
平成２９年６月吉日 

各 位 

               

                    株式会社 北洋銀行 

 

 

「ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ 北海道」開催のご案内 

 

 

   拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なる御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、今般、北洋銀行・北海道銀行・北海道商工会議所連合会の共催にて「ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ 北海道」   

北海道“食”の大商談会を平成２９年７月１８日(火)に札幌パークホテルで開催いたします。 

 北海道各地より集まった１３６企業・団体が自慢の「優れた逸品」「隠れた逸品」を展示・紹介するほ

か、道内の高校生・大学生が地場の食材をもとに考案したレシピ・食品を披露する特設コーナーを設置、

現役バイヤー様からの生の意見を聞き商品のブラッシュアップを図ると共に、食を通じた人材育成を行う

取り組みです。 

  つきましては、ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、その他関係部署ご担当者様へもご周知を

していただき、是非ご来場頂きたく御案内申し上げます。 

                                                  敬具 

 

記 

 

 

  企 画 名 ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ 北海道  ～北海道“食”の大商談会 

  日 時 平成２９ 年７月１８日(火） １２：００－１７：３０ 

  と こ ろ 札幌パークホテル 地下２階「パークプラザ」 

          札幌市中央区南１０条西３丁目１－１ 

 

 

     

                                        以上 

        

      

  ＜お問い合わせ先＞   

 「FOOD EXPO 北海道」事務局       

         (一社)北海道商工会議所連合会 業務推進部 

         担当：石岡・七社 

         TEL：011-241-6308 FAX：011-231-0726 





　　

1 株式会社　アイチフーズ 47 昭和製菓　株式会社 93 株式会社　光海藻

2 株式会社　AEI　INTER　WORLD 48 株式会社　植物育種研究所 94 有限会社　ファーストフラッシュ

3 株式会社　味の海豊 49 株式会社　ショクレン北海道 95 ファームTORAO　株式会社

4 株式会社　アップロード・カンパニー 50 新札幌乳業　株式会社 96 株式会社　フーズアンドブレッド

5 株式会社　アドラックス 51 有限会社　末廣軒 97 ＮＰＯ法人ＦＯＯＤ‘Ｓ北海道発進本部

6 網走ビール　株式会社 52 杉野フーズ　株式会社 98 フォレスト・ベリー農園（㈱遠藤組）

7 株式会社　アプレ 53 株式会社　スハラ食品 99 株式会社 ＦＵＪＩ

8 有限会社　アルファピュアコーポレーション 54 千秋庵製菓　株式会社 100 ふたみ青果 株式会社

9 株式会社　イソップアグリシステム 55 株式会社　創造企画 101 株式会社 ベイクド・アルル

10 有限会社　入久三浦水産 56 株式会社　そうべい 102 ベル食品 株式会社

11 いわみざわ農業協同組合 57 宗谷総合振興局 103 北海道アンソロポロジー 株式会社

12 株式会社　宇治園 58 株式会社　ソラチ 104 株式会社 北海道サラダパプリカ

13 株式会社　江戸屋 59 株式会社　タイチタニフジ 105 北海道製菓 株式会社

14 株式会社　ヱビスパック 60
大雪地ビール　株式会社
滝川クラフトビール工房

106 北海道ソラチフーズ 株式会社

15 株式会社　小樽かね丁鍛治 61 滝川地方卸売市場　株式会社 107 株式会社 北海道チクレンミート

16 男山　株式会社 62 株式会社　竹田食品 108 株式会社 北海道錦豊琳

17 株式会社　小原 63 谷田製菓　株式会社 109 株式会社 北海道バイオインダストリー

18 帯広プロパン　株式会社 64 株式会社　佃善 110 株式会社 北海道米菓フーズ

19 オルソン　株式会社 65 出塚水産　株式会社 111 北海道ワイン 株式会社

20 株式会社　かくまん 66 有限会社　照之家商店 112 株式会社 北海大和

21 株式会社　カネサン佐藤水産 67 株式会社　テンフードサービス 113 株式会社 ホッカン

22 カネ〆髙橋水産　株式会社 68 十勝清水コスモスファーム（(株)風車） 114 株式会社 誉食品

23 株式会社　兼由 69 株式会社　とかち製菓 115 月寒あんぱん本舗（㈱ほんま）

24
農事組合法人東瓜幕協和生産組合
カントリーホーム風景

70 株式会社　十勝野フロマージュ 116 株式会社 町村農場

25 漢方サロン＆薬膳カフェ「フィグ」 71 有限会社　ドリームヒル 117 丸水札幌中央水産 株式会社

26 有限会社　木川商店 72 株式会社　トンデンファーム 118 丸大　大金畜産 株式会社

27 株式会社　キタウロコ荒木商店 73 株式会社　中井英策商店 119 有限会社 マルナマ食品

28 木田製粉　株式会社 74 有限会社　中田食品 120 有限会社 丸二永光水産

29 株式会社　北連物産 75 株式会社　中山薬品商会 121 有限会社 丸藤水産

30 株式会社　きょうどう 76 neeth　株式会社 122 丸本本間水産 株式会社

31 株式会社　近海食品 77 ニチロ畜産　株式会社 123 株式会社 マルワ製麺

32 国稀酒造　株式会社 78 日本アクセス北海道　株式会社 124 「北のシェフ」（㈱見方）

33 株式会社　グルメ・ド・ノール 79 株式会社　布目 125 三井食品 株式会社北海道支社

34 株式会社　珈琲専科ヨシダ 80 株式会社　根室杉山水産 126 株式会社 三星

35 国分北海道　株式会社 81 株式会社　ノースカラーズ 127 有限会社 ムラキフードプランニング

36 榮屋　株式会社 82 株式会社　白亜ダイシン 128 株式会社 室蘭うずら園

37 株式会社　佐久精肉店 83 函館米穀　株式会社 129 山小小林食品 株式会社

38 株式会社　札幌グルメフーズ 84
八剣山ワイナリー
（㈱八剣山さっぽろ地ワイン研究所）

130 株式会社 山大　西桔梗工場

39 札幌商工会議所 85 服部醸造　株式会社 131 株式会社 山本忠信商店

40 有限会社　札幌食品サービス 86 有限会社　ハッピネスデーリィ 132 株式会社 吉田食品

41 札幌第一製菓　株式会社 87 有限会社　早川コーヒー 133 よつば乳業 株式会社

42 札幌バルナバフーズ　株式会社 88 晴café 134 ロマンス製菓 株式会社

43 有限会社　澤田米穀店 89 株式会社　ピー・アンド・ピー 135 株式会社 わかさや本舗

44 株式会社　四季舎 90 美瑛ファーマーズマーケット　株式会社 136 株式会社 わらく堂

45 株式会社　静岡園 91 東日本フーズ　株式会社

46 渋谷醸造　株式会社 92 東日本フード　株式会社

「ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ 北海道」出展企業(５０音順）

出展者名 出展者名 出展者名



No

1

2

3

4

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼

平成29年6月吉日

各　　位

「FOOD　EXPO　北海道」事務局

（一社）北海道商工会議所連合会

『FOOD EXPO 北海道』来場者事前申込みご協力のお願い

部署/お役職 お名前

申し上げます。

さて、来たる平成29年7月18日（火）に北海道・札幌パークホテルで開催されます『FOOD EXPO

北海道』へご来場いただく際には、名刺2枚をお持ちくださいますとご入場いただけますが、現在

入場に関し多くのお問い合わせをいただいております。

※事前申込みいただいた場合、『本申込書』及び『名刺2枚』をお持ちの上、専用受付へお越し下さい。

『FOOD EXPO 北海道』事務局　（一社）北海道商工会議所連合会　宛

御社名

ご住所

電話番号

    【F A  X】　011-231-0726

    【E-mail】　gyoumu@hokkaido.cci.or.jp

敬具

事前お申込みいただきますと、専用受付にて当日スムーズなご入場が可能となります。

事前お申込みご希望の方は、入力フォームにご記入の上、『FOOD EXPO 北海道』事務局へ

FAXまたはメールにてご送付下さい。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

御社業種
（該当する業種に○を

お付け下さい）

　小売　　　　卸・商社　　　　飲食　　　　ホテル・旅館　　　　食品メーカー

　通販・ネットスーパー　　　　　　旅行・観光　　　　　　官公庁・金融機関

　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　日時　　　平成２９年７月１８日　（火）　１２：００～１７：３０

　　　　　　　　　場所　　　札幌パークホテル　地下２階『パークプラザ』


