
ごあいさつ

名称： 北洋銀行・帯広信用金庫 インフォメーションバザール in Tokyo 2019
会場： 池袋サンシャインシティ ワールドインポートマートビル４F 展示ホールA
会期： 2019年9月5日（木）・6日（金）
時間： 5日（木）10:00～17:00　6日（金）10:00～16:00
主催： （株）北洋銀行／帯広信用金庫
共催： 北海道／札幌市
特別協力：
（独）中小企業基盤整備機構北海道本部／（公財）北海道中小企業総合支援センター
（公財）北海道科学技術総合振興センター／（株）青森銀行／苫小牧信用金庫／空知信用金庫
(株)静岡銀行／北海道信用農業協同組合連合会／（株）京都銀行／鹿児島相互信用金庫
鹿児島信用金庫／三島信用金庫／沼津信用金庫／富士宮信用金庫／富士信用金庫

後援：
経済産業省北海道経済産業局／帯広市／北海道経済連合会
（一社）北海道商工会議所連合会／（一社）北海道貿易物産振興会
北海道中小企業団体中央会／札幌商工会議所／帯広商工会議所／函館商工会議所
（一社）札幌物産協会／（一財）さっぽろ産業振興財団／北海道漁業協同組合連合会
ホクレン農業協同組合連合会／（公社）北海道観光振興機構
（公社）日本観光振興協会北海道支部／（株）北海道新聞社／十勝毎日新聞社
（株）日本食糧新聞社／（一社）北海道食産業総合振興機構／（地独）北海道立総合研究機構
（株）AIRDO／静岡県／（公財）静岡県産業振興財団／宇治商工会議所
（公財）神戸市産業振興財団／（株）日本政策金融公庫札幌支店／農林中央金庫札幌支店
協賛：
HBC北海道放送／STV札幌テレビ放送／HTB北海道テレビ／UHB北海道文化放送
（株）テレビ北海道

　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　この度は「インフォメーションバザール in Tokyo 2019」にご出展、ご来場を賜り誠にありがとうございます。
　東京開催15年目となる今回は、道内各地から161社・団体、また、道外の行政・金融機関などとの連携により、青森・静岡・京都・神戸・鹿児
島からも56社・団体の皆さまにご出展いただき、ご来場された首都圏を中心とするスーパー・百貨店・食品メーカー等の関係者約3,800名と、活
発にご商談を行って頂くことができました。
　また、昨年会期中に発生した「北海道胆振東部地震」から一年を迎えるにあたり、復興に向けて元気な北海道の姿をお伝えするための「観光
PRコーナー」を設けたほか、SDGｓの主要目標の一つである「食品ロス」削減の取り組みとして、ご出展者様のご協力を得て、未利用の食品サ
ンプルをフードバンクに提供するなど、持続可能性に配慮した商談会の運営にも努めたところです。
　当商談会が、北海道と本州の“食の架け橋”となり、皆さまのビジネスのお役に立つとともに、北海道経済の活性化の一助となることを切に
願いつつ、ご支援ご協力を賜りました関係機関の皆さまに深く感謝申し上げ、お礼のご挨拶とさせていただきます。

2019年11月吉日

2019年11月吉日

　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　この度は「インフォメーションバザール in Tokyo 2019」にご出展、ご来場いただき誠にありがとうございました。
　当金庫が主催に加わり10年目となった今回は、十勝から19の意欲ある事業者、団体が出展し、自慢の逸品や食の宝庫・十勝の魅力を存分
に発信していただきました。出展者・団体様におかれましては、お越しいただいた多くのバイヤー様と商談を重ねることにより、大きな成果を得
ていただけたものと確信しております。
　今回の「恵みの大地とかちコーナー」では、SDGsに対応した運営として、サンプル提供用の容器やカトラリーをできるだけ紙製品・木製品に
切り替え、プラスチックごみの削減を目指したほか、連続テレビ小説「なつぞら」を活かした北海道・十勝の情報発信をするなど、新たな取り組
みをすることができました。
　また、昨年より設けられた「なまらうまい！JAコーナー」には、十勝からも4つのJAが出展。基幹産業である農業の魅力を広くPRし、販路を
広げる好機となったのではないかと存じます。
　結びになりますが、本事業にご出展、ご来場いただいた皆様方のビジネスがますます発展されることを心よりお祈り申し上げますとともに、
開催にあたりご支援、ご協力を賜りました関係機関・団体の皆様に衷心より感謝申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。

株式会社 北洋銀行 取締役頭取  安田 光春

帯広信用金庫 理事長  髙橋 常夫

 開催概要
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 商談会実績
来場者数 約3,800名

商談件数 4,723 件

成約件数 296件

成約見込件数 465件

交渉中件数 2,145 件

2019年 11月現在判明分

 成約事例

成約先

総合商社、百貨店、
スーパーマーケット、
卸問屋、通販・宅配会社、
食品メーカー、専門店

成約内容
定番商品、ギフト商品、
物産展商品、通販商品、
業務用商品、催事商品
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出展者名 出展商品名 小間番号

「中小機構北海道本部」コーナー

株式会社一休製麺 低糖質だったん蕎麦「さらり」、鍋の〆用 低糖質生そば
太打ち「さらり」 001

末廣軒 / パティスリー 
ジョリ・クレール

男爵チーズケーキ、北海道メロンまんじゅう、北海道い
ちごまんじゅう 002

有限会社澤田米穀店 ポン菓子 白米プレーン 11g、特別栽培米道南セレクショ
ン 4品種、無洗米まいたけひじきごはん 003

株式会社マルデン 鮭ジャーキー、天然本醸造鮭魚醤油『魚々紫』、
DENBAR( デンバル ) タコバジル 004

「北海道中小企業団体中央会 ものづくり補助金 成果事例発表会」コーナー
ニセコフード
コミッション企業組合

ニセコ詩風音 ( 発芽黒千石大豆 ) 大豆ケーキ、GF ニセコ 
そば ( 発芽玄米麺 ) 005

株式会社四季舎 北海道 黄金スイートポテト５個、入窯だしスイートポテ
ト（カスター）、まるごとスイートポテト 006

株式会社エルパソ どろぶた生ハム 007

株式会社
ベイクド・アルル

富良野メロンパンシュー、北海道生クリームの低温焼成
バウムバーガー、北海道リッチミルクプリン KiNU 008

竹丸渋谷水産株式会社 たらこ 低塩仕上げ 009

有限会社渋田産業 えぞまいたけ、乾燥きくらげ、乾燥なめこ 010

株式会社円甘味 ブリュレカスタードインバウム、あんちび 5、堅焼きバ
ウム ～樹～ 011

新篠津つちから販売
株式会社 有機栽培玉葱、特別栽培玉葱、＜限定品＞特別栽培玉葱「ねを」 012

有限会社ベリーファーム ブルーベリーソルベ、ブルーベリージャム 013

株式会社
北海道米菓フーズ

北海道おかき 乳酸菌入ヨーグルト味、北海道焼おかき 
50 ｇ・100 ｇ、北海道おかき 50 ｇ 014

札幌商工会議所「北のブランド」コーナー

ベル食品株式会社 北海道万能根昆布だし、北海道 道産牛の牛すじハヤシ 015

新札幌乳業株式会社 ワンキュービックブルーチーズ、手づくりカマンベール
チーズ、ご褒美ヨーグルト 016

株式会社北海道
バイオインダストリー 北海道タマネギドレッシング、北海道たまねぎせんべい 017

株式会社小山製麩所 ふわふわプチ大福北海道メロン 018

株式会社北海大和 北海道 とうもろこしのポタージュ、北海道 緑薫る野菜
のポタージュ、北海道 真っ赤なビーツのポタージュ 019

山小 小林食品株式会社 北海道ねばねばたっぷりみそ汁の具納豆入り 020

中村食品産業株式会社 感動の北海道 黒豆茶 021

札幌商工会議所 「北のブランド」認証商品 022

「神戸SELECTION」コーナー

株式会社神戸珈琲 オリジナルドリップバッグ 023

株式会社Onocy 八百万の琥珀 ( 国産天然はちみつ )、Beritath Honey 024

誠愛商事株式会社 みんなに「うれしい」を詰め込んだ、100％植物性の濃厚・
なめらかな手作りジェラート 025

株式会社松鶴 そのままかければ名店の味 土佐酢、神戸の寿司職人が考
えた冷奴にぴったりの至高のぽん酢 冷奴乃友 026

株式会社 est カットシフォンケーキ、キャラメルシフォンラスク、Ｄ ’
ＯＲロール 027

Remercier 淡路鶏ハム 028

株式会社
キャセリンハウス アールグレイプレミアムシリーズ 029

A＆ B
（アブク＆バルストロ）

播州百日鶏のパテ、パテ・ド・カンパーニュ、豚肩ロース
肉の厚切り岩塩焼きハム 030

株式会社ZIPANGU-8 コーヒーゼリー、チーズ、ティラミス 031

帝神畜産株式会社 神戸ビーフすじカレー、神戸ビーフ赤ワイン煮込み 032

株式会社 TAJIMA
極上和牛専門 肉のタジマ 和牛亭たじまの特選神戸ビーフ焼肉ギフトセット 033

出展者名 出展商品名 小間番号

「鹿児島」コーナー
そうしん食＆アグリ・ビジネス
交流会（鹿児島相互信用金庫）お客様（取引先）の紹介 034

株式会社松野下蒲鉾 こだわりさつま揚げ詰合わせ 035

株式会社
サンサンフードクリエイト

きんかんジャム 180 ｇ・瓶入、きんかんコンポート 
140 ｇ・瓶入、金柑しょうが茶 190 ｇ・瓶入 036

有限会社
スリーウッドひかり

たけのこのうた、さつまたけのこハンバーグ、黒毛和牛
たけのこ丼の素 037

有限会社鶴長水産 ボンタンぶり、ボンタンかんぱち 038

株式会社オキス 乾燥野菜、添加物不使用九州産野菜パウダー、野菜茶 039

株式会社山川食品 刻み青高菜（冷凍） 040

AKR Food Company
株式会社

鹿児島県産黒豚使用！黒豚缶詰シリーズ、鹿児島県産黒
豚と黒さつま鶏のボーンブロス、かごしま黒豚「さつま」 041

「いぶり」コーナー

室蘭商工会議所 本所会員事業所の商品 042

株式会社
カネサン佐藤水産 イカソーメン２L、いくら醤油、揚げじゃがくん 043

株式会社中井英策商店 キンキいずし、ホタテいずし、ビーフパイ 044

株式会社望月製麺所 室蘭カレーラーメン、富良野産 牡丹蕎麦、北海道産小麦
生パスタ 045

「恵みの大地とかち」コーナー
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ソフト、十勝橋本牧場プレミアム
プリン 046

居酒屋 寿楽の息子 いけだ牛塊メンチカツ 047

チーズ工房NEEDS 大地のほっぺ、カチョカバロ業務用（チーズステーキ用）、
業務用チーズカード（モッツァレラ） 048

新得物産株式会社 新得八割そば、半生 新得生そば、新得そば茶 049

株式会社山本忠信商店 小麦粉 Reve de Lapin、ゆで枝豆、音更産なたね油 190g 050

株式会社北のささ 北のささの「熊笹エキス」、ペット用熊笹エキス「ささの恵」 051

株式会社ユーエム 行者大蒜ドリンク、行者ニンニク入りポ－クウインナ－ 052

どきみん 菊芋焙煎粉末、菊芋焙煎茶、菊芋焙煎チップス 053

浦幌フリーズドライ
株式会社 FD北海道コーン 054

株式会社江戸屋 乳蔵北海道アイスクリームセット、じゃがいもザクザク、
じゃがいもバタバタ 055

こばやしフーズ
株式会社

冷凍ブロッコリーカット、インカのめざめ ハーフカット、
十勝長芋の唐揚げ 056

有限会社中田食品 とうふくん、お豆腐屋さんの濃い豆乳、枝豆ころころ豆
腐 057

株式会社
十勝野フロマージュ おいしいカマンベール、ベルネージュ 058

「なまらうまい！JA」コーナー

ＪＡびばい 雪蔵工房おぼろづき、中村のとりめし炊き込みギフト（4合）、
つむぎ屋の乾燥野菜 062

ＪＡびえい 丘のおかし（フリーズドライ）、おかきに。、キャラメル
とうきび 063

ＪＡたいせつ お米ジェラート「愛すご飯」、オオカミの桃トマトジュース 064

ＪＡふらの 海老とトマトのクリームパスタソース、富良野にんじん
１００、富良野スープカレー（チキンレッグ入り） 065

ＪＡ稚内 稚内牛乳 のむヨーグルト、稚内牛乳 のむヨーグルト、
稚内牛乳アイスクリーム 066

ＪＡめむろ 十勝めむろフリーズドライ（もろこし物語り、えだまめ物語り、あずき物語り）、幻のじゃ
がいもマチルダがゴロッと入った十勝めむろカレー(ビーフマイルド、ビーフスパイシー) 067

北海道信用農業協同組
合連合会 展示企画 068

ＪＡ十勝清水町 北海道十勝熟成黒にんにく、焙煎あずき茶、北海道肉ソン
大統領の肉デカビーフカリー 069

出展者のご紹介
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ＪＡ豊頃町 切干大根【せんぎり】と【たんざく】、本格いも焼酎【酔
い頃】（よいころ） 070

ＪＡ本別町 大納言小豆、MameManma 焙煎黒豆、MameManma
だいずくん 071

ＪＡ東神楽 小麦薫るつけ麺、ゆめぴりか真空米・ゆめぴりか真空無
洗米、ななつぼし真空米・ななつぼし真空無洗米 072

ＪＡオホーツク網走 農協あわゆきソース、農協しろゆきソース、長いもコロッケ 073

ＪＡ東旭川 東旭川かりんとう（黒糖・蜂蜜）、おふくろの五目の具、
辛口純米酒 開拓魂 074

ＪＡ中標津 なかしべつ牛乳、なかしべつ牛乳プレミアム、ケフィア
オーレ 075

「おこしやす京都」コーナー

有限会社藤澤永正堂 フルーツバスケット（詰め合わせ） 084

株式会社くらま辻井 うなぎ山椒煮、山椒じゃこ、木の芽煮 085

株式会社
東山八ツ橋本舗 東山生八つ橋ニッキ抹茶詰合せ 086

有限会社井津美屋 抹茶うば玉、ラズベリーぶっせ、抹茶どら 087

有限会社
今村芳翠園本舗 お茶屋さんが売るスイーツ 087

有限会社京・和華 京都・東山茶寮 宇治抹茶ぜんざい 2 個入 087

株式会社
京の舞妓さん本舗 柚子トマト 087

有限会社巨泉 宇治茶アールグレイ、「京都きよ泉」抹茶・ほうじ茶チョ
コレート、お手作り京最中セット 087

辻鶏卵株式会社 だし巻、九条ねぎ入だし巻、ふくさ焼 087

株式会社東京野村 畑のお肉焼肉風味、ちりめんゆばご飯の素 087

株式会社
林屋久太郎商店

宇治抹茶チョコクランチ「茶乃樹」、濃茶ロールケーキ、宇治抹茶フィナン
シェ５ケース入 087

フレンドフーズ
有限会社 京都下鴨風漣堂 完熟赤山椒 087

株式会社下鴨茶寮 料亭のちりめんナッツ、卵かけ昆布、料亭の粉しょうゆ 088

株式会社丸や 京らー油ふりかけ 089

「静岡県フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト」コーナー

株式会社マルフク 富士の名月、伊豆の朝日、厚焼玉子 090

株式会社はの字食品 おさかなと豆乳のしんじょ、煮こごりジュレ、ひとくち
さつま揚げ 091

カネイ一言製茶
株式会社

ドリップほうじ茶 Drip roasted green tea、わたしの専茶 
有機和紅茶シリーズ 092

株式会社 agri do 大和橘ジャム、天城柚柑ジャム（あまぎゆこうジャム）、
三島紫紅果ジャム（ブルーベリージャム） 093

有限会社三共椎茸 日本産つぶより香信椎茸２２ｇ、九州産香信椎茸３５ｇ 094

株式会社
ホテイフーズコーポレーション

中性脂肪を下げる液切りいらずのしっとりツナ、無添加
ツナ、グレープフルーツ 095

やまと興業株式会社 べにふうきゼリー三ケ日みかん味、オーラック緑茶べに
ふうき、スーパーミクロン健康緑茶 096

株式会社 SHOUJI きくいも番茶 097

シーラック株式会社 焼津本枯れ鰹だし、バリ勝男クン。グイっとひといき編 098

株式会社松田商店 抹茶どらやき 099

株式会社カネジョウ ガリガリノ玄米ふりかけ（カップ）48g 100

株式会社髙森商店 島田の逸品 深蒸し煎茶つゆひかり、緑茶ティーバッグ、
抹茶入り水出し煎茶ティーバッグ 101

株式会社柳屋本店 入れるだけでだしが取れます 102

社会福祉法人
復泉会 KuRuMiX 起源家康みかんジュース（青島） 103

株式会社増田採種場 【機能性表示食品】ソフトケールGABA（青果物）、【機能性表示食品】GABAケー
ル（ケール粉末加工食品）、【オーガニック・有機栽培】ジューシーケール（青果物） 104

「富士山・伊豆こだわりの逸品」コーナー

出展者名 出展商品名 小間番号

合資会社
ベアードブルーイング

ライジングサンペールエール、スルガベイインペリアル
ペールエール、沼津ラガー 105

箱根物産株式会社 すずしろ大根、長いもたまり、雲助キムチ 106

土井製菓株式会社 富士の白雪カスタード、田舎草もち、富士山さぶれ 107

伊豆ホーリーズ
株式会社 ベリッチジャムシリーズ、静岡県産紅ほっぺ 108

株式会社タムラ食品 調味わさび 109

「食の集積都市 江別」コーナー

株式会社香彩園 南幌町 豚キャベツキムチ丼 110

江別市 江別産品等のPR 111

江別商工会議所 江別市内企業の商品PR等 111

株式会社菊田食品 江別の大豆でつくった揚げ王 112

株式会社菊水 チルド麺、寒干し麺 113

岩田醸造株式会社 紅一点 だし入りみそ、紅一点 田園江別 114

株式会社北辰フーズ 北海道産夕張メロンひとくちゼリー 115

株式会社町村農場 あじわいのむヨーグルト 140ml 116

江別製粉株式会社 薄力粉、パン用粉、おやつイン 117

株式会社
トンデンファーム コンビーフ、トウモロコシウインナー 118

株式会社マルナカ きたほなみながうどん極厚、きたほなみながうどん極薄、
きたわせながそば極太 119

「オホーツク」コーナー
ハッピーフーズ
株式会社

北海道産いくら醤油漬け（秋鮭）、味付け数の子（寿司用
1本）、知床産秋鮭と塩だけで作った鮭ほぐし 120

株式会社東京農大
バイオインダストリー

エミューモイスチャーオイル、エミューハム・ソーセージ・
ジャーキーギフト 121

有限会社マリン北海道 網走湖産しじみ貝 ( 常温）、大粒しじみごはん、わさびの
り 122

東京農業大学
オホーツク実学センター

エミューモイスチャーオイル、エミューハム・ソーセージ・
ジャーキーセット 123

中村農園 北海道知床ドレッシング 和風オニオン、北海道知床ドレッ
シング 柚子オニオン、北海道たまねぎしょうゆ 鮭節入り 123

株式会社
ノースフレンズ 知床玉ねぎとエゾシカ肉のキーマカレー 123

網走ビール株式会社 流氷ドラフト ( 缶 ) 124

ロマンス製菓株式会社 甘酒ソフトキャンディ、きな粉×黒ごま入りそふときゃ
んでぃ、桜そふときゃんでぃ 125

株式会社しんや ほたて燻油漬、オホーツク醤、ほたてエレガンス マスタード味 126

株式会社
北見ハッカ通商 ハッカ油スプレー、ハッカ飴、メンタブ 127

ＪＡきたみらい 白花美人（甘納豆）、玉ねぎとチーズが溶け込んだポーク
カレー 128

北見鈴木製菓株式会社 プレミアムペパーミントクッキー 129

北見市雇用創造協議会 トマトペースト、ドライトマトの蜂蜜漬 130

「青函」コーナー
能戸フーズ株式会社／公益財
団法人函館地域産業振興財団 Nutsko、Rinko、SAKURAKO 131

昭和製菓株式会社 北海道バター飴 132

株式会社小原／公益財団
法人函館地域産業振興財団

クリスマスアイランドソルトシャンメリー 、
大人のシャンメリー 133

株式会社みよい 有機南瓜「くりりん」１０㎏、みよいさん家のとっても
甘い有機かぼちゃ、有機南瓜粗ごしマッシュ５００g 134

株式会社だるま食品本舗／公益
財団法人函館地域産業振興財団

北海道産納豆とよまさり、函館たまふくら大豆納豆、
ごちそう納豆ふりかけ 香ばしカリカリ海鮮 135

株式会社ヱビスパック 焼きさんまめし、焼きいわしめし、ヱビスのいかめし 136
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出展者名 出展商品名 小間番号

有限会社タカハシ食品／公益財
団法人函館地域産業振興財団 ホッケ塩焼、たら子と昆布の旨煮、にしん昆布巻 137

函館米穀株式会社 北海道産 函館育ち ふっくりんこ、北海道産 ゆめぴりか、
北海道産 ななつぼし 138

株式会社竹田食品 工場直送いか塩辛、工場直送いか明太 139

株式会社魚長食品 いかめし、塩辛、はこだてビール 140

中水食品工業株式会社 箱館海鮮松前漬、帆立炊き込みご飯の素 141

有限会社マルナマ食品 箱館造りいか塩辛 142

株式会社上野屋 松前本マグロキムチ、本まぐろしぐれ煮、錦昆布（やわ
らか） 143

株式会社三友食品 函館こがね、本格あたりめ、やわらかくんさき 144

株式会社アドバンス Gaivota（ガイヴォータ）、Gaivota（ガイヴォータ）、
OTOBBEAN PALE ALE（ペールエール） 145

株式会社三豊 カナダ北寄貝サラダ、無着色いか塩辛、菜の花にしん漬 146

道南伝統食品協同組合 塩吹き昆布 147

タグボート株式会社 ドルチェようかんワイキューブ 148

有限会社柏崎青果 親孝行黒にんにく 150g、青森県産歯ごたえのある切干
大根、青森県産乾燥スライスごぼう笹切り 149

「釧路・根室地域」コーナー

ふたみ青果株式会社 ドリーツショコラ（ストロベリー）、じゃがバター 167

知床標津マルワ食品
（丸和信和建設株式会社）手火山造り さけ削りぶし 華ふぶき 168

株式会社兼由 さんまの旨煮極 (SP) 169

標津町役場
（地場産品振興対策室） 船上一本〆スモークサーモン 170

株式会社
北海道日の出食品 パリポリ焼き昆布 171

「北海道ブランドづくり」コーナー
ウポポイ
（民族共生象徴空間） ウポポイのPR 061

E-ZO フード塾OB会の PR 175

ヘルシーDo
北海道食品機能性表示制度 北海道食品機能性表示制度のPR 177

北海道農政部食品政策課 道産食品独自認証制度、登録制度、麦チェン 179

一般社団法人
北海道貿易物産振興会 プルーンシロップ漬け、山中練乳 180

株式会社札幌丸井三越
／株式会社北海道百科

北海道羊のカレー、悪魔の昆布うにまみれ、まるごとポッ
プコーン 183

北海道池田町十勝ワイン 十勝ワイン 山幸 184

北海道ワイン株式会社 おたるナイヤガラ 184

「個別出展」コーナー

みれい菓株式会社 バスクチーズケーキ、エダムフロマージュ、札幌ブリュ
レ焦がしメープル 076

株式会社ソラチ 十勝豚丼 いっぴん監修 豚丼のたれ 077

株式会社宇治園 生ショコラテリーヌ（抹茶・ほうじ茶）、生トリュフセッ
ト（抹茶・ほうじ茶・緑茶・玄米茶・ラズベリー抹茶） 078

月寒あんぱん本舗
株式会社ほんま

月寒あんぱん5種セット、寒月5個入 こしあん、月寒ドー
ナツどさんこプレミアム 079

有限会社
薫製工房ハントヴェルク 北海道産熟成ベーコン 080

CRカンパニー合同会社 加熱済ステーキ ( 特定加熱食肉製品 )、トマホークポーク
( 骨付き豚ロース ) のコンフィ、惹き肉®ハンバーグ 080

株式会社わらく堂 クリームあんドーナツ、皮付きスイートポテト 081

アイビック食品株式会社 ねこぶ酢 082

総菜開発株式会社 総菜（冷凍・冷蔵） 082

出展者名 出展商品名 小間番号

株式会社わかさや本舗 北海道バターリッチ、じゃがバターすいーとぽてと 083

日本食品製造合資会社 日食 オーガニックオートミールのおかゆ、日食 ふわサクフルーツ＆ナッ
ツグラノーラ 小容量パック、日食 オーガニックコーンフレーク プレーン 150

株式会社 JAKE 有機 JAS認証のエディブルフラワー 151

曲〆髙橋水産株式会社 北の漁師膳、あわび松前漬、北の和膳 152

株式会社白亜ダイシン 北海道レモンカード、北海道カップシフォン、北海道カ
マンベールチーズディップ 153

株式会社グルメ・ド・
ノール かにしゅうまい、北海道こだわりカスタードぷりん 154

フードクリエイトジャ
パン株式会社

北海道産熟成肉～ドライエイジングビーフ～、台湾 生タ
ピオカ 155

有限会社
当麻グリーンライフ 雪ん子トマト 156

佐藤水産株式会社 鮭ルイベ漬 157

株式会社
テンフードサービス

みよしの餃子チルド、みよしのしゅうまいチルド、みよしの
レトルトカレー 158

西山製麺株式会社 生ラーメン、ラーメンスープ、ラーメン具材 159

ペこ・ジェラ・ファク
トリー

ぺこ・ジェラ、ぺこ・ジェラ（業務用無地）、ぺこ・ジェラ
（業務用 1.5L バルク） 160

まるたかヌードル 更科そば（北海道産）2人前、手打ち風田舎そば（北海道産）
2人前、本つゆ 161

株式会社小樽海洋水産 小樽の小鍋（6個入）、甘えび魚醤油 雅、海鮮焼き詰合
せ 162

榮屋株式会社 いももち、ポテバタ、ラーメン 163

有限会社丸中舛岡水産 ししゃも、ししゃも珍味 164

株式会社北都 昆布巻４本セット（ＨＣー４）、かにみそ缶（Ｃ） 165

鱗幸食品株式会社 とろりんしゅうまい、札幌しゅうまい、ぶたどん棒や 166

株式会社
アイ・ティ・エス 北大がごめ昆布飴 172

池田食品株式会社 北匠味 焼カシュー、北海道ミルクボーロ、北海道海鮮豆 
焼帆立豆 172

株式会社Ｋカンパニー 「ネコ酒札幌お土産キット」、「ネコ酒札幌お土産ポーチ」 172

札幌市インバウンド向け
新商品ブース インバウンドを意識した食品、おみやげ品 172

浜塚製菓株式会社 札幌限定幻のイチゴ、さとほろを使用したかりんとう 172

福山醸造株式会社 トモエ北海道ごち醤油 150ml、トモエ北海道のおいしい
減塩しょうゆ 200ml、まるごとピューレコーン 80g × 2 173

株式会社
コニサーオイル 肌ぴりか水 174

木田製粉株式会社 北海道産強力粉、Hokkaido pancake 176

株式会社枝幸水産商会 海産物 178

北海道立総合研究機構 
花・野菜技術センター 北海道産の新鮮な青果物 181

公益財団法人北海道科学技術総合
振興センター（ノーステック財団）

ローズマリーグミ caor（株式会社伊谷商事）、ほたて小幌煮（醤
油味）（株式会社青功舎）、エゾ鹿トマト煮（北泉開発株式会社） 182
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