北海道150年事業 「パートナー」（第４次第１回）
№

企業・団体名

区分

一覧

プロジェクトの概要（検討中を含む）
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」の北海道150年記念とし

1 劇団四季／四季（株）

ＰＲ

ての実施、チラシ・ポスターへのロゴマークの掲載による「北海道150
年」事業のＰＲ

2 （株）松原米穀

ＰＲ

北海道産米の全国向け新商品へのロゴマーク使用と、新米イベント等にお
ける「北海道150年」事業のＰＲ
「お茶で北海道を美しく」キャンペーンにおける販促用ツールへのロゴマーク掲

3 （株）伊藤園

ＰＲ

載及び「北海道とうきび茶」150年記念ボトルの発売等による「北海道150年」
事業のＰＲ 等

4 中央バス商事（株）

ＰＲ

5 岩田醸造（株）

ＰＲ

6 （株）宇治園

ＰＲ

札幌市内を走る北海道中央バス200台で展開しているバス車内映像広告
「ぴりかる」における北海道150年事業ＰＲ映像の放映

等

北海道150年記念ラベルの自社商品展開や流通各店舗でのイベント実施に
よる「北海道150年」事業のＰＲ

等

自社製品への「北海道150年ラベル」の製作・活用、流通各店舗でのイベ
ント実施等による「北海道150年」事業のＰＲ
広報紙「でんき保安」紙面への北海道150年事業のＰＲ記事・ロゴマーク

7 （一財）北海道電気保安協会

ＰＲ

の掲載、2018年卓上カレンダーへのロゴマークの掲載による北海道150
年事業のＰＲ
自社主催イベント「カラオケアワーズ2018」における北海道150年事業

8 タカハシグループ

ＰＲ

の紹介、グループで展開するカラオケ店内や「流氷砕氷船おーろら」にお
けるポスター掲出等による北海道150年事業のＰＲ

9 北海道酒類販売（株）

10 （株）ローソン

北海道エリア

11 （株）はこだてわいん

12 （株）エフエム北海道

ＰＲ

自社企画による道産酒を活用した北海道150年関連商品の展開、商品展示

関連企画 商談会やホームページにおける北海道150年事業のＰＲ
ＰＲ

道産食材を使用した北海道150年オリジナル商品の販売、自社イベントや

関連企画 道内店舗を活用した北海道150年事業のＰＲ
ＰＲ

道産ワインによる北海道150年記念キャンペーンの実施、自社店舗及び主

関連企画 催イベントなどを活用した北海道150年事業のＰＲ
ＰＲ

自社制作番組における北海道150年関連企画の実施、番組内における北海

関連企画 道150年事業のＰＲ
全国誌「北海道生活」にて、北海道に移住し暮らした人々の食の歴史の振

13 （株）えんれいしゃ／北海道生活

関連企画 り返りと当時の家庭料理のレシピの紹介、北海道独自の歴史や風土など
「北海道150年」をフックとする北海道の魅力の紹介

14 （株）カンディハウス

関連企画

北海道150年キックオフイベント・記念式典等における対談用家具の貸出
提供

等

注１：「プロジェクトの概要」は、現時点のものであり、今後変更の可能性があります。
注２：「関連企画」とは、記念セレモニーと連動して行う企画等を指します。

北海道150年事業
№

企業・団体名

1 （株）マルハニチロ北日本

2

（一社）日本自動車連盟北海道本
部

「パートナー」（第４次第２回）

区分
ＰＲ
ＰＲ

一覧

プロジェクトの概要（検討中を含む）
北海道産原料を使用した自社商品を活用した北海道150年事業のＰＲ
JAF機関誌「JAF Mate」及びJAFホーム-ページ「JAFナビ」において、
北海道150年事業をＰＲ
レンタカー利用客へ配布するロードマップにおける、北海道命名関連の

3 ニッポンレンタカー北海道（株）

ＰＲ

施設や土地などの紹介記事、ロゴマークの掲載等による北海道150年事
業のＰＲ

4 北海道中央バス（株）

ＰＲ

5 日清食品ホールディングス（株）

ＰＲ

6

（一社）エスポラーダ北海道ス
ポーツクラブ

7 （株）小原

バス車両ラッピング広告やバス車両広告を活用した北海道150年事業の
ＰＲ
消費者との接触率が高い道内イベント及び道内専売商品・販促物等によ
る北海道150年事業のＰＲ

等

日本トップリーグ「Ｆリーグ」に加盟するフットサルチーム「エスポ
ＰＲ

ラーダ北海道」オフィシャルサイトやホームゲームでの「北海道150
年」事業ＰＲ等

ＰＲ

北海道150年ロゴマーク入りパッケージガラナの販売及び道外展示会等
における北海道150年のＰＲ
旅行情報誌等における北海道150年ロゴマーク入り広告の展開、自社イ

8 （株）北のグルメ

ＰＲ

ベント「豊漁祭」での150円割引券の配布、道産食材を使用した商品へ
のロゴマークの掲載による、北海道150年事業のＰＲ

9 （株）ほくせん

ＰＲ

10 （株）明治
ＰＲ
再掲

UHB

北海道文化放送（株）

カード会員を対象とした道内温泉旅行への招待企画、会員情報誌やホー
ムページでの北海道命名150年の告知などによるＰＲ

女子プロゴルフトーナメント大会「北海道ｍｅｉｊｉカップ」及び関連
イベント・番組における北海道150年事業のＰＲ

「hokkaido150」を冠した、北海道の音楽や文化発信のステージの開
11 クロスホテル札幌

ＰＲ

催、広報誌での道産食材の紹介やレストランでの提供、道産素材を使用

関連企画 したホテルアメニティの開発及び宿泊プラン販売による、北海道150年
事業のＰＲ等

12 （株）近畿日本ツーリスト北海道
13 （株）三省堂書店札幌店

14 北海道ガス（株）

ＰＲ

北海道150年記念宿泊プランの造成・販売、北海道マラソン及びJapan

関連企画 Vietnam Festivalにおける北海道150年事業のＰＲ
ＰＲ

道民がデザインした北海道らしい図柄のブックカバーの配布や北海道の

関連企画 歴史を振り返り、現在や未来を考えるブックフェア等の実施
ＰＲ
関連企画

小学生の親子を対象とした、環境問題や積雪寒冷地におけるエネルギー
と省エネについて学ぶ北海道150年記念バスツアーの開催、募集チラシ
等における北海道150年事業のＰＲ

15 （株）クールスター
16 （株）キロロホテルズ

再掲

ＰＲ
関連企画

雪と氷を活用したイベント「アイススターホテル＆レストラン,キロロ」
「Akarenga ICE TERRACE」における、ロゴマークをかたどった氷壁や
氷のテーブルの設置等による北海道150年事業のＰＲ

三井不動産（株）【再掲】

17 （株）ＨＢＡ

18 伊藤組土建（株）

ＰＲ
関連企画
ＰＲ

自社主催フォーラムでの北海道150年関連講演の実施、ポスター等や会
場内ブースでの北海道150年のＰＲ、ロゴ入り販促品の活用等によるＰ
Ｒ
創業120周年事業で開設した「伊藤組歴史館」の公開、北海道150年に関

関連企画 するパネル展示による北海道150年事業のＰＲ

№

企業・団体名

19 カルビー（株）北海道事業本部

20 （株）クレディセゾン北海道支社

21 （株）NTT東日本-北海道

22 ホテルポールスター札幌

ＰＲ

ＰＲ
関連企画
ＰＲ
関連企画
ＰＲ

ジャパンフリトレー（株）北海道
支店

自社広報誌・ＷＥＢサイトを活用した「北海道150年」事業のＰＲ、北
海道150年を契機として、北海道ツアー、永久不滅ポイントにおける道
産品取扱いなど北海道の魅力発信に係る取組強化
「いっしょに、一生懸命に。」をモットーに、日頃の営業活動や社内外
イベントでの「北海道150年」の幅広い情報発信、関連イベントの企画
実施
ホテルポールスター札幌「開業30周年特別企画」及び「市町村連携事

ＰＲ

銘菓「山親爺」「ノースマン」の北海道150記念商品の展開、北海道産
食材を使用した商品や自社広報媒体を通じた北海道150年事業のＰＲ
等
道内市町村の特産品抽選会やクリスマスツリーでの「北海道150年」Ｐ

関連企画 Ｒ、北海道150年を記念する子ども向けワークショップの開催 等
ＰＲ

北海道150年関連商品キャンペーンの実施や自社ホームページなどによ

関連企画 る「北海道150年」事業のＰＲ 等
ＰＲ

26 ヤフー（株）

関連企画

27 日本製粉（株）札幌支店

再掲

日本製粉（株）札幌支店【再掲】

再掲

サッポロビール（株）【再掲】

ＰＲ

北海道150年関連イベントと連動したウェブページ「Yahoo! JAPAN特別
企画」により、北海道へ「行く」「買う」「貢献する」をインターネッ
トユーザーに促す企画の実施等
北海道オリジナル開発商品「ザンギミックス」を活用した北海道ご当地

関連企画 料理の発信及び「北海道150年」事業のＰＲ

関連企画
28 北雄ラッキー（株）

再掲

北海道命名150年を記念したスナック菓子の企画・販売による「北海道

関連企画 業」と連動した北海道150年事業関連企画・ＰＲ

関連企画

24 札幌駅総合開発（株）

プロジェクトの概要（検討中を含む）

関連企画 150年」事業のＰＲ

ＰＲ

23 千秋庵製菓（株）

25

区分

北海道食材を活用して新たな料理レシピを考案・発信し、北海道150年
を通じた北海道食文化の向上

ポッカサッポロ北海道（株）【再
掲】
北海道出身の画家おおば比呂司氏の作品を用いた包装紙を使った、北海

29 （株）小松製菓

関連企画 道命名150年記念菓子の製作、おおば比呂司記念館及び関連イベントで
の販売
「北海道産」食材を活用した商品を開発、全国の量販店やコンビニエン

30 山崎製パン（株）

関連企画

31 ハウス食品（株）札幌支店

関連企画 カレーを通じて北海道の食の歴史の振り返るイベント企画の実施

32 ロート製薬（株）

関連企画

33 国稀酒造（株）

札幌営業所

スストアなどでの「北海道フェア」の展開

北海道150年を記念した、歯の健康に関する市民公開講座の開催、オリ
ジナルハンドクリームの開発・販売

関連企画 北海道産米を使用した北海道150年記念酒の販売

注１：「プロジェクトの概要」は、現時点のものであり、今後変更の可能性があります。
注２：「関連企画」とは、記念セレモニーと連動して行う企画等を指します。

