バイヤーズガイド

献上昆布（木箱入り）

白ぶどう＆さくらんぼワイン180ml

良質の白口浜真昆布が採れること
で知られる北海道南かやべ産「真昆
布」の最高検
「天然真昆布元揃1等検」
を更に厳選しました。真昆布3枚で
500g の最高級天然真昆布を木箱に
入れた一品です。

アイスクリーム、ドライフルーツ
（リンゴ等）
、その他さまざまな商品
を取り扱っております。

内容量：５００ｇ
販売単位：７入Ｃ／Ｓ
希望小売価格（税込）
：１２９６０円
原材料：天然真昆布
（北海道函館市
（旧南茅部町）
産）

内容量：１８０ｍｌ
販売単位：３０本／１ケース
希望小売価格（税込）
：８６４円
原材料：白ぶどう、さくらんぼ

南かやべ漁業協同組合

（株）自然農園グループ

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

北海道余市郡仁木町東町15-41 ℡0135-32-3090
http://www.natural-farm.jp/

天然真昆布素干し

もんべつさつま

北海道南かやべ産天然白口浜真昆布
を素干し、そのままの棒状の昆布を
カットし袋詰めした商品です。コク
のある澄んだ上品な出汁が取れ、出
汁を取った後に昆布巻や佃煮などに
してもおいしくお召し上がりいただ
けます。

北海道産すけとうだらを使用した昔
ながらのシンプルなさつま揚げで
す。日本全国どこへでも出荷出来ま
す。北海道フェア商材としても大人
気です。

内容量：１０枚
販売単位：１５袋×３箱
希望小売価格（税込）
：３８０円
原材料：魚肉、でん粉、糖類（砂糖、ブドウ糖）
、
粉末状大豆たん白、卵、食塩、食用油、調味料
（ア
ミノ酸等）
、保存料（ソルビン酸Ｋ）
、乳化剤、炭
酸塩（Ｋ、Ｃａ）

内容量：２００ｇ
販売単位：３０入Ｃ／Ｓ
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

出塚水産（株）

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

北海道紋別市港町5丁目3-23

真昆布だし焼肉のたれ

℡0158-23-2012
http://dezka.com

黒にんにく丸

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、隠し味に赤ワインをブレンド
しました。タレの粘りは、昆布から
溢れ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。

「黒にんにく粉末」と「黒色食材（黒
糖、黒米、黒大豆、昆布）」にハチミ
ツを加えて練り上げた粒状の黒にん
にくです。臭いを抑え美味しく仕上
げたので、飲みやすく噛んで食べら
れます。毎日の健康維持にお役立て
ください。

内容量：５００ｍｌ
販売単位：２０入Ｃ／Ｓ
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：６０粒
販売単位：１個
希望小売価格（税込）
：９７２円
原材料：熟成黒にんにく粉末、黒糖、黒米、黒
大豆、昆布、食物繊維、ハチミツ、桂皮

南かやべ漁業協同組合

日本製薬工業（株）

北海道函館市川汲町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
http://www.sg-nsk.co.jp/
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北海道フードフェア
黒にんにくウコン DRINK

オーガニックアルバローズウォータ

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。

北海道産のオーガニックのバラ（アルバ種）
を使っています。バラには２００種類以上の
芳香成分が含まれており他のバラの刺激的
な成分とは違い、アルバ種にはフローラル
( 華やか ) な芳香成分が多く含まれています。
北見のバラ園と北見工大の産学連携により
開発されました。用途としては、お水や炭酸
水に数滴たらし、香りのついた飲料水として
使用したり、生クリームなどお菓子に使用で
きます。

内容量：５０ｍＬ
販売単位：１箱（１０本入）
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

内容量：６０ｍｌ
販売単位：１本
希望小売価格（税込）
：３，
７８０円
原材料：バラ花弁（アルバ種）
、蒸留水

日本製薬工業（株）

北海道札幌あすかぜ高等学校

愛知県小牧市小木東一丁目186番 ℡0568-42-1234
http://www.sg-nsk.co.jp/

札幌市手稲区手稲山口254番地 ℡011-694-5033
www.asukaze.hokkaido-c.ed.jp/

贅沢健康オニオンスープ

あすかぜ高校 かぼちゃのガレット
手稲山口特産のみやこかぼちゃを
フリーズドライにして、北海道産小
麦粉とガレットにしました。チョコ
チップを入れてスイーツとしての完
成度を上げ、シナモンの香りでお子
様でも、大人でも楽しむことのでき
る焼き菓子にしました。

北海道産タマネギをたっぷり60g 使用し
たソテータイプの濃縮スープ。ライスや
チーズを組み合わせ本格的なドリアやリ
ゾットが楽しめます。毎日の健康維持に
役立つ北海道産の黒色素材（黒にんにく、
黒大豆、黒米、昆布、黒米酢）を配合。食
物繊維は一袋あたり5.5g も含みます。
内容量：５０ｇ 販売単位：１箱（６袋入）
希望小売価格（税込）
：９７２円
原材料：たまねぎ、食物繊維（難消化性デキス
トリン、イヌリン）
、肉エキス、しょうゆ、ホタテ
エキス、たん白加水分解物、食塩、黒米酢、黒糖、
酵母エキス、黒にんにくエキス、昆布粉末、黒米、
黒大豆、調味料
（アミノ酸等）
、ビタミンB1、香料、
（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、牛肉を含む）

内容量：３個
販売単位：１２個／ケース
希望小売価格（税込）
：３８０円
原材料：小麦粉（北海道産）
、砂糖、チョコチッ
プ、かぼちゃ、シナモン、ベーキングパウダー

日本製薬工業（株）

北海道札幌あすかぜ高等学校

愛知県小牧市小木東一丁目186番 ℡0568-42-1234
http://www.sg-nsk.co.jp/

札幌市手稲区手稲山口254番地 ℡011-694-5033
www.asukaze.hokkaido-c.ed.jp/

サバスモーク

手稲山口みやこかぼちゃのパンケーキミックス
北海道で収穫され厳選した小麦粉
に、アルミニュームフリーのベーキ
ングパウダ、北海道産の砂糖を加え
たパンケーキミックスに、ブランド
産品である手稲山口産みやこかぼ
ちゃをフリーズドライしてパウダー
化して配合しました。豊かな甘みと
香りが自慢です。

脂ののった国産のサバを使い味付け
は塩のみで生ハム風に香り豊かにソ
フトスモークしました。

内容量：２００グラム
販売単位：２４個／ケース
希望小売価格（税込）
：３２４円
原材料：小麦粉（北海道産）、砂糖、かぼちゃ、
植物油脂、食塩、マルトデキストリン、
ベーキングパウダー、加工でん粉

内容量：約１２０ｇ
販売単位：１枚入 ２０入３合
希望小売価格（税込）
：６９０円
原材料：サバ（北海道・青森県沖太平洋産）
、食塩

北海道札幌あすかぜ高等学校

丸高水産（株）

札幌市手稲区手稲山口254番地 ℡011-694-5033
www.asukaze.hokkaido-c.ed.jp/

札幌市西区八軒7条西10丁目1番12号 ℡011-676-3542
http://www.marutaka-suisan.co.jp/
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バイヤーズガイド

ニシンスモーク

45ｇコーン麺友

脂ののった北海道産のニシンを使い
味付けは塩のみで生ハム風に香り豊
かにソフトスモークしました。

北海道産コーンを使用し、自然な
甘みが引き立つ味に仕上げました。
ラーメンの具材に最適です。

内容量：約８０ｇ
希望小売価格（税込）
：６９０円
販売単位：２枚入ｏｒ３枚入 ２０入３合
原材料：ニシン（北海道産）、食塩

内容量：４５ｇ
希望小売価格（税込）
：９７円
販売単位：１ケース（１００入り×２合）
原材料：コーン、醤油、
（原材料の一部に小麦、
大豆を含む）

丸高水産（株）

ニホンフード（株）

札幌市西区八軒7条西10丁目1番12号 ℡011-676-3542
http://www.marutaka-suisan.co.jp/

岩見沢市大和4条7丁目14番地 ℡0126-23-6767
http://www.nihonf.co.jp

サンマスモーク

25ｇバター風味コーン

脂ののった北海道産のサンマを使い
味付けは塩のみで生ハム風に香り豊
かにソフトスモークしました。

北海道産コーンを使用し、バター風
味に仕上げました。１食用でお土産
用ラーメンの具材に最適です。みそ
味はもちろん、醤油味、塩味にも合
います。

内容量：２５ｇ
販売単位：１ケース（５００入り）
希望小売価格（税込）
：３４円
原材料：コーン、植物油脂、食塩、酸味料、乳化
剤、香料、カロテン色素（原材料の一部に乳成
分、大豆を含む）

内容量：約１００ｇ
販売単位：３枚入 ２０入３合
希望小売価格（税込）
：６９０円
原材料：サンマ（北海道産）、食塩

丸高水産（株）

ニホンフード（株）

札幌市西区八軒7条西10丁目1番12号 ℡011-676-3542
http://www.marutaka-suisan.co.jp/

岩見沢市大和4条7丁目14番地 ℡0126-23-6767
http://www.nihonf.co.jp

ポテ五郎

さんま昆布巻き

北海道産の男爵馬鈴薯を皮むきし、
ゆであげバター風味に仕上げ１個単
位で包装されたものを５個入れてお
ります。ほくほくした食感とバター
風味が特徴です。温めるとさらにお
いしくなります。

北海道道東産の昆布、さんまを使っ
た昆布巻き。干瓢まで国産にこだわ
り、調味のしょうがを高知産に指定
したことで四国方面のお客様にも好
評いただいております。

内容量：１本
販売単位：ケース２０入
希望小売価格（税込）
：５００円
原材料：昆布 ( 北海道道東産 )、さんま ( 北海道
道東産 )、醤油、砂糖、水飴、清酒、干瓢 ( 日本
産 )、しょうが ( 高知県産 )( 原材料の一部に小
麦、大豆を含む : 遺伝子組み換え不分別含む )

内容量：１箱５個入（１個約７０ｇ）
販売単位：１ケース（２４箱入り）
希望小売価格（税込）
：６４８円
原材料：じゃがいも（北海道産）、植物油脂､ 食
塩､ 乳化剤､ 香料､ 酸味料､ カロテン色素､（原
材料の一部に乳成分､ 大豆を含む）

ニホンフード（株）

（株）近海食品

岩見沢市大和4条7丁目14番地 ℡0126-23-6767
http://www.nihonf.co.jp

北海道札幌市中央区北3条東3丁目1-35 ℡011-210-0078
http://www.kinkai.co.jp
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北海道フードフェア
さば昆布巻き

米留（べーる）

北海道道東産の昆布、さばを使った
昆布巻き。干瓢まで国産にこだわ
り、調味のしょうがを高知産に指定
したことで四国方面のお客様にも好
評いただいております。

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：１本
販売単位：ケース２０入
希望小売価格（税込）
：５００円
原材料：昆布 ( 北海道道東産 )、さば ( 北海道道
東産 )、醤油、砂糖、水飴、醸造調味料、干瓢 ( 日
本産 )、しょうが ( 高知県産 )( 原材料の一部に
小麦、大豆を含む : 遺伝子組み換え不分別含む )

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

（株）近海食品

北海道留萌千望高等学校

北海道札幌市中央区北3条東3丁目1-35 ℡011-210-0078
http://www.kinkai.co.jp

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

さば昆布巻き味噌

鰊そぼろ
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！

北海道道東産の昆布、さばを使った昆布
巻き。干瓢まで国産にこだわり、味噌調
味に金山寺味噌を使用し深みのある味
わいに仕上がっています。調味のしょう
がを高知産に指定したことで四国方面
のお客様にも好評いただいております。
内容量：１本 販売単位：ケース２０入
希望小売価格（税込）
：６００円
原材料：昆布 ( 北海道道東産 )、さば ( 北海道道東
産 )、砂糖、みそ、もろみ、果糖ぶどう糖液糖、醸
造調味料、干瓢 ( 日本産 )、しょうが ( 高知県産 )、
にんにく調味料 ( にんにく、醸造酢、食塩、還元水
あめ、しいたけエキス、蛋白加水分解物、酵母エ
キス )、ごま油、酒精、酸味料 ( アミノ酸等 )、パプ
リカ色素、( 原材料の一部に小麦、さば、大豆、り
んご、ごまを含む : 遺伝子組み換え不分別含む )

内容量：６０ｇ
販売単位：２４個
希望小売価格（税込）
：６１６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

（株）近海食品

北海道留萌千望高等学校

北海道札幌市中央区北3条東3丁目1-35 ℡011-210-0078
http://www.kinkai.co.jp

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

留萌のとばせん

北海道産大麦若葉粉末

鮭とばの皮を油で揚げた珍味です。
ぱりっとした食感で、お子様のおや
つやお酒のお供に最適です。

北海道南幌町産の大麦若葉を使用し
た粉末です。一般食品であるパン、
菓子、何かに振りかける、混ぜると
いった幅広い食品への展開が考え
られます。色も非常に鮮やかな緑色
で、味も抹茶風味の味がします。野
菜不足、メタボの方へも効果が期待
できます。

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：要相談
販売単位：１ｋｇ
希望小売価格（税込）
：５０００円～
原材料：北海道産大麦若葉

北海道留萌千望高等学校

日生バイオ（株）

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

北海道恵庭市恵み野北3-1-13 ℡0123-37-5533
http://www.nisseibio.co.jp/
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バイヤーズガイド

北海揚（黒）210ｇ

北海道産アスパラガス擬葉粉末
ヘルシー Do 認定素材です。アスパ
ラガスの食用部分が伸び、茂った葉
の部分には、ルチン、葉緑素、サポ
ニンなどの機能成分が多く含まて
います。自律神経失調による食欲不
振や睡眠障害の改善、及びコレステ
ロールや中性脂肪の低下などにも効
果が期待できます。

生地に胡麻・ピーナッツを練り込み、
米油でカラッ揚げ、黒砂糖・蜂蜜等
をブレンドした当社独自の糖蜜を
からめた、やわらかく風味豊かなク
ラッカー感覚で食べて頂ける板状か
りんとうです。

内容量：２１０ｇ
販売単位：１袋
希望小売価格（税込）
：３５７円
原材料：小麦粉、糖類（ビート糖、黒砂糖、水飴）
、
植物油脂、ピーナッツ、胡麻、蜂蜜、イースト、
着色料（カラメル）

内容量：１ kg
販売単位：１ kg
希望小売価格（税込）
：２０，０００円～
原材料：北海道産アスパラガス擬葉

日生バイオ（株）

オタル製菓（株）

北海道恵庭市恵み野北3-1-13 ℡0123-37-5533
http://www.nisseibio.co.jp/

小樽市銭函3丁目502番地4 ℡0134-62-3411
http://www.otaruseika.co.jp/

黄金さつま

北海道やさい かりんとう

北海道産のさつまいも（紅はるか）
を減圧低温乾燥器により半乾燥した
ことにより、従来の干し芋と比べ、
色の鮮やかさ（黄金色）
、柔らかさ、
甘さ（糖度18.6％）を実現しました。
北海道のさつまいもは売れないとい
う常識を覆した商品です。

かぼちゃ・ほうれん草・にんじん・
ジャガイモの４種類の野菜を味わえ
る自然派の野菜かりんとうです。北
海道産の野菜で造られたパウダーを
生地に練り込み、見た目も野菜を感
じられる商品です。
内容量：１０５ｇ
販売単位：１袋
希望小売価格（税込）
：２３８円
原材料：小麦粉、糖類（ビート糖、ザラメ、上白
糖、水飴、ブドウ糖）
、植物油脂、蜂蜜、じゃが
いもパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草
パウダー、にんじんパウダー、イースト、食塩、
マッシュポテト、乳糖、着色料（クチナシ、カロ
チノイド）
、乳化剤

販売単位：１袋
希望小売価格（税込）
：４８６円
原材料：さつまいも（北海道産）

（有）フーズアンドブレッド

オタル製菓（株）

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

小樽市銭函3丁目502番地4 ℡0134-62-3411
http://www.otaruseika.co.jp/

北海道プレミアムトマト80

北海道ゆめちから かりんとう（黒）
北海道産小麦「ゆめちから」を100％
使用したかりんとう。これまでの国
産小麦に無い香ばしさとボリュ－ム
感のあるソフトな生地に、コクのあ
る黒糖蜜をからめました。

北海道産有機栽培のトマト・ミニト
マトを3種類 飲み易さを追求した
配合で仕上げました。旨味・甘味・
酸味のバランスを調えることでトマ
トジュースが苦手な方にも飲んでい
ただくという新しい切り口で開発し
ました。

内容量：１６５ｇ
販売単位：１袋
希望小売価格（税込）
：２９２円
原材料：植物油脂、小麦粉、黒砂糖、砂糖、マッ
シュポテト、水飴、蜂蜜、糖蜜、胡麻、植物性た
んぱく、イースト、食塩、着色料（カラメル）
、
乳化剤

内容量：８０ｍｌ
販売単位：１ケース（２４本ｘ２）
希望小売価格（税込）
：オープン円
原材料：有機ミニトマト（北海道産）
・有機ト
マト（北海道産）

オタル製菓（株）

（株）アイチフーズ

小樽市銭函3丁目502番地4 ℡0134-62-3411
http://www.otaruseika.co.jp/

北海道札幌市豊平区平岸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
新ふらのワインチョコレート

kanata 小倉トースト用つぶあん

全国的にも有名な北海道を代表する
銘柄、ふらのワイン赤を贅沢にもゼ
リー仕立てにしスィートチョコで包
みこみました。甘酸っぱいワインゼ
リーとチョコのハーモニーをお楽し
み頂ける商品です。

名古屋で愛され続ける小倉トース
トの味をご家庭で楽しめる様に1袋
90g の使いきりサイズとなっており
ます。北海道千歳産の小豆を使用し
ております。

内容量：２０粒入り
販売単位：１ケース（３０パック入）
希望小売価格（税込）
：７８３円
原材料：砂糖、カカオマス、糖蜜（イソマルト
オリゴ糖シロップ、砂糖）、ココアバター、植物
油脂、イソマルトオリゴ糖シロップ、赤ワイン、
洋酒、赤ワイン粉末、乳化剤、ゲル化剤（ペクチ
ン、アルギン酸 Na、乳酸 Ca）、酸味料、香料、
（原
材料の一部に乳・大豆・リンゴ含む）

内容量：９０ｇ
販売単位：
（９０ｇ×１０袋）×４箱
原材料：砂糖、小豆、食塩

（株）アイチフーズ

田中製餡（株）北海道支店

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

千歳市泉沢1007番地23 ℡0123-28-7501
http://www.anko.co.jp

北海道青南蛮味噌（甘辛）

わっさむペポナッツ（ロースト）

北海道産の青唐辛子（青南蛮）を甘
口の味噌に練り込んだ、北海道では
定番のおふくろの味。炊き立てのご
飯の上やキュウリや冷奴、お鍋の薬
味として、その他、和・洋・中問わ
ずアレンジを楽しめる万能調味料。

北海道農業試験場が開発したペポか
ぼちゃであるストライプペポの種で
す。ストライプペポの種は、西洋か
ぼちゃの種に比べても種が大きくコ
クがあり、かぼちゃの種を食べてい
るというよりナッツを食べている感
覚です。
内容量：３０ｇ、１００ｇ、１ｋｇ、２ｋｇ
販売単位：６０袋（３０ｇ）
、２０袋（１００ｇ）
、
１０袋（１ｋｇ、２ｋｇ）
希望小売価格（税込）
：３５０円（３０ｇ）
、１，
０５８円（１００ｇ）
、４，９６８円（１ｋｇ）
、
９，
７２０円（２ｋｇ）円
原材料：和寒産ペポカボチャ（ストライプペポ）
の種

内容量：１２５ｇ
販売単位：１ケース （１２本ｘ２合）
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）

（株）アイチフーズ

和寒町

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

北海道上川郡和寒町字西町120番地 ℡0165-32-2423
www.town.wassamu.hokkaido.jp

パンプキンペースト

わっさむペポナッツ（乾燥）

北海道産えびすかぼちゃ100％使用。
何も加えず蒸して裏ごししてペース
トにしております。レトルト殺菌を
しておりますので、そのまま安心し
てご使用になれます。

北海道農業試験場が開発したペポか
ぼちゃであるストライプペポの種で
す。ストライプペポの種は、西洋か
ぼちゃの種に比べても種が大きくコ
クがあり、かぼちゃの種を食べてい
るというよりナッツを食べている感
覚です。

内容量：１ｋｇ、２ｋｇ
販売単位：１０袋
希望小売価格（税込）
：３，
４５６円（１ kg）
６，
４８０円（２ kg）
原材料：和寒産ペポカボチャ（ストライプペポ）
の種

内容量：１ｋｇ
販売単位：１ｋｇ×６袋
希望小売価格（税込）
：オープン価格円
原材料：北海道産えびすかぼちゃ

田中製餡（株）北海道支店

和寒町

千歳市泉沢1007番地23 ℡0123-28-7501
http://www.anko.co.jp

北海道上川郡和寒町字西町120番地 ℡0165-32-2423
www.town.wassamu.hokkaido.jp
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バイヤーズガイド

ペポオイル

健康数の子

ストライプペポの乾燥種子を㈱わっ
さむファクトリーが、丁寧にじっく
り時間をかけて搾油した食用ペポオ
イル。オリーブオイルに負けないそ
の成分は、ドイツ保健省では「排尿
障害の有効薬」として認可されてい
ます。

数の子のいいところを知ってもらい
たい！北海道食品機能性表示制度
（ヘルシー Do）認定。内容量65g は
一日当たり摂取目安。小ぶりで食べ
やすいサイズの味付けなのでそのま
まどうぞ。オススメレシピ：数の子
ごはん

内容量：１５０ｍｌ
販売単位：未定
原材料：和寒産ペポカボチャ（ストライプペポ）
の種

内容量：６５ g
販売単位：８０ pc
希望小売価格（税込）
：５００円
原材料：にしん卵（アメリカ、カナダ）
、米発酵
調味料、白醤油（小麦・大豆を含む）
、魚介エキ
ス、食塩、砂糖、たん白加水分解物（小麦・大豆
を含む）/ 調味料（有機酸等）
、ソルビトール、酒
精、ビタミン B1、酸味料

和寒町

井原水産（株）
北海道上川郡和寒町字西町120番地 ℡0165-32-2423
www.town.wassamu.hokkaido.jp

小樽市銭函3丁目263-23（札幌支社） ℡0134-62-7777
http://www.yamani.com/

にしんおから番屋漬

がごめ昆布、真昆布入りいか粕漬
船内凍結の鮮度の良いスルメいかを
ボイル加工し、がごめ昆布と真昆布
を細切り・粉末にしてブレンドした
酒粕に漬け込んだ、風味豊かでまろ
やかな味わいの商品

「おから」を塩と唐辛子で調味し、弊
社独自の製法で鰊を漬けこみまし
た。脂の乗った鰊の旨味が凝縮した
風味豊かな味わい。炊きたてご飯が
すすみます！本漬糠にしんと比べ甘
塩で、塩抜きは必要ありません。

内容量：１尾
販売単位：３０尾／ケース
希望小売価格（税込）
：４２０円
原材料：ニシン（アメリカアラスカ州）
、おから、
食塩、唐辛子、ｐ H 調整剤、調味料（アミノ酸
等）
、ソルビトール、
（原材料の一部に大豆、ゼ
ラチンを含む）

内容量：１尾×２５
販売単位：１尾
希望小売価格（税込）
：２５０円
原材料：いか、酒粕、がごめ昆布、真昆布、砂糖、塩

（有）ヤマチュウ食品
函館市花園町25番3号

井原水産（株）
℡0138-83-6531
www.yamacyu.co.jp

小樽市銭函3丁目263-23（札幌支社） ℡0134-62-7777
http://www.yamani.com/

昆布〆あわび入り粒うに

北海道漬物類組合

とれたてのうにを塩のみで加工し、
鮮度の良いアワビを蒸した後、道南
の真昆布でしめ、出来上った粒うに
とブレンドしました。素材を生かし
た味わい深い商品

漬物類の需要基盤の拡大や製造技術の向上・人材育成に努めると共
に安全で安心できる漬物を創出するなど、国民の食生活に貢献すると
いう使命を担い、特に近年の飽食時代に対応して健康志向の漬物作り
に研鑽を重ねることを目的とした組合です。
＜事業＞
・漬物類の安全な製造体制確立の支援
・漬物類の需要創出支援
・地域ブランド食品開発の支援
・漬物類に係る技術力強化及び人材育成支援、消費者ニーズの把握と
消費者への正しい情報提供等

内容量：１６０ｇ
販売単位：１箱
希望小売価格（税込）
：７，０００円
原材料：うに、あわび、塩

（有）ヤマチュウ食品
函館市花園町25番3号

北海道漬物類組合
℡0138-83-6531
www.yamacyu.co.jp

札幌市中央区大通西8丁目2番地 北大通ビル5階 ℡011-281-2711
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北海道フードフェア
アッケシーナ『牡蠣のオイル漬け』

北海道タマネギドレッシング 羽幌甘エビ香味

札幌のイタリアンレストラン『テル
ツィーナ』オーナーシェフ堀川秀樹
氏プロデュース。北海道の大自然の
中で育まれ、栄養が凝縮された厚岸
産牡蠣の旨味を活かしたオイル漬け
をご賞味ください

特許製法で旨み・健康成分を15倍にまで高
めた道産玉葱に羽幌産甘エビの粉末と香
味油を加えました。玉葱と甘エビのうま味・
風味が香るお醤油ベースの和風味で、様々
なお料理のソースとしても活用できます。
内容量：２００ｍｌ 販売単位：１２本
（１ケース）
希望小売価格
（税込）：７０２円
原材料：ダイスカットたまねぎ・糖類
（砂糖・果
糖ぶどう糖液糖）醸造酢・食用植物油・エビ香
料油
（大豆油・甘えび
（頭・殻））しょうゆ・トマ
トピューレ・食塩・マヨネーズ・しょうゆもろみ・
甘エビ 殻粉末・おろしにんにく・レモン果 汁・
酵母エキス・かつお節調味料エキス・ホワイトペッ
パーパウダー・唐辛子・アルコール・調味料
（ア
ミノ酸等）
・増粘剤
（カラギーナン・キサンタン）
・
ビタミンＢ１・香辛料抽出物・
（原料の一部に大
豆・小麦・卵・りんごを含む）

内容量：１０５ｇ（牡蠣５０ｇ・調味液５５ｇ）
販売単位：２０個（１ケース）
希望小売価格（税込）
：１，
９８０円
原材料：厚岸産牡蠣・植物油脂・コラトゥーラ・
唐辛子・黒胡椒・ローリエ

北海道バイオインダストリー

厚岸漁業協同組合

札幌市豊平区平岸7条14丁目3-43 ℡011-812-2512
http://www.bio-do.co.jp/

厚岸郡厚岸町港町5丁目3番地 ℡0153-52-0117
http://www.a-uroko.or.jp/

アッケシーナ『オイスターピッツア』

北海道タマネギドレッシング とうもろこし香味

札幌のイタリアンレストラン『テル
ツィーナ』オーナーシェフ堀川秀樹
氏プロデュース。北海道の大自然の
中で育まれ、栄養が凝縮された厚岸
産牡蠣と道産食材にこだわった商品
の御提案

特 許 製法で旨み・健 康 成 分を15倍にま
で高めた道産玉葱に美瑛産とうもろこし
ペーストを加えました。玉葱ととうもろこ
しのバランスの良いうま味・風味・甘味で、
毎日の野菜サラダが変わります。
内容量：２００ｍｌ 販売単位：１２本（１ケース）
希望小売価格（税込）
：７０２円
原材料：食用植物油脂、とうもろこしペースト、
穀物酢、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）
、ダイ
スカットたまねぎ（北海道産もみじ系）
、食塩、
しょうゆ、レモン果汁、おろしにんにく、酵母
エキス、ホワイトペッパーパウダー、かつお節
調味エキス、アルコール、調味料（アミノ酸等）
、
香料、増粘剤（カラギーナン、キサンタン）
、酸
化防止剤（ビタミンＣ）、ビタミンＢ１、
（原材
料の一部に大豆、小麦を含む）

内容量：１枚（２４０ｇ）
販売単位：２４枚（１ケース）
希望小売価格（税込）
：１，
３８０円
原材料：ピザ生地・牡蠣オイル漬け・アラビアー
タソース・ナチュラルチーズ・グリル野菜ミッ
クス（ジャガイモ・ナス・ズッキーニ・赤ピー
マン・黄ピーマン）
・バジル（原料の一部に小麦・
乳を含む）

北海道バイオインダストリー

厚岸漁業協同組合

札幌市豊平区平岸7条14丁目3-43 ℡011-812-2512
http://www.bio-do.co.jp/

厚岸郡厚岸町港町5丁目3番地 ℡0153-52-0117
http://www.a-uroko.or.jp/

北海道深み玉葱ドレッシング

糠さんま・わさび漬さんま・ピリ辛さんま

特許製法で旨み・健康成分を15倍にまで
高めた道産玉葱とお醤油を組み合わせた
ドレッシング。味は玉葱の香り、旨みが味
わえる和風味でお子様からお年寄りまで
美味しくお召し上がりいただけます。

８月から10月までに厚岸沖で獲れ
た高鮮度のさんまを、当組合の自営
工場で製造。独自の製法で製造し、
じっくりと熟成させ急速冷凍したも
のです。

内容量：１５０ｍｌ 販売単位：１２本（１ケース）
希望小売価格（税込）
：４３２円
原材料：ダイスカットたまねぎ・糖類（砂糖・
果糖ぶどう糖液糖）醸造酢・食用植物油・しょ
うゆ・トマトピューレ・食塩・マヨネーズ・しょ
うゆもろみ・おろしにんにく・レモン果汁・酵
母エキス・かつお節調味料エキス・ホワイトペッ
パーパウダー・唐辛子・アルコール・調味料（ア
ミノ酸等）
・増粘剤（カラギーナン・キサンタン）
・
ビタミンＢ１・香辛料抽出物・（原料の一部に
大豆・小麦・卵・りんごを含む）

内容量：３尾入
販売単位：要相談
希望小売価格（税込）
：各２６０円

北海道バイオインダストリー

厚岸漁業協同組合

札幌市豊平区平岸7条14丁目3-43 ℡011-812-2512
http://www.bio-do.co.jp/

厚岸郡厚岸町港町5丁目3番地 ℡0153-52-0117
http://www.a-uroko.or.jp/
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100％札幌黄ジャム

とかち清水産の北海地鶏キーマカレー

札幌黄（玉ねぎ）
と上白糖
（北海道産）
に手間と時間をかけて玉ねぎ（札幌
黄本来の特性）の『甘味』と『旨み』
をジャムとして表現しています。

キーマカレーは『北海地鶏』の挽肉
をたっぷり使用し、濃厚な鶏肉の旨
味を十分に引き出しました。食べる
ほどに広がる本物の地鶏ならでは
の豊潤な味わいと食感は、まさに絶
品。グルメ志向に応える仕上がりで
す。

内容量：１２０ｇ
販売単位：１個
希望小売価格（税込）
：５４０円
原材料：札幌黄（北海道産玉ねぎ）、上白糖（北
海道産）＊保存料、着色料は、一切使用してい
ません。

内容量：１８０ｇ／箱
販売単位：１ケース（30箱／ CS）
希望小売価格 ( 税込 )：６００円
原材料：食肉（鶏ひき肉：北海地鶏）
、カレール
ウ、野菜粉末（有機栽培にんじん・かぼちゃ）

（株）ブルックスカレー

社会福祉法人 清水旭山学園 旭山農志塾

札幌市東区東苗穂14条1丁目5-3 ℡011-785-5766
http://oncochishin.com/company

上川郡清水町字旭山南8線58-1 ℡0156-63-2134
http://www.asahiyama.or.jp/

まるごと札幌黄のコンポート

山わさび醤油漬

コンポートは、札幌黄（玉ねぎ）の
肉厚で軟らかい食感を残しつつ『甘
味』と『食感』を御提案する商品

沢で採れる本わさびとは違い、畑で
採れる北海道特有のわさびです。独
特の風味とクセになる辛味が特徴で
す。すりおろして特製調味醤油漬け
にしてありますのでご飯には、もち
ろん
『お刺身』
『お蕎麦』
『豆腐』
『焼肉』
等への御提案

内容量：２１５ｇ
販売単位：１個
希望小売価格（税込）
：５４０円
原材料：札幌黄（北海道産玉ねぎ）、コンソメ（乳
糖・食塩・鶏肉・その他）、マンゴーペースト（マ
ンゴー・砂糖・食塩・香辛料・醸造酢）ゼラチン、
寒天他

内容量：１１０ｇ
希望小売価格（税込）
：６３１円
原材料：山わさび（北海道清水町産）

（株）ブルックスカレー

社会福祉法人 清水旭山学園 旭山農志塾

札幌市東区東苗穂14条1丁目5-3 ℡011-785-5766
http://oncochishin.com/company

上川郡清水町字旭山南8線58-1 ℡0156-63-2134
http://www.asahiyama.or.jp/

とかち清水産の北海地鶏カレー

北海道の自家製ミルクと卵の手造りプリン

北海道清水町の福祉施設「旭山農志
塾」で大切に育てた旨味成分の多い
『北海地鶏』は心地よい歯ごたえが
特徴です。北海地鶏のももブロック
肉をふんだんに使用し、自社の有機
野菜パウダーを合せたオリジナル商
品です。

可愛い陶器の器に入ったカスタード
プリン。新鮮ミルクと良質な卵黄を
使用しており、さわやかな甘さとコ
クのある美味しさをお楽しみくださ
い。アクセントに洋酒を使用してい
ますが、お子様でも安心してお召し
上がりいただけます。

内容量：１８０ｇ／箱
販売単位：１ケース（30箱／ CS）
希望小売価格 ( 税込 )：８００円
原材料：食肉（鶏肉：北海地鶏）、カレールウ、
野菜粉末（有機栽培にんじん・かぼちゃ）

内容量：１００ｍｌ
販売単位：１個
希望小売価格（税込）
：３６０円
原材料：牛乳・生クリーム・卵黄・ゼラチン・
洋酒・香料

社会福祉法人 清水旭山学園 旭山農志塾

（有）岩瀬牧場

上川郡清水町字旭山南8線58-1 ℡0156-63-2134
http://www.asahiyama.or.jp/

北海道砂川市一の沢237番地6 ℡0125-53-5071
http://www.iwasefarm.co.jp/top/TOP.html
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北海道フードフェア
岩瀬牧場カップアイス10個セット

北海道えりも

新鮮ミルクをたっぷりと使用したイ
タリアンジェラートでセット内容
は、しぼりたて・ストロベリーミル
フィーユ・抹茶・ごま・ブルーベリー・
ヨーグルト・あずき・チョコレート・
バニラ・チーズ（各１個）

鮭ジャーキー（チーズ入）35ｇ

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：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）

内容量：120ｍｌ
販売単位：カップアイス１２０ｍｌ×１０個
希望小売価格 ( 税込 )：3,290円
原材料：牛乳・生クリーム・卵（使用原材料の
一部に微量の卵を使用している場合がございま
す。）各カップアイス食材

（有）岩瀬牧場

（株）マルデン

北海道砂川市一の沢237番地6 ℡0125-53-5071
http://www.iwasefarm.co.jp/top/TOP.html

札幌市中央区北12条西23丁目1番4号 MD ビル ℡011-622-5566
http://www.marude-n.co.jp/

魚々ラーメン【海老みそ味】

一生懸命（スフレチーズケーキ）4号
クリームチーズの風味が効いた、や
さしい味わいのチーズケーキ。キャ
ラメルクランチ・チーズスフレ・フ
ロマージュクリームの3層からなる
チーズケーキです。軽い口当たりで
さわやかな酸味が特徴です。

甘えびから造られた「えび醤油」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：４号サイズ 販売単位：１個
希望小売価格 ( 税込 )：1,420円
原材料：生クリーム・クリームチーズ・バター・
キャラメルクランチ・砂糖・卵白・牛乳・フロ
マージュブラン・加糖卵黄・コーンスターチ・
レモン果汁・小麦蛋白分解物・香料・安定剤
（ロー
カストビーンガム）増粘多糖類（原料の一部に
乳・卵・小麦・大豆を含む）

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。

（有）岩瀬牧場

（株）マルデン

北海道砂川市一の沢237番地6 ℡0125-53-5071
http://www.iwasefarm.co.jp/top/TOP.html

札幌市中央区北12条西23丁目1番4号 MD ビル ℡011-622-5566
http://www.marude-n.co.jp/

いくら醤油漬250ｇ

北海道ミルクレープ4P バニラ

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。

クレープ生地には北海道産の低温
殺菌牛乳、小麦粉、バターを配合し、
しっとりと焼き上げました。クリーム
には北海道産生クリームと、自社工場
で毎日炊き上げるカスタードクリー
ムをブレンドし、北海道のミルク風味
を存分に味わえるミルクレープです。
内容量：９５ｇ 販売単位：２０個
希望小売価格（税込）
：７００円
原材料：クリーム【ホイップクリーム、カスター
ドクリーム
（牛乳、砂糖、加藤卵黄、小麦粉、マー
ガリン）
、砂糖、生クリーム、全粉乳、加藤れん
乳、粉水あめ、ゼラチン、洋酒、還元水あめ】
、
生地【鶏卵、牛乳、小麦粉、バター、砂糖、水あ
め、大豆油】
、乳化剤、香料、加工でん粉、増粘
多糖類、着色料（カロテン）

内容量：２５０ｇ
販売単位：２５０ｇ４０Ｐ入
希望小売価格（税込）
：２３８０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）マルデン

（株）北海道コクボ

札幌市中央区北12条西23丁目1番4号 MDビル ℡011-622-5566
http://www.marude-n.co.jp/

北海道勇払郡安平町早来富岡254-8 ℡0145-22-4169（080-2866-6091）
http://www.rakuten.co.jp/d-yorokobi
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感動の北海道

黒豆茶

北海道鱈とたらこのウィンナー

北海道産の黒豆のみを焙煎し、ほの
かな甘味とすばらしい風味が手軽に
味わえる黒豆茶です。

完全無添加、水産庁提唱のファース
トフィッシュで、まったく新しい鱈
とたらこのウィンナーは、結着剤も
繋ぎも使用せず、鮭と鱈の子を味わ
えます。

内容量：６０ｇ
販売単位：３０ヶ
希望小売価格（税込）
：１６２円
原材料：黒大豆（北海道産）

販売単位：３０個
希望小売価格 ( 税込 )：８６４円
原材料：鱈、ミネラル野生植物抽出、香辛料、
食物繊維、砂糖

中村食品産業（株）
札幌市西区八軒8条西4丁目1-9

（有）アルファピュアコーポレーション
℡011-621-1323
http://e-shokuhin.jp/

札幌市豊平区平岸4条1丁目3-20 ℡011-825-0122（090-1307-3370）
新規事業ＨＰ作成中

北海道ホタテのウィンナー

まっかりコーン

完全無添加のファーストフィッ
シュ。結着剤も繋ぎも一切使用せ
ず、素材の味をそのままウィンナー
で閉じ込め、バターで約とホタテの
バター焼き。未来のホタテです。

恵味

フルーツのような味わいが特徴の北
海道真狩村産とうもろこし「恵味」
を使用したレトルト商品。過熱水蒸
気加工により旨み・食感・栄養を
閉じ込め、常温で１年間保存が出来
る。

内容量：１本
販売単位：１本
希望小売価格（税込）
：４００円
原材料：とうもろこし（北海道真狩村産・遺伝
子組み換えでない）
、トレハロース

販売単位：３０個
希望小売価格（税込）
：８６４円
原材料：ホタテ、ミネラル野生植物抽出、香辛
料、砂糖

（有）アルファピュアコーポレーション

日本データーサービス（株）

札幌市豊平区平岸4条1丁目3-20 ℡011-825-0122（090-1307-3370）
新規事業ＨＰ作成中

札幌市東区北16条東19丁目1-14 ℡011-780-1121
http://www.ndsinc.co.jp/

北海道鮭のウィンナー

まっかりコーン ロイシーコーン

味わ焼けば焼き魚、食感はウィン
ナ ー。完 全 無 添 加 の フ ァ ー ス ト
フィッシュ。魚離れの原因の一つが
骨の問題。調理の手間、お子様から
ご高齢者まで簡単に美味しく魚の栄
養を取ることができます。給食、老
人ホームなど。

ミルキーな味わいが特徴の北海道真
狩村産とうもろこし「ロイシーコー
ン」を使用したレトルト商品。過熱
水蒸気加工により旨み・食感・栄養
を閉じ込め、常温で１年間保存が出
来る。

内容量：１本
販売単位：１本
希望小売価格 ( 税込 )：４５０円
原材料：とうもろこし（北海道真狩村産・遺伝
子組み換えでない）
、トレハロース

販売単位：３０個
希望小売価格 ( 税込 )：７８０円
原材料：鮭、野生植物抽出ミネラル、香辛料、
食物繊維、砂糖、塩

（有）アルファピュアコーポレーション

日本データーサービス（株）

札幌市豊平区平岸4条1丁目3-20 ℡011-825-0122（090-1307-3370）
新規事業ＨＰ作成中

札幌市東区北16条東19丁目1-14 ℡011-780-1121
http://www.ndsinc.co.jp/
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北海道フードフェア
知床チェプ饅

とろろ昆布

地元産にこだわっています、広くは
道内産までに。鮭、小麦は地元産。
ソウルフードの鮭チャンチャン焼を
中華まんの具にしました。テイクア
ウトでき手軽に北海道の食を味わえ
ます。

北海道各地域の昆布をとろろにしま
した。お吸い物やうどん・そばにご
利用下さい。羅臼とろろ35g、利尻
とろろ35g、とろろ昆布50g

内容量：８０ｇ
販売単位：５０個
希望小売価格（税込）
：３００円
原材料：鮭、小麦、キャベツ、たまねぎ、長葱、
椎茸、味噌

原材料：北海道産昆布、米酢

東京農業大学オホーツク実学センター

（株）北連物産

北海道網走市八坂196 ℡0152-43-3889
http://www.bioindustry.nodai.ac.jp/~jstmono/

厚岸郡浜中町茶内旭2丁目17番地

ザクザク HONAMI Cookie

おしゃぶり昆布

網走産小麦きたほなみ使用のクッ
キー。小麦の香りと味がしっかり
と感じられるザクザクとした食感。
「コーヒーに合う」がコンセプトの
シンプルな原点回帰クッキー。プ
レーン、ビート糖、オホーツクの塩
の３種類展開。

他

北海道産昆布を使ったおやつ昆布で
す。磯波（おしゃぶり昆布）30g、胡
麻菓子昆布50g、梅おしゃぶり昆布
40g

内容量：約7g ×15枚
販売単位：箱（５枚入×３袋）
希望小売価格 ( 税込 )：８１０円（７５０円）
原材料：小麦粉、植物油脂、糖類、卵、塩、膨張
剤、ビート糖、オホーツクの塩

原材料：北海道産昆布

東京農業大学オホーツク実学センター

他

（株）北連物産

北海道網走市八坂196 ℡0152-43-3889
http://www.bioindustry.nodai.ac.jp/~jstmono/

厚岸郡浜中町茶内旭2丁目17番地

出し昆布

リキット凍結

北海道各地域で採取される昆布で
す。利 尻 昆 布150ｇ、霧 多 布 昆 布
250g、日高昆布80g

℡0153-65-3211
www.kitaren.co.jp

お刺身用甘えび

水揚されたばかりの甘えびを通常の
約20倍の速さで冷凍しました。細胞
組織が破壊されず解凍時にドリップ
がほとんど出ず、ほとんど生の食感
で頂けます。

原材料：甘えび（北海道羽幌産）
販売単位：40パック
希望小売価格 ( 税込 )：９７２円
１ヶ当りの容量：250ｇ

原材料：北海道産昆布

（株）北連物産
厚岸郡浜中町茶内旭2丁目17番地

℡0153-65-3211
www.kitaren.co.jp

北るもい漁業協同組合
℡0153-65-3211
www.kitaren.co.jp

苫前郡羽幌町港町1丁目36番地 ℡0164-67-1291
http://www.gyokyo.net/
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焼カシュー

リキット凍結 お刺身用ムキたこ
水揚されたばかりの甘えびを通常の
約20倍の速さで冷凍しました。細胞
組織が破壊されず解凍時にドリップ
がほとんど出ず、ほとんど生の食感
で頂けます。

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：1袋55ｇ
販売単位：10袋
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）

原材料：水たこ（北海道初山別産）
販売単位：５ｋｇ
希望小売価格 ( 税込 )：ｋ＠1620
１ヶ当りの容量：400ｇ前後

北るもい漁業協同組合

池田食品（株）

苫前郡羽幌町港町1丁目36番地 ℡0164-67-1291
http://www.gyokyo.net/

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/

国産野菜のかりんとう

鮭とば（やん衆どすこほい）

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。

北海道産の秋鮭のみ使用、当社、独
自の調味料に２日間丁寧に漬け込
み、従来の鮭とばよりソフトに仕上
げ一口だ食べれるサイズにカットし
ました。

内容量：1袋110ｇ
販売単位：10袋
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）

内容量：８０ｇ
販売単位：１００枚
希望小売価格（税込）
：参考価格６００円
原材料：鮭 ( 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（アミノ酸等）
、
くん液、紅麹色素、ｐ H 調整剤、
（原材料の一部
に大豆を含む）

池田食品（株）

（株）ヤマニ野口水産

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/

留萌市東雲町１丁目30番地 ℡0164-42-1127
http://www.noguchisuisan.co.jp

むしりほっけ燻製（やん衆どすこほい）

生産者の顔が見える大豆 サクッと黒豆
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。

貴重な北海道産のほっけを伝統的燻
煙製法で仕上げております。なら材
のチップで燻煙、昔ながらの本物の
味をご賞味ください。

内容量：７０ｇ
販売単位：１００枚
希望小売価格（税込）
：参考価格７００円
原材料：ほっけ（北海道産）
、砂糖・異性化液糖、
食塩、醤油、米発酵調味料、植物油、しょうが、
調味料（アミノ酸等）
、カラメル色素、甘味料（甘
草）
、酸味料（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

内容量：1袋60ｇ
販売単位：10袋
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

池田食品（株）

（株）ヤマニ野口水産

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/

留萌市東雲町１丁目30番地 ℡0164-42-1127
http://www.noguchisuisan.co.jp
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にしん本燻（やん衆どすこほい）

新篠津村農業協同組合（ＪＡ新しのつ）

北海道の伝統的な燻煙製法で仕上げ
ております。、なら材のチップで燻
煙しております。昔ながらの本物の
味をご賞味ください。

道内有数の米どころとして知られる新篠津村は道内最大規模
の水田があります。
農薬の適正使用や土壌マップの作成等減農薬・減化学肥料栽
培に努め、クリーン農業に取り組みいます。
美味しい空気・のびのび大地の恵み・水の栄養を大切にの3
つを基本に、
「安全・安心」丹精こめて作った農産物を農協直
送でお届けいたします。

内容量：１００ｇ
販売単位：１００枚
希望小売価格（税込）
：参考価格６００円
原材料：にしん（アメリカ産）、砂糖・異性化液
糖、食塩、醤油、米発酵調味料、植物油、しょう
が、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、甘味
料（甘草）、酸味料（原材料の一部に小麦、大豆
を含む）

道内最大規模の水田
クリーン農業への取り組み
「安全・安心」確保システムの確立

（株）ヤマニ野口水産

新篠津村農業協同組合（ＪＡ新しのつ）

留萌市東雲町１丁目30番地 ℡0164-42-1127
http://www.noguchisuisan.co.jp

石狩郡新篠津村第47線北13 ℡0126-57-2311
http://www.ja-shinshinotsu.or.jp/index.html

北海道魚醤油生産組合

（株）クルッティ
オーストラリア産レモンマートル ( ティー / 精油 ) を有機
栽培認定の農園から直輸入で販売しています。当社のレモン
マートルハーブティーやエッセンシャルオイルなどをお使い
いただければ、その新鮮な香りと高い品質に納得いただける
ものと信じています。

当組合加盟の各社は、サンマ、サケ、ホッキ、タコ、ウニと
いった北海道近海で水揚げされる豊かな水産資源を原材料
に、魚醤油造りを進めております。この10数年で、魚醤油
の製造・販売及び試作を行う企業が40社を超え、個性あふ
れる魚醤油が誕生し、店頭に数多くの商品が並ぶまでにな
りました。道産魚醤油が海外にも既に広まっている大豆醤
油や味噌といった日本の伝統的な調味料のように、北海道
発の「世界の調味料」として広く使われることを願い、こ
れからも組合員共々、新鮮な魚介類を原料に調味料として
の魚醤油造りに取り組んでいきます。

有機 JAS レモンマートル＆はまなすティー、レ
モンマートルクッキー、レモンマートルキャン
ディーなど。

北海道魚醤油生産組合（㈱マルデン札幌支店内）

（株）クルッティ

札幌市中央区北12条西23丁目1番4号 ＭＤビル℡011－622－5566
http://www.kitano-gyosyoyu.com/inquiry.php

北海道札幌市豊平区月寒西1条3丁目3-13
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℡011-788-4050
www.kurrutti.com/

バイヤーズガイド

総合環境衛生管理

微生物検査

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。

販売単位：１件
希望小売価格（税込）
：３０００円～

アース環境サービス（株）

（株）北炭ゼネラルサービス

札幌市白石区本通4丁目北1-24

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

異物分析

℡011-867-6400
http://www.earth-kankyo.co.jp/

CX 防虫管理システム

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。

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。

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

イカリ消毒（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

札幌市白石区北郷6条7丁目1-28

残留農薬検査

℡011-876-3575
http://www.ikari.co.jp

ムース・エコ防虫システム

分析装置 LC-MS ／ MS の新規導入
により、農薬分析のサービスが可
能になりました。原材料、製品等の
分析を承りますので、御社の安全・
安心にお役立て下さい。
（料金例：
￥36,000～／250項目一斉分析）

「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。

希望小売価格 ( 税込 )：要相談

（株）北炭ゼネラルサービス

イカリ消毒（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

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

北海道フードフェア
オプトロン防虫シリーズ

おう吐物等（湿性物質）処理キット（家庭用）

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。

ノロウイルスによる突発的なおう吐
症状が発生した場合、速やかに封じ
込め除去する事が重要ですが作業者
は高い感染リスクにさらされてしま
い二次感染を招きます。本品は作業
者保護に特化したおう吐物処理キッ
トです。

販売単位：１個
希望小売価格（税込）
：５，
６５０円

イカリ消毒（株）
札幌市白石区北郷6条7丁目1-28

本部三慶（株）
℡011-876-3575
http://www.ikari.co.jp

大阪府大阪市中央区城見2丁目2-53 大阪東京海上日動ビル12F
www.sankei-group.com
℡06-6920-6655

ケア・フォルピス（プロフリー）

飛散防止キット（おう吐者本人用）

H25年に指定を受けた新規食品添加
物「亜塩素酸水」は汚れが酷い環境
下でこそ、その効果を発揮する新し
い殺菌剤であり、低塩素臭で腐食性
や漂白作用が弱く場所等を選ばず自
由に使用して頂く事が出来ます。

施設内でおう吐を起こした人をその
まま移動させると周囲に拡散するだ
けでなくその後の消毒処理を困難に
させ非常に危険です。本品はおう吐
を起こした人の保護と周囲への飛
散・拡散抑制対策に効果を現します。

内容量：１ｋｇ
販売単位：１個
希望小売価格（税込）
：３，１８６円

販売単位：１個
希望小売価格（税込）
：８１０円

本部三慶（株）

三慶（株）

大阪府大阪市中央区城見2丁目2-53 大阪東京海上日動ビル12F
www.sankei-group.com
℡06-6920-6655

大阪府大阪市中央区城見2丁目2-53 大阪東京海上日動ビル12F
www.sankei-group.com
℡06-6920-6655

おう吐物等（湿性物質）処理キット（業務用）

ケア・フォー№15

ノロウイルス等の少量感染型の病原
微生物は衣類に少しでも付着してし
まいますと感染症を引き起こす可能
性があり、ヒトからヒトへの感染を
防止する為に、その道のプロがしっ
かりと選定した嘔吐物処理キットで
す。

主成分であります「亜塩素酸」を非
乖離状態の分子で安定させ液体化に
成功した日本発の塩素酸化物となり
ます。強力な殺菌力を有しタンパク
質や脂質などの有機物存在下におい
ても安定した効果を発揮する事が可
能です。

販売単位：１個
希望小売価格（税込）
：８，５６５円

内容量：２０ｋｇ
販売単位：１個
希望小売価格（税込）
：６９，
１２０円

本部三慶（株）

三慶（株）

大阪府大阪市中央区城見2丁目2-53 大阪東京海上日動ビル12F
www.sankei-group.com
℡06-6920-6655

大阪府大阪市中央区城見2丁目2-53 大阪東京海上日動ビル12F
www.sankei-group.com
℡06-6920-6655
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（一社）北海道バイオ工業会

店舗発注、在庫管理システム

当法人は、北海道においてバイオ工業に携わる株式会社その
他の法人等が、業界を取り巻く市場環境や研究環境の向上等
をはじめとする業界全体の課題に対処するとともに、さらな
る発展のための交流・啓発、調査・研究、提言等を行うこと
により、北海道におけるバイオ工業の健全な発展を促進し、
もって地域社会に貢献することを目的とし、その目的に資す
るため次の事業を行う。

複数店舗での発注、商品在庫、棚卸
業務を一元管理できるアプリ、クラ
ウドサービス。本部統括、取引先へ
の受発注端末として現在ＦＡＸや電
話での注文をＷＥＢ、アプリで受け
れます。

1. バイオ工業の技術動向に関係する情報の収集、会員並びに道民への情報提供
2. バイオ工業の市場環境、研究環境の整備に関係する調査研究
3. 行政、大学等関係する機関へのバイオ業界としての提言及び具体的措置の要請
4. 会員企業の経営基盤強化に資する研修、セミナー等の実施
5. 交流会等会員相互の連携強化に資する事業の実施。
6. 前各号に附帯または関連する一切の事業

販売単位：一式
希望小売価格（税込）
：５０，
０００円より
原材料：クラウドサービス（インターネット、
ＰＣタブレット、ハンディターミナル）

（一社）北海道バイオ工業会

（株）イークラフトマン

札幌市北区北21条西12丁目 北海道大学構内 コラボほっかいどう内
http://www.hokkaido-bio.jp/
℡011-299-8878

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/

ソニー監視カメラシステム

店舗販売、在庫、顧客管理システム

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。

単店はもちろん複数店舗でのタブ
レットＰＯＳ、販売、在庫、顧客の
一元管理を安価に実現できます。

販売単位：一式
希望小売価格（税込）
：１００，
０００円より
原材料：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、ハンディターミ
ナル）

（株）札幌トランジスター

（株）イークラフトマン

札幌市中央区北５条西２１丁目 ℡011-631-3401
http://www.stc-net.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/

量販店対応 EOS、EDI 受注システム

販売管理コアシステムPIECE WORKS（ピースワークス）

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。

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。

販売単位：一式
希望小売価格（税込）
：１２０，０００円より
原材料：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）

原材料：販売管理ソフトウェア

（株）イークラフトマン

（株）サンクレエ

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/

札幌市中央区北12条西23丁目2-5 SDC 北12条ビル 5階 ℡011-611-6364
http://www.suncreer.co.jp/
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バーコードが無くても OK ！

食品衛生検査器

バーコードを使用しなくてもロット
管理や賞味期限管理が可能 !

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。
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！

原材料：入出庫管理、賞味期限管理

（株）サンクレエ

日本細菌検査株式会社

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

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

入出庫管理システム（倉庫番クラウド）

残留タンパク簡易チェック用 SWAB-Pro（スワブプロ）

煩雑な入出庫管理を現場からリアル
タイムで実現！

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。

原材料：入出庫管理

（株）サンクレエ

日本細菌検査株式会社

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

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
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