。ＢＡ
ＣｃＴ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！

「健康と環境」を考えた、殺虫剤を
使わない防虫工法です。殺虫剤を含
有しないムースを使用して、捕殺処
理（物理的防除）をする、安全性の
高い防虫工法です。ムースが長時間
施工箇所に留まるため、効果的な防
除ができます。

日本細菌検査(株)

イカリ消毒(株)

東京都江戸川区東葛西5-27-2ｱｺﾞﾗﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 3F ℡03-5878-8910
http://www.bacct.com

札幌市白石区北郷6条7丁目1-28 ℡011-876-3575
http://www.ikari.co.jp

オプトロン防虫シリーズ

残留タンパク簡易チェック用ＳＷＡＢ - Ｐｒｏ
（スワブプロ）
細菌やカビの栄養分となる残留タン
パクをチェックする事で、食品への
二次汚染や食中毒を防ぐ策となりま
す。製造ラインや調理器具がきれい
に洗浄されているかを、簡単に目視
確認できます。

オプトロンは、虫が集まりやすい光
をカットすることににより、建物へ
の誘引飛来を未然に防ぐ画期的なシ
ステムです。その効果は、従来のオ
レンジートをはるかに上回り、誘引
阻止率８０％以上を実現しました。

日本細菌検査(株)

イカリ消毒(株)

東京都江戸川区東葛西5-27-2ｱｺﾞﾗﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 3F ℡03-5878-8910
http://www.bacct.com

札幌市白石区北郷6条7丁目1-28 ℡011-876-3575
http://www.ikari.co.jp

CX システム

安心・保安カメラシステム

オンラインによる新しい有害生物管
理システム「CX システム」は、遠
隔設置された複数台の装置から、カ
ウント・動画・その他データ等を収
集し、インターネットを通じて、リ
アルタイムに監視するシステムで
す。

食品はもちろん、スタッフの安心、安全を守る為に、安心・
保安カメラシステムが注目されています。万一の有事にはト
レーサビリティーをしっかり確保、また作業の安全確認や導
線の見直しにも活用されています。
◆工場への
カメラ設置例

クリティカルポイント
確認カメラ

作業場内
全体カメラ

ボックス型

出入り口
確認カメラ

全方位型

ボックス型

ハイビジョンの
確認高画質

全方位カメラで作業の導線を確認

イカリ消毒(株)

作業の安全を確認

外部侵入者を確認

(株)札幌トランジスター 本社：札幌市中央区北5条西21丁目

札幌市白石区北郷6条7丁目1-28 ℡011-876-3575
http://www.ikari.co.jp

協力：ソニービジネスソリューション(株)
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℡011-631-3401
http://www.stc-net.co.jp/

北海道フードフェア
ケア・フォルピス

ケア・モニ

汚れがひどい環境下でも、微生物類
やウィルス類に対する除菌効果や消
毒効果を発揮することが出来る環境
衛生管理剤。

亜塩素酸（HC102) が持つ酸化力を”
遊離亜塩素酸”として現場という環
境下で測定することが出来る
「ケア・
フォーシリーズ」
専用の検査キット。

内容量：１kg
販売単位：１kg × １本～
希望小売価格 ( 税込 ) ２，９５０円 / 本
原材料：亜塩素酸水、pH 調整剤

内容量：２０枚入り、１００枚入り
販売単位：２０枚入り、１００枚入り
内容物：ヨウ化カリウムでんぷん試験紙、色度
表、取扱説明書

三慶(株)

三慶(株)

大阪府大阪市中央区城見2-2-53 大阪東京海上日動ﾋﾞﾙ12F
℡ 090-2287-3450 http://www.sankei-group.com/

大阪府大阪市中央区城見2-2-53 大阪東京海上日動ﾋﾞﾙ12F
℡ 090-2287-3450 http://www.sankei-group.com/

総合環境衛生管理

販売管理コアシステムPIECE WORKS
（ピースワークス）

経営効果の上がる食品衛生管理の支
援サービスです。製品汚染や異物混
入、監査対応や従業員教育でお困り
ではありませんか？環境ドクターが
圧倒的な技術力でお悩みを解決致し
ます。

食品製造会社における販売、製造管
理の業務を支援する。日報管理から
ロットトレース、原価管理、製造計
画のデータ管理を可能とするもの
で、生産効率化やコスト削減など競
争力強化が図れる。

販売管理ソフトウェア

アース環境サービス(株)

(株)サンクレエ

札幌市白石区本通4丁目北1-24 ℡011-867-6400
http://www.earth-kankyo.co.jp/

札幌市中央区北12条西23丁目2-5 SDC北12条ﾋﾞﾙ 5階
℡ 011-611-6364 http://www.suncreer.co.jp/

直売所総合販売管理システム「トレタ」

ＥＯＳ受注システム

クイックコネクトサービス

アークス、イオン、コープさっぽろ、
ホクレン商事等の流通業ＥＯＳ、Ｅ
ＤＩの仕様（データ通信、
伝票入力、
納品書出力等）に準拠した受注端末
ソフトウェア。

★ＩＴ導入で直売所の作業効率をＵＰ！
・生産者への売上通知～精算業務ま
で一連作業を効率化
・売上予測や分析で売上アップ
・消費者向け付加価値ツールも提供
・委託商品だけではなく、仕入商品
にも対応
★低コストクラウドサービス
・使った分だけの課金なので、無駄
がありません
★システム構成
①直売所販売管理システム
②生産履歴管理システム
③インターネット情報発信システム
④受注発注システム
⑤集荷配送システム

クラウドサービス（インターネット、ＰＣタブ
レット、プリンター）
希望小売価格 ( 税込 ) １２０，
０００円～

システムデザイン開発(株)

(株)イークラフトマン

札幌市中央区南１条西１０丁目１番２ＳＤＤビル
℡ 011-281-6770 http://www.sddgrp.co.jp

札幌市中央区北3条西18丁目2-10 MMAビル4F
℡ 011-640-7200 http://www.ecraftman.com/
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