
NO 会社名

1 （株）アイチフーズ

2 アイビック食品（株）

3 （株）ＡＥＩ　ＩＮＴＥＲ　ＷＯＲＬＤ

4 （有）赤いとうがらし

5 アサヒビール（株）北海道統括本部

6 （株）東寿し

7 （有）アップルソースゴーイング

8 池田食品（株）

9 石屋製菓（株）

10 岩田醸造（株）

11 (有)夘野食品

12 （株）HPI

13 オシキリ製麺（株）

14 （株）office円山

15 （株）活里

北のブランド2013　認証製品一覧
【食品部門】

製品名

紅一点　清里
紅一点　天然醸造無添加生みそ

ピリカラ京あげ
京あげとよまさり

北海道かにラーメン　みそ味
北海道ホタテラーメン　しょうゆ味
味の大王　元祖カレーラーメン　中辛

札幌黄ねりこみラーメン
（みそ味・しょうゆ味・辛みそ味・トマト冷し味）

浜頓ホテル　鮭まんじゅう
浜頓ホテル　帆立まんじゅう

北匠味　焼カシュー
タマゴボーロ
（新）札幌大豆　生産者の顔が見える大豆　素焼黒豆

白い恋人

（新）どら抹茶

オリゴノール　フローレイ
活茸健力
活里アーゼ田七

青南蛮味噌
手造り　ふらのワインミックスジャム
ふらのワインチョコレート
北海道濃厚プリンジャム

昆布だし
昆布醤油
こんぶ酢

太陽の王様（オレンジキャロル、サンチェリー）
葡萄の王女（ピノ･ノアール、ケルナー）
（新）北海道産たまねぎと太白胡麻油のドレッシング

札幌プリン
焼きプリンケーキ
万能ドレッシング

ニッカ竹鶴（１２年、１７年、２１年）ピュアモルト
シングルモルト余市

ずわい蟹の味噌甲羅焼
昆布ドレッシング
五色塩



16 （株）かね彦

17 （株）かやねミート

18 （株）北のグルメ

19 （株）北の達人コーポレーション

20 （有）キタヒロ商会

21 （株）きのとや

22 京田食品（株）

23 （株）ケルプ研究所

24 （株）玄米酵素

25 （株）香貴

26 （株）小山製麩所

27 サザエ食品（株）

28 （株）佐々木果樹園

29 （株）札幌居酒屋工房

30 サッポロ飲料（株）

31 サッポロウエシマコーヒー（株）

32 サッポロビール（株）

33 （株）サッポロミルク

いくら正油漬
知床らうす深層水漬　しまほっけ

スモークチーズハムＫＡＭＡＢＯＫＯ
きびっこちゃん
鮭丸くん

チキンしぐれロイヤル
上富良野チャーシュー
しらおい牛しぐれ煮
しらおい牛なんばんみそ
しらおい牛ローストビーフ
（新）しらおい牛コーンドビーフ

カイテキオリゴ

とまとジュースふるさとの元気
特選とまとジュースふるさとの元気
海幸塩　アルミ袋・平袋

純北海道産　特製ミルククッキー「札幌農学校」

夕張メロンパン
原材料北海道食パン

植物エキス発酵飲料　Ｆ&Ｅシリーズ

ハイ・ゲンキ　スピルリナ入り
ハイ・ゲンキ　霊芝入り

石狩の浜
羅臼の海
群来の海

豆乳
熊笹麩饅頭
生麩田楽
夕張メロン餅

十勝おはぎ
十勝大名おやき
ゆきおやき

プルーンゼリー
イチゴジャム
プルーンジャム

北海道産炭火焼かしわ白
北海道産蒸し鶏
炭火焼軟骨入りつくね串

Ｒibbon　ナポリン

緑茶　茶心
北海道ガラナ
北海道マイルドコーヒー

サッポロ クラシック

サッポロミルクプレミアムアイス

gouda
ハイライト表示

gouda
ハイライト表示

gouda
ハイライト表示



34 （株）侍ファクトリー

35 （有）サンキット

36 サンマルコ食品（株）

37 （株）シード

38 （株）ジェイシークリエイティヴ

39 篠田食品工業（株）

40 （株）笑福園

41 （株）創和

42 （株）大望

43 （株）竹田食品

44 （有）谷口食品

45 （株）中央食鶏

46 （株）中華札幌

47 （株）ディームファクトリー

48 （有）ＤＩＸ Ｆａｍｉｌｙ Ｉｎｃ．

49 （有）当麻グリーンライフ

50 （株）トーチク

51 （有）冨田ファーム

（新）津別物語　クリーミーコロッケ　カニ
（新）津別物語　クリーミーコロッケ　コーン

（新）有機シシリアンルージュトマトジュース
（新）有機吟醸甘酒
（新）トマト麹甘酒ゼリー　雪ん子ルージュ

（新）侍のプリン
（新）侍のプリン　ザ・プレミアム

コラーゲンはだあめ　（はちみつ味・しお味）
ぶどう糖オリゴＢ１
（新）コラーゲンかりんとう蜂蜜ピーナッツ味

サラサラ健笑茶
体のバランス健笑茶
（新）自然パワー健笑茶

北海道まるごと青汁
北海道○（まる）だし

道産　鮭重ね巻

万能このみだれ
旨みソース　カツ＆フライ
白い焼肉のタレ

氷温熟成生ラーメン
氷温熟成乾燥ラーメン

大望の野菜フレーク
　かぼちゃフレーク
　とうもろこしフレーク
　にんじんフレーク
　じゃがいもフレーク

数の子松前
北海道限定　松前漬
（新）濃旨がごめ昆布のしょうゆ漬

紅太巻
鱈の一本巻
にしん甘露煮みそ味

三笠の鶏醤（発酵風味調味料）
鶏醤もつ鍋
鶏醤焼とり
鶏醤
（りんごポン酢・玉ねぎドレッシングさらさらタイプ・玉ねぎドレッシングサクサクタイプ）

いももち・かぼちゃもち
つまみ揚
北海道しゅうまい

十勝ドルチェ橋本牧場　プレミアムアイスクリーム
ブラウンスイス乳　黒陶入りプリン
（新）ブラウンスイス乳プレミアムミルクシュー

北海道GUMBO

鶏卵　美々の雫

冨夢
おこっぺ大地



52 中札内村農業協同組合

53 中村食品産業（株）

54 中山食品工業（株）

55 （有）乳食研

56 （株）ピー・アンド・ピー

57 （株）FIND

58 風月(株）

59 （有）フーズアンドブレッド

60 深川油脂工業（株）

61 福山醸造（株）

62 プレミアネット（株）

63 （株）北辰フーズ

64 （株）北友物産

65 （株）北海道アグリマート

66 北海道キヨスク（株）

67 （株）北海道ケンソ

68 北海道源平薬品（株）

（新）有機黒千石茶

（新）北の乳酸菌

そのままえだ豆
そのまま黒えだ豆
すじなしいんげん

河村さんちの鉄粉ぬか床

磯の木昆布
とろろ巻昆布
味きらりゆず昆布
磯芭蕉

スープカレーラーメン
さくさくレッド
スープカレーの素

北海道のお好み焼　札幌焼【冷凍】

北海道牛乳１００％パン
（新）北海道ふすまPanパン
（新）北海道ふすまクッキー

（新）ファーメントチーズ
（新）お刺身チーズ

ソテードオニオン
化学調味料無添加ポテトチップス

トモエ日高昆布しょうゆ
トモエ北海道の恵み
トモエ日高昆布だし彩り

「頑張ッて お酢藻」　ドレッシングタイプ調味料

シャーベリアス　夕張メロン
札幌トマトゼリー
余市さくらんぼゼリー

ソフト焼ほたて
汐昆布茶
ぷちぷち鮭フレーク

北海道サイダー
　（スパークリング・トマト、スパークリング・グレープ赤、

　　スパークリング・グレープ白、スパークリング・キャロット）

玄米穀命
（新）ミニトマトかりんとう

緑茶うらら
HOKKAIDOニセコWater
きた灯り
洞爺湖チップ寿司
時不知の手まり寿司
（新）GLAD レギュラー/ブラック

根昆布だし
丸ごと根昆布醤油
吟選根昆布だし



69 北海道コカ・コーラボトリング（株）

70 （株）北海道バイオインダストリー

71 （株）北海道フロンティアフーズ

72 （株）北海道霊芝

73 北海道ワイン（株）

74 （株）北海大和

75 （株）ほんま

76 （株）丸亀

77 丸高水産（株）

78 （株）マルナカ

79 ミキ食品（株）

80 （株）ミルクハウス

81 （株）ＭＯＶＥ

82 （有）ヤマキ末広庵

83 山小　小林食品（株）

84 （株）ゆたか

85 （株）ロジネットジャパン

い・ろ・は・す　/ハスカップ
ジョージアサントスプレミアム北海道デザイン
（新）ミニッツメイド　大人の贅沢ぶどう/大人の贅沢りんご
（新）ジョージアミルクコーヒー

アリウムエクセラ
北海道ヤーコン茶
（新）北海道タマネギドレッシング

北のタコねぎチーズ揚げ
（新）インカのめざめ　じゃがバター揚げ
（新）鮭みそちゃんちゃん揚げ

霊仙命湯（北海道産純良霊芝茶）
霊仙命湯　ゴールド・カプセル
旺煌のβ -グルカン

おたるワイン
鶴沼ワイン

（新）北海道野菜ふりかけ徳用
（新）北海道黄玉ねぎスープ生姜入り
（新）北海道十勝牛しぐれ

月寒あんぱん
月寒まんじゅう
北の生ショコラもち
玉ドーナツ・月寒ドーナツ

手造り天然さしみ鮭
熟成　焼用　中辛鮭
熟成塩引鮭

がんこおやじのハンバーグ
和ちいず

（新）ねこあし昆布ふりかけ
（新）がごめ昆布入り鮭節ふりかけ
（新）がごめ昆布入り山わさびふりかけ

（新）北海道大雪山「ゆきのみず」

マリーネ（紅鮭・帆立・マトウ鯛）
吟鮭炙り焼き

きたほなみ うどん
きたほなみ グリーン
（新）北海道ぶっかくうどん

しろくまぜんざい
ハスカップぜんざい
かぼっちゃんぜんざい

冷凍ソフトクリーム
ソフトクリーム（バニラ・カフェオレ）
ミルクハウスプレミアムアイスクリーム
（バニラ・チョコレート・チーズ）

北海道大豆粉入り生ラーメン
北海道ラーメン
北海道鶏醤らーめん

北の地図
北のかにっこ焼
北の大福



86 （株）ロバ菓子司本社

87 （株）WORTH　JAPAN

88 （株）わらく堂

蔵生

スイートオーケストラ（さつま芋・かぼちゃ・フロマージュ）
北海道スイートポテト
（新）おもっちーず（プレーン・しょこら・いちご）

（新）健美の里　万能極だし
（新）健美の里　極だし醤油
（新）健美の里　海宝珠漬



NO 会社名

1 （有）秋山建築板金

2 旭イノベックス（株）

3 アトリー物産（株）

4 （株）石川技研工業

5 （株）いたがき

6 （株）エール

7 （株）エルコム

8 （株）office円山

9 (有)環境資源応用技術開発研究所

10 （株）北一タカハシ建設

11 （株）木の城たいせつ

12 （株）キムラ

13 空調機器管理（株）

14 （有）グッドマン

15 （株）Ｋ＆Ｋ

16 （株）Ｋカンパニー

天然湯の華　神秘のにごり湯

（新）携帯　ピザ窯

耐雪構法
SoloHaus
（新）木の城たいせつ　道産材100％

北の宮大工が建てるＱ１-数寄屋住宅

サミット　Ｓｕｍｍｉｔ
たい肥の素
ニャッパ

小型圧縮機プレモ　400P・400B
小型圧縮機プレモ　750B
自動ゴミ圧縮機プレモ200

製品名

温水ラジエーター（COSMO　PANEL・PARA　Warm）

ドレンキャップ
セーフティーバケット

鞍シリーズ

クロー知らず

絹のきものを着たバイオ消臭剤「絹コロン」
絹のボディスポンジ「絹子」＆絹のあかすり「絹子のせなか」
天然竹炭軽石「かぐや姫」

三笠還元有機肥料
生ごみパックン

グッドマン換気口

太陽軌道追尾式発電システム「道産光“陽まわり”」

（新）ゼオライト内装塗り壁材　AZ　wall
（新）天然調湿消臭材　床下さらさら
（新）ゼオライト消臭材　スメルゲン

（新）Salon de Muya オリジナル懐紙

【ものづくり部門】



17 寿産業（株）

18 （株）コスメテック札幌

19 （株）コバエンジニア

20
社会福祉法人
さっぽろひかり福祉会光ファクトリー

21 三栄工業（株）

22 （株）サンキキ

23 （株）住宅夢工房

24 省電システム（株）

25 （株）ショーワ

26 正和電工（株）

27 （株）Ｔｈｅ　Ｓｔ　Ｍｏｎｉｃａ

28 （株）大丸　白倉商店

29 狸小路ピカロン

30 （株）東北医療器械　札幌支社

31 （株）特殊衣料

32 （株）ドリビス

33 ナチュラルケア（株）

34 日本アーク開発（株）

35 （株）ノースプラン

（新）ピカロン
（新）ピカロンキャンドル

（新）片持式カーポート「家CAR天下」

（新）新築こえるくん

（新）アストレPFTジェルEX
（新）アストレフェイスソープEX

ゴーポート
スノーセイバ

防かびポン
廃タイヤリサイクルシステム

保護帽「アボネット」

高潤度基礎化粧品　かほる
　ローション
　ウォッシングクリーム
　クレンジングジェル
　ピュアエッセンス

未来の和洋室　ささまめこ

ＢＡＢＹ＆ＭＯＴＨＥＲ
　天然馬油保湿クリーム
　天然馬油せっけん
（新）Good Bye Insect 虫よけスプレー

バイオトイレ「バイオラックス」
生ゴミ処理機「バイオセルフ」

ＤＣパネル（Ｄirection　Ｃontrol　Ｐanel）

屋上防水・断熱工法
外断熱アークパネル工法
鉄骨枠組ブレース工法
融雪槽スノーing
雪庇防止フェンス
排熱利用ロードヒーティング　WITH

Sipirka-シピリカ-　エイジングスキンケアシリーズ
ララクDNAクリーム

塩５０％＆マリンコラーゲン
塩３０％＆ホトケノミミ
流氷の塩　バスソルト

マルチヒーター

デザイン量水標
CCTVカメラ対応量水標
洪水痕跡機能付量水標

ステンレスパワーヒーティングシステム
（新）融雪パネル

「Floral」ラベンダー芳香スプレー
「Floral」ラベンダー芳香スプレー　原液



36 （株）バイオラファー

37 （株）ハイ・フォート

38
ＮＰＯ法人
パッシブシステム研究会

39 Ｈanako　Ｇarden

40 （株）ビオフレックス

41 （株）光合金製作所

42 （株）ヒルコ

43 プラス化成工業（株）

44 ヘア・マーテック（株）

45 （株）ほくでんアソシエ

46 一般社団法人
北海道エコエネルギー技術協会

47 北海道気密販売（株）

48 北海道磁気印刷（株）

49 北海道純馬油本舗（有）

50 北海バネ（株）

51 （株）マイスター

52 （株）ミタカ工業

53 合同会社もえれ製作所

54 （有）屋根の興研

（新）エミューモイスチャーオイル
（新）エミューモイスチャークリーム
（新）エミューモイスチャーソープ

ヘアモッシュ
　シャンプーソープ
　スカルプエッセンス

すずらん缶詰

パッシブ換気システム

ハイブリッド式循環型水洗トイレ「ラファクリーン」

空調用中高性能フィルター

スノーダクト　目詰り防止具「つまらないものですが」
エコシャワー「深さ１０cmの秒速融雪器」
（新）雨樋付落雪防止装「ツララカット」

エコロドア
エコロウインド　もくプラ　Ｍ
（新）エコロアウトセット

（新）犬用歩行補助器「のせてポン！」

ピュアホワイト　Q10
北海道よくばりセット
北海道白カンバ石けん

ピュアハニー
　バスエッセンス
　ボディーソープ
　ハニーモイストゲル

スノーハンター

植物性エコトレー「タピオ」

埋設型融雪機　融雪王ＨＳ-２２００

お庭の水道シリーズ
　温水シャワー不凍水栓柱　アクラス
　デザイン不凍水栓柱　ＣＫ・ＧＫ
　地下収納不凍水栓　ＫＦ２

ハリセンス

セミオーダー　木製床下ガラリ

太陽光発電・多雪地域・落雪屋根用施工システム
「北海道エコエネPVレール」

唐松石鹸
唐松風呂
唐松泡石鹸
LARCH



55 （株）リー・プロ

56 （有）リペラ

57 （株）レーザーシステム

58 （株）ワンダードック

NO 会社名

1 インフォネット（株）

2 ニューイング・ソフト（株）

【IT・ソフトウェア部門】

製品名

io
グループウェア「かたりすと」
CTI顧客管理システム「てれあしすと」

ASP・SaaS型シフト管理システム「シフトJAWS」

NAMARA！ハンバーグ
NAMARA！ケーキ
NAMARA！おやつ
（新）NAMARA！ウォーター

レーザースクライブ装置　Ｌａｓｅｒ　Ｓｃｒｉｂｉｎｇ　Ｍａｃｈｉｎｅ

断熱α コートECO

Ｆｌｏｗ-Ｉ・Ｃ・Ｒ-シリーズ


