
中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者

＜平成30年4月4日認定＞

※下線は代表者

【平成３０年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

旭川産の米を用いた農福連携による

福祉用加工食品の開発・製造・販売

収穫の様子

① 中： (株)フレアシステム（旭川市）

(株)旬喜野恵（旭川市）

(1) 農： 中島 張（旭川市）

炊込みご飯用米とお米のパフ商品の

開発・製造・販売事業

② 中： (有)澤田米穀店（北斗市）

(2) 農： 帰山 和敏（知内町）

サラダにかける

お米パフ

エディブルフラワーの栽培、加工及
び販売事業を通じた岩見沢地域活
性化プロジェクト

③ 中： (株)ＪＡＫＥ（岩見沢市）

(3) 農： 西村 公一（岩見沢市）

エディブル
フラワー

＜平成30年12月7日認定＞

④ 中： (株)折笠農場（幕別町）

(4) 農： (有)ベルセゾンファーム（幕別町）

有機栽培大豆の

使用例（きな粉）

幕別町の有機農産物を用いた有機
JAS認証加工食品の開発・製造・販
売事業

農産物を用いた菓子原料と新たな
菓子類の製造の機械化による生産
性向上事業

⑤ 中： 北見鈴木製菓(株)（北見市）

(5) 農： (株)イソップアグリシステム（北見市）

ラングドシャ

⑥ 中： (株)ハルキ（森町）

(6) 林： ようてい森林組合（京極町）

高強度集成材ようてい地域の森林資源の高付加
価値化を図る高強度集成材開発お
よびIT化・AI化事業

⑦ 中： (株)北海道夢民村（旭川市）

(7) 農： (有)西神楽夢民村（旭川市）

水田入水自動
制御装置

農作業の負荷低減と事故防止を目
指した農業用システムの開発と販
売事業

③(3)⑩⑽岩見沢市

①(1)⑦(7)旭川市

②北斗市

(2)知内町

⑤(5)北見市

④(4)幕別町

⑥⑧森町

(6)京極町

＜平成31年2月8日認定＞

友好町の北海道森町と静岡県
森町が連携する昆布と茶葉を用
いた菓子類の製造・販売事業
⑧ 中： 木下 信（北海道森町）

(8) 農： 小澤 清市（静岡県森町）

昆布とお茶の
ようかん

冷凍生昆布加工品の開発と機
械化による生産性向上事業

⑨ 中： (有)ヤマキュウ西川水産(福島町)

(9) 漁： 中村 孝（福島町）

横綱昆布佃煮

岩見沢産リンゴ等の農産物を原
料とするレアフルの開発・製造・
販売事業

⑩ 中： ニホンフード(株)(岩見沢市)

⑽ 農： 東井 宏光（岩見沢市）

リンゴのレアフル

⑨(9)福島町



④ 中： (株)マルデン（えりも町）

(4) 漁： (有)丸傳水産（えりも町）

えりも産
天然水産物

中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２９年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

＜平成29年6月9日認定＞

※下線は代表者

(1) ⑤ 恵庭市
①②③札幌市

① 中： (株)香貴（札幌市）

(1) 農： 塚田 卓也（恵庭市）

植物性乳酸菌ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を使用した
農産加工品の開発・製造及び販売

コールラビ

フルーツほおずきを用いた菓子類の開発・
製造・販売事業

② 中： ＧＥＬＡＴＥＲＩＡ Ｇｅｒｅａｍ

（札幌市）

(2) 農： かわにしの丘しずお農場(株)

（士別市）

フルーツ

ほおずき

(2) ⼠別市

＜平成29年8月10日認定＞

ハスカップを用いたエステ用化粧品類の
開発・製造・販売

③ 中： (株)アメージングアンク（札幌市）

(3) 農： （株）esaki（長沼町）

ハスカップ

えりも産魚介類のオリーブオイル漬け“オリ
ーブdeシリーズ”開発・製造・販売事業

「石狩産の農産物」を用いてテルツィー
ナ堀川シェフの技術を活かした北海道
イタリアン菓子類の開発・販売事業

⑤ 中： (株)オンサイト（恵庭市）

(5) 農： 北石狩農業協同組合（当別町）

北海道
イタリアン菓子

十勝産大豆と北海道産農産物を組み合
わせた大豆加工食品の開発と新規販路
開拓

⑥ 中： （有）中田食品（帯広市）

(6) 農： 村瀬 博明（清水町）

味付き
充填豆腐

愛別産のもち米を活用した焼きおかき
製品の開発と販売事業

⑦ 中： （株）北海道米菓フーズ（旭川市）

(7) 農： （有）協和農産（愛別町）

焼きおかき

(3) ⻑沼町

④ (4)えりも町

(5) 当別町

⑥⑫(12) 帯広市
(6) 清⽔町

⑦旭川市
(7) 愛別町

＜平成29年10月13日認定＞

牧場の資源を活用した都市農村交流
ビジネスの展開

⑧ 中： （株）山川（中標津町）

(8) 農： (有)竹下牧場（中標津町）

観光サービス

⑧ (8)中標津町

＜平成29年12月8日認定＞

⑨ 中： (株)一休製麺（苫小牧市）

(有)一休そば（苫小牧市）

(9) 農： (株)神門（雄武町）

⑨ 苫⼩牧市

(9) 雄武町

雄武町産の韃靼蕎麦を用いた健康機能性
そば麺の開発・製造・販売

韃靼蕎麦

＜平成30年2月9日認定＞

じゃがいも生産現場の省力化に対応した
「石対策培土取付ブラケット」 の開発、製
造及び販売事業

⑩ 中： （有）サンヨー工業（北見市）

(10) 農： （株）希来里ファーム（津別町）

土寄せの状況

ニシンとトマトの加工品開発及び製造工
程の機械化による生産性向上事業

⑪ 中： （株）一八興業水産（岩内町）

(11) 農： 本堂 秀利（岩内町）

調理用トマト

十勝ロイヤルマンガリッツァ豚を使った
加工食品の開発、製造及び販売

⑫ 中： （株）丸勝（帯広市）

(12) 農： (有)有機実業（帯広市）

マンガリッツァ豚

⑩北⾒市
(10)津別町

⑪(11) 岩内町



②岩⾒沢市
(1)新篠津村
(2)⽉形町

(9)増⽑町

①,④〜⑦,⑨,⑩
札幌市

③(3)
江別市

⑧(8)
⑭(14)鷹栖町

(6)苫前町

(4)厚岸町

（5)(7)当別町
(7)新⼗津川町

(11)厚真町

⑪⼩樽市

⑫(12)
⽩⽼町

⑬(13)⾳更町

⑮帯広市
(15)清⽔町

(10)芦別市

中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２８年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

① 中： (株)まるたか（札幌市）

(1) 農： 田中 哲夫（新篠津村）

北海道産そば粉と小麦粉を使った低糖質・
健康志向の麺の開発と販売

＜平成28年7月6日認定＞※下線は代表者

赤身肉を用いたヘルシーな北海道産ドライ
エイジングビーフの開発・製造・販売事業

② 中： フードクリエイトジャパン(株)（岩見沢市）

(2) 農： (有)今野農場（月形町）

低糖質そば ドライエイジング
ビーフ

町村農場の乳製品と希少糖等を用いて、江別市に
こだわったヘルシースイーツの開発・製造・販売事業

③ 中： (株)ベイクド・アルル（江別市）

(3) 農： (株)町村農場（江別市）

無脂肪乳＆希少
糖使用ブリュレ

＜平成28年10月14日認定＞

スモーク専門店の燻煙技術を活かした

厚岸産海産物の加工品の製造、販売事業

④ 中： 丸高水産(株)（札幌市）

(4) 漁：厚岸漁業協同組合（厚岸町）

北海道産の農産物と農産加工品を用いた外国人
専用商品の開発・販路開拓サービス事業

⑤ 中： (株)ＤＭＣ（札幌市）

(5) 農：（有）大塚農場（当別町）

小型無人航空機と地理情報システムを活用した
農業サービスの開発・販売事業

⑥ 中： (株)サングリン太陽園（札幌市）
(6) 農：（有）無限樹（苫前町）

苫前町農業協同組合（苫前町）

厚岸産カキ 雑炊 農薬散布
システム

新たな物流と商流の構築による
北海道産農産物の輸出事業

いわさきファームが肥育するブランド和牛

「白老牛」の生産性向上のための

クラウド型肥育管理システムの開発・販売

JAとまこまい
広域産の農産物

システム
イメージ

⑩ 中：みれい菓(同)（札幌市）

(10) 農：(有)大橋さくらんぼ園（芦別市）

⑪ 中：北宝堂(株)（小樽市）
(11) 農：とまこまい広域農業協同組合

（厚真町）

⑫ 中：(有)阿吽（白老町）

(12) 農：(同)いわさきファーム（白老町）

ドローン撮影による空中写真化と農地・森林調査用
画像解析システム開発事業

⑦ 中： (株)ビィーシステム（札幌市）
(7) 農：森本隆志（当別町）

林：そらち森林組合（新十津川町）

鷹栖牛と鷹栖町産農産物を使用した加工
品の開発、製造及び販売
⑧ 中：(株)バイオアグリたかす（鷹栖町）
(8) 農：（株)新田ファーム（鷹栖町）

（有）助安農場（鷹栖町）

鷹栖牛と鷹栖産玉ね
ぎを使用した牛丼

画像解析
システム

増毛産果実を使った北海道プチスイーツ

の開発・製造・販売事業

⑨ 中： (株)ファーストバンク（札幌市）

(9) 農：増毛果実(株)（増毛町）

北海道プチ
フルーツパイ

大橋さくらんぼ園の果実を使った新北海道
スイーツの開発・製造・販売事業

副産物を活用した道内初のブラウン
スイス乳フローズンヨーグルトソフトの
製造事業

山恵の鹿肉と鷹栖町産フルーツトマトを

使用した加工品の開発、製造及び販売

北海道（十勝）産小麦粉及び、地場産生産
物と副産物を原料としたミックス粉の開発・
製造・販売事業

フルーツ
ブリトル

フローズン

ヨーグルトソフト
フルーツトマト

⑮ 中： (株)ディームファクトリー
（帯広市）
(15) 農：橋本晃明（清水町）

⑭ 中：北建建設(有)（鷹栖町）

(14) 農：相澤 勇（鷹栖町）

⑬ 中：(株)山本忠信商店（音更町）

(13) 農：(事)チホク会（音更町）

＜平成29年2月3日認定＞

チホク会の
小麦畑



②赤井川村

中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２７年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

① 中： （有）末廣軒（北斗市）

(株)はこだてSinアグリファーム

（函館市）

(1) 農： 北井 里佳（函館市）

新品種果実「ワインベリー」を用いた
スイーツの開発・製造・販売事業

＜平成27年7月6日認定＞

※下線は代表者

(1)函館市①

プレミアム加糖練乳（仮称）の製造・
販売の事業化

② 中： （株）山中牧場（赤井川村）

(2) 農： 宮本 博（余市町）

(2)余市町

ワインベリー

山中牧場牛乳

①北斗市

＜平成27年10月14日認定＞

滝川市産のさつまいも及び本別町産
の豆類を使用したこだわりの砂川ス
イーツの開発、販路開拓事業

りんごと
さつまいも
のパイ菓子

③ 中： （有）ほんだ菓子司（砂川市）

(3) 農： 香西 静江（滝川市）

本別町農業協同組合（本別町）

(3)本別町

③砂川市
(3)滝川市

＜平成28年2月3日認定＞

朱鞠内のこだわり野菜を使った無添
加・高級スープの開発・製造・販売

道南の農水産物を活用した健康と美
容効果を高める機能性スイーツの開
発・製造・販売事業

生産量日本一 名寄産もち米の産地
ブランド化に向けた新商品開発、製造
、販路開拓事業

④ 中： （同）Supply Crops（札幌市）

(4) 農： 宮原 克弘（幌加内町）

⑤ 中： カドウフーズ（株）（函館市）

(5) 農： （株）ノアール（厚沢部町）

⑥ 中： （株）名寄振興公社（名寄市）

(6) 農： 道北なよろ農業協同組合
（名寄市）

(4)幌加内町
⑥(6)名寄市

④札幌市

⑤函館市

(5)厚沢部町

かぼちゃ
スープ

はこだて
雪んこ

イカめし



中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２６年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

※下線は代表者

① 中： (株）北海道バイオイン
ダストリー

（札幌市）

⑴ 農：森井克幸（岩見沢市）

北海道産タマネギを活用したコンディショニ
ング調味料等の開発・製造及び販売

＜平成26年7月7日認定＞

（１）岩見沢市

② 中：(株)天狗堂宝船（七飯町）

⑵ 農：七飯町果樹組合（七飯町）

七飯町産のりんごを用いたプレザー
ブの開発・製造及び販売

七飯町産りんご

①④⑤札幌市

②(２)七飯町

たまねぎ

＜平成26年10月15日認定＞

競争力のある農業経営をサポー
トするクラウド型営農システムの
開発・販売

③（３）旭川市

③ 中：(株)冨貴堂ユーザック（旭川市）

(３) 農：（株）谷口農場（旭川市）

北海道産有機小麦を用いた有
機ＪＡＳ認証パンの開発、製造
及び販売

④ 中：シロクマ北海食品(株)（札幌市）

(４)  農：田中哲夫（新篠津村）

（４）新篠津村

北海道産小麦を活用した新し
いかりんとうの開発・製造及び
販売

⑤ 中：浜塚製菓(株)（札幌市）

(５) 農：(有)大塚農場（当別町）

（５）当別町

営農管理システム

オーガニックパン

かりんとう

＜平成27年2月2日認定＞

みよい農園の有機JAS認証栽培
「くりりん」南瓜を使った「黄金の
南瓜スイーツ」の開発・製造・販
売事業

⑥ 中：(株)吉田食品（函館市）

(６) 農：（株）みよい（森町）

くりりん南瓜

⑥函館市

(６)森町



中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２５年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

※下線は代表者

芽室町

① 中： (株）江戸屋 （帯広市）

⑴ 農：（株）岡本農園（中札内村）

（有）尾藤農産（芽室町）

横山強（帯広市）

十勝の主要農産物である甜菜、豆類等を活用した加工品の開発と
販売

＜平成25年7月8日認定＞

⑴

甜菜

⑴ 中札内村

① 帯広市⑴

＜平成26年2月3日認定＞

② 中：曲イ 田中酒造(株）（小樽市）

⑵ 農：(株)菅野養蜂場

（訓子府町）

オホーツク産シナ蜜等を原料とした蜂蜜酒及びリキュール類の開発
と販売 試作品イメージ

③ 中：昭和製菓(株)（函館市）

⑶ 農：（株）駒ヶ岳ファーム大久保（函館市）

吉田清春（さわやかふぁーむ）

（七飯町）

熊倉勇樹（くまさんファーム）（函館市）

道南産野菜を用いたゼリー・プリンの開発・製造及び販売

ゼリー・プリン

②小樽市

⑵ 訓子府町

③ ⑶ ⑶函館市
⑶七飯町



中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２４年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

※下線は代表者

① 中： (株)シー・ビ・エス（札幌市）

(株)粧薬研究所（札幌市）

（1） 農：白石 俊英（岩見沢市）

北海道有機ＪＡＳ認定農作物など天然由来素材を活用した化粧品開
発と販路開拓

＜平成25年2月4日認定＞

② 中： (株)白亜ダイシン（岩見沢市）

(2) 農：豊里農業経営活性化協議会

（岩見沢市）

北海道岩見沢産のしょうがを使った加工食品の開発、製造及び販売

③ 中： (株)フライヤーズカンパニー（札幌市）

(3) 農：農事組合法人ロックスプリング農場

組合（赤井川村）

赤井川村産の米を活用した新しい冷麺の開発・製造及び販売

最終商品のイメージ

①③札幌市

②（1）(2)岩見沢市

(3)赤井川村

原材料の生姜

有機ハーブ畑



①②札幌市

中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２３年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

① 中： 北日本フード(株)（札幌市）

(株)健信（恵庭市）

⑴ 農： （有）福田農園

（七飯町）

北海道七飯町産のきのこを活用した味噌漬の開発、製造及び販売

＜平成23年9月29日認定＞

※下線は代表者

七飯町⑴

恵庭市①

北海道産の果実や野菜を使った大豆スイーツの

開発・製造及び販売

② 中： 池田食品(株)（札幌市）

⑵ 農： （有）大塚農場

（当別町）
⑵ 当別町

＜平成24年2月1日認定＞



② ⑵
①

札幌市
清水町

中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２２年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

① 中： （有）十勝スロウフード（清水町）

⑴ 農： （株）ノベルズ

（上士幌町）

十勝産経産牛を使用したオールビーフ加工品の開発と販路開拓

＜平成22年6月15日認定＞

※下線は代表者

② 中：株)モスシステム（札幌市）※認定時：北海道三祐(株)

⑵ 農：熊木 基雄（札幌市）

コケ植物等による屋外緑化製品の開発・製造・販売

上士幌町

⑴

③ 中：（株）ローレル（砂川市）

エルポート・サイエンス（有）（砂川市）

⑶ 農：翔北農園（資）

（中川町）

北海道産のよもぎを活用した

化粧水・石鹸・入浴剤等の開発・製造及び販売

＜平成23年2月2日認定＞

④ 中：服部醸造（株）（ニ海郡八雲町）

⑷ 農：（有）丸富研究農場

（八雲町）

八雲町の大豆と米にこだわって造る「八雲味噌」の開発・製造

および町の特産品としてのブランド構築

⑷

③

⑶

④
八雲町

砂川市

中川町



④⑷

②⑵

④⑭

⑥ ⑹

① ⑴

⑧⑻

⑶

③

⑺旭川市

美幌町

斜里町

帯広市

富良野市

苫小牧市

余市町
小樽市

仁木町

稚内市

⑤⑸ 新篠津村

厚真町

⑦
大空町

⑦

札幌市
千歳市

⑨
⑼⑽

七飯町⑪

函館市

⑾

⑫

⑿ 名寄市

江別市
⑬ ⒀

浜中町

⒁
蘭越町

⒁

浦臼町

中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２１年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

① 中： (株)満寿屋商店

（帯広市）

⑴ 農： 伊藤 弦輝（帯広市）

十勝産素材を使用したパーベイク(半焼成)パンの
開発と販路開拓

② 中： (有)グルメライス旭川

（旭川市）

⑵ 農： 市川範之（旭川市）

減農薬栽培米を用いた機能性食品の開発と販路
開拓

③ 中： (株)自然農園グループ

（余市町）

⑶ 農： 自然農園（仁木町）

ベリー王国北海道(余市町・仁木町)のベリー類を
使ったビネガー・スイーツの開発

④ 中： (株)パイオニアジャパン

（小樽市）

(株)コスモジャパン

（小樽市）

中野水産(株)（稚内市）

⑷ 漁： 稚内機船漁業協同組合(稚内市）

稚内産大女子(おおなご)の有効利用による高付
加価値製品の製造と全国販売

⑤ 中： (有)ボンフリー（新篠津村）

⑸ 農： (有)丸勝大塚産業

（新篠津村）

有機農産物を原料とした有機JAS認定加工食品
の開発

＜平成21年7月7日認定＞

⑥ 中： (有)はすかっぷサービス

（苫小牧市）

⑹ 農： 犬飼 仙松（厚真町）

多様な用途に活用できるハスカップ濃縮粉末の
製造・販売

⑦ 中： （有）大空FARM（斜里町）

（同）味噌精肉店（美幌町）

⑺ 農： (株)カネダイ大橋牧場

（大空町）

固形梅塩を摂取した「知床牛」の加工品等の
開発・販売

※下線は代表者

⑧ 中： オサダ農機(株)

（富良野市）

⑻ 農： (有)北幸農園（富良野市）

生食用スイートコーンの自動収穫機開発・導入
による収穫量増加と労働環境の改善

⑨ 中： 日本ドアコーポレーション(株)

（札幌市）

⑼ 林： 千歳市森林組合（千歳市）

北海道産木材を使用したエクステリア製品
（ガレージドア及び多目的ハウス）の開発

＜平成21年11月25日認定＞

＜平成22年2月18日認定＞

⑩ 中： (有)平沢製餡所（東京都目黒区）

⑽ 農： (有)箱根牧場（千歳市）

ＪＡＳ認定された国産有機農産物の規格外品を有効
活用した南瓜ペースト及びカレーフィリングの開発

⑪ 中： 福留 誠（七飯町）

⑾ 漁： 二本柳 勝男（函館市）

恵山岬（函館市）の大型ホッケ（通称：根ボッケ）
を使ったバッテラ寿司の開発および販路開拓

⑫ 中： (株)北辰フーズ（江別市）

(株)エス・ネット

（東京都中央区）

⑿ 農： 名尾 良一（名寄市）

アスパラガス擬葉粉末を利用した食品並びに
食品添加用粉末の開発・販路開拓

⑬ 中： (株)ヤマジュウ（浜中町）

⒀ 漁： 橋本 修一（浜中町）

窒素水を活用した旬のサンマの加工品の開発

⑭ 中： 北海道ワイン(株)（小樽市）

⒁ 農： (有)鶴沼ワイナリー

（浦臼町）

松原 研二（蘭越町）

北海道産ワイン製造残渣を用いたメタボリック症候
群予防食品の開発



中：中小企業者

農：農業者

林：林業者

漁：漁業者【平成２０年度】 農商工等連携事業計画の認定事業の連携状況

① 中：(株)大金（旭川市）

⑴ 農：(株)ファームホロ（新ひだか町）

ホワイトアスパラを活用した食酢と道
産野菜のピクルス食品の開発

② 中：(株)壺屋総本店

（旭川市）

⑵ 農：澁梨子 登（名寄市）

「北海道ナッツ(ペポカボチャの種)」
を活用した機能性菓子の開発

③ 中：(株)函館酪農公社（函館市）

⑶ 農：尾崎 正幸（富良野市）
小林 英憲（乙部町）
林 義秀（乙部町）
幸田 輝雄（乙部町）
奥村 幸広（乙部町）
赤羽根 紘道（乙部町）
宮本 政男（乙部町）
(有)おとべファーム（乙部町）

植物性乳酸菌による発酵野菜ペーストとヨーグルト
をミックスした新たな機能性食品の開発・製造・販売

⑤ 中： (株)おくしり桜水産（奥尻町）
(株)Thermodynamic 

Systems（札幌市）

⑸ 漁：木村 清美（奥尻町）

奥尻島産「真ほっけ」と高品質冷凍保存技
術の組み合わせによる新商品開発

＜平成20年9月19日認定＞

⑥ 中： (株)まるい弁当

（苫小牧市）

⑹ 漁： 鳥越 浩一（苫小牧市）

苫小牧市のホッキ貝を使ったレトルトホッキ
カレーの製造・販売

⑧ 中： (株)MOVE（札幌市）

⑻ 農： (有)余湖農園（恵庭市）

特別栽培農産物にこだわった大豆粉入り
ラーメンの開発

⑦ 中：あいもり(株)（伊達市）

⑺ 漁：宇治 義之（豊浦町）

ホタテ貝殻を利用した内外装壁材の
開発と販路開拓

⑨ 中： (株)ホッコウ（札幌市）

⑼ 林： 南富良野町森林組合

（南富良野町）

木質チップ燃料による熱供給

システムの開発

⑩ 中： (株)東武（中標津町）

⑽ 漁：標津漁業協同組合

（標津町）

標津産サケ等の未利用部位を含む原材料を活用した
ペットフードの開発・販路開拓

⑪ 中： (株)イソップアグリシステム

（北見市）

⑾ 農： (株)はまほろ（佐呂間町）

ＩＴ農業の実践によって栽培された高品質穀物・
野菜の超微細加工による粉粒体（μフーズ）の開発

＜平成20年11月28日認定＞

＜平成21年2月20日認定＞

⑫ 中： (株)大一大和屋食品

（苫小牧市）

⑿ 農：長峯 修（苫小牧市）

苫小牧地域のハスカップを使った

漬物の製造・販売

⑬ 中：若松 信宏（小樽市）

⒀ 農：村井 貞治（余市町）

道産こだわりトマト（品種名：あいこ）で作る新ケチャ
ップタイプソースの製造・販売

⑭ 中： (株)マノス（帯広市）

⒁ 農：平林 英明（帯広市）

放牧ホエー豚を原料とした畜産製品の研究開発と
販路開拓

⑮ 中： 金印わさび(株)

オホーツク工場（網走市）

⒂ 農：植木 幸一（斜里町）

生産量日本一である北海道オホーツク地区の山わ
さびを用いた高品質山わさび製品の開発

⑯ 中： (株)中央食鶏（三笠市）

⒃ 農： (有)渡辺農場（三笠市）
伊藤 紀夫（三笠市）

鶏醤と地域希少農産物（道産品）を活かした

「こだわり調味料」の開発・製造・販売

※下線は代表者

⑥⑹
⑫ ⑿

⑵

①②

⑶

⑤⑧⑨
⑻

⑺

⑴

⑶

③

⑭ ⒁

⑼⑯ ⒃

⒀ ⑬

⑪

⑾
⑮ ⒂

⑩ ⑽

⑤
⑸

名寄市

旭川市
佐呂間町

北見市
網走市

斜里町

中標津町 標津町

帯広市

南富良野町

富良野市

三笠市

札幌市

恵庭市

苫小牧市 新ひだか町伊達市
豊浦町

余市町

小樽市

奥尻町

乙部町

函館市

⑦


