
　道産食品独自認証制度認証品一覧 ２０．５．１９現在

NO 品目 細品目 認証番号 事業者名 製品名 工場所在地

1 ハム類 ロースハム 0101010001 ㈱オホーツククリーンミート 興部町字興部１０２－１ 01588-2-3100 手造りロースハム 興部町

2 ハム類 ロースハム 0101010002 ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目１－１ 011-663-1141 北海道北の贅沢ロースハム 札幌市

3 ハム類 ロースハム 0101010003 丸大大金ハム㈱ 札幌市中央区北４条西１１丁目１７－２ 011-261-9626 大金ロースハム 札幌市

4 ハム類 ロースハム 0101010004 春雪さぶーる㈱ 札幌市白石区菊水５条２丁目３－１７ 011-811-1621 「北の名匠」ロースハム北海道の大地から 早来町

5 ハム類 ロースハム 0101010005 伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 小樽市銭函５丁目６１－３ 0133-72-1861 羊蹄山麓ロースハム 小樽市

6 ハム類 ロースハム 0101010006 ㈲トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ 011-383-8226 トンデンファームロースハム 江別市

7 ハム類 ロースハム 0101010007 日本ハム株式会社旭川工場 旭川市旭神２条２丁目１番９号 0166-65-1186 知床農場　ロースハム 旭川市

8 ハム類 ロースハム 0101010008 日本ハム株式会社旭川工場 旭川市旭神２条２丁目１番９号 0166-65-1186 八雲ユーラップ　ロースハム 旭川市

9 ハム類 ロースハム 0101010009 (株)函館カール・レイモン 函館市元町３０－３ 0138-22-4596 函館元町ロースハム 函館市

10 ハム類 ボンレスハム 0101020001 ㈱オホーツククリーンミート 興部町字興部１０２－１ 01588-2-3100 モモハム 興部町

11 ハム類 ボンレスハム 0101020002 ㈱オホーツククリーンミート 興部町字興部１０２－１ 01588-2-3100 ペッパーポーク 興部町

12 ハム類 ボンレスハム 0101020003 ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目１－１ 011-663-1141 北海道北の贅沢ボンレスハム 札幌市

13 ハム類 ボンレスハム 0101020005 春雪さぶーる㈱ 札幌市白石区菊水５条２丁目３－１７ 011-811-1621 「北の名匠」ボンレスハム北海道の大地から 早来町

14 ハム類 ボンレスハム 0101020006 伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 小樽市銭函５丁目６１－３ 0133-72-1861 羊蹄山麓ボンレスハム 小樽市

15 ハム類 ボンレスハム 0101020007 日本ハム株式会社旭川工場 旭川市旭神２条２丁目１番９号 0166-65-1186 知床農場　ボンレスハム 旭川市

16 ハム類 ボンレスハム 0101020008 (株)函館カール・レイモン 函館市元町３０－３ 0138-22-4596 函館元町ロオルハム 函館市

17 ソーセージ類 ボロニアソーセージ 0103010001 日本ハム株式会社旭川工場 旭川市旭神２条２丁目１番９号 0166-65-1186 八雲ユーラップ　ビアシンケン 旭川市

18 ソーセージ類 ウィンナー 0103030002 ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目１－１ 011-663-1141 荒挽ウィンナー 札幌市

19 ソーセージ類 ウィンナー 0103030003 日本ハム株式会社旭川工場 旭川市旭神２条２丁目１番９号 0166-65-1186 八雲ユーラップ　ウインナー 旭川市

20 ソーセージ類 ウィンナー 0103030004 (株)函館カール・レイモン 函館市元町３０－３ 0138-22-4596 函館元町あらびきソーセージ 函館市

21 ソーセージ類 ウィンナー 0103030005 (株)函館カール・レイモン 函館市元町３０－３ 0138-22-4596 函館元町ハーブソーセージ 函館市

22 ベーコン類 ベーコン 0102010001 (株)オホーツククリーンミート 興部町字興部１０２－１ 01588-2-3100 ベーコン（ブロック400g以上・スライス120g） 興部町

23 ベーコン類 ベーコン 0102010003 日本ハム株式会社旭川工場 旭川市旭神２条２丁目１番９号 0166-65-1186 知床農場　ベーコン 旭川市

24 ベーコン類 ベーコン 0102010004 伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 小樽市銭函５丁目６１－３ 0133-72-1861 ベーコン 小樽市

25 ベーコン類 ベーコン 0102010005 日本ハム株式会社旭川工場 旭川市旭神２条２丁目１番９号 0166-65-1186 八雲ユーラップ　ベーコン 旭川市

26 ベーコン類 ベーコン 0102010006 (株)函館カール・レイモン 函館市元町３０－３ 0138-22-4596 函館元町ベーコン 函館市

27 日本酒 清酒 0105010001 日本清酒(株) 札幌市中央区南３条東５丁目２ 0120-012562 千歳鶴　純米「北海道の地酒」 札幌市

28 日本酒 清酒 0105010002 曲イ田中酒造(株) 小樽市色内３丁目２－５ 0134-21-2390 寶川　純米酒「しぼりたて生原酒」 小樽市

合同酒精(株) 東京都中央区銀座６丁目２－１０ 03-3575-2777

（合同酒精(株)　旭川工場） (旭川市南4条通20丁目1955番地) (0166-31-4135)

30 日本酒 清酒 0105010006 北の誉酒造(株) 小樽市奥沢１丁目21-15 0134-22-2176 清酒　北の誉　純米「ほしのゆめ」 小樽市

31 日本酒 清酒 0105010007 小林酒造(株) 夕張郡栗山町錦３丁目１０９番 0123-72-1001 特別純米北の錦「まる田」 栗山町

事業者住所・電話

0105010005 清酒「純米吟醸　絹雪　大雪乃蔵」 旭川市29 日本酒 清酒



NO 品目 細品目 認証番号 事業者名 製品名 工場所在地

32 0206010001 （株）マ印　神内商店 標津町北９東１丁目１－６ 01538-2-2384 熟成塩蔵さけ（山漬け） 標津町

33 0206010003 （株）釧路丸水 白糠町庶路甲区６－５７７ 01547-5-2575 熟成塩蔵さけ（山漬け） 白糠町

34 0206010004 標津漁業協同組合 標津町北６東１丁目１－１ 01538-2-1188 番屋鮭一本造り（山漬け） 標津町

35 0206010005 （株）エヌエス　ニッセイ 小樽市新光５丁目７－２ 0134-52-2022 熟成塩蔵さけ（山漬け） 小樽市

36 0206010006 丸静水産加工(株) 静内町ときわ町２丁目１－２０ 01464-2-1721 熟成塩蔵さけ（山漬け） 静内町

37 熟成塩蔵さけ 0206010007 佐藤水産(株) 石狩市親船町８ 0133-62-5255 熟成塩蔵さけ（山漬け） えりも町

38 熟成塩蔵さけ 0206010008 野付漁業協同組合 別海町尾岱沼港町１７９－２ 0153-86-2211 山漬け熟成秋さけ２２１ 別海町

39 熟成塩蔵さけ 0206010009 山内水産(株) 白糠町東３条南２丁目1-23 01547-2-2824 塩引鮭 白糠町

40 熟成塩蔵さけ 0206010010 三協水産(株) 浦河町浜町３２番地 01462-2-2075 熟成山漬け 浦河町

41 熟成塩蔵さけ 0206010011 雄武漁業協同組合 雄武町字雄武９８３番地 01588-4-2531 鮭山漬け 雄武町

42 熟成塩蔵さけ 0206010012 八雲町漁業協同組合 八雲町内浦町１５５番地３ 0137-65-5850 遊楽部熊鮭（山漬け） 八雲町

43 熟成塩蔵さけ 0206010013 坪物産(株) 浦河町築地２丁目２９番地６ 0146-22-7111 「えりも産寒風秋さけ～山漬熟成～」 浦河町

44 熟成塩蔵さけ 0206010014 (有)道東食品 釧路市入船４丁目１番１号 0154-44-2335 笑う鮭 釧路市

45 熟成塩蔵さけ 0206010015 野村水産(株) 函館市臼尻町２４５ 0138-25-3456 純正山漬「旬鮭」 函館市

(株)吉池 東京都台東区上野３丁目２７番１２号 03-3831-0141

（(株)吉池西別鮭水産工場） （別海町本別海12-10） (01537-5-8141)

47 熟成塩蔵さけ 0206010017 （株）マルデン えりも町字笛舞１４ 01466-2-2276 銀聖熟成鮭山漬 えりも町

48 熟成塩蔵さけ 0206010018 佐藤水産(株) 石狩市親船町８ 0133-62-5255 認証山漬 石狩市

49 ナチュラルチーズ 0304010001 (有)冨田ファーム 興部町字宇津１００－１ 01588-8-2611 冨夢（とむ） 興部町

50 ナチュラルチーズ 0304010002 (有)冨田ファーム 興部町字宇津１００－１ 01588-8-2611 おこっぺ大地 興部町

51 ナチュラルチーズ 0304010003 チーズ工房角谷 追分町若草３丁目２６７ 01452-5-4578 ＫＡＫＵＹＡ 追分町

52 ナチュラルチーズ 0304010004 （農）　共働学舎新得農場 新得町字新得９番地の１ 01566-4-6330 さくら 新得町

53 ナチュラルチーズ 0304010005 （農）　共働学舎新得農場 新得町字新得９番地の１ 01566-4-6330 雪 新得町

54 ナチュラルチーズ 0304010006 （農）　共働学舎新得農場 新得町字新得９番地の１ 01566-4-6330 プチ・プレジール 新得町

55 そば 0107010001 新得物産（株） 新得町字新得基線１０４番地 01566-4-5213 北海道新得八割そば 新得町

56 そば 0107010002 藤原製麺(株) 旭川市９条通１４丁目左１０号 0166-26-5485 幌加内七割そば 旭川市

57 アイスクリーム 0110010001 （株）長沼あいす 長沼町西１１線南６番地 0123-88-0170 あいすの家　ミルク 長沼町

58 アイスクリーム 0110010002 （株）長沼あいす 長沼町西１１線南６番地 0123-88-0170 あいすの家　カスタードバニラ 長沼町

59 アイスクリーム 0110010003 （株）長沼あいす 長沼町西１１線南６番地 0123-88-0170 あいすの家　ダブルチーズ 長沼町

60 アイスクリーム 0110010004 （株）長沼あいす 長沼町西１１線南６番地 0123-88-0170 あいすの家　かぼちゃ 長沼町

61 アイスクリーム 0110010005 （株）長沼あいす 長沼町西１１線南６番地 0123-88-0170 あいすの家　あずき 長沼町

62 いくら 0211010001 (株)マ印　神内商店 標津町北９条東１丁目１番６号 0153-82-2384 塩いくら 標津町

63 いくら 0211010002 野付漁業協同組合 別海町尾岱沼港町１７９－２ 0153-86-2061 秋鮭いくら 別海町

64 いくら 0211010003 (有)川村水産 標津町南７条東１丁目１番２号 0153-82-2230 いくら 標津町

65 いくら 0211010004 (株)釧路丸水 白糠町庶路甲区６－５７７ 01547-5-2575 いくら 白糠町

66 いくら 0211010005 (株)山十前川商店 根室市西浜町１０－１７７ 0153-82-2069 塩いくら 根室市

67 いくら 0211010006 (株)マルア阿部商店 釧路市浜町１番１０号 0154-23-1606 いくら 釧路市

68 いくら 0211010007 標津漁業協同組合 標津町北６条東１丁目１番１号 0153-82-1188 塩いくら無添加 標津町

69 みそ 0108010001 北海道味噌株式会社 旭川市豊岡３条９丁目 0166-31-2012 トモエ　北海道の恵み 旭川市

70 みそ 0108010002 日本清酒(株) 札幌市中央区南３条東５丁目２ 0120-012562 寿　無添加生おまめなみそ 札幌市

71 ワイン 0109010003 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 池田町字清見８３番地の３ 01557-2-2467 十勝ワイン　山幸　２００３ 池田町

72 納豆 0113010001 オシキリ食品(株) 江別市工栄町５番地７号 011-385-4451 試される大地　北海道納豆 江別市

事業者住所・電話

熟成塩蔵さけ

熟成塩蔵さけ

熟成塩蔵さけ

熟成塩蔵さけ

熟成塩蔵さけ

46 熟成塩蔵さけ 0206010016 秋味山漬 別海町


