第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会

社

名

㈱アイケーフーズ
㈱i.d.o
アイビック食品㈱
(同)アグマリンプロテック
旭川駅立売商会㈱
旭川食糧㈱
㈱味の匠
㈲あすなろファーミング
㈱あつまみらい

主な商品名
シューラスクＳＰダーク、コロネのパイシュー・カスタード
id.JDXリュックサック、id.JXハンドバック、id.Jショルダーポーチ、id.Jポーチ、id.Lumine
キーケース、id.Passパスケース、id.Yumoコインケース
どんなときもカレー、どんなときもスパイス、どんなときもスパイス（ﾊﾞｼﾞﾙ＆ｵﾆｵﾝ）、ご褒美
メスティン飯、ご褒美メスティン飯ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗｲｽ
北海道赤ビーツパウダー、北海道赤ビーツトッピングチップ、北海道赤ビーツタブレット、北海
道赤ビーツスムージー、ミルク仕立ての赤ビーツと北海道野菜のスープ
冷凍弁当かき、冷凍弁当かに、冷凍弁当ほたて、冷凍弁当海鮮おこわ、ぎんねこ監修冷凍弁当鶏
めし、ぎんねこ監修冷凍弁当焼鳥、ぎんねこ監修冷凍弁当豚丼
北海道産東川米ゆめぴりか、黄金比拉麺醤油、黄金比拉麺味噌

ブ漬、匠の紅鮭、いくら醤油漬、無着色甘塩たらこ、無着色辛子明太子
低温殺菌あすなろ牛乳、のむヨーグルト、ラクレットチーズ‐明日檜‐、ゴーダチーズ‐黒蝦夷松
‐、十勝チーズ‐枡‐、ぷれ～んのむヨーグルト、ハスカップのむヨーグルト
あつまハスカップソース、あつまハスカップソース甘さひかえめ、あつまハスカップジャムス
イート、あつまハスカップジャムセミスイート、蝦夷煮あまくち、蝦夷煮甘さひかえめ

網走市物産協会

㈲マリン北海道

㎖缶、ABASHIRI White Ale、ABASHIRI Golden Ale、ABASHIRI ARTISAN ALE
おたる生ラーメン、えっ自分でやるの？、小樽あんかけ焼そば、小樽極細生ラーメン

㈱あべ養鶏場

あべ養鶏場がつくったえっぐぷりん、下川六〇燻製たまご、下川六〇酵素卵

㈱アントワーカー
㈱飯坂冨士商店

雪町コーヒー１００ｇパック（粉）、雪町コーヒー１００ｇパック（豆）、雪町ドリップ5個入
り、雪町ドリップ2個入り、雪町ほっこりお湯出しコーヒー、雪町水出しコーヒー
日高昆布ねりこみそば『日高の風』、日高昆布つゆ『百年の風』
北海道産朝挽き豚上ホルモン（塩）、北海道産朝挽き豚上ホルモン（味噌）、北海道産朝挽き豚
上ホルモン（辛味噌）、北海道産朝挽き豚上ホルモン（ペッパー醤油）
ソギ蛸、本数の子松前漬、帆立松前漬、カニ松前漬、シャコ松前漬、紅っ子ちゃん、味付けたこ

いかめし（実演販売のみ）、いかめしコロッケ、コロッケ各種、いかめしおかき

池田町ブドウ・ブドウ酒研究

山幸2019、北海道産ビンテージ赤、北海道産ビンテージ白、セイオロサム赤、セイオロサム

所

白、町民用ロゼワイン、町民用白ワイン、梅酒ブランデー仕込み、清見、清舞、原酒

(一社)石狩観光協会

㈱イシカン

㈱いたがき
一八興業水産㈱
㈲いちふじ柴田商店
井原水産㈱
㈲イビ
㈲岩瀬牧場

○
○
○

やわらか煮

㈱いかめし阿部商店

㈱イシカン

○

流氷ドラフト、知床ドラフト、桜桃の雫、ABASHIRIプレミアム、監極の黒、流氷ドラフト350

㈱兼正阿部製麺

㈲あま屋

○

匠の塩辛、数の子松前漬、まるごとたこのペペロンチーノ、牡蠣のオリーブ漬、つぶ貝のオリー

網走ビール㈱、北海道ビート黒糖㈱

天野通信㈱

初

シューラスクＳＰミルク、シューラスクSPバター、ママデコレ美味しいシューラスクカップ、

網走市

網走ビール㈱
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イシカリー【望来豚キーマカレー】、イシカリー【花畔なめこカレー】、イシカリー【浜益産タ
コカレー】
鞍ショルダーバック、鞍束入れ
にしんめし、にしんすぱ、さかなかな、一八食堂(サケバジル)、一八食堂(ホッケ煮付)、一八食
堂(カレイ味噌煮)、一八食堂(子和え)、にしん伝心(燻製風)、にしん伝心(みりん干)
インカのめざめ、玉ねぎ、グリーンアスパラ、長いも、小豆、大納言小豆、金時豆、黒豆、大豆
おからにしん番屋漬、ぬるチー、ぬるチー(業務用)、ごちそうニッシーキーマカレー、おからに
しん番屋漬 北海道前浜産、おからにしん番屋漬 燻製風味、味付数の子、数の子松前漬け
じゃが豚、じゃが豚ちーず、じゃが蟹、かにしゅうまい、いかしゅうまい、ジャンボいかめし、
北海道産塩水ウニ、北海道産むき帆立
一生懸命、窯出しチーズケーキ、王様のショコラ、生パウンドケーキ、カタラーナ、ベリーベ
リーレアチーズ、クレームダンジュ、牧場のチーズタルト3個入、しぼりたてプリン

○

○

第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会

社

名

初

一点減塩お徳用即席みそ汁、紅一点即席みそ汁なめこ8食
いかめし、塩辛、五稜の星、明治館、北の一歩、北の夜景、社長のよく飲むビール、社員の出世

㈱魚長食品

するビール
十勝産小豆(えりも小豆)、十勝産大正金時豆(福勝)、十勝産紫花豆、十勝産栗豆、十勝産音更大

宇野フーズ㈲

袖振大粒大豆、十勝産中長うずら豆、十勝産紅絞り豆、北海道産大納言小豆(とよみ)
北前吟撰魚介缶詰シリーズ8種、北前吟撰魚介オリーブオイル煮シリーズ4種、北前吟撰おつま

うんがぷらす㈱
㈲エー・ジー・エス
㈱エーデルワイスファーム
TRADING

㈲S.R.K.

み燻製シリーズ5種、北前吟撰海産珍味シリーズ10種、北前吟撰ご飯のお供シリーズ7種
おれのジンギスカン・ラム、おれのジンギスカン・ロース、生ラム肩ロース、十勝モッツアレラ
チーズカレーパン、インカのめざめカレーパン、その他カレーパン各種

○
○

ロースハム、、ベーコンブロック、シンケンブルスト
THE NIKKA BARウィスキー生チョコレイト、THE NIKKA BARガトーショコラ、THE NIKKA
BARクルミ飴焼き、バリうまバリバリえび麺、すすきのえーる、ジャガイモクッキー

○

アイコジャム、トマトジュース720ml、日高昆布ショコラ
ヱビスのいかめし、はこだて産本格いかめし、やわらか焼きいか、いかのやわらか煮、炙りい

㈱ヱビスパック

か、北海道産焼きほたて、ほたてのやわらか煮、ヱビスキッチン炊込みごはんの素ほたて

㈱エフビーエス

弟子屈ラー

メン運営本部
MCラボ㈱
えりも食品㈱
大高酵素㈱
㈱おおともチーズ工房
㈱おが和
オシキリ食品㈱
㈱小樽かね丁鍛治
オタル製菓㈱
㈱小樽飯櫃
ONO㈱

主な商品名
紅一点無添加みそ、紅一点天然醸造無添加生みそ、紅一点雪燦々、紅一点お徳用即席みそ汁、紅

岩田醸造㈱

㈱APR
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la grand terrine

HOKKAIDO
(同)小野農園
公益財団法人オホーツク財団
㈱オホーツクシーライン
㈱オホーツクジビエ
オホーツクビール㈱
㈱折笠農場
カドウフーズ㈱
㈲カネキタ北島農場

弟子屈味噌なま麺、魚介しぼり醤油なま麺、弟子屈味噌乾麺、魚介しぼり醤油乾麺
元町珈琲八幡坂ブレンド、元町珈琲マイルドブレンド、元町珈琲ビターブレンド、ドリップパッ
クアソート、元町珈琲プレミアムブレンド（ブルーマウンテン）
あっという間にまるごと出汁ます、日高天然昆布だし（瓶入り）、しぐれ昆布、えりも巻(昆布

○

巻）
スーパーオータカ、ふげん、トクコーゼ、ヘーラールーノ、バスコーソ
ナチュラルチーズ各種、チーズ工房のピザ各種、ドリンクヨーグルト、海鮮弁当各種、フレー
バーモツァレラ
さばの味噌煮、つぶ貝のラー油漬、炙りいわしのオイルサーディン、珍味クラフトシリーズ、い
わしの生姜煮3尾、さんまの甘露煮、にしんの甘露煮
十勝納豆、十勝納豆小粒、江別大豆の小粒納豆、黒豆北見納豆、北海道の空知納豆、北海道のｵ
ﾎｰﾂｸ納豆、北海道の北竜納豆、ミスニセコ納豆、つるの子大豆納豆、北海道の中標津納豆
寒干し棒たら炊き、田舎炊き、縞ホッケふっくら小樽煮、小樽にしんそばの具、ヤン衆まるごと
鰊
黒太鼓、白太鼓、北海揚（黒糖味）、北海揚（蜂蜜味）、キャラメルかりんとう、ビックミック
ス、北海道ミルクカリント、大鵬、横綱
たこザンギ、小樽しらゆき餃子、行者にんにくまんじゅう、ひこま豚しゅうまい、炙り旨塩レト
ルト手羽元、炙り旨塩レトルト手羽元
北海道チーズテリーヌ

○

夕張産小野メロン赤肉（特別栽培）、紅まくら スイカ、かぼちゃほっこり133、白とうもろこ
し（ホワイトレディ）、秋の白とうもろこし（雪の妖精）
オホーツクビール㈱、㈱オホーツクジビエ
スイートポテトカスタード、スイートポテトカスタードジャンボ、さつまいものはちみつバター
ケーキショコラ（ハーフカット）、レモンチーズタルト、スイートポテコーン
エゾシカの缶詰（大和煮）、エゾシカの缶詰（味噌煮）、エゾシカの缶詰（カレー煮）

○
○
○

オホーツクエール、オホーツクピルスナー、オホーツクヴァイツェン、オホーツクマイルドスタ
ウト、オホーツクフリー
十勝きな粉、オーガニックプラントベースマヨディップ、オーガニックマスタード、

○

はこだて雪んこプレーン、はこだて雪んこカシス、はこだて雪んこサクラ、カボチャのはこだて
雪んこ、もうゆでちゃった1㎏、白い半熟スイートポテト300ｇ、北海道の小さい焼き芋
無添加35ｇ北島ワインポーク焼売、無添加50ｇ北島ワインポーク焼売、北島ワインポークハン
バーグ、北島ワインポークの

スモークソーセージ、北島ワインポークのテリーヌ

○
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会

社

名

カネサン佐藤
㈱カネサン佐藤水産
カネシメ髙橋水産㈱
カネジン食品㈱
㈱かね彦
㈱兼由
上川大雪酒造㈱
㈱川西製餡所
㈱KEETS
㈱菊水
㈱菊田食品
㈱北見ハッカ通商
きたみらい農業協同組合
㈱キタヤ物産
きのポックル
キャピタル・ゼンリン㈱
㈲共済農場
京田食品㈱
協和製菓㈱
㈲協和農産
㈲キョクトー
清里焼酎醸造所
㈱近海食品
釧路海洋フーズ㈱
㈱グランバース
㈱グリーンズ北見
クレードル食品㈱
㈱クレストジャパン
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主な商品名

初

時鮭生とろフレーク、ぶり生とろフレーク、沖ヒラメ生とろフレーク、時鮭親子漬け、醤油いく
ら、えんがわわさび、刺身時鮭、刺身ぶり
イカソーメン２L、イカソーメンフラット造り、イカソーメン2冊、お刺身いかアカイカ、海鮮
ハンバーグ鮭、海鮮ハンバーグいか、揚げじゃがくん３種のチーズ、いくら醤油
北の漁師膳プレミアム、北の漁師膳、北のなごみ膳、北の彩膳、一家団欒お寿司セット、ちゃあ
んこう鍋セット
きちりん1食袋（塩）、吉山商店1食袋（みそ）、大心1食袋（みそ）、がごめ昆布つけ麺2食
袋、大心2食化粧箱（みそ、醤油）、零2食袋（みそ）
スカロップランド、スモークチーズハムKAMABOKO、紅鮭クリーム焼、スモークかに甲ら、き
びっこちゃん、イカッ太郎、鮭丸くん
さんまの旨煮、さんまの味噌煮、まる煮あなご、まるあなごの蒲焼き風、いわしの旨煮、いわし
の味噌煮、さばの旨煮、さばの味噌煮
本醸造 十勝、純米 十勝、純米吟醸 十勝、純米大吟醸 十勝

○

北海道水羊かん十勝小倉、北海道水羊かん十勝小豆、北海道ジェリー夕張メロン、北海道ジェ
リーストロベリー、北海道ジェリーブルーベリー、北海道ジェリーりんご、缶入り田舎しるこ
WALTON Tote、WALTON サコッシュ、WALTON キーホルダー、レザーチャーム アトリエ周り
の動物シリーズ、TAZA ‐打坐‐ Shoulder Bag、TAZA ‐打坐‐ Tote Bag
寒干しさっぽろ純連みそ１人前、寒干し蜂屋醤油ラーメン１人前、寒干しらーめん山頭火旭川と
んこつ塩１人前、寒干しけやき味噌ラーメン１人前、寒干し札幌ラーメン白樺山荘味噌１人前
豆乳バスクチーズケーキ、しゅわ雪スフレケーキ、えべつおとうふチーズケーキ（２種類）、
caféパンケーキ （３種類）、しゅわ雪スフレ2個入（２種類）、純生カッサータL（2種類）
ハッカ油スプレー、ハッカ油リフィル、ハッカ油ボトル、ハッカ油業務用、ハッカ油ロールオ
ン、ハッカ油詰め替え用1本入り、スペアミント、クリスタルペパーミント
玉ねぎとチーズが溶け込んだポークカレー、玉葱ポン酢、白花豆シーザードレッシング、白花豆
コロッケ、玉ねぎうま塩、玉ねぎと牛すじのカレー、玉ねぎと鶏もも肉の黒カレー
Mashu RubyのHONEYレアチーズ、めんこいルビーケーキ、雪印パーラーチーズケーキ、雪印
パーラーバターケーキ、生キャラメル各種（常温ﾀｲﾌﾟ）、カツゲンソフトキャンディ
きのポックルカレー、きのこスパイスカレー、独膳スパイスカリー（道産牛肉と花山椒）、ベジ
タブルカレー、バターチキンマサラ、札幌黄スパイシーカレー、煮込み牛すじカレー
十勝魔法のマヨネーゼプレーン、十勝魔法のマヨネーゼ柚子、十勝魔法のマヨネーゼカレー

○

業務用ハスカップジャム、業務用いちごジャム、業務用ルバーブジャム、業務用ブルーベリー
ジャム、業務用メロンジャム、業務用白ワインぶどうジャム、ハスカップジャム
北海道夕張メロンパン、京田屋北海道あんぱん、京田屋北海道ミルクロール、京田屋北海道赤肉
メロンパン、京田屋北海道焼きチーズロール、京田屋北海道金時豆パン
南部煎餅 ピーナッツ、南部煎餅 ゴマ、あげ天煎餅、バター煎餅、味噌煎餅、生姜煎餅、きな粉
ねじり、甘酒ねじり、黒糖ねじり、あめせんピーナッツ
あんもち 豆、あんもち 発芽玄米、あんもち よもぎ、ビーツあんもち、クリームあんもち

○

（白）、クリームあんもち（ビーツ）、切り餅 白、切り餅 豆、切り餅 発芽玄米
かぼちゃと塩麹のポタージュ、レトルトピュアホワイト、レトルトカットさつま芋、レトルトミ
エルコーン、レトルトインカのめざめ、レトルトふかしかぼちゃ
じゃがいも焼酎北海道清里、じゃがいも焼酎北海道清里（樽）、じゃがいも焼酎北海道清里（原
酒）、じゃがいも焼酎北海道清里（原酒5年）、じゃがいも焼酎北海道清里50㎖ボトル3本セッ
さば辛味噌煮、かれい煮つけ、にしん煮つけ数の子入り、さんまひつまぶし、にしん親子丼、さ
ば辛味噌丼、いわし丼1食、さばdeガパオ、さんまと生姜混ぜご飯の素
おさかなクリスピー甘辛しょうゆ、だしたらこ、タラ餃子、釧路たらソテー、炙チャン

○

北海道エント茶、北海道にんじんとごぼう茶、北海道韃靼そば茶、北海道ヤーコン茶、北海道黒
豆茶、北海道菊芋茶、北海道オーガニック珈琲、蘭越産ゆめぴりか真空パック2合
たまコロ各種、北海道オニオンスープ、北海道ホタテのポタージュ、北海道たまねぎのポター
ジュ、北海道にんじんのポタージュ、北海道にんじんスープ
さくら豚とサッシーのコロッケ、和牛ときたあかりのコロッケ、北海道かぼちゃのコロッケ、か
にクリームコロッケ、かにグラタン、ほたてグラタン、かぼちゃグラタン
北海道焼きプリン（プレーン）、北海道焼きプリン（チョコ味）、ブラッククッキーチーズケー
キ、アールグレイレアチーズケーキ、練乳いちごレアチーズケーキ

○

第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会

社

名

㈱K２
㈱郊楽苑ホールディングス
国分北海道㈱
㈱五島軒
山小 小林食品㈱
㈲小町園
小松食品㈱
㈱小山製麩所
㈲彩路季
㈱坂口製粉所
サザエ食品㈱
㈲札幌かに工房
札幌蟹販㈱
㈱札幌グルメフーズ
㈲札幌食品サービス
札幌第一製菓㈱

主な商品名
キ弁当、ローストビーフ弁当、すき焼き弁当
ショートチーズ牛クリップ、ショートチーズシングル、ショートチーズダブル、鹿肉ジンギスカ
ン
白老牛カレー、虎杖浜たらこパスタソースクリーム味、虎杖浜たらこパスタソーストマト風味、
北海道旭川牛骨だしらーめん塩味、旭川無双ビーフカレー、十勝ラクレットチーズカレー
アップルパイ4カット、クリームチーズアップルパイ４カット、パンプキンパイ4カット、ベル

たてまぶし、えんがわチャンヂャ、えんがわ塩辛
伝統の技 焼きにしん甘露煮、伝統の技 焼きししゃも甘露煮、伝統の技 たらこ昆布煮、伝統の技
たら醤油煮、伝統の技 味付つぶ貝、伝統の技 たら甘酢漬、伝統の技 鰊入り一口昆布巻
北海道生麩田楽、ふわふわプチ大福北海道メロン、ふわふわプチ大福ふじりんご、ふわふわプチ
大福苺クリーム、ふわふわプチ大福生キャラメル
星つぶコーン（とうもろこし）、おつまみ大根（珍味）、おつまみ大根ピリ辛味
北海道産白いきな粉、北海道産初恋きなこ、北海道産ゆきぴりかきな粉、北海道産黒千石きな
粉、北海道産黒千石大豆、北海道産黒千石豆ご飯の素
サザエたいやきつぶあん、サザエたいやきクリーム、十勝おはぎ、十勝大福豆、十勝大福草
かに弁当、かにうに弁当、かにいくら弁当、味くらべ弁当、豪快かに弁当、海鮮丼ぶり

㈱シーディング
㈱ジェイスイーツたしろ屋
㈱四季舎
㈲渋田産業
渋谷醸造㈱
㈱占冠山村産業振興公社

天ぷら

等、
かに太巻き、かに押しずし、かにイクラ弁当、かにウニ弁当、三色弁当、海鮮彩り弁当、”うま
トロ”かにまん、蟹しゅうまい、かに甲羅グラタン、北のかにおこわ
夕張メロンキャラメル、十勝牛乳キャラメル、北海道バターキャラメル、あ、夕張メロンだ！！
ハーフカットチョコレート、あ、北海道のいちごだ！！ハーフカットチョコレート
漁師のかあちゃんのみそ汁、味の大王監修ザ・カレースパイス、とうもろこしごはんの素、札幌
すみれチャーハンの素、たかが冷奴されど冷奴
75ｇ三温糖きなこねじり、80ｇきなこねじり、150ｇ無添加きなこねじり、緑茶きなこねじ
り、ほうじ茶きなこねじり、きなこねじり雪塩入り、桜の葉きなこ、Z 三温糖きなこねじり

プレーンドーナツ、ドーナツ各種、はすかっぷ、冷凍ドーナツ

CRカンパニー(同)

○

御飯の素、いわしと昆布のふりかけ、かつおと昆布のふりかけ、磯のりとふのりのとろろ
紅鮭まぶし、サーモン青唐ぶっかけ、つぶ貝アヒージョ、お刺身ほたてのオイル漬（仮称）、ほ

札幌ムラカミドーナツ店

サンマルコ食品㈱

○

ギーチョコレートベイク、北海道発酵バターカレー中辛、大三坂の石畳（ミルク・ホワイト）
北海道ねばねばたっぷりみそ汁の具、北海道ねばねばたっぷりみそ汁の具納豆入り、北海道混ぜ

ブリトバ、秋鮭と帆立の漬け丼、いくらと数の子の醤油漬

㈱三海幸

初

海鮮ガンガン弁当、北海弁当、三海弁当、漁火、まかない弁当、豚バラロース重、牛ヒレステー

㈱札幌中一

㈲澤田米穀店

2022/5/18 現在

○

ふっくりんこJAPON（プレーン）、ふっくりんこJAPON（北海道コーン）、ふっくりんこ
JAPON（海鮮いわし）、ふっくりんこJAPON（黒糖きなこ）
パリポリ焼き昆布、まきまき昆布、あずき甘納豆おちちまめ、おちちくるみ、日本のふっくら手
焼きいか、ひとくちサーモン、ししゃも、醤油大豆昆布ミックス
SF北海道の味男爵コロッケ、グルメ北海道男爵コロッケ、奥芝商店監修カレーコロッケ、北海
道コロッケ（チーズフォンデュ）、コロッケ倶楽部
「サッポロビール園」レンジでお手軽ジンギスカン、サッポロビール園監修味付けラムジンギス
カン、「和食処とんでん」紙包み(鮭のちゃんちゃん焼き)
（冷凍）真空半身揚げ、（冷凍）国産チキンレッグ唐揚げ、（冷凍）なるとざんぎ、（冷凍）ぼ
んじり揚げ、（冷凍）鶏シューマイ、（冷凍）鶏チャーハン、（冷凍）鶏つくね
こな雪濃厚チーズケーキ（生クリームリッチ）、こな雪ロール（ハーフサイズ プレーン）、こ

○
○

な雪ロール（ハーフサイズ メープル）、こな雪台湾風かすてら
北海道黄金スイートポテト５個入、皮までまるごとすいーとぽてと、まるごとスイートポテト、
北海道四季舎のくるみスイートポテト、北海道バターソフトクーヘン５個入
えぞまいたけ、なまきくらげ、乾燥ほぐしまいたけ、乾燥丸干しきくらげ、乾燥千切りきくら
げ、乾燥なめこ、乾燥えのき、4種の乾燥きのこミックス、乾燥きのこ昆布ミックス
あまいこうじ、こうじ発酵あん（小豆餡）、チーズとうがらし醤油テイスト、麹のめぐみハス
カップ、十勝大豆味噌こしみそ、三升漬、十勝味噌キャラメルソース
山菜みそ漬ふき、山菜みそ漬わらび、山菜みそ漬うど、醤油漬行者にんにく、ウドベージェ（パ
スタソース）、三升漬行者にんにく、三升漬ふきのとう、三升漬うど、三升漬きくらげ

○

第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会

社

名

下川町農産物加工研究所
昭和製菓㈱
㈱しらおい菓子工房まいこ
(一社)白老観光協会
後志総合振興局
㈲知床ジャニー
しれとこ中村農園㈱
㈱しんや
㈲末廣軒

2022/5/18 現在

主な商品名
トマトジュースふるさとの元気

タルト、北海道バターケーキ、はこだて恋いちごゼリー
エッグタルト３個入、まいこのチョコブラウニー、まいこのフィナンシェ、スイートポテト特
大、スイートポテトハーフ、スイートポテト５個入、アップルパイ角、アップルパイハーフ
エコロ イコロ：クルミボタン、ランチョンマット、ブックカバー、メガネケース・ペンケー
ス、お薬手帳入れ・母子手帳入れ、額入りアイヌ刺繍、白老牛プレミアムハンバーグ

fu‐u‐waだし醤油たこ、fu‐u‐waだし醤油かに、fu‐u‐waだし醬油きんき、一夜干しほっけ、一
夜干しいか、知床サフォークバラ、 知床サフォークロール、知床サフォーク肩ロース
玉ねぎが主役のドレッシング 和風オニオン、玉ねぎが主役のドレッシング 柚子オニオン、玉
ねぎが主役のしょうゆ

ほたて燻油漬、ほたてソフト貝柱、焼きほたて
ソフトクリームプリン、北海道メロンプリン、縄文スコーン、男爵チーズケーキ、函館バスク
チーズケーキ（3個入）

生鮮たもぎたけ、たもぎたけ水煮、きざみきのこ水煮、きのこペースト

㈱ソラチ
大雪地ビール㈱
㈱大雪水資源保全センター
㈱タイチタニフジ
㈱大望
㈱髙橋牧場
㈱たからや
㈱竹田食品
タケダ製菓㈱
谷田製菓㈱
㈱中華札幌
㈱佃善
㈱壺屋総本店
㈱ＴＫＳタングロン

○

鮭節入り、知床玉ねぎとエゾシカ肉のキーマカレー

㈱スリービー

㈱そうべい

○

㈱髙橋牧場、うんがぷらす㈱

旭山奇跡のプリン、クレームブリュレ、チーズたっぷりのキッシュ

千秋庵製菓㈱

○

北海道酪農牛乳チーズケーキ、函館カマンベールチーズケーキ袋、函館新雪ロール、函館チーズ

㈱スノークリスタル北海道

㈱セコマ

初

○

secoma北海道メロンソフト、secoma北海道クリーミーソフト、secoma北海道クリーミーソフ
トチョコ＆バニラ、secoma北海道チーズソフト、secoma北海道メロンモナカ
ノースマン、山親爺、好きですさっぽろチーズクッキー、小熊のプーチャンバター飴、どら焼
天北(てんぽく)生ラーメン、稚内カレーラーメンほたて風味、稚内（わっかない）生ラーメン、
白いカレーラーメン豚骨カレー味、北海道サロベツラーメンミルク風味塩味
ソラチ十勝豚丼のたれ、焼肉サムギョプサルのたれ、YOSHIMI監修ヨシミソース、北海道素材
クリームシチュールー、お肉屋さん太鼓判焼肉のたれ、お肉屋さん太鼓判すき焼のたれ
大雪ピルスナー、ケラ・ピルカ、富良野大麦、黒岳、萌芽、豆麦、空知ピルスナー、空知エー
ル、空知ヴァイツェン、りんご＆ドライ、クラフトゼロ
大雪山国立公園の天然水２Ｌ、大雪山国立公園の天然水500ml
昆布だし（カツオ入）、ふのりそば、根昆布そば、昆布ふりかけ瓶入、帆立塩、帆立塩昆布入、
パリパリ昆布
かぼちゃフレーク、とうもろこしフレーク、じゃがいもフレーク、にんじんフレーク、インカの
めざめフレーク、トマトパウダー、大望のなまら旨いとうもろこし（黄）
ニセコのむヨーグルト、ストリングチーズ、曽我、狩太、カチョカバロ、モッツァレラ、モッツ
アレラミニ、Bean to Bar chocolate、生チョコチーズ
塩辛の極、手切りのいか塩辛、たこわさび、つぶわさび、蝦夷あわび食べ比べ、北海道の食べる
ラー油、トロッと鮭ルイベ、ししゃもっ子サラダ、山わさび三升漬
香る旨いか塩辛、プレミアム王様しいたけ松前漬、濃い旨 いか塩辛、辛い旨 いか明太、作って
食べようシリーズ函館竹田の松前漬 、ニシンレモン、帆立塩辛、かにみそ、白いカレー
2枚えぞ厚焼、カシューナッツ厚焼き、かぼちゃの種厚焼き、しょうがせんべい、みそせんべ
い、仲よしあめせん、四角い仲よしあめせん、ピーナッツの仲よしあめせん
谷田の日本一きびだんご、一口きびだんご、谷田の日本一きびだんご30ｇ、谷田の日本一きび
だんご30ｇ×４個入、一口きびだんご（ﾌｧｲﾀｰｽﾞ）98ｇ、きびだんごミルク味（ﾌｧｲﾀｰｽﾞ）98ｇ
「北のブランド」北海道焼売シリーズ、「北のブランド」北海道いももち・かぼちゃもちシリー
ズ、「北のブランド」つまみ揚シリーズ、どさんコーン、北海道ひとくち豚まん
BUTAYAKI、じゃが豚、じゃが蟹、じゃが豚チーズカレー、佃善の餃子、one for（岩塩）、
one for（スーピカレー味）
き花6枚、き花9枚、き花12枚、き花20枚、プチき花8枚‐ホワイト、プチき花8枚‐ショコラ、プ
チき花8枚‐いちご、プチき花8枚‐総選挙1位、プチき花16枚‐アソート
ブルーベリー生冷凍実、醗酵ハスカップ、天地人トマトジュース（赤）、ハスカップジャム、フ
リーズドライ山わさび、根昆布だし、蜂蜜女王蜂の贈り物（アカシア）

○

第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会

社

名

㈱Ｔ.COMMERCE
㈱ディームファクトリー
㈱天狗堂宝船

2022/5/18 現在

主な商品名
げ（のり塩）、手羽揚げ（香味風味）、手羽揚げ（南蛮風味）、ジャンボいかめし
十勝橋本牧場プレミアムアイス、十勝橋本牧場プレミアムソフト、十勝橋本牧場プレミアムソフ
ト（ストロベリー）、十勝橋本牧場プレミアムソフト（チョコレート）
ひとくちきなこ餅、ひとくちがごめ昆布餅、ひとくちくるみ餅、ひとくちはちみつりんご餅、5
本入きびだんご、くるみ餅、黒胡麻餅、黒蜜きなこ餅、ミルク餅、はちみつりんご餅
十勝あずきキャラメル、北海道練乳キャラメル、10粒サイコロキャラメルぶどう味、81G北海

道南食品㈱
当麻農業協同組合
㈱ドースイ
㈱十勝トテッポ工房
㈱十勝野フロマージュ
時田工業㈱

道雪ショコラきらゆきハスカップ、北海道バターキャラメル、北海道メロンキャラメル
籾貯蔵今摺米きたくりん、籾貯蔵今摺米きたくりん無洗米、籾貯蔵今摺米ほしのゆめ、籾貯蔵今
摺米1.8㎏ペットボトル
ﾄﾞｰｽｲ 磯のりとろろSP、ﾄﾞｰｽｲ 北海道産とろろ昆布SP、ﾄﾞｰｽｲ 北海道産皮付大根、ﾄﾞｰｽｲ 北海道
産ひとくち椎茸、ﾄﾞｰｽｲ 北海道 ﾊﾞﾀｰ海苔、ﾄﾞｰｽｲ 北海道 南蛮味噌
ナチュラルチーズケーキ北海道フロマージュ、ナチュラルチーズケーキいちごミルク、ナチュラ
ルチーズケーキハスカップ、バスクチーズケーキポテト、バタースィートポテト
おいしいカマンベール、プルー・ド・フロマージュ、マスカルポーネ、なかさつないカマンベー
ル、中札内カマンベール・プチ、田楽みそ漬けカマンベール
シラカローション、シラカエッセンス、シラカホワイトクリーム、シラカハンドクリーム、シラ
カシャンプープラス、シラカコンディショナープラス、シラカボディソープ
乾麺 石臼挽き中華そば２食入り、とみ川らあめん醬油、とみ川らあめん味噌、子供がまだ食っ

㈲とみ川
友栄北海道かいこうマーケッ

てる途中でしょうがラーメン、レトルト 燻製チャーシュー
いか天かまぼこ真空パック、たこ天かまぼこ真空パック、ほたて天かまぼこ真空パック、プレー

ト㈱

ン天かまぼこ真空パック、豆腐Fish Ball真空パック、伊達巻、レトルトかまぼこ各種

㈲ドラゴン

初

まるごと貝柱、帆立貝柱、ソフト貝柱、若鶏半身揚げ、北海道ざんぎ、北海道塩ざんぎ、手羽揚

ナニナニ製菓

㈱トリノ
㈱DOLCE PLANNING
㈱トンデンファーム
㈲中田食品
㈱長沼あいす
㈱永光農園
中村食品産業㈱

室蘭工業大学 公認「鐵の素」クッキー、室蘭工業大学 公認「ジンギス館鍋クッキー」
低糖質かける＆食べるオリーブオイル十勝産大豆入り、低糖質かける＆食べるオリーブオイル和
寒産ペポナッツ入り、業務用かける＆食べるブラックオリーブ十勝産大豆入り

○
○

ニューチーズケーキホワイト、ニューチーズケーキブラック
ゆずウインナー、トウモロコシウインナー、鶏なんこつウインナー、げんきソーセージ、ピルカ
ウインナー、粗挽ウインナー、生ハムローススライス、レバーソーセージ
とうふくん、とうふくんジャーキー、とうふくんスティック、枝豆ころころ豆腐、つぶつぶとう
きび豆腐、十勝豆腐プリン（プレーン）
北海道キャンディミルク、北海道キャンディいちご、北海道キャンディ夕張メロン、北海道キャ
ンディあずき、カチョカバロチッコロパール、カチョカバロチッコロパールスモーク
たまご屋さんのエッグタルト、永光農園の平飼い有精卵、平飼い卵のマヨネーズ、COCCOパン
ケーキミックス、たまご屋さんのカタラーナ
FK‐23乳酸菌 このまんまぬか漬、FK‐23乳酸菌入り 初めてのぬか漬、感動の北海道 雑穀きな粉
を、乳酸菌と。、感動の北海道 黒千石きな粉を、乳酸菌と。

㈱なかむら家

室蘭やきとり、室蘭やきとりソース、室蘭豚丼の肉

○

㈱なると

若鶏半身揚げ、ざんぎ、手羽先ざんぎ

○

㈲仁木ファーム
㈱肉の山本
西山製麺㈱
日本アクセス北海道㈱
㈱布目
㈱NEXT LEVEL
㈲農研百姓塾

レアチーズケーキ、シフォンケーキ8種類（プレーン、アップル、オレンジ、コーヒー、ココ
ナッツ、チーズ、チョコ、抹茶）、パイ3種（アップル、パンプキン、スイートポテト）
北海道産サフォークラム、北海道産牛霜降りハンバーグ、豚丼の具セット、千歳ラム工房味付け
ラムジンギスカン、千歳にくやまハムギフトセット
物産展用業務用麺ゴツ麺、物産展用業務用麺のれん店用ラーメン、物産展用業務用麺細切り麺、
すみれ乾燥麺各種、inEZO 乾燥麺味噌1食、初代乾燥麺味噌1食
のびーるチーズまん、北海道のぶたまん、レンジで簡単北海道の炭火豚丼の具、北海道のあげい
もちゃん、北海道のぎょうざ、にくのくに北海道生姜焼き用
本数の子黄金松前、北海道産ほたて貝柱チーズ、社長のいか塩辛極、社長のいか塩辛、社長の松
前漬、社長のいか塩辛しょうゆ味、社長の太鼓判、函館兄弟船
北海道の恵み！竜宮の賄い海鮮スープカレー、奥芝商店海老だしスープカレー、奥芝商店えびだ
しスープカレー（レトルト）
北海道スペアリブ、豚の丸焼きスパイシー、チーズミンチカツ、無塩せき造りベーコン（ブロッ
ク）、骨付きハム（モモハム）、ローストチキンハム、玉葱ウインナー

○

第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会

社

名

㈱North innovation
㈱ノースフリート
野島製菓㈱
㈱のぼりべつ酪農館
㈱白亜ダイシン
函館タナベ食品㈱
㈱ハコダテミライカモン
服部醸造㈱
㈲浜田旅館
ハリカ桑名園
㈱ピー・アンド・ピー
東旭川農業協同組合
㈱日高物産

2022/5/18 現在

主な商品名

初

鹿おやつ、鹿肉の水煮（レトルト）
北海道産野菜茶きくいも茶、北海道産野菜茶びーつ茶、北海道産野菜茶ごぼう茶、燻製調味料燻
製しょうゆ、燻製調味料燻製はばねろおいる、各野菜茶5包入
4本入正油だんご、4本入ごまだんご、4本入くるみだんご、4本入おしるこだんご、4本入とうき

○

びだんご、べこ餅、べこ餅餅よもぎ、べこ餅黒糖2個入り
のぼりべつ牛乳 1000ｍｌ、とろ～りプリン、飲むフロマージ（プレーン）、飲むフロマージ
（アロニア）、飲むフロマージ（MCT）、ニュービアンカ、ピエール・カレ
北海道あずきバタージャム、北海道チーズのオイル漬け、北海道ナッツのオイル漬け、北海道ジ
ンジャーディップ（味噌マヨ）、北海道にんにくコンフィ（トリュフ風味）
いかしゅうまい240ｇ（8個入）、かにしゅうまい240ｇ（8個入）、帆立しゅうまい240ｇ（8
個入）、海鮮しゅうまいお試しセット、たらこ（切込）化粧箱入140ｇ
函館ブリ塩ラーメン（乾麺2食入り）

○

北海道みそ 八雲、一番だし昆布醤油、麹パウダー、麹ハーブソルト、もろみ、金山寺、塩麴、
しょうゆ麹、ちゃんちゃん焼のたれ、乾燥こうじ、ジンギスカンのたれ、北海道ホタテ飯
よーいごはんエゾ鹿＆北海道産ふき、よーいごはん北見産豚「オニオンポーク」生姜仕立て、
よーいごはん知床どり＆羅臼こんぶ、よーいごはん北海道産サケ＆羅臼こんぶ

○

富良野ラベンダー煎茶、富良野ラベンダー焙じ茶
札幌の食卓うちのスープカレー濃厚エビ、チキンレッグ入りスープカレー各種（トマト味、海老
味、昆布味）、北海道産甘海老が香るボロネーゼ、黒トリュフ香るミートソース
東旭川ビール、兵村の五目の具、PeboRa東旭川米、兵村味噌、兵村こうじ、北のゆめちからー
めん
超一等日高昆布、日高根昆布、羅臼昆布、日高1等検、日高昆布上浜、焼き昆布、日高切昆布、

○

糸昆布、むすび昆布、とろろ昆布、利尻昆布

ファースト・エムズ㈱

くしろ愛すくりーむ

○

㈱ファーストバンク

アップルパイ

○

㈱ファームホロ

グリーンアスパラガス

○

㈱風景
㈲フードアトラス
㈱もち米の里 ふうれん特産館
福山醸造㈱
㈱FUJI
㈱藤井
㈱藤井水産
㈱フジタコーポレーション
㈱ふじと屋
㈱PLUSワン

草原のヨーグルトでーでーぽっぽプレーン、草原のヨーグルトでーでーぽっぽセミスイート、の
むヨーグルト、ミルクコーヒー、風景の牛乳（低温殺菌・ノンホモ）
牛すじ煮込み黒カレー、野菜たっぷりこくうまキーマカレー、北海道マリトッツォ（冷凍）、北
海道チーズテリーヌ「泡雪」、ティラミスロールケーキ、ハーブソルト

バジル

ふうれんソフト大福各種、だいふくの実小豆こしあん、だいふくの実とちおとめ苺
ﾄﾓｴ道民の醤油 北海道丸大豆、ﾄﾓｴ道民の醤油 日高昆布、ﾄﾓｴ厚岸かきしょうゆ、ﾔﾏﾄ福山商店黒
豆ドライパック、ﾔﾏﾄ福山商店北海道の麹プリン濃厚ミルク
北海道黒毛和牛カリー、北海道黒毛和牛シチュー、北海道ホワイトクリームシチュー、チョコ
レートもち（りんごチョコ×きびだんご）、チョコレートもち（ミルクチョコ×ミルクもち）
東旭川産屯田ゆきさやか、業務用北海道産大豆ミート、東旭川産屯田ななつぼし、東旭川産屯田
ゆめぴりか
鮭中骨水煮、紅鮭中骨水煮、鮭ハラス水煮、さば水煮、さば八丁味噌煮、いわし水煮、いわし八
丁味噌煮、さんま飯の素、いわし飯の素、さんま丼の具
くろまつないブルーチーズ、クリームチーズ、北海道いちごのカッサータ、北海道黒豆のカッ
サータ、フルーツとナッツのカッサータ、くろまつないカマンベールチーズ
北海道産真ほっけ魚醤干し、羅臼産真ほっけ魚醤干し、北海道産宗八魚醤干し、北海道産秋鮭魚

○

醤干し、とうふホエイさけ、しじみ薫るホッケスティック、ぶり西京漬け
奥芝商店海老だしスープカレーらーめん1食、発酵黒にんにく味噌、北海道フライドポテトうに
味、北海道フライドポテトトリュフ味、北海道はちみつレモン

富良野市

㈲とみ川、ハリカ桑名園

富良野地方物産振興会

㈲共済農場

○

第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会

社

名

㈱ベイクド・アルル
㈱べつかい乳業興社
ベル食品㈱
北愛本舗㈱
㈱北王よいち
㈱北辰フーズ
㈱ホクセイレン
㈲北創フーズシステム
㈱北都
㈱北友物産
㈱北洋食産
北竜町
㈱牧家
㈱北海道アグリマート
㈱北海道観光物産興社

2022/5/18 現在

主な商品名
レ、北海道クリームチーズと5種のドライフルーツのハスカップパイ
べつかいの牛乳屋さん三角パック、べつかいののむヨーグルト屋さん(プレーン）、プレミアム
ミルクリッチアイス、プレミアムミルクリッチアイスめろん
スープカレーの作り方、スープカレーの作り方マイルド、スープカレーの作り方えびだし、北海
道発豚角煮カレー、北海道発骨付きチキンカレー、北海道道産牛の牛すじカレー
北海道の天然水・摩周湖
りんごジュース（各種）、ぶどうジュース（各種）、トマトジュース（各種）、なしジュース、
プルーンジュース、ももジュース、フルーツジャム（各種）、トマトジャム
北海道産夕張メロンひとくちゼリー、北海道レアチーズケーキプチ、安納芋ひとくちスイーツ
北海道ふわふわタマゴサンド【GOLD】、おさつ毘沙門ブラン、やわらか鳥のバジルチキンサン
ド、マスカルポーネとサーモンサンド、あんチーズサンド～マスカルポーネ～
北海道ドレッシング 山わさび＆チーズ、北海道ノンオイルドレッシング 北海道昆布、北海道ド
レッシング 行者にんにく
昆布巻 各種、かにみそ、たらの舌のアヒージョ、合鴨の皮の大和煮缶詰、バターほたてカ
レー、昆布の煮物 各種、ひじきの煮物 各種
羅臼のとろろ、まるごと帆立貝、がごめ入り海鮮昆布、がごめ納豆昆布
フライドホッケ、たこから揚げ、たこのピリ辛アヒージョ、たこ燻製、プレミアムスモークサー
モン、ほっけ燻製
一番しぼりひまわり油、黒千石大豆のひまわり油ドレッシング、サンフラワーバーム
牧家の白いプリン、牧家のクレームブリュレ、牧家の塩キャラメルプリン、牧家のクリームチー
ズケーキ、牧家 飲むヨーグルトプレーン、牧家 ももベリーラッシー
プレサドール ミニトマトジュース無塩、プレサドール にんじんミックスジュース、プレサドー
ル ノンアルコールワイン赤、プレサドール ノンアルコールワイン白
YOSHIMI 札幌おかきOH！焼きとうきび6袋入、YOSHIMI 札幌スープカリーせんべいカリカリ
まだある？8袋入

北海道クラフト協会

クラフト工芸品（作家による手作り木工、陶器、繊維作品各種）

一般社団法人北海道食のブラ

うまざかな『レンちん君』北釧さば味噌、うまざかな『レンちん君』北釧さば塩麹、骨までまる

ンド推進協議会
北海道食品機能性表示制度

ごと一夜干しにしん、骨までまるごと一夜干しほっけ、アヒージョ風帆立とチーズ
カスピ海ヨーグルトプレーン400ｇ、カスピ海ヨーグルト 脂肪ゼロ、ごきげんコーヒー、やす

（ヘルシーDo）

らぎコーヒー、五島軒ＥＴＡＳ野菜カレー

(一社)北海道食品産業協議会

㈲ヤマチュウ食品

北海道製菓㈱
北海道ダイニングキッチン㈱
北海道千歳ハム㈱
㈱北海道錦豊琳
㈱北海道バイオインダスト
リー
北海道ビート黒糖㈱
北海道日高乳業㈱
(一社)北海道貿易物産振興会
㈱北海道名販

初

北海道なまらでっかいシュー、北海道リッチミルクプリン～KiNU～、北海道白いミルクカヌ

○

○

うに仕立（メイドイン北海道）、かに仕立（メイドイン北海道）、昆布仕立（メイドイン北海
道）、海老ごぼう仕立（メイドイン北海道）、玉ねぎ仕立（メイドイン北海道）
ゴールドコーンポタージュ、たまねぎポタージュ、かぼちゃポタージュ、じゃがいもポター
ジュ、アスパラポタージュ、札幌スープカレー
ポークソーセージ、知床牛パーツ各種、モッツアレラソーセージ、ポークウインナー、ホワイト
ウインナー、北海道産原料カルパス、バラベーコン業務用
北のポテトチップ スープカレー味、北のポテトチップ 豚丼味、北のポテトチップ 味噌らーめん
味、北の芋どら、夕張メロンバター飴、北のチーズあられ、北の恋まりも洋かん
北海道タマネギドレッシングオリジナル、北海道タマネギドレッシング羽幌甘エビ、北海道タマ
ネギドレッシングとうもろこし、北海道タマネギドレッシング和風ゆず、野澤商店かずドレ
天才ビートくんプレーン、天才ビートくんココア、天才ビートくんミント、天才ビートくんミン
ト、天才ビートくんジンジャー、天才ビートくん流氷塩味、天才ビートくんコーヒー糖
北海道日高乳業3.6牛乳1000ml、北海道日高乳業ヨーグルッペ1000ml、北海道日高乳業3.6牛
乳200ml、北海道日高乳業ヨーグルッペ白ぶどう200ml、北海道日高乳業マスカルポーネ200ｇ
イナゾーファーム有機トマトジュ－スクリア、谷口農場豆乳仕立てのコーンスープ、広内エゾリ
スの谷チーズ社フリーズドライチーズ、のぼりべつ酪農館ピエール・カレ
きのこ釜めしの素、行者にんにく白味噌、行者にんにく三升漬、行者にんにくだし醤油、万能き
のこ、きのこ南蛮みそ、なめこ三升漬、しいたけ三升漬

○

第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会

社

名

北海道メンフーズ㈱
㈱北海道霊芝
北海道ワイン㈱
㈱北海大和
㈱ホリ
㈱ほんま
㈱マイスター
前田農産食品㈱
㈱町村農場
㈲マリン北海道
㈱円甘味
丸市食品㈱
丸喜北日本物流㈱
㈱丸三伊藤商店
㈱丸善納谷商店
㈱マルダイ水産

2022/5/18 現在

主な商品名
定品札幌黄ラーメンみそ、黄玉屋ラーメンみそミールキット
鹿角霊芝カプセル 旺煌、旺煌のβ‐グルカンDx、【霊芝命湯 ティーパック】鹿角霊芝１５包入
クラフトパック、霊仙名湯ゴールドカプセル40粒
おたる特撰ナイヤガラ、北海道ケルナー、北海道ツヴァイゲルト、おたるゲヴュルツトラミネー
ル2019、トラディショナルメソッド北海道‐鶴沼収穫‐
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、北海大和海鮮づくし、北海道産秋鮭
荒ほぐし、北海道産秋鮭みそ荒ほぐし、北海道コーンスープ3P、北海道十勝牛しぐれ
じゃがいもコロコロコーンポタージュ、じゃがいもコロコロスープカレー味、とうきびチョコ
メープル、くるみ餅、胡麻餅、夕張メロンピュアゼリー
月寒あんぱん（こしあん、南瓜あん、黒糖あん、黒胡麻あん、抹茶あん）、ルナンセット、ツキ
サップあんぱん、月寒あんぱんゴールデンカムイ、月寒まんじゅう、寒月
ハニーボディソープ、ハニーモイストローション、ハニーモイストゲル、ハニーモイストクリー
ム、ハンド＆ボディクリーム、ヘアシャンプー、ヘアコンディショナー
十勝ポップコーン～黄金のとうもろこし畑から～、前田農産100％小麦粉5品種
町村農場特選牛乳、町村農場あじわいのむヨーグルト、町村農場クリームチーズプレーン、町村
農場のコンデンスミルク
網走湖しじみ貝（レトルト）、大粒しじみごはん、エミューカレー、鮭とばカット、秋じゃけ三
升漬、秋じゃけルイベ糀漬
ブリュレカスタードインバウム、キューブシュー、小樽ゆきねんりん（チョコムース）、あんチ
ビバウム、堅焼きバウム、堅焼きバウム樹（たつき）、トリさんからのおすそわけ
ヤキホ、ヤキホ（辛口）、焼たらチーズ
サロマ湖産牡蠣のオイル漬け、帆立グラタン、鮭とじゃがいものグラタン、牡蠣グラタン、牡蠣
貝のグラタン、冷凍ホットパイ、冷凍パイシート
豚丼名人（豚丼のタレ）、からまる味な名人（豚丼のタレ）、角煮、ハンバーグ、豚丼＆染みカ
ツ弁当（物産展新作弁当）、豚丼セット（3人前）、豚丼セット（5人前）
おいしく粘るとろろ昆布、がごめとろろ昆布、おぼろ昆布、だし昆布一等検、日高昆布一等検、
利尻昆布一等検、柔らか煮物昆布、本場の松前漬け、がごめきざみ昆布、NAYA KOMBU
かにたっぷりかにしゅうまい、かにたっぷりかに甲羅グラタン、かにたっぷりかにおこわ、かに

鮭寿姿（筒切り、個包装）、熟成鮭荒ほぐし4種詰合せ、鮭寿筒切り5切（桐箱入）

マルトマ苫小牧卸売㈱

Premiumほっきカレー、Premiumほっきシチュー

まるみ水産㈱
丸和信和建設㈱知床標津マル
ワ食品
㈱マルワ製麺
㈱ミートピア
㈱見方

○

そば、ぺったらこいうどん、炭うどん、きたほなみながうどん極厚
がごめ昆布醤油漬干しシマほっけ、がごめ昆布醤油漬干しにしん、開きしまほっけ、子連れにし
ん、にしんマリネー、がごめ昆布醤油干しまほっけフィレー
手火山造り 鮭節 華ふぶき、あなたとわたしのだしぱっく
ひでちゃん小麦®カニ甲羅みそラーメン2食入、ひでちゃん小麦®生パスタ、海鮮乾麺カニラー
メンみそ味、海鮮乾麺カニラーメン醤油味、ぴり麺みそ味
社長の成吉思汗、特撰豚塩ホルモン、手切り豚塩トントロ
オードブルセット、北のシェフおせち匠、北のシェフおせち彩、北のシェフおせち和、北のシェ
フおせち優雅、なまらかま棒各種
よいとまけ、よいとまけりんご、パンプキンラングドシャ、ハスカップラングドシャ

南かやべ漁業協同組合直販加

函館真昆布だし(一番切)お徳用、函館真昆布だし、函館真昆布根昆布だし、函館真昆布カットだ

工センター

し、がごめとろろ昆布、函館真昆布おぼろ、函館真昆布さざ波昆布
バタじゃが１玉、バタじゃが１玉カレー味、バタじゃが１玉しょうゆ味、南富良野もち米パス

みれい菓㈱

○

道産粉うどん、道産粉グリーン、ゆめちからそうめん、艶艶、風花、涼凪、きたわせそば、北竜

㈱三星

㈱南富良野町振興公社

○

ほぐし、花咲かに甲羅盛り、おうちで海鮮丼

㈲マルトシ吉野商店

㈱マルナカ

初

札幌苗穂元町ラーメンみそ、幻の玉ねぎ札幌黄ねりこみ生ラーメン130ｇ×2食めん、北海道限

タ、唯我独尊カレーじゃが、唯我独尊カレーじゃが（チーズ）、富良野高原そば
札幌カタラーナL、札幌カタラーナスペシャルいちご、バスクチーズケーキショコラ、バスク
チーズケーキ、半熟エダムフロマージュ、北海道牛乳食パン

○
○

第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会
㈱MOVE

社

名

びらとりハム

㈲プロセスグループ夢民舎
㈲ムラキフードプランニング
㈱室蘭うずら園
㈱めめ
明太屋本舗せいまる

2022/5/18 現在

主な商品名

初

粗挽きウインナー、粗挽きフランク、ピリ辛フランク、行者にんにくフランク、ボロニアソー
セージ、ベーコン、ソフトサラミ、ボンレスハム、ロースハム、ポークジャーキー
カマンベールはやきた
彩未1食生ラーメン、えびそば一幻2食生ラーメン、IORI 2食生ラーメン、白樺山荘2食生ラーメ
ン、吉山商店2食生ラーメン、梅光軒2食生ラーメン
生うずら卵、味付うずら卵、すうぷカレー（チキン、ポーク、ホタテ）、うずらのプリン、たま
ごけーき、味付うずら卵ヤヤン昆布だし、燻たま、味たま、たまチリ
めめおやきピスタチオ、めめおやきスイートポテト、めめおやきあんバター
島の粒うに、島の味付き鮑、島の味付きもずく、ぶっかけ明太子もずく、ぶっかけもずく ツブ
入り、北海道産ぶりキムチ、北海道産時鮭キムチ、北海道産つぶキムチ

○

㈲麺厨房あじさい

箱舘生拉麺、味彩極拉麺、味彩乾拉麺、蝦夷ラー油、蝦夷油胡椒、蝦夷山椒塩

㈱萠運輸

モエ・カシューSalt、モエ・カシューいぶりSmoke

○

(一社)もち麦フィールズ

北海道オホーツク産食用もち麦

○

㈱もりもと
山加製粉㈱
㈲ヤマキュウ西川水産
㈲山下館
山源 山下食品㈱
㈱山下水産
㈱山田物産

ハスカップジュエリー、ハスカップジュエリーホワイトバージョン、ハスカップジュエリープレ
ミアムブラック、太陽いっぱいの白桃ゼリー、ゆきむしスフレ
有機そば粉パンケーキ、有機そば粉ガレット、水出しそば茶ティーバッグ、水出し韃靼そば茶
ティーバッグ、ＳＯＢＡＣＯフィナンシェ、ＳＯＢＡＣＯクッキー、SOBACOマドレーヌ
ニンニク風味の和風パスタ、函館塩うどん、湯せんdeアヒージョ、ばっちゃんの手作り混ぜご
飯のもと
ご馳走プリン プレミアム、木いちごの王様、えんとつプリン、冷やすとプリン カスタード、
Men'sなプリン、Ｌａｄｙなプリン、プリンinカステラ、プリンセススフレキャラメル
三升漬、なんばんみそ、にんにく味噌、しその葉辛味噌、ねばねば小鉢、重ね巻サーモン、北海
太巻サーモン、北海太巻にしん、北海極太巻サーモン
生たきしらす佃煮、生たきしらすくるみin佃煮、さばの味噌煮、生たきほたて貝柱、生たき牡蠣
佃煮、数の子松前漬け、いか刺し松前、生姜くるみ、たこふっくら煮、いかめし
棹前早煮昆布、貝殻島棹前昆布、日高昆布、利尻昆布、羅臼昆布、真昆布、釧路産根頭昆布、釧
路産あつば根昆布、釧路とろろ昆布、なっと昆布

㈲ヤマチュウ食品

日高根昆布だし、真昆布だし、あわせだし、あごだし、真昆布だしヴィーガン、ウニ

㈱山丁長谷川商店

紅鮭切身、白鮭切身

㈱世壱屋
㈲羊蹄食品
㈱養老牛山本牧場W.E.C.
㈱米谷産業
㈱柳月
㈱漁華
鱗幸食品㈱
(同)ルパ・デサン
㈱ロイヤルスイーツ
ロマンス製菓㈱

○

半生うにめし、半生&炙りうに食べ比べ、大玉うにホタテ、うにいくら、うにかに、三色ちら
し、色彩ちらし、かにいくら、世壱屋三昧
ふっくら大粒豊小町、おかげさまで３代目、大粒なっとう羊蹄、小粒なっとう十勝、羊蹄納豆す
ず丸(新幹線Vr)、北娘、豊誉、祝黒、羊蹄納豆祝黒、美瑛の丘、夢の鶴、黒千石納豆
養老牛放牧牛乳900ml、養老牛放牧牛乳180ml、養老牛放牧牛乳エシカルプリン
炭や塩ホルモン、炭や豚トロ焼、炭や塩豚さがり、炭や塩鶏すなぎも、旭人塩ホルモン、やわら
かもつ煮込み鍋、ピリ辛もつ煮込み鍋、みそハラミ、うま辛キムチホルモン
あんバタサン、三方六、三方六抹茶、三方六ツインズ 珈琲＆ミルクリッチ、三方六の小割、三
方六 濃い白小割、三方六の小割 北海道メロン、ファーストレディ
かにちらし、かにいくら、かにうに、かにかきいくら、潮騒の宴、かにうにいくら3色盛、うに
いくら、たらばがに棒入3色盛
札幌しゅうまい、とうきびしゅうまい、帆立たっぷりしゅうまい、りんこう肉シュウマイ、ぶた
どん棒や、とろりんしゅうまいかに、とろりんしゅうまいほたて、とろりんしゅうまいえび
幌加内 寒熟蕎麦 極、幌加内 寒熟蕎麦 二八生、幌加内 寒熟蕎麦 二八乾麺、冷凍ピザ、有機野
菜、生鮮野菜、乳製品
カマンベールチーズケーキ、チーズドームリッチ、チーズバー、エッグタルト、チーズタルト
夕張めろんグミ、はすかっぷグミ、余市りんごグミ、余市白ぶどうグミ、べっこう飴、塩べっこ
う飴、夕張メロン園キャンディ、ハスカップキャンディ

○

第３６回北海道産品取引商談会 札幌会場企業一覧（50音順）
会

社

㈱わかさいも本舗
㈱わかさや本舗
㈱わらく堂

名

2022/5/18 現在

主な商品名
わかさいも、わかさいも本舗のおいしいまんじゅう、北海道あんぽてと、北海道あんまろん、北
海道金時いもサブレ
いも風味、わかさや３時のおやつセット、あげいも、ほっくりいもっこ、翁のどら焼、わかさや
３時のおやつセット、すぃーとぽてと、じゃがバターすいーとぽてと
クリームあんドーナツ、おもっちーず、白石あんぱん、ストロベリーハート（5個入）、皮付き
スイートポテト、お菓子なチルド弁当、北海道ポッププティングあふれ出るカスタード

初

