


1



目　次
…その他の加工品 …大量調理施設 …バックヤード…アイスクリーム・氷菓・氷雪

…飲料
…麺製品

…菓子製品…水産加工品 …食肉・食肉製品 …農産加工品 …乳・乳製品

食の安全にこだわる 2022（3つの特徴、HACCP（ハサップ）について）…… P１
北海道HACCPのホームページについて　……………………………………… P６

札　　幌　　市

オシキリ食品株式会社　江別おとうふファクトリー　 …………………………… P15
オシキリ食品株式会社　当別工場 　 ………………………………………………… P16

●
●

石狩・空知地方

…冷凍食品

株式会社佃善　 ………………………………………………………………………… P９●
株式会社玉よし　新川工場　 ………………………………………………………… P８●

ベル食品株式会社　本社工場　 ……………………………………………………… P13●

株式会社北海大和　 …………………………………………………………………… P10●
株式会社北燦食品　札幌工場　 ……………………………………………………… P９●

コープフーズ株式会社　札幌工場　 ………………………………………………… P11●

北海道コカ･コーラプロダクツ株式会社　札幌工場　小型無菌ライン　 ………… P13●

カネジン食品株式会社 　 ……………………………………………………………… P11●

池田食品株式会社　 …………………………………………………………………… P７●

小樽製パン株式会社　札幌工場　　…………………………………………………… P７●

Kコンフェクト株式会社　　…………………………………………………………… P７●

株式会社シェフグランノール　平和通工場　 ……………………………………… P８●

株式会社不二家　札幌工場　 ………………………………………………………… P９●

株式会社わらく堂　 …………………………………………………………………… P10●

京田食品株式会社 　 …………………………………………………………………… P11●

浜塚製菓株式会社　　…………………………………………………………………… P12●

株式会社BAKE　北海道工場　　……………………………………………………… P12●

みれい菓株式会社　　…………………………………………………………………… P15●

北海道醤油株式会社　　………………………………………………………………… P13●

丸吉梅沢製麺株式会社　 　　………………………………………………………… P14●

横山食品株式会社　本社工場　 ……………………………………………………… P15●

総菜開発株式会社　 …………………………………………………………………… P15●

株式会社かね彦　　……………………………………………………………………… P７●

株式会社丸三北栄商会　 ……………………………………………………………… P14●
丸金佐藤水産株式会社　　……………………………………………………………… P14●

マルスイフーズ株式会社　　…………………………………………………………… P12●

株式会社ナカノフーズ  　 ……………………………………………………………… P９●

札幌バルナバフーズ株式会社　 ……………………………………………………… P11●

オシキリ食品株式会社　納豆工場 　 ………………………………………………… P16●

株式会社北沢食品工場 　 ……………………………………………………………… P17●

株式会社ミルクの郷　　　……………………………………………………………… P10●

株式会社食品資材１階・２階工場　 ………………………………………………… P８●

きのとやユートピアファームプラント棟　　………………………………………… P８●

●
●
株式会社アクアクララプロダクト　 …………………………………………………… P16
株式会社アレフ　北海道工場 　 ……………………………………………………… P16
株式会社コーケン 　 …………………………………………………………………… P17●

サッポロライス株式会社　炊飯工場・加工工場　 ………………………………… P12●

1 2



●

●

●
●

生活協同組合コープさっぽろ　生鮮加工センター  　　   …………………………… P25

株式会社ソラチ　 ……………………………………………………………………… P21

沼田町農産加工場（コーミ北のほたるファクトリー株式会社）   ………………… P26

北海道はまなす食品株式会社　　……………………………………………………… P27

東日本フード株式会社北海道事業部加工部  　 ……………………………………… P26
ファーマーズファクトリー株式会社　　……………………………………………… P26
ホクレン石狩穀物調製センター　　…………………………………………………… P27

株式会社ホクビー　　   　 ……………………………………………………………… P24

株式会社見方　　………………………………………………………………………… P23

株式会社ヤマダイフーズプロセシング　　…………………………………………… P31

株式会社ロイズコンフェクト　ふと美工場　  ………………………………………… P23

●

●

●

●

●

●
株式会社長沼あいす　酪乳品工房　   ………………………………………………… P26●

●
●

●

●

●

株式会社北潤ボトリング　千歳工場　 ……………………………………………… P22●

株式会社ホテルニュー王子　機内食事業部　　……………………………………… P23

黒松内銘水株式会社 　 ………………………………………………………………… P32

株式会社北辰フーズ   　………………………………………………………………… P22
● 株式会社ディーエイチシー　夕張長沼工場   　……………………………………… P22

浜理PFST株式会社　千歳工場　  …………………………………………………… P25

● 株式会社北海道アグリマート　　……………………………………………………… P28
株式会社せき　北海道事業所　　……………………………………………………… P28●

北空知食品株式会社　 ………………………………………………………………… P23

一正蒲鉾株式会社　北海道工場　 …………………………………………………… P28

株式会社カネキ南波商店　第１工場・第３工場　   ………………………………… P29
株式会社カネト水産　　………………………………………………………………… P29

北海道ミネラルウォーター株式会社　　 …………………………………………… P32
クレードル興農株式会社　喜茂別工場  　 …………………………………………… P32

サンダイヤ株式会社　銭函工場　　…………………………………………………… P33
だるま食品株式会社　銭函工場　　…………………………………………………… P33

株式会社北源 　 ………………………………………………………………………… P30

株式会社よ吉野　　……………………………………………………………………… P32

株式会社北源　　 ……………………………………………………………………… P30

●

株式会社アグリテック真狩　 ………………………………………………………… P29●

●
●

●
●

株式会社丸中しれとこ食品　札幌支社 　 …………………………………………… P31●

株式会社マルハ橋本商会 　 …………………………………………………………… P31●

●
●
●
●
●
●
株式会社円甘味　　 ……………………………………………………………………… P33●

後志地方

株式会社エスプリ　 …………………………………………………………………… P29●

マルスイ冷蔵株式会社エース食品部 　 ……………………………………………… P31●

さくら食品株式会社　 ………………………………………………………………… P30●

株式会社ケイシイシイ第一・第二工場   　 ………………………………………… P20●
コープフーズ株式会社江別工場　  ………………………………………………… P21●

株式会社松永商會　北海道事業所　 ………………………………………………… P27●

スターゼンミートプロセッサー株式会社石狩工場　 ……………………………… P21●

● 株式会社菊水　 　 ……………………………………………………………………… P18
株式会社北のアトリエ第１・第２工場　       　……………………………………… P19●

株式会社すぎうらベーカリー 　………………………………………………………… P17●
株式会社健信　 ………………………………………………………………………… P17●

3



札幌通運株式会社　ゆきのみず生産管理事業部　上川工場　　…………………… P43

株式会社サンデリカ　旭川事業所　　 ………………………………………………… P40

有限会社菓子司新谷　 ………………………………………………………………… P44

株式会社もち米の里　ふうれん特産館　 …………………………………………… P42

株式会社大雪水資源保全センター　　………………………………………………… P41
株式会社ダイマル乳品　本社工場・羽幌北町工場　　　…………………………… P41

ニチロ畜産株式会社　名寄工場　　…………………………………………………… P43
ノース物産株式会社　　………………………………………………………………… P43

東神楽農業協同組合　農産加工施設　　……………………………………………… P44

株式会社北海道畜産公社　上川工場　 ……………………………………………… P42

株式会社ロバ菓子司　Ｔｈｅ Ｓｕｎ蔵人　蔵生工場   　 ……………………………… P42

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
北海道味噌株式会社　 ………………………………………………………………… P44●

●

上川・留萌地方

北日本水産物株式会社　　……………………………………………………………… P43

株式会社谷口農場　食品工場　　……………………………………………………… P42

株式会社ジョッキ　函館工場  　 ……………………………………………………… P37
株式会社新サカイヤフーズ　　………………………………………………………… P38
株式会社竹田食品　Ｆ２工場   　 ……………………………………………………… P38
株式会社道南冷蔵　函館工場　 ……………………………………………………… P38

株式会社ドリームファクトリー　惣菜工場　　　　………………………………… P39
株式会社ドリームファクトリー　畜産パッケージセンター　　…………………… P39

株式会社北燦食品　函館工場　 　　  ………………………………………………… P38

●
株式会社五島軒　上磯第２工場 　 …………………………………………………… P37●

●
●
●

●
●

●

●

イシオ食品株式会社   　………………………………………………………………… P40●

株式会社天狗堂宝船   　………………………………………………………………… P40●

JR北海道フレッシュキヨスク株式会社　みかど弁当工場  　……………………… P40
株式会社北海道畜産公社　函館工場　 ……………………………………………… P39

●

味の素食品北海道株式会社　第１生産部　　　……………………………………… P45
株式会社サロベツベニソン　　………………………………………………………… P45

●
●

オホーツク・宗谷地方
株式会社グリーンズ北見　　…………………………………………………………… P44●

株式会社寿フーズ　　　………………………………………………………………… P37●

株式会社長万部北勝水産　 …………………………………………………………… P36

株式会社キタジマ　　…………………………………………………………………… P36

●

●
神威函館ジビエファクトリー　　……………………………………………………… P36●

● 東海物産株式会社　北海道工場　　…………………………………………………… P35

株式会社イチヤママル長谷川水産　入沢工場　　…………………………………… P36●

渡島・檜山地方

胆振・日高地方
●

●

王子サーモン株式会社　北海道工場　　……………………………………………… P33

株式会社北海道畜産公社　早来工場　 ……………………………………………… P34
● 株式会社アオキ   　　…………………………………………………………………… P34

●
●

●

株式会社大一大和屋食品　 …………………………………………………………… P34
株式会社わかさいも本舗　登別工場　 ……………………………………………… P35

竹丸渋谷水産株式会社　 ……………………………………………………………… P35
● グランドホテルニュー王子　１F主厨房　　 ………………………………………… P35

3 4



国立大学法人帯広畜産大学　畜産フィールド科学センター乳製品工場　 ………… P53
コスモ食品株式会社　北海道工場（第1･2･3プラント）  　………………………… P53

株式会社ディームファクトリー   　…………………………………………………… P51

農事組合法人共働学舎　新得農場　チーズ工房  　………………………………… P55

佐々木畜産株式会社　　………………………………………………………………… P55

株式会社士幌町振興公社　食肉処理施設　　………………………………………… P51

東洋食肉販売株式会社　十勝事業所　　……………………………………………… P53

株式会社十勝清水フードサービス　　 ………………………………………………… P51

有限会社十勝スロウフード　　………………………………………………………… P58

株式会社とかち製菓　　………………………………………………………………… P52

横山食品株式会社　道東工場　 ……………………………………………………… P58
有限会社中田食品　 …………………………………………………………………… P58

ニチロ畜産株式会社　十勝工場　　…………………………………………………… P55

株式会社ハピオ　　……………………………………………………………………… P52

藤原産業株式会社　 …………………………………………………………………… P56

株式会社ホクコー 　　 ………………………………………………………………… P52

北海道士幌高等学校　　　　　………………………………………………………… P56

前田農産食品株式会社　十勝ポップコーン工場　　………………………………… P57

株式会社北海道畜産公社　十勝工場　第１・第２工場　 ………………………… P52

株式会社柳月　　………………………………………………………………………… P54

やまさミート株式会社  　 ……………………………………………………………… P57
有限会社あすなろファーミング 　 …………………………………………………… P57

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

六花亭製菓株式会社　　………………………………………………………………… P60●

チーズ工房NEEDS　　 ………………………………………………………………… P53●

味の素食品北海道株式会社 第２生産部　　…………………………………………… P57●

株式会社大望　 ………………………………………………………………………… P59●

新得物産株式会社　 …………………………………………………………………… P61●

有限会社　新得物産サホロ農園　 …………………………………………………… P61●

浦幌フリーズドライ株式会社　 ………………………………………………………… P50●

●
株式会社キャトルシステム食肉加工センター   　…………………………………… P51●

●

十勝地方

株式会社渡辺製麺　札内工場　 ……………………………………………………… P59●

有限会社五日市　　……………………………………………………………………… P58

● マルハニチロ株式会社国産牛肉課　十勝加工場　　………………………………… P59

滝上産業株式会社　 …………………………………………………………………… P48●

株式会社坂口精肉店　　 　　…………………………………………………………… P49●
丸忠出塚水産株式会社　 ……………………………………………………………… P49

福太郎株式会社　小清水北陽工場　 ………………………………………………… P50

●

●

北見鈴木製菓株式会社　 ……………………………………………………………… P50●

ハッピーフーズ株式会社　本社工場　 ……………………………………………… P50●

株式会社北勝水産　 …………………………………………………………………… P45

●
株式会社豊富牛乳公社　　……………………………………………………………… P46

●

株式会社北海道畜産公社　北見工場　 ……………………………………………… P47
株式会社北海道チクレンミート　北見工場  　 ……………………………………… P47
株式会社北香　 ………………………………………………………………………… P47

●

●
●
株式会社マルトク阿部水産　　 ………………………………………………………… P48●
クレードル食品株式会社　冷凍第３工場　    ………………………………………… P48●
宗谷漁業協同組合　ほたて貝加工処理施設　　……………………………………… P48●

5



釧路東水冷凍株式会社　 ……………………………………………………………… P63

小川水産株式会社　釧路工場　 ……………………………………………………… P61

株式会社ウロコボシ　　………………………………………………………………… P62
カネ共三友冷蔵株式会社　　…………………………………………………………… P62

株式会社べつかい乳業興社　　………………………………………………………… P63
株式会社北嶺　標津工場　 …………………………………………………………… P63

マルキ平川水産株式会社　　…………………………………………………………… P64

株式会社山十前川商店　標津支店　 ………………………………………………… P63

有限会社ユック　食肉処理施設　　 …………………………………………………… P64

北海道HACCPについて  ……………………………………………………………… P66

認証マークについて  …………………………………………………………………… P65
オプション項目について  ……………………………………………………………… P65

●
●
●

●
●
●
●

●
●

釧路・根室地方

株式会社兼由　　………………………………………………………………………… P62●
株式会社藤井水産　　…………………………………………………………………… P62●

有限会社丸大広栄フーズ　　…………………………………………………………… P64●

株式会社　丸あ野尻正武商店　　……………………………………………………… P65●
コープフーズ株式会社　釧路工場　　………………………………………………… P64●

5 6



札
幌
市 池田食品株式会社

小樽製パン株式会社　札幌工場

株式会社かね彦

Kコンフェクト株式会社

豆菓子、ボーロ菓子

コッペパン

蒸蒲鉾、揚蒲鉾

チーズタルト

創作豆菓子「うぐいす豆・七福豆・焼カシュー」等や、
昔なつかし「タマゴボーロ」を製造・販売しています

地域のオーブンとして
学校給食・病院給食を製造

ご家庭用をはじめホテル、飲食店、学校、病院、物販、そして専門店など様々な分野で“すり
み”や“かまぼこ”を必要とする方々に札幌で販売させていただいて100年。
創業の二条市場の魚屋の目を通した原料選びで高品質な練り製品を作り続けています。
農林大臣賞、北海道知事賞、水産庁長官賞などの受賞。

札幌市白石区中央1条3丁目32
TEL：（011）811－2211　FAX：（011）811－2214
http://ikeda-c.co.jp/

札幌市東区東苗穂10条2丁目19番20号
TEL：（011）791－2114
FAX：（011）791－0618
https://www.otarupan.jp

札幌市白石区東札幌6条1丁目2番26号
TEL：（011）823－1181
http://www.kanehiko.jp

札幌市東区東苗穂5条3丁目7-36
TEL：（0120）24－6161
FAX：（011）785－5005
http://www.kinotoya.com/

●購入できる店舗

●購入できる店舗

●購入できる店舗

●購入できる店舗

工場売店（本店）・東急百貨店さっぽろ店（直営店）・丸井今井札幌
本店（直営店）、その他、北海道内各社、スーパーマーケット等
（本店・直営店での取り扱い商品はパッケージや価格に違いがございま
す。詳しくはお問合せ下さい）

角食LABO
（https://www.ariadne-gr.com）

本店、工場直売店、苫小牧店（大町）、ほか

白石本店、新千歳空港店、
KINOTOYA BAKEポールタウン店
オンラインショップ（URL http://
www.kinotoya.com/）

認証食品
「コッペパン」

焼き立て
チーズタルト

KINOTOYA BAKE
ポールタウン店

『アスパラ丸天』
は厳選した北海道
産のアスパラをブ
レンドした広大な
北の地、北海道を
感じる揚げ蒲鉾。
お酒のおつまみに
もピッタリ。

『かぼちゃちぎり
揚げ』は、北海道
産のかぼちゃをメ
インにソフトな蒲
鉾で包んで仕上
げた、ちょっと他
にはない食感が
人気です。

売店「角食LABO」

ふわっふわ濃厚なチーズの味わいとサクッと焼きあがっ
たタルトの食感。「きのとや」だけの美味しさです。

7



札
幌
市

株式会社シェフグランノール　平和通工場

株式会社食品資材１階・２階工場

和生菓子
（餅類・団子類、焼菓子・蒸し菓子）

シュレッドチーズ

札幌市白石区平和通13丁目北2-12
TEL：（011）827－7577
FAX：（011）846－0349
Email：san-ei@mx3.alpha-web.ne.jp

札幌市東区北18条東18丁目1-2
食品資材ビル1階・2階
TEL：（011）783－2211
FAX：（011）783－2242
http://www.food1950.co.jp/

●購入できる店舗
セイコーマート各店舗

株式会社玉よし　新川工場 玉子焼類

地産地消をモットーに
おいしく安全な製品作
りに努めています。

熟練スタッフと充実の機械設備で
チーズカットのあらゆるご要望に
お応えします。

札幌市北区新川西2条1丁目3番1号
TEL：（011）766－6606
FAX：（011）766－6601

中標津ゴーダチーズシュレッド

道産鶏卵限定の玉子焼

新川第一工場

本社社屋

きのとやユートピアファームプラント棟 牛乳・醗酵乳・ソフトミックス

日高町豊郷の自社牧場から届く新鮮な放牧牛乳を使用しています。

セコマグループの和菓子を製造しています。

札幌市清田区清田１条４丁目４番25号
TEL：（0120）24－6161
FAX：（011）785－5005
http://www.kinotoya.com

●購入できる店舗
きのとやオンラインショップ、
きのとやファーム店

ユートピアの
おいしい牛乳

ユートピアの
おいしい飲むヨーグルト
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札
幌
市

株式会社ナカノフーズ

株式会社不二家　札幌工場

株式会社北燦食品　札幌工場

加熱食肉製品（加熱後包装）

洋生菓子（ペコちゃんのほっぺカスタード）

大量調理施設（弁当等製造施設）

セコマグループの惣菜、サンドイッチを製造しています。

札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-6
TEL：（011）799－0013

札幌市豊平区月寒東1条14丁目5-1
TEL：（011）851－2121
FAX：（011）853－3941
https://www.fujiya-peko.co.jp/

札幌市白石区流通センター7丁目2-8
TEL：（011）892－8945
FAX：（011）892－6796	
http://www.hokusan-foods.co.jp

●購入できる店舗

●購入できる店舗

●購入できる店舗

アウトロー本郷店

全道不二家ファミリーチェーン店

セイコーマート、ハマナスクラブ、
ハセガワストア

株式会社佃善 惣菜半製品

もちもちの皮の中にうま味が
ギュッと詰まってます。

札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目1番38号
TEL：（011）802－6012　FAX：（011）802－6017
http://www.jagabuta.com

●購入できる店舗
どさんこプラザ・千歳空港・お土産屋さん　他

すべてを、「おかあさんの気持ち」で
安全・安心な商品作りを目指します。

工場外観

一番人気の「チキンたっぷりペペロンチーノ」です
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札
幌
市

株式会社北海大和

株式会社ミルクの郷

株式会社わらく堂

真っ赤なビーツのポタージュ、インカのめざめポタージュ、北海
道アスパラスープ、北海道コーンスープ、北海道かぼちゃスープ

菓子（プリン類）、はっ酵乳

おもっちーず（洋生菓子、冷凍及び冷蔵）

北海道の野菜をもっと手軽に！という想いで
道産野菜を活かしたスープを製造しております

好みに合わせた３つのヨーグルト。
脂肪分が気になる方に「Zero」、
いつもの朝食に「Every」、
ほんのり甘い「Sweet」

日本のチーズケーキをコンセプトに、お餅とチーズケーキが合わさった商品です

札幌市東区北10条東16丁目1番17号
TEL：（011）748－7755
FAX：（011）748－7756

札幌市東区丘珠町573番地27号
TEL：（011）785－9433
http://www.satsuraku.com/

札幌市白石区栄通7丁目6-30
TEL：（011）853－3126
FAX：（011）853－1525
http://www.warakudo.co.jp

●購入できる店舗

●購入できる店舗

●購入できる店舗

スーパー、百貨店、お土産店など
北海大和ウェブサイト
https://www.hokkai-yamato.co.jp

道内量販店全般

直営店（白石ガーデンプレイス店、
スイートオーケストラ本店）

豆乳で
作った
スープです

スープイメージです

まきばの恵みZero、まきばの恵みEvery、まきばの恵みSweet

認証食品「おもっちーずメロン・いちご・
プレーン・しょこら」

工場外観（上）
ミルクの郷アーチ（下）
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札
幌
市 カネジン食品株式会社 生麺

美味しさを笑顔に　麺に携わって35年。
北海道ならではの商品づくりを心がけていきます。

札幌市東区北28条東8丁目2-26
TEL：（011）753－1157
FAX：（011）753－5792
http://www.kanezin.co.jp
Email：ing@kanezin.co.jp

●購入できる店舗
札幌駅ESTA10階
札幌ら～めん開拓舎

ラーメン店主様と二人三脚でオリジナルの
麺を作ります。

札幌ラーメン共和国オリジナル商品です。

京田食品株式会社

コープフーズ株式会社　札幌工場

札幌バルナバフーズ株式会社

食パン・菓子パン類

大量調理施設（弁当等製造施設）

食肉製品（ベーコン、ハム、ウインナー）

「クルリン」でおなじみ「コープ配食」お弁当の製造工場です。
幼稚園のお弁当も造っています。

2018年8月よりシリーズとして発売しました「こだわり
バターデニッシュ」！！
他にも、リング、ロール、プチなど。フレーバーもプレー
ン、チョコ、メープルと取りそろえております。ぜひ一度
ご賞味ください。

本場ドイツの伝統的な製法にこだわった安全で美味しい
ハム・ソーセージをお楽しみください。

札幌市白石区菊水元町9条1丁目7-5
TEL：（011）598－1292
FAX：（011）598－1294	
https://www.sapporo.coop/

札幌市南区石山2条3丁目14-1
TEL：（011）591－8031
FAX：（011）591－3779
http://www.kyodapan.co.jp/

札幌市西区八軒9条西10丁目1-37
TEL：（011）642－4186
FAX：（011）643－2568	
http://www.barnabas.jp

●購入できる店舗

●購入できる店舗

●購入できる店舗

コープさっぽろホームページより

イオン、イトーヨーカ堂、東光ストア、まいばすけっと

大丸札幌店、新千歳空港内「ごちそ
うDeli」、バルナバハム工房（http://
www.barnabaham.jp/）

丁寧に24層折り込みじっくり
と焼き上げました。

配食のお弁当 幼稚園のお弁当

看板商品
「農家のベーコン」

バター香るやさしい甘さの
クロワッサン。
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札
幌
市

浜塚製菓株式会社

サッポロライス株式会社
　　　　　　炊飯工場・加工工場

かりんとう

大量調理施設
（弁当類（米飯、おにぎり、寿司、冷凍米飯））

北海道で定番のかりんとう、渦巻かりんとうや
ミックスかりんとう等を製造・販売しています。

北海道産米にこだわり炊き上げたご飯で、色々な美味しい商品を造り
皆様へご提案します。

札幌市白石区中央1条3丁目32
TEL：（011）383－4129
FAX：（011）384－6248
http://www.hamatsukaseika.co.jp/

札幌市東区東雁来6条3丁目1番31号
TEL：（011）780－2288
FAX：（011）786－8133
https://www.sappororice.com

●購入できる店舗

●購入できる店舗

北海道内各社、スーパーマーケット等で
お買い求めいただけます

道内主要量販店美味しく安全で安心な炊飯米やお寿司、おにぎりの製造に日々努め
皆様のもとへお届けいたします。

RINGO
焼きたてカスタード
アップルパイ

BAKE北海道工場

塩たらこ、
辛子明太子

（化粧箱）

手作業で丁寧に製造しています

マルスイフーズ株式会社

株式会社BAKE　北海道工場

塩たらこ、辛子明太子

アップルパイ

厳選した良質な原料を使い、一つ一つ
丁寧に心を込めて製造しています。

“サクサク”のパイ生地と、
後入れされた
カスタードクリームが特徴です。

札幌市西区発寒15条３丁目3番80号
TEL：（011）662－5500
FAX：（011）662－5600
http://marusui-foods.co.jp/

札幌市白石区本通17丁目北3番10号
TEL：（011）827－9009
FAX：（011）827－9012
https://bake-jp.com/

●購入できる店舗
工場直売所、オンラインショップ
（http://marusui-foods.shop-pro.jp/）
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札
幌
市 ベル食品株式会社　本社工場

北海道コカ ･ コーラプロダクツ株式会社
　　　　　　札幌工場　小型無菌ライン

瓶およびボトル詰調味料

ＰＥＴボトル飲料

安全安心を最優先とした
北海道ならではの商品です。

『安心・安全な製品』を提供し、
『さわやかさと潤い』をお届けします。

札幌市西区二十四軒3条7丁目3-35
TEL：（0120）613－040
（お客様相談室）
http://www.bellfoods.co.jp/

札幌市清田区清田1条1丁目2番1号
TEL：（011）888－2141
FAX：（011）888－2130
https://www.hokkaido.ccbc.co.jp/

●購入できる店舗

●購入できる店舗

主に道内量販店およびオンライン
ショップ

スーパー、コンビニエンスストア、自動販売機、等

ビン詰め調味液詰め合わせセット

北海道だしセット

PET ボトル飲料（非炭酸）

札幌工場

北海道醤油株式会社 しょうゆ、調味料

札幌市東区苗穂町2丁目3番1号	
TEL：（011）753－4333
FAX：（011）753－4336
https://www.tomoechan.jp

●購入できる店舗
道内量販店
トモエオンラインショップ

北海道の蔵元として醸しの技と旨みの技で
北海道に貢献できる会社を目指します。

主な製造製品

製造工場

しょうゆの原料

13



札
幌
市

おかげさまで創業から100
年あまり。伝統を大切にし
ながら、自主的な衛生管理
を進歩させるよう努めます

丸吉梅沢製麺株式会社 大量調理施設（弁当等製造施設）、生めん（生ラーメン）

夏においしい冷たい麺から電子レンジ対応の冬の麺などを作っています。

札幌市白石区平和通11丁目北8番	
TEL：（011）864－1616
FAX：（011）864－0169

●購入できる店舗
セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセ
ガワストアといった小売店、又は一部
の病院売店などでもお買い求めいた
だけます。

鰹だしベースの醤油タレを
使用し、当社独自の味付け
に仕上げています。

株式会社丸三北栄商会 味付け数の子

札幌市西区八軒９条西10丁目1-68
TEL：（011）611－0035
FAX：（011）643－5181
https://www.hokuei-s.co.jp/

●購入できる店舗
コープさっぽろ、アークスグループ、他味付け数の子（化粧箱入り）

味付け数の子
（白醤油・黒醤油）

丸金佐藤水産株式会社 魚肉ねり製品（揚げ物）

札幌市白石区平和通14丁目北2-5
TEL：（011）861－9095
FAX：（011）861－9097
http://www.marukin-sato.co.jp

業務用すり身と
海鮮しゅうまい

板かまぼこと焼きちくわ
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札
幌
市

石
狩
・
空
知
地
方

総菜開発株式会社 レトルト商品群、惣菜冷蔵品、惣菜冷凍品

お客様と一緒に、
もっと美味しく、
もっと笑顔に

札幌市白石区中央３条４丁目1-12
TEL：（011）722－5021
FAX：（011）722－1188
http://souzai-sap.info

●購入できる店舗
コルソ札幌、アイビックフーズショップ
（https://ibicshop.com/）

横山食品株式会社　本社工場 パン粉

みなさまに支えられて50有余年。これからもより高い品質を目指します。

札幌市白石区平和通14丁目北4番1号
TEL：（011）864－7411
FAX：（011）864－7110
http://www.usagijirusi.jp

●購入できる店舗
アークスグループ、きたキッチン、産直
生鮮市場、全日食チェーン、フードD、
ホクレンショップ等

サクサクがおいしい、
たっぷり使えるパン粉です。

北海道の恵みが
たっぷり！

真心をこめた
手作りのお総菜を
お届けします

オシキリ食品株式会社　江別おとうふファクトリー 豆腐

伝統製法にこだわった豆腐をお楽しみください。

江別市工栄町5-2
TEL：（011）385－4451
FAX：（011）385－4461
http://www.oshikiri-foods.jp/

●購入できる店舗
道内各スーパー

みれい菓株式会社 洋生菓子（札幌カタラーナ）

厳選した北海道産生クリームを贅沢に使用。
濃厚でなめらかなアイスプリン札幌カタラーナ。

札幌市西区発寒12条２丁目８番30号
TEL：（011）671－1600
FAX：（011）671－1602
https://www.mireica.net

●購入できる店舗
オンラインショップ「みれい菓」
URL：https://www.mireica.net焦がしキャラメルが香ばしいフローズンデザート 苺ピューレ＆苺果実、爽やかな美味しさ

どんなときもカレー（全 15 種類）
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石
狩
・
空
知
地
方

株式会社アレフ　北海道工場 ハンバーグパティ、ステーキ

私たちは、食品安全に繋がる衛生管理を推進し、
食の安全を提供し、社会に貢献いたします。

恵庭市北柏木町3丁目160-1
TEL：（0123）35－5880
FAX：（0123）35－5881
http://www.aleph-inc.co.jp/

オシキリ食品株式会社　納豆工場

株式会社アクアクララプロダクト

納豆（カップ、トレー）

ボトルドウォーター

職人技にこだわった納豆をお楽しみください。

逆浸透膜で濾過した原水にミネラルを加え、「安全」と「おいしい」
にこだわったアクアクララをお届けします。

江別市工栄町5-7
TEL：（011）385－4451
FAX：（011）385－4461
http://www.oshikiri-foods.jp/

石狩市新港南2丁目3717-6	
TEL：（011）223－2345
FAX：（011）209－2060
https://product.aquaclara-web.jp

●購入できる店舗
道内各スーパー

北海道工場

オシキリ食品株式会社　当別工場 もやし

瑞瑞しいもやしをご賞味ください。

石狩郡当別町若葉27番62
TEL：（011）385－4451
FAX：（011）385－4461
http://www.oshikiri-foods.jp/

●購入できる店舗
道内各スーパー
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石
狩
・
空
知
地
方

ソフトクリームミックス群
ドゥーブルフロマージュ群

株式会社コーケン 大豆加工品、植物発酵食品

石狩郡当別町中小屋３２９
TEL：（0133）27－2345
FAX：（0133）27－2246
https://www.genmaikoso.co.jp/

●購入できる店舗
株式会社玄米酵素

玄米酵素ハイゲンキシリーズ

元気大豆 21（顆粒）

北海道玄米糀

玄米酵素 F100

元気大豆 21
（粉末）

玄米ファイン
（ハスカップ）

株式会社北沢食品工場 メロン果肉・メロン果汁

メロンの果肉を加工用原料として搾汁したもの、また、果汁を同じく加工用原料として搾汁
したものです。夕張メロンの名称を使用した商品を製造する場合は許諾が必要です。

夕張市南清水沢2丁目21
TEL：（0123）59－7001
FAX：（0123）59－7017
https://kitazawashokuhinn.
　　　　　　　　jomdofree.com/

●購入できる店舗
夕張市農業協同組合　経済部特販係

株式会社健信 スーパー極上キムチ

お客様のもとへ満足いく商品をお届けできるよう努めています。

恵庭市戸磯201-9
TEL：（0123）34－3000
FAX：（0123）34－3003
http://www.kitanihonfood.jp

●購入できる店舗
道内主要量販店

果肉を１kg袋詰
めし、10袋を梱
包したもので、
冷凍保管です。

果汁をポリ袋に
充填し、15kg
を斗缶に梱包し
たもの、冷凍保
管です。

包装ラインから出てくる様子

株式会社すぎうらベ－カリ－ シフォンケ－キ

美唄産のお米で作った
しっとりほのかに甘いケーキです

美唄市字美唄1192番5	
TEL：（0126）64－2089
FAX：（0126）64－2089
http://sugiura-bakery.jp

●購入できる店舗
美唄本店・大丸札幌店など

認証食品
「お米のシフォンケーキ」

玄米胚芽・表皮、カルシウムに麹菌を用いて発酵、
大豆を加えたバランスの良い健康食品を製造しています。

スーパー極上キムチ
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石
狩
・
空
知
地
方

株式会社菊水
生ラーメン（手打ち式ライン群）、蒸し麺群、茹でうどん群、生うどん群
揚げ玉、かき揚げ製品
生ラーメン群、生パスタ群、なまそば群
寒干しラーメン（乾麺）、生ラーメン

本社揚げ物工場本社工場（第一製造）

本社工場（第二製造）

キャノーラ油を使用して、カラッとサクッと
した食感に仕上げました。

道産原料を使用したうどんやラ－メンなど、
バラエティに富んだ商品を製造しています。

有名店監修のラーメンから
北海道で愛されるロングセラー商品まで。

江別市工栄町19番地6号
TEL：（0120）86－9941
http://www.kikusui-ltd.co.jp/

●購入できる店舗
道内各スーパー　など

当該工場での製造品

当該工場での製造品

当該工場での製造品

かき揚げ製造工程

調理例 本社寒干し工場
じっくり熟成させた生麺を非加熱で乾燥し、
小麦の旨味を封じ込めた寒干し麺です。

当該工場での製造品

寒干しラーメンの玉取り工程

調理例

17 18



石
狩
・
空
知
地
方

株式会社北のアトリエ

学校給食用　米飯
学校給食用　パン

菓子（北の散歩道群）
乳製品（ソフトミックス群）

菓子（外販用ロールケーキ群）
菓子（ゆきむしスフレ、雪鶴）

第１工場

第２工場

千歳市泉沢1007-84（第１工場）
千歳市泉沢1007-87（第２工場）
TEL：（0123）28－4181
FAX：（0123）28－4523
https://www.haskapp.co.jp

給食用パン

ゆきむしスフレ

ソフトクリーム

雪鶴

かじゅロール

給食用米飯

ふわふわのスフレでチーズクリーム
をサンド。

あすなろファームの牛乳の味がしっかりしたソ
フトクリーム。
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石
狩
・
空
知
地
方

株式会社ケイシイシイ

北海道から全国、全世界へ。
北海道と世界各国の素材を組み合わせ、
素材を大切に、
美味しいスイーツを発信し続けます。

TEL：（0120）46－8825
FAX：（0120）333－325
https://www.letao.jp

●第一工場
〒066-0051
千歳市泉沢1007番地90

●第二工場
〒066-0051
千歳市泉沢1007番地111

ロイヤルモンターニュ 小樽色内通りフロマージュ ソフトクリーム

GLACIEL
表参道

バルーンド
フリュイ

小樽洋菓子舗ルタオ ドゥーブルフロマージュ

ラングドシャ群
ソフトクリームミックス群

チョコレートプレート群
ドゥーブルフロマージュ群

チョコレート群
アイスクリーム群
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株式会社ソラチ タレ類（水分活性 0.91 以下）

「北海道のたれ屋」として60余年。
これからも北海道の皆様と共に北海道の食文化を全国に発信して参ります。

芦別市北7条西4丁目4番地	
TEL：（0120）875－028
http://www.sorachi.ne.jp

●購入できる店舗
道内量販店、精肉専門店、農協各店、オン
ライン（https://shop.sorachi.ne.jp/）特撰

成吉思汗のたれ
しゃぶしゃぶのたれ

しょうゆ味
十勝

豚丼のたれ 豚
ぶたどん

丼（調理例）

スターゼンミートプロセッサー株式会社　石狩工場 豚内臓肉・豚副生物

HACCPに基づいた衛生管理により、
お客様へ安心・安全な製品をお届けします。

岩見沢市上幌向南１条１丁目1210-2
TEL：（0126）24－8003
FAX：（0126）24－8017石狩工場外観

コープフーズ株式会社　江別工場 豆腐（もめん豆腐、きぬごし豆腐）、
こんにゃく（こんにゃく、しらたき）、生ラーメン

「安全・安心」な「食」を組合員様にお届けするよう努めてまいります。

江別市西野幌120-6
TEL：（011）381－1016

●購入できる店舗
コープさっぽろ各店
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株式会社ディーエイチシー
　　　　　　　　夕張長沼工場

DHC 発芽玄米、DHC 発芽胚芽米、DHC 極旨発芽米、
純粋生プラセンタ

夕張郡長沼町東7線北3番地
TEL：（0123）88－1441　FAX：（0123）88－1442
https://www.dhc.co.jp

●購入できる店舗
オペレーター応答ダイヤル（通話料無料）0120-333-906
・DHCオンラインショップ、全国DHC直営店

豊かな食感と食べごたえ、ほのかな甘み
が楽しめるおいしい発芽玄米

各種アミノ酸やビタミ
ン・ミネラルなど多彩
な栄養成分を豊富に含
む国産の生プラセンタ
を独自の技術で安心・
安全なサプリメントに
しました。

株式会社北辰フーズ

株式会社北潤ボトリング　千歳工場 清涼飲料水（炭酸飲料、果実飲料）

当社の夕張メロンゼリー、チーズケーキは北海道産の原料を使用しています。

北海道の純水を使用した「安全・安心」な製品をお届けします。

江別市緑町西3丁目1番地1
TEL：（011）383－3231
FAX：（011）385－1864
http://www.hokushinfoods.co.jp

千歳市上長都939-20
TEL：（0123）27－3838
FAX：（0123）27－5363

●購入できる店舗

●購入できる店舗

弊社ホームページで。

セイコーマート各店舗

夕張メロンそのもののおいしさを閉じ
込めた「夕張メロンゼリー」です。

良質な北海道素材から生まれた
「北海道レアチーズケーキ」です。

ゼリー類、チーズケーキ類、プリン類
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株式会社ホテルニュー王子　機内食事業部 大量調理施設（機内食）

道内唯一の『機内食』の製造部門として安全安心な食を日々提供しております。

千歳市美々新千歳空港
ケータリングビル
TEL：（0123）46－5960
https://www.newoji.co.jp機内のお客様へ食の楽しみを提供 お食事を安全に機内へ

株式会社見方 チョコブラウニー（無加熱摂取冷凍食品）
ムースケーキ類（無加熱摂取冷凍食品）

見方は衛生管理を第一に、手作りで本当の
美味しさを追求する企業です。 北広島市大曲工業団地2丁目1番地3

TEL：（011）376－2277
FAX：（011）376－2207
http://www.mikata.co.jp

●購入できる店舗
直 営 店「北 のシェフ（ h t t p : // w w w.
kitanochef.com）」にて弊社製品をご購
入頂けますが、チョコブラウニーは業務用
製品のため一般販売はしておりません。チョコブラウニー

自社ホームページ、および
直営店のＱＲコード

株式会社ロイズコンフェクト　ふと美工場

北空知食品株式会社

アイスクリーム

野菜ソテー

当社の野菜ソテーは、天然調味料としてカレーやハンバーグ、スープ等様々な料理にご使用頂けます。

石狩郡当別町ビトエ640-15	
TEL：（0133）25－3344
https://www.royce.com

深川市広里町5丁目2番54号
TEL：（0164）25－2710
FAX：（0164）25－1045
http://www.kumachan.co.jp/kitasyoku.htm

●購入できる店舗
主に業務用の為、店舗での販売はしておりません
が、各店舗や工場でのご要望の際は、お気軽にお問
い合わせください。

弊社のロータリー釜でじっくり
丁寧に炒めたソテーオニオン

深川市にあるソテーオニオンの製造工場
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Ｂｅｋｏ倶楽部ヤフー店　https://store.shopping.yahoo.co.jp/hokubee/
Ｂｅｋｏ倶楽部楽天店  　https://www.rakuten.co.jp/hokubee/
北海道どさんこプラザ　札幌店：札幌市北区北６条西４丁目　
有楽町店：東京都千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館１階

株式会社ホクビー

冷凍ハンバーグ（穴のあいたビーフハンバーグ等）
加工肉（ホクビーサーロイン等）
加熱用調理品（ビーフシチュー等）
冷凍食肉製品（加熱食肉製品・特定加熱食肉製品／北海道産ロー
　　　　　　　ストビーフモモブロック等）
加熱調理品（冷凍食品・包装後加熱なし／デミグラスソース等）
加熱調理品（冷凍食品・包装後加熱あり／北海道産ボイルドビー
　　　　　　フカット等）

「多くの人に美味しい牛肉を食べてもらおう！」をキャッチフレーズに、
全国に向け商品をお届けしています。
今後も、安全・安心・美味しさを消費者の皆様に提供していけるよう、
更なる品質、衛生管理の向上に努めてまいります。

●購入できる店舗

●石狩工場
石狩市新港西1丁目725番地1
TEL：（0133）73－8403
http://www.hokubee.co.jp

●石狩新港工場
石狩市新港西1丁目722番地11
TEL：（0133）73－8405
http://www.hokubee.co.jp
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浜理PFST株式会社　千歳工場 玉ねぎ搾汁濃縮液

北海道で、エキスにしたい。パウダーにしたい。

千歳市泉沢1007-81
TEL：（0123）48－4821
FAX：（0123）48－4822
https://www.hamarichemicals.
com/green/プレート式殺菌機 認証商品

生活協同組合コープさっぽろ　
生鮮加工センター

パック製品（スライス肉・ミンチ・味付肉）
パック製品（刺身・切身・水産加工品）

安心安全は勿論、鮮度が良く美味しい商品をコープさっぽろの組合員様に
提供できるよう努めています

江別市東野幌町44-1
TEL：（011）391－6700
FAX：（011）389－6777

●購入できる店舗
コープさっぽろ各店（取り扱い
のない店舗もございます）

生鮮加工センター（ミートセンター）

生鮮加工センター（フィッシュセンター）
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沼田町農産加工場（コーミ北のほたるファクトリー株式会社）

東日本フード株式会社
　　　　　　　北海道事業部加工部

トマトジュース（缶）

包装肉（生鮮一次加工品・味付け包装肉・キット
　　　　商品・ハンバーグ）

日本ハムグループの安心安全なお肉を北海道の食卓に！！

雨竜郡沼田町西町6番28号
TEL：（0164）35－1206
FAX：（0164）35－3388
http://www.nousan-numata-hokkaido.jp

北広島市共栄54番地20	
TEL：（011）558－1205	
FAX：（011）376－8005
http://www.nfgroup.co.jp/

　eastfood/

●購入できる店舗

●購入できる店舗

沼田町内小売店、深川道の駅（ライスランド）、
きたキッチン（札幌市）

全道主要量販店

道内の量販店でご購入いただけます。
ぜひお試しください。

これがわたしたちの自慢の工場です。

トマトは契約生産者による露地栽培。
生食用トマトとは一味違う、とろりと濃厚な味わいが楽しめます。

株式会社長沼あいす　酪乳品工房 アイスクリーム

北海道産生乳を100％使用したアイスクリーム

夕張郡長沼町西８線南７番地
TEL：（0123）82－5533
FAX：（0123）82－5530
http://icenoie.info/index.html
●購入できる店舗

あいすの家アイスクリーム製造現場 アイスクリーム保管現場 アイスクリーム充填作業

ファーマーズファクトリー株式会社 北海道放牧豚ポークウインナー

北海道放牧豚が原料の合成添加物を使用していないソーセージです。

恵庭市北柏木町3丁目22番1
TEL：（0123）32－1555
FAX：（0123）32－1557
https://farmers-factory.com/

●購入できる店舗
弊社ホームページ、どさんこプラ
ザ、北キッチン、阪急オアシス

無塩せきウインナー・ラインアップ

北のハイグレード食品認定・
ポークウインナー
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ホクレン石狩穀物調製センター 片栗粉、小袋製品（豆類、ポップコーン類）

はまなす独自製法でおいしく仕上げました。

北海道の特産品である片栗粉や豆などを皆様の食卓にお届けします。

全国納豆鑑評会受賞納豆 北海道各地の大豆を使っています。

北海道はまなす食品株式会社 納豆

北広島市北の里56番地
TEL：（011）373－9311
FAX：（011）373－9316
http://h-hamanasu.jp/

●購入できる店舗
・コープさっぽろ各店・コープさっぽろ
宅配トドック・くるるの杜・ロコファーム

株式会社松永商會　北海道事業所 ケーシング（パイプド羊腸）

「プリッ、パリッ」
おいしいウインナーの
ヒミツはヒツジにあり！

北広島市新富町西3-1-1
TEL：（011）376－8588
FAX：（011）376－8488
http://www.matsunaga.jp

パイプド
羊腸

羊腸を使
用したウ
インナー

北海道事業所

石狩市新港西２丁目792番地
TEL：（0133）74－5551
FAX：（0133）74－2779
https://www.hokuren.or.jp

●購入できる店舗
各スーパーなど（道内外）
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株式会社せき　北海道事業所

株式会社北海道アグリマート

冷凍焼いも、カットキャベツ

トマトジュース

素材にこだわり、業務用野菜をニーズに合わせた形で製造いたします。
安全・安心の原料・加工野菜・冷凍食品をお届けいたします。

北海道産農産物を100％使用したストレートジュースを製造しております。

樺戸郡浦臼町字於札内381-10
TEL：（0125）67－3777
FAX：（0125）67－3767
https://www.hokkaido-agrimart.com/
Email：info@hokkaido-agrimart.com

●購入できる店舗

江別市角山426番地の１
TEL：（011）381－0018
FAX：（011）381－0098
http://www.kk-seki.co.jp/

自社webサイト（https://www.hokkaido-
agrimart.com/）ミニボトルシリーズ

ホクホクで
美味しい

冷凍焼いも

新鮮な原料使用カットキャベツ

一正蒲鉾株式会社　北海道工場 魚肉練り製品

衛生管理システム「ＨＡＣＣＰ」に基づいた管理により、今後
もお客さまに安心・安全な商品を提供できるよう、品質・衛生
管理のレベルアップに取り組んでまいります。

小樽市銭函3丁目263-10
TEL：（0134）62－4192
https://www.ichimasa.co.jp

●購入できる店舗
道内量販店

認証商品「生食用ちくわ、小樽てんぷら、
シーサラダピュアふぶき」

ミニトマトジュース 720ml
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株式会社カネト水産　 塩たらこ

鮮度の良い完熟した、スケソウダラの卵を一腹
ごと丹念に取り出し薄塩で仕上げた逸品です。

古平郡古平町大字入船町63番地
TEL：（0135）42－2330
FAX：（0135）42－3153
http://www.kanetosuisan.net/
info@kanetosuisan.net

●購入できる店舗
直営店、本社ホームページ
http://www.kanetosuisan.net

塩たらこ
250ｇ、
400ｇ、
800ｇと
あります。

株式会社エスプリ 惣菜（しゅうまい、たこザンギ、パオ餃子、肉ニラまんじゅう他）

自然、健康、安全を基本理念として、独自製
法にて手作り感ある商品をご提供します。

小樽市祝津2-298-１
TEL：（0134）24－7534
FAX：（0134）24－7538
http://esprit-net.co.jp/

●購入できる店舗
オン ラ イン ショップ（ h t t p : //
esprit-net.co.jp/shop/）、小樽飯
櫃（おたるぼんき）、全国催事出店

株式会社アグリテック真狩

株式会社カネキ南波商店　第１工場・第３工場

惣菜（じゃがいも）

塩たらこ

私たちは、北海道の食材を創意と技術力で価値のあるおいしさに変えていきます。

虻田郡真狩村字共明31-1
TEL：（0136）55－6138
FAX：（0136）55－6325
http://www.pioneer-j.co.jp

寿都郡寿都町字大磯町109
TEL：（0136）62－2611	
FAX：（0136）62－3536
http://kaneki-nanba.com/

●購入できる店舗
きたキッチン（オーロラタウン）
どさんこプラザ（有楽町）
北海道フーディスト（八重洲店他）
カネキ南波商店直売所

最新式の過熱蒸気焼成
機を用いて価値のある
おいしさをお届けしま
す。

道産豚肉 100％
旨味たっぷりの

「しゅうまい」

たことすり身を合わせた
海鮮から揚げ「たこザンギ」

☆北海道産地限定
北海道近海産にこだわり、噴
火湾から胆振地方にかけての
海域で漁獲された中でも新鮮
で良質のすけとうだらの卵の
みを使用しています。

☆生造り　無着色
腹出しした卵を生のまま漬け
込むことにより、一粒一粒に
細やかな粒子感と素材の旨味
が十分に生かされています。

29



後
志
地
方

後
志
地
方

さくら食品株式会社 アイスクリーム

北海道の原材料にこだわった
アイスクリームをお届けいたします。

小樽市奥沢１丁目21番１5号
TEL：（0134）25－1030
FAX：（0134）25－0102
http://sakurafoods-hokkaido.com/

本社工場

株式会社北源
味付ジンギスカン

スープ・ソース・調味液・めんつゆ・丼たれ 
冷凍カレー

独特のタレは、玉ねぎの甘みと
果汁のおいしさがいっぱいの
食べ飽きしない味わいです。

2種類の味噌をブ
レンドしたコクの
あるスープです。

醤油の旨みと香
りの深い味わい
のスープです。

小樽市銭函３丁目521番地13
TEL：（0134）62－7862
http://www.hokugen.co.jp 

●購入できる店舗
セイコーマート（味付ジンギスカン・スープ等）
業務用（冷凍カレー）

「味付ラムジンギスカン」 「ラーメンスープ味噌」　「ラーメンスープ醤油」

株式会社北源 惣菜加工品（玉子焼、玉子そぼろ、巻芯、豆腐ハンバーグ、
　　　　　　オムレツ、茶わん蒸し）

北海道産卵を使用。安心･安全な製品をお届けいたします。

小樽市銭函3丁目524番地12
TEL：（0134）62－4170
FAX：（0134）62－4835

●購入できる店舗
セイコーマート各店舗

巻き寿司用の芯
（中身）を作っ
ております。 玉子焼きの画像です。

29 30



後
志
地
方

マルスイ冷蔵株式会社エース食品部 干物（開きほっけ、ほっけスティック、
ほっけ切身、開きにしん、身欠きにしん）

貴重な原料を一尾一尾手作業で行い、お客様のニーズに合った工程を調整し、
消費者の皆様へお届けできる様追求し続けてまいります。

小樽市銭函5丁目58番地５
TEL：（0133）74－3181
FAX：（0133）74－3930

●購入できる店舗
市内量販店、札幌市卸売市場

株式会社丸中しれとこ食品　札幌支社 味付数の子

北海道の恵まれた大自然を大切に、最上のおいしさを求め続けます。

小樽市銭函5丁目55-2	
TEL：（0133）73－4433
FAX：（0133）73－2601
http://marunakashiretoko.com/

●購入できる店舗
網走水産株式会社
URL http://www.suisanbazar.co.jp/北海道産味付数の子 味付け数の子寿司ネタ用

ほっけスティック

開きほっけ 開きにしん

株式会社マルハ橋本商会 えび入りつみれ、かに入りつみれ、たこ入りつみれ

誰もが笑顔になる、安心安全な食づくりに
努めて参ります。

小樽市祝津2丁目352番地
TEL：（0134）22－9559
FAX：（0134）22－9587

製品

調理例

株式会社ヤマダイフーズプロセシング 納豆

味の追求と様々なニーズに応える商品創りを目指しています。

小樽市銭函3丁目319-1	
TEL：（0134）62－7007
FAX：（0134）62－7227
http://www.yamadai-net.com/foods/

●購入できる店舗
ラッキー、イオン、マックスバリューなど極の糸

道産極小粒納豆
北海道納豆
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株式会社よ吉野

北海道ミネラルウォーター株式会社

塩たらこ

京極の名水、羊蹄の恵み　板こおり

安心安全を第一に、一つ一つ丁寧に仕上げています。
サラッとした粒だちのたらこ本来の旨味が自慢の逸品です。

羊蹄山の雪解け水が自然ろ過された
天然水です。

古平郡古平町大字浜町467番地の7	
TEL：（0135）42－2114
FAX：（0135）42－3591
https://www.yojirushi-yoshino.com/

虻田郡京極町川西40番4
TEL：（0136）41－2231
https://www.hokkaido-mineralwater.co.jp

●購入できる店舗

●購入できる店舗

本社直営店、ホームページ（QRコード）
https://www.yojirushi-yoshino.com/
フリーダイヤル　0120ー244ー569

セイコーマート各店舗

塩分控えめ
極上甘口たらこ

QRコード 本社工場（直営店本社）

クレードル興農株式会社　喜茂別工場 冷凍食品（ポテト）

北海道産の馬鈴薯を使用し、加工しております。
安心安全な食品づくりに努めて参ります。

〒044-0200
虻田郡喜茂別町字喜茂別83番地
TEL：（0136）33－2221
FAX：（0136）33－2335
http://cradle-kounou.co.jp
Email：sapporo@cradle-kounou.co.jp

冷凍ポテト
製造工場

喜茂別工場　事務所
冷凍ホールポ
テ ト 、 冷 凍
ハーフポテト
です。１kg入
りで、剥皮、
芽取り、ブラ
ンチング、冷
却し、急速凍
結しておりま
す。

黒松内銘水株式会社 ナチュラルミネラルウォーター

太古に形成された貝殻地層に長い年月をかけてろ過された天然アルカリ水です。

寿都郡黒松内町字豊幌279
TEL：（0136）77－2222
FAX：（0136）72－3981
https://suisainomori.com/
Email：info@suisainomori.com

●購入できる店舗
量販店、オンラインショップ等黒松内銘水㈱本社工場

水彩の森２L，
500ｍｌ
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サンダイヤ株式会社　銭函工場

だるま食品株式会社　銭函工場

王子サーモン株式会社　北海道工場

調味液

弁当等製造施設

スモークサーモン姿切り

お客様へ安心･安全な製品をお届けするため、
日々品質管理・改善に取り組んでいます

お客様に安全で安心なお弁当を提供できるよう、真心を込めてお作りしています

「お客様の満足が私たちの生きがい」の経営理念をもとに製品をつくりつづけて
おります。

小樽市銭函3丁目519番地7	
TEL：（0134）62－3195
FAX：（0134）62－3002
http://www.sun-dia.net

小樽市銭函3丁目524番地8
TEL：（0134）62－6011
FAX：（0134）62－6220
http://www.daruma-foods.co.jp
Email：info@daruma-foods.co.jp

苫小牧市有明町2丁目5-21
TEL：（0144）74－2464
http://www.oji-salmon.co.jp

●購入できる店舗

●購入できる店舗

セイコーマート各店舗

大丸札幌店、工場直営店（苫小
牧市）、銀座店（東京都中央区）
札幌三越、丸井今井札幌本店

華やかな予約弁当の一例銭函工場

本店

人気No.１ブリュレカスタードインバウム

商品ギフト

スモークサーモンの整形

独自の製法で上品な味に
仕上げています

株式会社円甘味 ブリュレバウム

まぁるいお菓子でお客様をまぁるい笑顔に

小樽市入船１丁目２番22号
TEL：（0134）61－1138
FAX：（0134）61－1139
Email：info2@maruamami.jp

●購入できる店舗
本店、全国物産展、オンライン
ショップ
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株式会社北海道畜産公社　早来工場 牛部分肉、豚部分肉

北海道畜産公社は、全道５か所（早来・函
館・上川・十勝・北見）に家畜の解体・処
理を行うと畜場を持ち、北海道HACCP認
定を取得した併設の食肉加工場から、「安
全と安心」を第一とする食肉を流通してい
ます。

勇払郡安平町遠浅695番地
TEL：（0145）22－3911
FAX：（0145）22－3095
http://www.tikusan.co.jp/

北海道産「むすび昆布」
と「きざみ昆布」の冷凍

不 織 布 に 入 っ た
「だしパック」と
「乾燥昆布製品」

株式会社アオキ 冷凍むすびめ・きざみ昆布
「だしパック」シリーズと昆布製品

北海道より「安心・安全」な学校給食用食材を全国にお届けしています。

室蘭市中央町2丁目4番8号
TEL：（0143）24－1234
FAX：（0143）22－3210
http://aoki-zirushi.com
Email：infomail_form@aoki-zirushi.com

●購入できる店舗
学校給食向け食材のため、店舗販売は
しておりませんが、ご要望の際はお問い
合わせください。

株式会社大一大和屋食品 浅漬け及び古漬け

苫小牧から北海道各地へ、美味しい漬物をお届けします。

苫小牧市樽前202番地
TEL：（0144）67－0555
FAX：（0144）67－0598
http://www.d-yamatoya.com
Email：oshinko@d-yamatoya.com

●購入できる店舗
きたキッチン（札幌、旭川）、コープ
さっぽろ他

旬の産地の野菜を厳選し、丁寧な
商品づくりを心掛けています。

北海道NO.1の生姜加工メーカーとして
常により良い商品づくりに取り組んで
います。
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東海物産株式会社　北海道工場　 昆布エキス（抽出タイプ）

スーパーに並ぶ加工食品の原材料である「エキス」を製造しております

勇払郡安平町早来富岡254-6
TEL：（0145）22－3452
FAX：（0145）22－2566
https://www.tokaibsn.co.jp/

白老郡白老町字虎杖浜179-5
TEL：（0144）87－2433
FAX：（0144）87－3234
http://www.kojohama.com

●購入できる店舗

●購入できる店舗

（加工食品メーカー向けの商品の
ため一般販売は行っておりません）

竹丸渋谷水産オンラインショップ
（URL  https://www.shibuya
　suisan.com）

工場の外観 エキスを抽出するタンク

竹丸渋谷水産株式会社 塩たらこ

徹底した衛生管理の元、真心込めて商品を造っておりま
す。渋谷水産のたらこを是非ご賞味ください。

たらこ、明太子イメージ画像 北のたらこ、明太子

株式会社わかさいも本舗　登別工場

グランドホテルニュー王子　１F 主厨房

北海道じゃがッキー

大量調理施設（ホテル）

北海道産のじゃがいもを使用し、しっとりサクサク仕上げた食感が自慢です。

ホテルでの様々なシーンを彩る
宴会料理を製造するメイン厨房
から安全・安心をお届けします。

登別市若山町2丁目29-3	
TEL：（0120）211－850
FAX：（0143）88－2111
https://www.wakasaimo.com/

〒053-0022
苫小牧市表町4丁目3番1号
TEL：（0144）31－3111
FAX：（0144）31－3131
https://www.newoji.co.jp

●購入できる店舗
直営店（札幌、新千歳空港、室蘭、
登別、伊達、洞爺）ホワイトチョコレートをたっぷりコー

ティングした、リッチなクッキー

忘新年会
料理プラン
（例）

北海道産のじゃがいもをさくさく
クッキーに焼き上げました。

グランドホテルニュー王子外観
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株式会社イチヤママル長谷川水産　入沢工場

株式会社長万部北勝水産

塩たらこ

冷凍ウロ取ボイルほたて貝

創
る
の
は
、 

食
の
感
動
。 

美
味
さ
一
筋
。 

イ
チ
ヤ
マ
マ
ル
の 

変
わ
ら
ぬ
想
い
。

二海郡八雲町落部748番地1	
TEL：（0137）67－3311

山越郡長万部町字静狩3番1号	
TEL：（01377）6－2319

HACCP自主衛生管理認証
「認証01-00275号」、
エゾシカ肉処理施設認証
「認証第016号」

神威函館ジビエファクトリー エゾシカ肉（ブロック）

安全安心でおいしい「函館産天然エゾシカ」を、地域の特産品としてお届けします。

函館市銭亀町342-3
FAX：（0138）47－7270
Email：info@kamui.club
●購入できる店舗

オンラインショップ

株式会社キタジマ コッペパン・米飯

子供達の未来のために従業員皆で
安全の手助けをし、頑張ってます。

函館市西桔梗町855番地の1
TEL：（0138）48－1200
FAX：（0138）48－1222

●購入できる店舗
学校給食なので購入は出来ません。

子供達の笑顔のために、
パン・ご飯を作ってます
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株式会社寿フーズ

株式会社ジョッキ　函館工場

松前漬、レトルトカレー

鮭とば

あふれるおいしさ　手軽に楽しく

レトルトカレーは
北海道知事賞・
農林水産省総合食料局長賞
等多数受賞。

北斗市七重浜8丁目7-10	
TEL：（0138）49－7971
FAX：（0138）49－7972
http://www.jokki.jp

亀田郡七飯町字中島25番地の1
TEL：（0138）64－5500
FAX：（0138）64－5501
http://kotobuki.hakodate.jp

●購入できる店舗
はこだて海鮮市場（函館市）、駅弁
ことぶき屋（新函館北斗駅前ビル）

鮭の旨みがしっかりと味わえるように仕上げ 
ほぐれやすい食感にしました。

ガゴメ昆布の粘り成分が
毎日の元気をサポート

函館カレー
（中辛）

皿盛イメージ

第２工場外観

カレー皿盛りとパッケージです。

株式会社五島軒　上磯第２工場 レトルトカレー

創業1879年、洋食レストランの味わいをご家庭で。
自社工場にて真心こめて製造しております。

北斗市追分3-3-15
TEL：（0138）49－8866
FAX：（0138）49－7575
https://gotoken1879.jp

●購入できる店舗
函館市内直営店、テナント店、
量販店、オンラインショップ他
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株式会社道南冷蔵　函館工場 鮭ほぐし

「お客様に“美味しい”“安全”な商品をお届けする」をモットーに、
当社独自の製法で、真心をこめてつくりました。

株式会社新サカイヤフーズ　

株式会社竹田食品　Ｆ２工場

冷凍コロッケ（ポテトコロッケ（牛肉入り、南瓜コロッケ、
男爵コロッケ等））

いか塩辛

二つの海（日本海と太平洋）に面した八雲町の農水
畜産の豊かな素材を生かした商品をお届けします。

北海道ＨＡＣＣＰ認証を取得した工場にて
しっかり熟成させた、真心込めたいか塩辛を
お楽しみください

北斗市追分3丁目5番13号
TEL：（0138）49－8833
FAX：（0138）49－8834
http://www.ajino-dounan.jp/

二海郡八雲町三杉町13-5
TEL：（0137）63－2777
https://www.sakaiyafoods.com/

函館市浅野町3-10
TEL：（0138）43－1110
FAX：（0138）43－1113
https://takeda.hakodate.jp/

●購入できる店舗

●購入できる店舗

大手量販店

道内量販店いか塩辛各種

工場は大自然の恵み豊かな八雲に
位置しています。

ホームページアド
レスのQRコード

株式会社北燦食品　函館工場 大量調理施設（弁当等製造施設）、食肉（非加熱やきとり）

セコマグループ道南エリアの米飯、ハセガワストアのやきとりを製造しています。

函館市西桔梗町589-331
TEL：（0138）48－1071
http://www.hokusan-foods.co.jp

●購入できる店舗
セイコーマート、ハセガワストア

セイコーマート向けの豚串

外観
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株式会社北海道畜産公社　函館工場 牛部分肉、豚部分肉

北海道畜産公社は、全道５か所（早来・函館・上川・十勝・北見）に家畜の解体・処理を行
うと畜場を持ち、北海道HACCP認定を取得した併設の食肉加工場から、「安全と安心」
を第一とする食肉を流通しています。

函館市西桔梗町555番地の5
TEL：（0138）49－2982
FAX：（0138）49－2979
http://www.tikusan.co.jp/

株式会社ドリームファクトリー
惣菜工場

ポテトサラダ
大量調理施設（弁当等製造施設）

函館市西桔梗町860-13
TEL：（0138）48－0220
FAX：（0138）48－0227

●購入できる店舗
函館市内のコープさっぽろ、魚長各店など

株式会社ドリームファクトリー
畜産パッケージセンター

パック製品（スライス肉群、カット肉群、直接盛付肉、挽肉、
ミート惣菜カツ、ミート惣菜メンチカツ、鍋セット、味付肉）

安全安心は勿論、鮮度が良く美味しい商品を提供できるよう努めています

函館市西桔梗町589-279	
TEL：（0138）48－0111
FAX：（0138）48－2505
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JR 北海道フレッシュキヨスク株式会社　みかど弁当工場 大量調理施設（弁当等製造施設）

消費者様の安心安全に対する期待が高まる昨今の状況下、 
「食に携わる企業として何ができるか」を考え、HACCP方式を導入いたしました。

亀田郡七飯町字中島5番3号
TEL：（0138）83－7288
FAX：（0138）83－7674
http://www.hkiosk.co.jp/mikado

●購入できる店舗
駅弁の函館みかどJR函館店 
キヨスク新函館北斗各店創業昭和11年　愛され続ける伝統の味

イシオ食品株式会社

株式会社天狗堂宝船

さきいか

餅菓子（きびだんご、新 4 本入きびだんご、　
5 本入きびだんご、きびだんご物語）

素材の美味しさを引き出す当社独自の製法で造り上げております

地元特産を活かした北海道ならではを追求。
新しい美味しさへ挑戦していきます。

函館市湯浜町１番17号
TEL：（0138）53－0102
FAX：（0138）55－5536
http://www.ishiofo.co.jp
Email：admin@ishiofo.co.jp

亀田郡七飯町字中島205番地1
TEL：（0138）66－3200
FAX：（0138）66－3210
https://www.tengudou.co.jp/

●購入できる店舗

●購入できる店舗

各スーパーなど（道内外）

道内各スーパー、弊社ホームページ
オンラインショップ

株式会社サンデリカ　旭川事業所 弁当等製造施設（調理パン、おにぎり、寿司、弁当）

山崎製パングループで調理パン、
おにぎり、寿司、弁当、パン、
和菓子を製造している会社です。

旭川市神居9条1丁目7-1
TEL：（0166）62－7481
FAX：（0166）62－7465
Email：Sd10asaso@sundelica.co.jp

●購入できる店舗
ローソンさんの店舗（道北エリア）

ローソンさん（道北エリア）の調理パン、
おにぎり、寿司、弁当を製造しています。

衛生的な職場でお客様に喜んで
頂ける製品づくりに取り組んで
います。
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株式会社ダイマル乳品

アイスクリーム類（カップ類、ソフト類、パフェ類、　
　　　　　　　　　モナカ類、アイスキャンディー類）

氷菓（アイスキャンディーシャーベット類、
カップシャーベット類）

ピューレ類

本社工場：
苫前郡羽幌町北３条３丁目３番地
羽幌北町工場：
苫前郡羽幌町北町17丁目１番地
TEL：（0164）62－5636
FAX：（0164）62－5365
http://daimaru-nyuhin.co.jp/

●購入できる店舗
セイコーマート店舗
セイコーマートオンライン
（https://online.seicomart.co.jp/delivery/）

北海道豊富町産の牛乳や北海道赤肉メロン等、道産原料にこだわった
アイスやシャーベットバーなどを製造しております。

新規HACCPを認証取得した工場は
北海道産の原料を加工・搾汁等をして
おります。

本社工場

羽幌北町工場

Secoma 北海道
クリーミーソフト

Secoma 北海道
メロンソフト

Secoma 北海道
牛乳モナカ

Secoma 北海道
メロンモナカ

株式会社大雪水資源保全センター ナチュラルミネラルウォーター

常温水でも美味しく、紅茶やインスタントコーヒーの香りも引き立てます。

上川郡東川町ノカナン1046番41
TEL：（0166）97－2525
http://taisetsu-mizu.jp/

●購入できる店舗
東川道の駅、ホクレンショップ、
コープさっぽろ、全日食チェーン店大雪国立公園が育み、日本の名水百選に選出された水です
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株式会社谷口農場　食品工場 有機JAS認証トマトジュース、野菜ジュース、甘酒、ゼリー

「こだわりの生産から、まごころの加工まで。」

旭川市東旭川町共栄255番地
TEL：（0166）34－6699
FAX：（0166）33－3048
http://www.taniguchifarm.co.jp
Email：tf@taniguchifarm.co.jp

●購入できる店舗
谷口農場直売店＆CAFE「まっかな
トマト」、谷口農場ネットショップ
（http://taniguchifarm.net）

直売店・ネット
ショップでご購
入できます

自社産の素材を使用したジュース・甘酒・
ゼリー等を製造しています。

株式会社北海道畜産公社　上川工場

株式会社もち米の里　ふうれん特産館

牛部分肉、豚部分肉

丸め餅

北海道畜産公社は、全道５か所（早来・函館・上
川・十勝・北見）に家畜の解体・処理を行うと畜
場を持ち、北海道HACCP認定を取得した併設
の食肉加工場から、「安全と安心」を第一とする
食肉を流通しています。

旭川市東鷹栖6線12号5135番地
TEL：（0166）57－6251
FAX：（0166）57－6257
http://www.tikusan.co.jp/

名寄市風連町西町334番地2
TEL：（01655）3－2332
FAX：（01655）3－4118
http://mochigome.jp/

●購入できる店舗
道の駅もち米の里☆名寄
ふうれん特産館　名寄店
もち米の里　ふうれん特産館
オンラインショップ（https://
mochigome.shop-pro.jp/）

お雑煮、鍋、お汁粉などに入れると
一層美味しくなります。

株式会社ロバ菓子司　The Sun 蔵人　蔵生工場 蔵生

旭川市工業団地1条2丁目	
TEL：（0166）76－1501蔵生　ビター生チョコレート（黒） 蔵生　ホワイト生チョコレート（白）

蔵生
アーモンド

お客様に安心してお召上がりいただけるように、安全で美味しい商品を真心込めて
お作りしております。
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北日本水産物株式会社　

札幌通運株式会社　ゆきのみず生産管理事業部　上川工場

ニチロ畜産株式会社　名寄工場　

味付数の子

ナチュラルミネラルウォーター

牛パーツ、牛正肉、牛・豚ミンチ

大雪山連峰の山々に磨かれた天然水。 
大自然の恵みを全国にお届けしています。

徹底した品質管理のもと安全な製品を提供します。

豊かなおいしさを北海道から
生産と畜から製品迄の一貫事業
北海道産牛肉を価値ある製品に

増毛郡増毛町暑寒海岸町131番地の4
TEL：（0164）53－3333
FAX：（0164）53－2160

上川郡上川町字菊水440-3
TEL：（011）251－5959
FAX：（011）222－6210
http://yukinomizu.co.jp/

名寄市日進105番地
TEL：（01654）2－4554（名寄工場代表）
FAX：（01654）2－4555
http://nichiro-ham.co.jp

●購入できる店舗

●購入できる店舗

北日本水産物株式会社直営店、北日
本水産物株式会社オンラインショッ
プ（http://www.kitanihon.com/
shop/）、ましけマルシェ（https://
www.rakuten.co.jp/mashike-
marche/）

自動販売機　道内量販店　等

北海道大雪山ゆきのみず 
のどごし優しい軟水です。
コーヒーや緑茶でも
お楽しみください。

ノース物産株式会社 ボトルドウォーター

旭川市東鷹栖東3条1丁目1922番地
TEL：（0166）58－7700
http://www.crecla-h.jp

自社ホームページQRコード
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北海道味噌株式会社 みそ・麦もろみ

北海道の蔵元として醸しの技と旨味の技で北海道に貢献します。

旭川市豊岡３条９丁目２番15号
TEL：（0166）31－2012
FAX：（0166）31－2014
https://www.tomoechan.jp

●購入できる店舗
道内量販店
トモエオンラインショップ製造工場

主な製造製品

みその原料

有限会社菓子司新谷 ふらの雪どけチーズケーキ、ふらのチーズケーキ

北海道・富良野の雪どけをイメージした濃厚な味わいのケーキです。
時間と手間を掛けて作り上げた４層のおいしさをご賞味ください。

富良野市朝日町4番7号
TEL：（0167）22－2042
http://www.yukidoke.co.jp

●購入できる店舗
直営店（富良野）、ネット通販菓子司新谷店舗ふらの雪どけチーズケーキ

東神楽農業協同組合　農産加工施設 冷凍グリーンアスパラ

上川郡東神楽町北1条東1丁目2-1
TEL：（0166）83－2241
http://ja-higashikagura.com/

株式会社グリーンズ北見 IQFコンシューマーパック、オニオンソテーコンシューマーパック

日本一の「北見たまねぎ」を全国の食卓へ

北見市大正284番地１
TEL：（0157）36－3611
FAX：（0157）36－2800
http://greenskitami.co.jp/
Email：info@greenskitami.co.jp

●購入できる店舗
ONLINE SHOP蝦夷市（えぞいち）
（https://ezoichi-hokkaido.com/）
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株式会社サロベツベニソン

株式会社北勝水産

鹿肉（ブロック）（スライス）（シャブシャブ）（ミンチ）

ほたて貝柱水煮

北海道HACCP認証による衛生面の
管理された工場から、おいしさをお届けします。

天塩郡豊富町字豊富大通12丁目
TEL：（0162）82－2961
http://sarobetsu-venison.com/

常呂郡佐呂間町字浪速51番地
TEL：（01587）6－2121
FAX：（01587）6－2352

味の素食品北海道株式会社
第１生産部

コンソメ・ブイヨン
スイートコーンパウダー

スイートコーン100%の
パウダー

固形コンソメ、減塩コンソメ、チキンコンソメ

常呂郡訓子府町東町423番地
TEL：（0157）47－2181
FAX：（0157）47－2183

●購入できる店舗
スーパー、コンビニ等
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株式会社豊富牛乳公社 はっ酵乳（乳製品）
牛乳、低脂肪牛乳、成分調整牛乳

豊富町産の乳を使用した、乳本来の味わいが楽しめるおいしいヨーグルト。

豊富町内に限定した乳牛から搾った生乳を使用しています。
牛乳本来の風味をお楽しみ頂けます。

主原料の生乳は豊富町産のみを使用

セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストアなど
●購入できる店舗

●株式会社豊富牛乳公社　ヨーグルト工場
天塩郡豊富町字上サロベツ574番５
TEL：（0162）73－0040
FAX：（0162）73－0041

●株式会社豊富牛乳公社　牛乳工場
天塩郡豊富町字上サロベツ1184番地
TEL：（0162）82－2576
FAX：（0162）82－3066
https://www.toyotomi-milk.co.jp
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株式会社北海道チクレンミート　北見工場 牛部分肉

牛の生産・と畜・加工・流通までを一貫して行い、
安全安心をお届けします。

株式会社北香 　サラダ類（生食用カット野菜）
粕漬、キムチ、浅漬け

キャベツや大根のカットサラダです。
洗う手間なく安心してすぐにお召し上が
り頂けます。

くせになる味！大根の粕漬

北見市相内町216番地93
TEL：（0157）35－3834
FAX：（0157）35－3209
http://www.hk-hokko.co.jp

北見市豊田193-2
TEL：（0157）35－3229
FAX：（0157）35－3529
http://chikurenmeat.com

●購入できる店舗

●購入できる店舗

セイコーマート

生活クラブ連合会
https://www.seikatsuclub.coop

熟練した職人により
加工されます

認証食品
「千切りキャベツ、千切りキャベツミックス、大根&水菜ミックス」

北の大地
が育んだ
ブランド
です

株式会社北海道畜産公社　北見工場 牛部分肉、豚部分肉

北海道畜産公社は、全道５か所（早来・函館・上川・十勝・北見）に家畜の解体・処理を行
うと畜場を持ち、北海道HACCP認定を取得した併設の食肉加工場から、「安全と安心」
を第一とする食肉を流通しています。

網走郡大空町東藻琴千草72番地の1
TEL：（0152）66－2221
FAX：（0152）66－2222
http://www.tikusan.co.jp/
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株式会社マルトク阿部水産 かにパック製品（冷凍生ズワイ、ゆでがにむき身、
冷凍生タラバ、ボイルガニ）　　

北海道ＨＡＣＣＰ認証の工場で、食べやすいパックに加工しました。

紋別市北浜町3丁目1-39-2	
TEL：（0158）23－3436

クレードル食品株式会社　冷凍第３工場 凍結前加熱済み調理冷凍食品 
（コロッケ及びフライ類）

網走郡美幌町字稲美164番地

宗谷漁業協同組合　ほたて貝加工処理施設

滝上産業株式会社　

ソフトほたて貝柱

スイートコーンパウダー、スイートコーンフレーク

しっとり柔らかで深くまろやかな風味と
香りに仕上げました。
贈り物にも最適な一品です。

稚内市大字宗谷村字宗谷77番地
TEL：（0162）77－2331
FAX：（0162）77－2356
http://www.souya.or.jp

紋別郡滝上町字オシラネップ原野1597番地5
TEL：（0158）29－2305

●購入できる店舗

●購入できる店舗

宗谷漁業協同組合　購買

道の駅香りの里たきのうえ

内容量：16粒（要冷凍）
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丸忠出塚水産株式会社 揚げ蒲鉾（天ぷら、もんべつさつま、曲がり天）

魚本来の味を活かした、揚げ蒲鉾です。是非、ご賞味下さい。

紋別市港町5丁目3番23号
TEL：（0158）23－2012
FAX：（0158）23－2013
http://dezka.com
Email：sales@dezka.com

●購入できる店舗
出塚水産本店、千歳空港店、イオン北海道等
ネットショップ（http://dezka.shop-pro.jp/）

もんべつさつま（包装）
盛り付け

こだわりの塩コショーを用いて丹念に
作り上げました。あっさりした中でコク
　　　　　　のある自信作です。

株式会社坂口精肉店 味付ホルモン、味覚園塩ホルモン
味付肉（味付豚ジンギスカン）、生タレ

絶妙な香味とフルーティなまろやかさが特徴の
『生タレ』です。
直営店の味をご家庭でもお楽しみ下さい。

北海道産の新鮮な
豚小腸を柔らかく
調理し、お子様をは
じめどなたにも好ま
れる味に仕上げま
した。

自動計量包装機、X線異物
検出機など、生産性向上と
安全・衛生面の管理強化を
行っています。

北見市北央町82-7
TEL：（0157）26－3700
FAX：（0157）26－3788
http://sakaguchigroup.co.jp
Email：meat-sakaguchi@life-v.co.jp 

●購入できる店舗
道内量販店

『生タレ』と、癖
のない柔らかな豚
肩ロースが、とて
もよく合います。

●『氷〆ホルモン』
鮮度維持が難しいホルモンは、
氷で〆めて氷温で管理し、鮮度
と美味しさを追及しています。
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小清水町産のじゃがいも
澱粉をベースに海と畑の
素材を使ったおせんべい
です。

福太郎株式会社　小清水北陽工場 菓子製品
（北海道フリッターおせんほがじゃ）

斜里郡小清水町字浜小清水304-1	
TEL：（0152）63－4141
FAX：（0152）63－4410
https://www.hogaja.com/

小清水北陽工場

ほがじゃ（ほたて味／えび味／こんぶ味）

浦幌フリーズドライ株式会社 乾燥食品

北海道のおいしさを、フリーズドライ
で全国発送。

十勝郡浦幌町字宝生172番地1
TEL：（0155）76－6301
FAX：（0155）76－6774
https://www.urahoro-freezedry.jpFD春の七草

１切れずつ個包装
しています。

FD北海道コーン

北見鈴木製菓株式会社

ハッピーフーズ株式会社　本社工場

プレミアムペパーミントクッキー（プレーン、ショコラ）

鮭・マス切身

プレミアムペパーミントクッキーは北海道産小麦と
北見和種ハッカを原料に使用しています。

北海道オホーツク海で水揚げした天然の鮭とマスを使用し、
美味しくハッピーになれる製品作りをしています。

北見市卸町３丁目３番地４
TEL：（0157）57－7881
FAX：（0157）57－7882
http://kitami-nodoca.com

斜里郡斜里町前浜町４番地９
TEL：（0120）26－2140
FAX：（0152）23－5645
https://marunakashiretoko.
com/happy_foods.html

●購入できる店舗

●購入できる店舗

イオン北見

ベルーナ、コープさっぽろ共同
購入トドック、網走水産他

塩・味噌・タレなど
に漬け込み焼いてい
ます。
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株式会社十勝清水フードサービス 牛部分肉

十勝の清水町で限定生産されているブランド
牛「十勝若牛」をメインに加工しております

上川郡清水町字清水419-79	
TEL：（0156）62－1129
FAX：（0156）62－7242
http://www.ja-shimizu.or.jp/

株式会社士幌町振興公社　食肉処理施設 牛部分肉

士幌町で肥育されたホルスタイン種はジューシーで柔らかい赤身が自慢です。

河東郡士幌町字士幌幹線147番地	
TEL：（01564）5－2488
FAX：（01564）5－3029
https://www.rakuten.co.jp/
yoshida-ham-shop/

●購入できる店舗
Aコープ士幌店アスポ、コープさっ
ぽろロースステーキ しほろ牛ロゴマーク

株式会社キャトルシステム　食肉加工センター 牛肉冷凍品

自社牧場の牛肉「十勝　恵牛」（赤身肉、内臓肉）を
自社加工場で丁寧に処理しています。「新鮮さが命」
の内臓肉は、屠畜後すぐに処理を施し、リキッドフ
リーザーで急速冷凍し提供します。
帯広市西23条南1丁目133番地5
TEL：（0155）67－8967　FAX：（0155）67－8964
http://garoad.com

●購入できる店舗
Mマート（https://www.m-mart.co.jp › sup › top › id=garoad）

十勝の大地で育っ
たヘルシーな赤身
肉です。

丁寧な下処理を施
し、真空パック、
急速冷凍処理して
います。

十勝橋本牧場の希少なブラウンスイス牛の生乳を
使用した乳脂肪15％以上の濃厚なアイスクリーム

株式会社ディームファクトリー 十勝橋本牧場プレミアムアイス

十勝橋本牧場のブラウンスイス
牛の生乳を使用したアイスを製
造しています。

帯広市西23条北１丁目７－５
TEL：（0155）66－6669
FAX：（0155）66－6659
http://www.deem-factory.co.jp
Email：info@deem-factory.co.jp
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株式会社とかち製菓 白玉ぜんざい・白玉ぜんざい～ホイップクリーム入り～

のどかな田園風景が広がる十勝平野で、
ひとつひとつ丁寧につくっています。

甘さ控えめの
白玉ぜんざい

株式会社ハピオ　 バックヤード（青果・精肉・鮮魚・惣菜）

河東郡音更町木野大通西7丁目1番地
TEL：（0155）31－2141
http://www.hapio.jp/

株式会社ホクコー
餃子
カット肉（牛スライス、牛挽肉、豚スライス、豚挽肉、
牛加工肉ブロック、牛加工肉スライス、味付け包装肉）

北海道産素材を主原料とした餃子を製造しております

株式会社北海道畜産公社　十勝工場　第１・第２工場 牛部分肉、豚部分肉

北海道畜産公社は、全道５か所（早来・函館・上
川・十勝・北見）に家畜の解体・処理を行うと畜
場を持ち、北海道HACCP認定を取得した併設
の食肉加工場から、「安全と安心」を第一とする
食肉を流通しています。

帯広市西24条北2丁目1-1	
TEL：（0155）37－6611
FAX：（0155）37－6610
http://www.tikusan.co.jp/

河西郡中札内村中札内西2線241-15
TEL：（0155）67－2481
FAX：（0155）67－2482
https://tokachiseika.com/
Email：jiｍusho@tokachiseika.com

●購入できる店舗
https://www.shop.tokachiseika.com/

帯広市西19条南1丁目7-11
TEL：（0155）36－0455
FAX：（0155）36－7575
https://hokukoo.co.jp

●購入できる店舗
藤丸・とかち村・ホクレン
ショップ
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国立大学法人帯広畜産大学
畜産フィールド科学センター乳製品工場　 畜大牛乳

「うしぶ。」の学生が搾ったミルクから畜大牛乳（超高温殺菌牛乳）を作っています。
帯広市川西町西3線19番地
TEL：（0155）49－5656　FAX：（0155）49－5654
https://www.obihiro.ac.jp/facility/product
Email：field@obihiro.ac.jp

●購入できる店舗
畜大生協、イトーヨーカドー帯広店、イオン帯広店、
ダイイチ、フクハラ、藤丸など超高温殺菌牛乳 「うしぶ。」学生による搾乳

コスモ食品株式会社　北海道工場
（第１・２・３プラント）

蛋白加水分解物（HVP）製品群
乳酸菌

北の大地からの贈り物
天然未利用資源を有効
に活用し、美味しさと
安全を追求することに
よって、人類の健康と
食文化に貢献します

河西郡芽室町東芽室北1線14番8
TEL：（0155）62－0390
http://www.cosmo-foods.co.jp/
●購入できる店舗

業務用扱いが主です。上記ＵＲＬ問い
合わせ先にご連絡ください。

十勝産生乳
100％のチーズ

チーズ盛合せ
（イメージ）

チーズ工房 NEEDS 大地のほっぺ、モッツァレラチーズ、
カチョカバロ、槲（かしわ）、ラクレット

「いつものテーブルにチーズを」
こんな想いで日々チーズの生産に取り組んでいます。

中川郡幕別町新和162-111
TEL：（0155）57－2511
FAX：（0155）57－2533
https://needs-kashiyuni.com

●購入できる店舗
札幌近郊（きたキッチン）
新千歳空港内（東急百貨店、
きたキッチン、北海道興農社）
十勝管内（藤丸、トテッポ工房、
自社工房）

東洋食肉販売株式会社　十勝事業所 生食用食肉（ユッケ）

手切細断、３Ｄ凍結にこだわった製品です。品質と鮮度はそのまま！
最高品質のユッケを是非ご堪能下さい。

帯広市西20条北2丁目20-4
TEL：（0155）58－1129
FAX：（0155）58－1130
http://www.toyo-shokuniku.co.jp/

●購入できる店舗
厳密な温度管理が必要な為、一般小売りは
しておりません。東洋食肉販売株式会社　
十勝事業所までお問い合わせください。

肉繊維に逆らい丁寧に切る
ことで、食感を良好に。
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株式会社柳月
洋生菓子（三方六）

洋生菓子（生クリームデコレーション店売り６寸）
焼菓子（十勝この実）、焼菓子（十勝みるく）

十勝産100％の小麦粉をはじめ、北海道のバター・
砂糖・卵を使用し、旨さをぎゅっと閉じ込めたしっ
とり系バウムクーヘン。

ふんわり柔らかく、しっとり焼き上
げた生地に木の実をのせた、贅沢
仕立てのバターフィナンシェ。

北海道のバターとミルクをたっぷり練り込
みました。生地も餡も、しっとり感にこだわ
りぬいた北海道のミルクまんです。

新鮮な生クリームを使用し、
素材の美味しさを追求した
生デコレーション。

河東郡音更町字下音更北９線西18-2
TEL：（0120）25－5566	
http://www.ryugetsu.co.jp

●購入できる店舗
直営店（札幌・千歳・苫小牧・室蘭・北
見・十勝・釧路・旭川）
※取扱い商品については、お問い合わせ
ください。
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佐々木畜産株式会社 牛部分肉、牛内臓肉

帯広市西24条南1丁目1番
TEL：（0155）37－5111
FAX：（0155）37－5714
http://www.sasaki-web.net

●購入できる店舗
佐々木畜産（株）直売コーナー

ニチロ畜産株式会社　十勝工場 

農事組合法人共働学舎　新得農場　チーズ工房

牛枝肉加工品（牛正肉類、牛部分肉類、ミンチ類）

ナチュラルチーズ
（プチプレジール・さくら・雪）

共働学舎新得農場では、欧州の伝統的なチーズ製造技術で、
ブラウンスイス牛のミルクからチーズを手造りしています。

河西郡芽室町東芽室北1線9番1
TEL：（011）663－1131（代表）
http://nichiro-ham.co.jp

上川郡新得町字新得9-1
TEL：（0156）69－5600
FAX：（0156）64－5350
http://www.kyodogakusha.org
Email：shintoku@kyodogakusha.org

●購入できる店舗
札幌：どさんこプラザ、きたキッチン他
帯広：藤丸他、旭川：きたキッチン
共働学舎新得農場直販・ホームページ

各チーズの
写真

ブラウンスイス牛（放牧）

食糧基地十勝から北海道産牛肉を価値ある
製品にしていきます
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北海道士幌高等学校 ヨーグルト、どら焼き、ソーセージ類

士幌高校生の志がこもった手作り加工品です。

河東郡士幌町字上音更21番地15
TEL：（01564）5－3121
FAX：（01564）5－4130
http://www.shihoro-highschool.com
Email：kyoutou@shihoro-hs.com

●購入できる店舗
道の駅ピア21しほろ（不定期）

製品と製造の様子です。

藤原産業株式会社 牛肉（カット）

帯広市西25条北2丁目2番地45
TEL：（0155）37－6565
http://www15.plala.or.jp/fujiwara-sangyou/
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北海道のおいしい
とうもろこしを、
食卓へ。

味の素食品北海道株式会社　第２生産部 スイートコーンパウダー

河西郡芽室町西9条7丁目1
TEL：（0155）62－2596
FAX：（0155）62－3883

前田農産食品株式会社　十勝ポップコーン工場

やまさミート株式会社

ポップコーン

包装肉（牛部分肉スライス、豚肉部分肉スライス、ラム味付）

北海道知事賞受賞。農林水産省食料産業局長賞受賞。
袋のまま電子レンジで加熱すると、熱々の美味しいポップコーンが簡
単にできあがります。ＧＧＡＰ認定農場の前田農産が生産する北海道
産のポップコーン100％。サクサクの食感と香ばしい香りがします。

中川郡本別町弥生町27番地1
TEL：（0156）22－8680
FAX：（0156）22－0015
https://www.co-mugi.jp
Email：info@co-mugi.jp

帯広市西24条南1丁目1番地	
TEL：（0155）37－4711
FAX：（0155）37－4103

●購入できる店舗

●購入できる店舗

北海道キヨスク、ＫＡＬＤＩ、
道の駅ステラほんべつ、道の
駅ピアしほろ、前田農産ＷＥ
Ｂショップ、アマゾンプライム

佐々木畜産（株）直売コーナー

美味しく安心安全な
ポップコーンで地域
と農業を元気に

前田農産
スタッフ

一同

十勝の食文化の歴史を支えて
きた豚丼を、道内産豚ロース
肉とオリジナル炭火焼風だれ
をセットでご提供しています。

安全安心をお届けするをモットーに素材をいかした製品
作りを行っております。

有限会社あすなろファーミング 牛乳（成分無調整牛乳）
乳製品（生クリーム、発酵乳（プレーンヨーグルト））

上川郡清水町字清水第4線65番地	
TEL：（0156）62－2277
FAX：（0156）62－7213
http://asunaro-farming.co.jp
Email：info@asunaro-farming.co.jp

●購入できる店舗
直営店、フクハラ、ダイイチ、ハピオ、
藤丸、まほろば等放牧風景
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有限会社五日市

有限会社十勝スロウフード

有限会社中田食品

味付ラムジンギスカン（冷凍）

牛とろ

農産物加工品（豆腐）

1969年創業
十勝・帯広の精肉店こだわり
の特製たれで味付けした仔
羊肉のジンギスカンです。

北海道の専用牧場で健康に育った牛のみを使用した「十勝清水牛とろ丼」は数々
の賞を毎年受賞している大人気商品です。

道産大豆にもこだわり製造しています。豆腐本来の味を大切にするため、包装後、
加熱殺菌はしておりません。

帯広市大通南21丁目7番地
TEL：（0155）26－0439
http://www.itsukaichi.co.jp/

上川郡清水町御影499-8	
TEL：（0156）63－3011
http://www.gyutoro.com/
Email：bornfree@gyutoro.com

帯広市西24条北2丁目5番地99
TEL：（0155）37－3501
FAX：（0155）37－3634		
https://www.nakatafoods-tokachi.jp/
Email：info@nakatafd.jp

●購入できる店舗

●購入できる店舗

●購入できる店舗

五日市工場直売所

札幌駅四季彩館、帯広駅キオ
スク、新千歳空港内（釧路港市
場、耕人舎ほか）、藤丸、音更町
ハピオ、音更町らららマルシェ

コープさっぽろ、イトーヨーカドー、フクハ
ラ、ダイイチ（一部店舗で取り扱いがない場
合がございます）

パッケージ写真

大人気「牛とろフレーク」

大豆の甘みを感じる豆腐

お土産用として「牛とろ５（ファイブ）」

調理写真（イメージ）

横山食品株式会社　道東工場 パン粉

徹底した衛生管理でお客様に
安心と満足を届けます。

河東郡士幌町字士幌西2線145番10
TEL：（01564）5－2000
FAX：（01564）5－4488
http://www.usagijirusi.jp/

お店ではロゴを目印に

57 58



十
勝
地
方

株式会社大望

株式会社渡辺製麺　札内工場

野菜フレーク

ラーメン用チャーシュー、レトルト食品（富士宮焼きそば、
ほうとう）、ラーメン用副食材（ニーダー製造）、小袋調味
料（ニーダー製造）、ボトル調味料

お料理に、離乳食に、介護食に。野菜フレークがみんなのおいしいを彩ります。

本工場では、小袋スープ、ボトル調味料、
ラーメン等のトッピング用食材を製造してお
ります。

中川郡幕別町札内西町52-4
TEL：（0155）20－5885
FAX：（0155）20－5886
http://www.taimou.net/

中川郡幕別町札内みずほ町143番地109
TEL：（0155）66－6333
FAX：（0155）66－6330

●購入できる店舗

●購入できる店舗

野菜フレークの大望オンライン
ショップ（http://yasaitaimou.
shop3.makeshop.jp/）

公式通販サイト MEN’S MARKET（麺ズ
マーケット（https://mensmarket.jp/））

北海道HACCPを取得した工場で丁寧にカットした北海道産の牛肉を全国へ販売。
オーガニックビーフ振興に取り組んでいます。

マルハニチロ株式会社国産牛肉課　十勝加工場 国産牛部分肉、牛内臓肉

帯広市西23条北２丁目17-6
TEL：（0155）37－0829
FAX：（0155）37－0029
https://www.maruha-nichiro.co.jp

十勝加工場　外観

オーガニックビーフ
商品ラベル

牛肉カット作業

レトルト食品
小袋スープボトル調味料

ロース商品イメージ

北海道産野菜をフレークに
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六花亭製菓株式会社
べこ餅

大平原・めんこい大平原
ストロベリーチョコ（ミルク）（ホワイト）

マルセイバターサンド

●六花亭製菓株式会社　本社工場
　帯広市西24条北1丁目3番19号
●六花亭製菓株式会社　三○工場
　帯広市西24条北１丁目14-4
●六花亭製菓株式会社　六花の森工場
　河西郡中札内村中札内西３線243番地15

毎日食べても飽きないおやつ菓子屋を目指し、
良質な素材、季節の味覚を生かしたお菓子の製造・販売を続けて参ります。

帯広本店

マルセイバターサンド

六花の森工場

ストロベリーチョコ２種

大平原
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背中

お皿

スプーン

ハサップくんは安全で美味しい食べ物を
すぐに食べられるようにお皿とスプーンを持っています。

ハサップくんの色は、
農畜産食品をイメージしたグリーン（大地）と
水産食品をイメージしたブルー（海）の色です。

グリーン

ブルー釧
路
・
根
室
地
方

新得物産株式会社

有限会社新得物産サホロ農園

干しそば（新得そば・北海道八割新得そば）

半生そば（半生新得生そば）

そばも小麦も道産原料を100％使用。
冷風低温乾燥システムで風味を大切に仕上げました。

自社農園産そばと道産小麦を使用した、２分でゆで上がる半生そばです。

上川郡新得町字新得基線104番地
TEL：（0156）64－5213
FAX：（0156）64－5618
http://shintokusoba.com

上川郡新得町字新得基線104番地
TEL：（0156）64－5213
FAX：（0156）64－5618
http://shintokusoba.com

●購入できる店舗

●購入できる店舗

道内主要スーパー、弊社通信販売等

道内主要スーパー、弊社通信販売等

小川水産株式会社　釧路工場 うに（生食用）、うに（生食用）塩水パック

釧路市星が浦大通4丁目1-30
TEL：（0154）52－5178
http://ogawa‐uni.co.jp/

ロングセラー商品
「新得そば」

常温保存可能な
「半生新得生そば」

そばの風味を
存分に堪能で
きる「八割そ
ば」

工場周辺の自社農園

調理例

冷風低温乾燥工程
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お客様に安全で安心していただける商品を提供します。
カネ共三友冷蔵株式会社 切身製品（紅鮭・時鮭・秋鮭・銀鮭・たら）

株式会社ウロコボシ たらこ、辛子明太子

当社は魚卵を専門に加工しております。
魚卵本来の美味しさを安心安全と共にお届けします。

釧路市星が浦南１丁目１番19号
TEL：（0154）53－3111
FAX：（0154）53－3113
http://www.urokoboshi.co.jp

根室市琴平町3丁目38番地
TEL：（0153）23－5261
FAX：（0153）22－2176
https://www.kanekyo-s.jp
Email：kanekyo@kanekyo-s.jp

●購入できる店舗
釧路和商市場、フクハラなど原卵の鮮度にこだわった『たらこ』

鮭ギフト 鮭切身製品

株式会社兼由 さんま・いわしの調味煮

海に恵まれた北海道根室市で水揚げされた魚を
目利きし、買付けから製造まで全て自社でおこ
なっております。

根室市落石西114番地
TEL：（0153）27－2231
FAX：（0153）27－2522
http://www.kaneyoshi.jp

さんま７種類、
いわし２種類の味付け

㈱兼由本社

スモークサーモンギフト スモークサーモンイメージ

株式会社藤井水産 スモークサーモン

根室の鮭専門店が目利きと技術で造る美味なるスモークサーモンです。

根室市岬町4丁目10番地
TEL：（0153）22－3010
FAX：（0153）22－2493
http://www.fujiisuisan.co.jp

●購入できる店舗
藤井水産オンラインショップ
http://www.fujiisuisan.co.jp
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株式会社べつかい乳業興社 牛乳・低脂肪牛乳

恵まれた自然の恩恵と生産者の愛に育まれた牛乳を召し上がって下さい

野付郡別海町別海132番地の2
FAX：（0153）75－2392
http：//betsukai-milk.com
Email：info@betsukai-milk.com

●購入できる店舗
北海 道どさんこプラザ 札 幌 店・
HUGマート・コープさっぽろ各店舗

別海町で生産され
た生乳を100％使
用し、搾りたての
風 味 を 活 か す た
め、90℃30秒間
（HTST方式）の
殺菌方法を取り入
れています。

株式会社北嶺　標津工場

株式会社山十前川商店　標津支店

惣菜半製品（鮭フレーク）、惣菜半製品（焼き鮭）

いくら製品

標津郡標津町北9条東1丁目1番7号

標津郡標津町字伊茶仁83-4	
TEL：（0153）82－2069
FAX：（0153）82－3550

釧路東水冷凍株式会社 紅鮭切身

釧路市海運3丁目1番3号
TEL：（0154）25－0191
FAX：（0154）22－7784
http://www.k-thosui.co.jp/

独自の製法
で熟成させ
た鮭です。

天然にこだわりつづける
一品です。
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有限会社丸大広栄フーズ たらこ、辛子明太子

釧路市星が浦南２丁目１番３号
TEL：（0154）53－1773
FAX：（0154）53－1774

マルキ平川水産株式会社 生うに、塩水うに

厚岸郡浜中町琵琶瀬484番地	
TEL：（0153）62－3556

●購入できる店舗
ふるさと納税（ふるさとチョイス浜中町）

幼稚園のお弁当 人気のカレーライス

有限会社ユック　食肉処理施設 エゾ鹿肉（ブロック肉・焼き肉・しゃぶしゃぶ肉）

根室市花咲港295番地6号
TEL：（0153）25－4141
http://yukku.jp
Email：yukku@lake.ocn.ne.jp

コープフーズ株式会社　釧路工場 大量調理施設
（弁当等製造施設（コープ配食〔幼稚園給食〕））

園児のアレルギー食にも
細やかに対応しております。

釧路市武佐１丁目1-17
TEL：（0154）64－1721
FAX：（0154）64－1722
https://www.sapporo.coop

●購入できる店舗
コープさっぽろホームページより
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株式会社丸あ野尻正武商店 鮭親子漬

知床の味を全国にお届けします

〒099-4112
斜里郡斜里町港町11番地
TEL：（0152）23－2520
FAX：（0152）23－2569
http://www.nojiri.co.jp

●購入できる店舗
斜里工房しれとこ屋（直営店）、当社
ホームページオンラインショップ他

製品の盛り付け

製品
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