
○　道産食品登録制度　登録商品

平成20年5月9日現在

ＮＯ 登録の種類 登録番号 登録事業者 所在地 電話 登録の商品名 登録年月日

1 農産物 1N0100001 中札内村農業協同組合 中札内村東１条南２丁目１４番地 0155-67-2211 そのまま えだ豆 平成18年3月6日
2 農産物 1N0100002 中札内村農業協同組合 中札内村東１条南２丁目１４番地 0155-67-2211 そのまま 黒えだ豆 平成18年3月6日
3 農産物 1N0100003 平取町農業協同組合 平取町本町４０番地１ 01457-2-2020 「ニシパの恋人」トマトジュース 平成18年3月6日
4 農産物 1N0100004 平取町農業協同組合 平取町本町４０番地１ 01457-2-2020 「ニシパの恋人」トマトジュース(無塩) 平成18年3月6日
5 農産物 1N0100005 平取町農業協同組合 平取町本町４０番地１ 01457-2-2020 「ニシパの恋人」トマトピューレ 平成18年3月6日
6 農産物 1N0100009 山加製粉(株) 札幌市中央区北８条西２６丁目３－１３ 011-631-4534 北海道蕎麦 石臼挽粉 北の里 平成18年3月6日
7 農産物 1N0100010 山加製粉(株) 札幌市中央区北８条西２６丁目３－１３ 011-631-4534 北海道蕎麦 石臼挽粉 ふる里 平成18年3月6日
8 農産物 1N0100011 山加製粉(株) 札幌市中央区北８条西２６丁目３－１３ 011-631-4534  石臼挽き　そば粉(挽きぐるみ) 平成18年3月6日
9 農産物 1N0100012 山加製粉(株) 札幌市中央区北８条西２６丁目３－１３ 011-631-4534  石臼挽き　そば粉(せいろ用) 平成18年3月6日

10 農産物 1N0100013 山加製粉(株) 札幌市中央区北８条西２６丁目３－１３ 011-631-4534 北海道産挽きぐるみ　摩周産　石臼挽粉 平成18年3月6日
11 農産物 1N0100014 山加製粉(株) 札幌市中央区北８条西２６丁目３－１３ 011-631-4534 摩周産　石臼挽粉 平成18年3月6日
12 農産物 1N0100015 水上農園 栗山町富士５６０番地 0123-72-4528 農家の手作りクッキー　ごぼう 平成18年5月11日
13 農産物 1N0100016 水上農園 栗山町富士５６０番地 0123-72-4528 農家の手作りクッキー　かぼちゃ 平成18年5月11日
14 農産物 1N0100017 水上農園 栗山町富士５６０番地 0123-72-4528 農家の手作りクッキー　おこめ 平成18年5月11日
15 農産物 1N0100018 水上農園 栗山町富士５６０番地 0123-72-4528 農家の手作りクッキー　バター 平成18年5月11日
16 農産物 1N0100019 (株)キョウショク新得工場 新得町元町６６番地３ 0156-64-6760 十勝産野沢菜漬 平成18年5月11日
17 農産物 1N0100020 (株)キョウショク新得工場 新得町元町６６番地３ 0156-64-6760 十勝産野沢菜漬（無着色） 平成18年5月11日
18 農産物 1N0100021 (株)キョウショク新得工場 新得町元町６６番地３ 0156-64-6760 伊達産野沢菜漬 平成18年5月11日
19 農産物 1N0100022 (株)キョウショク新得工場 新得町元町６６番地３ 0156-64-6760 伊達産野沢菜漬（無着色） 平成18年5月11日
20 農産物 1N0100023 めぐみ会 名寄市風連町字豊里１４４９ 01655-3-3019 みそ丸 平成18年5月11日
21 農産物 1N0100024 クレードル興農(株) 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２８ 011-561-3181 北海道コーンスープ（濃縮タイプ） 平成18年5月11日
22 農産物 1N0100025 クレードル興農(株) 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２８ 011-561-3181 北海道パンプキンスープ（濃縮タイプ） 平成18年5月11日
23 農産物 1N0100026 タケダ製菓(株) 札幌市北区新琴似１２条６丁目８－２ 011-761-4669 黒豆厚焼き 平成18年5月11日
24 農産物 1N0100027 藤原製麺(株) 旭川市９条１４丁目左１０号 0166-26-5485 江丹別　二八蕎麦 平成18年5月11日
25 農産物 1N0100028 藤原製麺(株) 旭川市９条１４丁目左１０号 0166-26-5485 江丹別　二八ごま蕎麦 平成18年5月11日
26 農産物 1N0100031 国岡製麺(株) 札幌市東区東苗穂５条３丁目７－３９ 011-784-3224 北の香り生ラーメン　しょうゆ味 平成18年5月11日
27 農産物 1N0100032 国岡製麺(株) 札幌市東区東苗穂５条３丁目７－３９ 011-784-3224 北の香り生ラーメン　みそ味 平成18年5月11日
28 農産物 1N0100033 浦澤食品(株) 札幌市東区北２４条東１丁目３－３７ 011-711-2714 自然の恵み　あっさり白菜 平成18年5月11日
29 農産物 1N0100034 (株)香貴 旭川市大町２条７丁目２１－１３８ 0166-59-7711 あっさり白菜天然塩 平成18年5月11日
30 農産物 1N0100036 マルワカ食品 剣渕町緑町５番７号 0165-34-2415 そば(乾燥） 平成18年7月19日
31 農産物 1N0100037 マルワカ食品 剣渕町緑町５番７号 0165-34-2415 うどん（乾燥） 平成18年7月19日
32 農産物 1N0100040 安田産業（株） 士別市西５条１２丁目４４７－３２ 01652-2-0553 北海道産　韃靼そば茶士別の夕陽 平成18年8月7日
33 農産物 1N0100041 オタル製菓（株） 小樽市銭函３丁目５０２番地４ 0134-62-3411 キャラメルかりんとう 平成18年8月7日
34 農産物 1N0100042 （株）大和屋食品 苫小牧市字樽前２０２番地 0144-67-0555 手造り白菜漬 平成18年8月7日
35 農産物 1N0100043 新日本海物産（株） 小樽市桜４丁目１０－３ 0134-52-1200 小樽じょっぱり亭　しおラーメン 平成18年8月7日
36 農産物 1N0100044 新日本海物産（株） 小樽市桜４丁目１０－３ 0134-52-1200 小樽じょっぱり亭　味噌ラーメン 平成18年8月7日
37 農産物 1N0100045 新日本海物産（株） 小樽市桜４丁目１０－３ 0134-52-1200 小樽じょっぱり亭　醤油ラーメン 平成18年8月7日
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38 農産物 1N0100046 新日本海物産（株） 小樽市桜４丁目１０－３ 0134-52-1200 小樽じょっぱり亭　炒麺（あんかけ焼きそば） 平成18年8月7日
39 農産物 1N0100047 水上農園 栗山町字富士５６０番地 0123-72-4528 農家の手作りクッキー　玄米 平成18年8月7日
40 農産物 1N0100048 水上農園 栗山町字富士５６０番地 0123-72-4528 農家の手作りクッキー　玄米ビーツ 平成18年8月7日
41 農産物 1N0100049 （株）ほんま 札幌市豊平区月寒東２条３丁目２－１ 011-851-1264 甘酒かすてら 平成18年8月7日
42 農産物 1N0100050 （株）サッポロ麺匠 札幌市白石区東札幌３条２丁目１－５７ 011-841-2282 摩周そば 平成18年8月7日
43 農産物 1N0100051 （株）サッポロ麺匠 札幌市白石区東札幌３条２丁目１－５７ 011-841-2282 道産粉　札幌ラーメン（味噌味） 平成18年8月7日
44 農産物 1N0100052 （株）サッポロ麺匠 札幌市白石区東札幌３条２丁目１－５７ 011-841-2282 道産粉　札幌ラーメン（醤油味） 平成18年8月7日
45 農産物 1N0100053 （株）キョウショク 新得工場 新得町元町66番地３ 0156-64-6760 十勝産 大根なます 平成18年11月20日
46 農産物 1N0100054 （株）タキモトフーズ 札幌市東区東苗穂5条3丁目558-23 011-783-0251 道産うどん 平成18年12月7日
47 農産物 1N0100055 （株）タキモトフーズ 札幌市東区東苗穂5条3丁目558-23 011-783-0251 道産平打ちうどん 平成18年12月7日
48 農産物 1N0100056 （株）タキモトフーズ 札幌市東区東苗穂5条3丁目558-23 011-783-0251 道産そば 平成18年12月7日
49 農産物 1N0100057 （株）大和屋食品 苫小牧市字樽前202 0144-67-0555 あさづけ　きゅうり漬 平成18年12月7日
50 農産物 1N0100058 藤原製麺（株） 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 歯舞　昆布そば 平成19年3月6日
51 農産物 1N0100059 藤原製麺（株） 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 歯舞　昆布うどん 平成19年3月6日
52 農産物 1N0100060 藤原製麺（株） 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 歯舞　昆布ひやむぎ 平成19年3月6日
53 農産物 1N0100061 藤原製麺（株） 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 歯舞　昆布そうめん 平成19年3月6日
54 農産物 1N0100062 藤原製麺（株） 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 北海道小麦　うどん（ゆで） 平成19年3月6日
55 農産物 1N0100064 （株）エスケイ食品 札幌市豊平区中の島2条4-1-8 011-812-0521 手打ち生更科そば 平成19年4月18日
56 農産物 1N0100067 水上農園 夕張郡栗山町字冨士560 0123-72-4528 農家の手作り　ゆきひかりシホン　玄米 平成19年4月18日
57 農産物 1N0100068 水上農園 夕張郡栗山町字冨士560 0123-72-4528 農家の手作り　ゆきひかりシホン　かぼちゃ 平成19年4月18日
58 農産物 1N0100069 (株)　菊田食品 江別市錦町13番地5 011-382-3247 絹豆腐　手寄せ きぬごし技 平成19年7月19日
59 農産物 1N0100070 (株)　菊田食品 江別市錦町13番地5 011-382-3247 木綿豆腐　手寄せ もめん技 平成19年7月19日
60 農産物 1N0100071 (株)キョウショク新得工場 上川郡新得町元町66番地3 0156-64-6760 十勝産　赤かぶ 平成19年7月19日
61 農産物 1N0100072 (株)　北王よいち　 余市郡余市町栄町1093番地 0135-22-7280 アロニアテイスト（ジャム） 平成19年7月19日
62 農産物 1N0100073 (株)　北王よいち　 余市郡余市町栄町1093番地 0135-22-7280 アロニアテイスト（ミックスジュース） 平成19年7月19日
63 農産物 1N0100074 渋谷醸造(株) 中川郡本別町共栄14番地3 0156-22-2077 まるきゅう　米みそ（無添加） 平成19年8月9日
64 農産物 1N0100075 渋谷醸造(株) 中川郡本別町共栄14番地4 0156-22-2077 まるきゅう　粒みそ（無添加） 平成19年8月9日
65 農産物 1N0100076 渋谷醸造(株) 中川郡本別町共栄14番地5 0156-22-2077 まるきゅう　麦みそ（無添加） 平成19年8月9日
66 農産物 1N0100077 渋谷醸造(株) 中川郡本別町共栄14番地6 0156-22-2077 まるきゅう　黒豆みそ（無添加） 平成19年8月9日
67 農産物 1N0100078 渋谷醸造(株) 中川郡本別町共栄14番地7 0156-22-2077 まるきゅう　醤油（しょうゆ） 平成19年8月9日
68 農産物 1N0100079 藤原製麺(株) 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 細切りラーメン（なま） 平成19年8月9日
69 農産物 1N0100080 藤原製麺(株) 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 細切り冷しラーメン（なま） 平成19年8月9日
70 農産物 1N0100081 ノースファーム44合同会社 名寄市字智恵文14線北31番地 01654-8-2880 Ｔｏｐｅｎｐｅトペンペ（トマトジュース） 平成19年8月9日
71 農産物 1N0100082 (株)キョウショク新得工場 上川郡新得町元町66番地3 01566-4-6760 十勝産長いも漬　しょうゆ味 平成19年9月20日
72 農産物 1N0100083 (株)キョウショク新得工場 上川郡新得町元町66番地3 01566-4-6760 十勝産長いも漬　しそ味 平成19年9月20日
73 農産物 1N0100084 (株)キョウショク新得工場 上川郡新得町元町66番地3 01566-4-6760 十勝産長いも漬　わさび味 平成19年9月20日
74 農産物 1N0100085 藤原製麺(株) 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 北海道 釜揚げうどん（ゆで） 平成19年10月9日
75 農産物 1N0100086 (株)　旭川食品 旭川市工業団地5条3丁目798-13 0166-36-7700 ちょっと甘いもの（黒豆甘納豆） 平成19年10月9日
76 農産物 1N0100087 北海道三富屋(株) 夕張郡栗山町字杵臼274番地3 0123-72-5315 くりやまコロッケ　ポテト 平成19年12月10日
77 農産物 1N0100088 クレードル興農(株) 札幌市中央区南4条西13丁目2番28号 011-561-3181 とまとジュース 平成19年12月10日
78 農産物 1N0100089 クレードル興農(株) 札幌市中央区南4条西13丁目2番28号 011-561-3181 やさいジュース 平成19年12月10日
79 農産物 1N0100090 (株)　エスケイ食品 札幌市豊平区中の島2条4丁目1番8号 011-812-0521 生 更科そば 平成19年12月10日
80 農産物 1N0100091 (株)　エスケイ食品 札幌市豊平区中の島2条4丁目1番8号 011-812-0521 生 田舎二八そば 平成19年12月10日
81 農産物 1N0100092 (株)　エスケイ食品 札幌市豊平区中の島2条4丁目1番8号 011-812-0521 生 うどん 平成19年12月10日
82 農産物 1N0100093 国岡製麺株式会社 札幌市東区東苗穂５条３丁目７－３９ 011-784-3224 北海道小麦を使用したまじめな生ラーメンです（みそ味） 平成20年3月10日
83 農産物 1N0100094 国岡製麺株式会社 札幌市東区東苗穂５条３丁目７－３９ 011-784-3224 生活クラブ　生ラーメン 平成20年3月10日
84 農産物 1N0100095 ㈱キョウショク新得工場 上川郡新得町元町66番地3 01566-4-6760 十勝産 里ごぼう漬 平成20年3月10日
85 農産物 1NO100096 サンマルコ食品(株) 札幌市厚別区厚別東４条１丁目１番48号 011-897-1711 揚げじゃがいも 平成20年4月21日
86 農産物 1N0100097 藤原製麺(株) 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 北海道ラーメン(生） 平成20年5月9日
87 農産物 1N0100098 藤原製麺(株) 旭川市9条14丁目左10号 0166-26-5485 北海道ラーメン(生　冷し） 平成20年5月9日
88 農産物 1N0100099 (株)エスケイ食品 札幌市豊平区中の島2条4-1-8 011-812-0521 生アスパラそば 平成20年5月9日
89 農産物 1N0100100 (株)エスケイ食品 札幌市豊平区中の島2条4-1-8 011-812-0521 生アスパラうどん 平成20年5月9日
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90 畜産物 1Ｔ0100001 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ウインナーソーセージ 平成18年5月11日
91 畜産物 1Ｔ0100002 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ピリ辛ウインナー（ソーセージ） 平成18年5月11日
92 畜産物 1Ｔ0100003 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　和風ウインナー（ソーセージ） 平成18年5月11日
93 畜産物 1Ｔ0100005 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ペパーウインナー（ソーセージ） 平成18年5月11日
94 畜産物 1Ｔ0100006 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　フランクフルト（ソーセージ） 平成18年5月11日
95 畜産物 1Ｔ0100007 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ジンジャーフランク（ソーセージ） 平成18年5月11日
96 畜産物 1Ｔ0100008 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ラインバイザー（ソーセージ） 平成18年5月11日
97 畜産物 1Ｔ0100009 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ケーゼバイザー（ソーセージ） 平成18年5月11日
98 畜産物 1Ｔ0100010 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　クラコウ（ソーセージ） 平成18年5月11日
99 畜産物 1Ｔ0100012 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　フライシュケーゼ（ソーセージ） 平成18年5月11日

100 畜産物 1Ｔ0100013 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ビアシンケン（ソーセージ） 平成18年5月11日
101 畜産物 1Ｔ0100014 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ヤークトブルスト（ソーセージ） 平成18年5月11日
102 畜産物 1Ｔ0100015 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　シンケンプルスト（ソーセージ） 平成18年5月11日
103 畜産物 1Ｔ0100016 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　モルタデラ（ソーセージ） 平成18年5月11日
104 畜産物 1Ｔ0100018 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　コッホシンケン（ハム） 平成18年5月11日
105 畜産物 1Ｔ0100019 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ベーコン 平成18年5月11日
106 畜産物 1Ｔ0100020 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ビーフスモーク（スライス） 平成18年5月11日
107 畜産物 1Ｔ0100021 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　焼豚 平成18年5月11日
108 畜産物 1Ｔ0100028 ニチロ畜産（株） 札幌市西区西町１８丁目１番１号 011-663-1162 北海道あらびきポークウインナー 平成18年5月11日
109 畜産物 1T0100034 北海道サガミハム（株） 千歳市上長都３番地５ 0123-23-5533 北の麗　あらびきウインナー 平成18年7月19日
110 畜産物 1T0100035 北海道サガミハム（株） 千歳市上長都３番地５ 0123-23-5533 北の麗　モッツアレラソーセージ 平成18年7月19日
111 畜産物 1T0100036 （株）ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５番地１ 0133-73-8401 北の黒牛ハンバーグ 平成18年8月7日
112 畜産物 1T0100037 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８７番地１ 0155-60-2514 八千代牧場　ビーフジャーキー 平成18年8月7日
113 畜産物 1T0100042 （有）食創造さんだかん 深川市6条20-8 0164-22-2177 荒挽きフランク 平成18年12月7日
114 畜産物 1T0100044 帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西4線187番地1 0155-60-2747 八千代牧場　ロースハム 平成19年3月6日
115 畜産物 1T0100046 北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3番地5 0123-23-5533 スモークレバー（無塩せき） 平成19年4月18日
116 畜産物 1T0100047 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1番9号 0166-65-1186 熟成　北海道　ロースハム 平成19年8月9日
117 畜産物 1T0100048 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1番9号 0166-65-1186 熟成　北海道　ホワイトロースハム 平成19年8月9日
118 畜産物 1T0100049 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 どさんこロースハム 平成19年10月9日
119 畜産物 1T0100050 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 どさんこベーコン 平成19年10月9日
120 畜産物 1T0100051 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 ロースハム 平成20年3月10日
121 畜産物 1T0100052 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 ベーコン 平成20年3月10日
122 畜産物 1T0100053 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道ロースベーコン 平成20年3月10日
123 畜産物 1T0100054 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 骨付ソーセージ 平成20年3月10日
124 畜産物 1T0100055 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 網焼ソーセージ 平成20年3月10日
125 畜産物 1T0100056 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 網焼ミニソーセージ 平成20年3月10日
126 畜産物 1T0100057 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 ウインナー 平成20年3月10日
127 畜産物 1T0100058 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 網焼ウインナー 平成20年3月10日
128 畜産物 1T0100059 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 ロングウインナー 平成20年3月10日
129 畜産物 1T0100060 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 直火焼ローフ 平成20年3月10日
130 畜産物 1T0100061 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 パストラミローフ 平成20年3月10日
131 畜産物 1T0100062 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 焼 豚 平成20年3月10日
132 畜産物 1T0100063 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 グルグルフランク 平成20年3月10日
133 畜産物 1T0100064 日本ハム(株)旭川工場 旭川市旭神2条2丁目1-9 0166-65-1186 八雲ユーラップ 北海道 ペッパータン 平成20年3月10日
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134 水産物 1S0100001 (株)カネダイ　大野商店 むかわ町幸町２丁目４２番地 01454-2-2468 ししゃも(柳葉魚) 平成18年3月6日
135 水産物 1S0100002 (株)カネダイ　大野商店 むかわ町美幸町２丁目４２番地 01454-2-2468 珍味ししゃも(柳葉魚) 平成18年3月6日
136 水産物 1S0100003 (株)カネヒロ 根室市琴平町３丁目２６番地 0153-24-3419 たら子 平成18年3月6日
137 水産物 1S0100004 (株)カネヒロ 根室市琴平町３丁目２６番地 0153-24-3419 からし明太子 平成18年5月11日
138 水産物 1S0100005 (株)カネヒロ 根室市琴平町３丁目２６番地 0153-24-3419 鮭フレーク 平成18年5月11日
139 水産物 1S0100006 (株)杉山水産 根室市岬町２丁目８番地 0153-22-3463 いくら醤油漬け 平成18年5月11日
140 水産物 1S0100007 別海漁業協同組合 別海町本別町海１番地９５ 0153-75-8111 献上西別鮭 平成18年8月7日
141 水産物 1S0100008 別海漁業協同組合 別海町本別町海１番地９５ 0153-75-8111 甘塩切身 平成18年8月7日
142 水産物 1S0100009 別海漁業協同組合 別海町本別町海１番地９５ 0153-75-8111 味の年輪 平成18年8月7日
143 水産物 1S0100010 別海漁業協同組合 別海町本別町海１番地９５ 0153-75-8111 本物　浜茶漬け 平成18年8月7日
144 水産物 1S0100011 （株）北食 赤平市共和町１９９番地 0125-32-1453 流氷ししゃも 平成18年8月7日
145 水産物 1S0100012 （有）ダイト食品 小樽市築港６番４号 0134-23-2975 鮭とば 平成18年8月7日
146 水産物 1S0100013 （有）ダイト食品 小樽市築港６番４号 0134-23-2975 ソギたこ 平成18年8月7日
147 水産物 1S0100014 （有）三浦水産 小樽市祝津２丁目２３７番地 0134-25-7535 たら子 平成18年8月7日
148 水産物 1S0100015 （有）三浦水産 小樽市祝津２丁目２３７番地 0134-25-7535 炙りたら子 平成18年8月7日
149 水産物 1S0100016 （有）三浦水産 小樽市祝津２丁目２３７番地 0134-25-7535 辛子明太子 平成18年8月7日
150 水産物 1S0100017 （有）ツクナカ 札幌市西区八軒７条西６丁目２－７ 011-641-2179 焼き帆立貝柱 平成18年8月7日
151 水産物 1S0100018 （株）陽樹 函館市吉川町７番２６号 0138-42-6331 白い北国のコロンブ酢 平成18年8月7日
152 水産物 1S0100021 （有）パスト 札幌市西区八軒9条西10丁目4-21 011-641-2555 とうもろこししゅうまい　とうもろこしの花 平成18年11月20日
153 水産物 1S0100022 （有）パスト 札幌市西区八軒9条西10丁目4-21 011-641-2555 たこしゅうまい 平成18年12月7日
154 水産物 1S0100023 (有)川村水産 標津郡標津町南7条東1丁目1番2号 0153-82-2230 鮭 冬 葉 平成19年7月19日
155 水産物 1S0100024 井原水産(株) 留萌市船場町1丁目24番地 0164－43－0001いくら醤油漬 平成19年7月19日
156 水産物 1S0100025 井原水産(株) 留萌市船場町1丁目24番地 0164－43－0001味付いくら 平成19年7月19日
157 水産物 1S0100026 井原水産(株) 留萌市船場町1丁目24番地 0164－43－0001塩いくら 平成19年7月19日
158 水産物 1S0100027 井原水産(株) 留萌市船場町1丁目24番地 0164－43－0001たら子 平成19年7月19日
159 水産物 1S0100028 井原水産(株) 留萌市船場町1丁目24番地 0164－43－0001塩数の子 平成19年7月19日
160 水産物 1S0100029 井原水産(株) 留萌市船場町1丁目24番地 0164－43－0001干数の子 平成19年7月19日
161 水産物 1S0100030 井原水産(株) 留萌市船場町1丁目24番地 0164－43－0001マリンコラーゲンパウダー 平成19年7月19日
162 水産物 1S0100031 (有)カネニ台丸谷商店 稚内市宗谷岬15番9号 0162－76－2331冷凍ボイル毛がに 平成19年7月19日
163 水産物 1S0100032 ぎょれん販売(株) 札幌市中央区北13条西19丁目37番地 011-643－2828 北海道産　無着色 塩たらこ 平成19年7月19日
164 水産物 1S0100033 ぎょれん販売(株) 札幌市中央区北13条西19丁目37番地 011-643－2828 北海道産　無着色 辛子明太子 平成19年7月19日
165 水産物 1S0100034 歯舞漁業協同組合 根室市歯舞4丁目120番地 0153-28－2301 早煮昆布 平成19年7月19日
166 水産物 1S0100035 歯舞漁業協同組合 根室市歯舞4丁目120番地 0153-28－2301 根昆布 平成19年7月19日
167 水産物 1S0100036 歯舞漁業協同組合 根室市歯舞4丁目120番地 0153-28－2301 だし昆布 平成19年7月19日
168 水産物 1S0100037 歯舞漁業協同組合 根室市歯舞4丁目120番地 0153-28－2301 寒ふのり 平成19年7月19日
169 水産物 1S0100038 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　熟成塩鮭　甘塩 平成19年8月9日
170 水産物 1S0100039 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　熟成塩鮭　中辛 平成19年8月9日
171 水産物 1S0100040 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　熟成塩鮭　辛口 平成19年8月9日
172 水産物 1S0100041 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　粕漬 平成19年8月9日
173 水産物 1S0100042 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　西京漬 平成19年8月9日
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174 水産物 1S0100043 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　味噌漬 平成19年8月9日
175 水産物 1S0100044 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　熟成塩鮭　フレーク 平成19年8月9日
176 水産物 1S0100045 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　元祖　鮭の角煮 平成19年8月9日
177 水産物 1S0100046 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　元祖　鮭の角煮フレーク 平成19年8月9日
178 水産物 1S0100047 東明水産(株) 石狩市新港南2-715-1 0133-64-8881 蝦夷前鮭　定塩フィレ 平成19年8月9日
179 水産物 1S0100048 (株)　かまだ商店 函館市川汲町298 0138-25-5552 がごめとろろ昆布 平成19年8月9日
180 水産物 1S0100049 (株)　かまだ商店 函館市川汲町298 0138-25-5552 がごめおぼろ昆布 平成19年8月9日
181 水産物 1S0100050 (株)　かまだ商店 函館市川汲町298 0138-25-5552 がも一等検とろろ昆布 平成19年8月9日
182 水産物 1S0100051 (株)　かまだ商店 函館市川汲町298 0138-25-5552 早煮昆布 平成19年8月9日
183 水産物 1S0100052 (株)　かまだ商店 函館市川汲町298 0138-25-5552 納豆昆布 平成19年8月9日
184 水産物 1S0100053 (株)　東京キタイチ北海道工場 小樽市銭函3丁目506番1号 0134-62-7088 たらこ 平成19年8月9日
185 水産物 1S0100054 (株)　東京キタイチ北海道工場 小樽市銭函3丁目506番1号 0134-62-7088 辛子明太子 平成19年8月9日
186 水産物 1S0100055 (株)　東京キタイチ北海道工場 小樽市銭函3丁目506番1号 0134-62-7088 数の子 平成19年8月9日
187 水産物 1S0100056 北日本水産物(株) 増毛郡増毛町暑寒海岸町13番地の4 0164-53-3333 塩かずの子 平成19年8月9日
188 水産物 1S0100057 カネシメ松田水産(株) 白老郡白老町字虎杖浜213番地 0144-87-2008 虎杖浜たらこ 平成19年8月9日
189 水産物 1S0100058 カネシメ松田水産(株) 白老郡白老町字虎杖浜213番地 0144-87-2008 虎杖浜明太子 平成19年8月9日
190 水産物 1S0100059 カネシメ松田水産(株) 白老郡白老町字虎杖浜213番地 0144-87-2008 虎杖浜毛がに 平成19年8月9日
191 水産物 1S0100060 岡田水産北海道(株) 赤平市共和町199-12 0125-33-8181 氷下魚（こまい）干し 平成19年8月9日
192 水産物 1S0100061 (株)　丸髙 髙田商店 枝幸郡枝幸町梅ケ枝町6204番地17 0163-62-1101 枝幸産塩引鮭（山漬け） 平成19年9月20日
193 水産物 1S0100062 (株)　丸髙 髙田商店 枝幸郡枝幸町梅ケ枝町6204番地17 0163-62-1101 長期低温熟成　秋鮭すじ子 平成19年9月20日
194 水産物 1S0100063 (株)　山十前川商店 根室市西浜町10-177 0153-82-2069 醤油いくら 平成19年9月20日
195 水産物 1S0100064 (株)　うろこ市 稚内市中央5丁目6番8号 0162-23-7820 ぼうだら 平成19年10月9日
196 水産物 1S0100065 (株)　うろこ市 稚内市中央5丁目6番8号 0162-23-7820 もどしぼうだら 平成19年10月9日
197 水産物 1S0100066 (有)　マルトシ吉野商店 寿都郡寿都町字歌棄町美谷206番地1 0136-64-5018 寒風やぐら干し鮭寿 平成19年10月9日
198 水産物 1S0100067 (株)　小川商店 虻田郡洞爺湖町入江89-5 0142-76-2323 蒸しうに 平成19年10月9日
199 水産物 1S0100068 八雲町漁業協同組合 二海郡八雲町内浦町155番地3 0137-62-3101 こだわり醤油いくら 平成19年11月22日
200 水産物 1S0100069 網走第一水産加工業協同組合 網走市能取港町3丁目2番地 0152-47-2088 鮭 ト バ 平成19年12月10日
201 水産物 1S0100070 網走第一水産加工業協同組合 網走市能取港町3丁目2番地 0152-47-2088 鱒 ト バ 平成19年12月10日
202 水産物 1S0100071 歯舞漁業協同組合 根室市歯舞4丁目120番地 0153-28-2301 歯舞早煮元昆布 平成20年2月22日

203 水産物 1S0100072 歯舞漁業協同組合 根室市歯舞4丁目120番地 0153-28-2301 歯舞細切り昆布 平成20年2月22日

204 水産物 1S0100073 (株)杉山水産 根室市岬町2丁目8番地 0153-22-3463 冷凍ボイル毛がに 平成20年2月22日

205 水産物 1S0100074 別海漁業協同組合 野付郡別海町本別海1-95 0153-75-8111 にしべつ鮭　粕漬 平成20年2月22日

206 水産物 1S0100075 別海漁業協同組合 野付郡別海町本別海1-95 0153-75-8111 にしべつ鮭　西京漬 平成20年2月22日

207 水産物 1S0100076 厚岸共冷株式会社 厚岸郡厚岸町港町4丁目127番地 0153-52-0955 ボンスモークさんま 平成20年2月22日

208 水産物 1S0100077 厚岸共冷株式会社 厚岸郡厚岸町港町4丁目127番地 0153-52-0955 糠さんま 平成20年2月22日

209 水産物 1S0100078 株式会社 ヤマニ野口水産 留萌市東雲町1丁目30番地3 0164-42-1127 　いくら醤油漬 平成20年3月10日

210 水産物 1S0100079 株式会社　釧路丸水 白糠郡白糠町庶路甲区6番577 01547-5-2575 たらこ 平成20年3月10日

211 水産物 1S0100080 株式会社　釧路丸水 白糠郡白糠町庶路甲区6番577 01547-5-2575 いくら醤油漬 平成20年3月10日

212 水産物 1S0100081 株式会社　釧路丸水 白糠郡白糠町庶路甲区6番577 01547-5-2575 ししゃも（柳葉魚） 平成20年3月10日

213 水産物 1S0100082 株式会社　釧路丸水 白糠郡白糠町庶路甲区6番577 01547-5-2575 ししゃも（柳葉魚）釧路産 平成20年3月10日

214 水産物 1S0100083 野付漁業協同組合 野付郡別海町尾岱沼港町179-2 0153-86-2061 北海シマエビ 平成20年3月10日

215 水産物 1S0100084 野付漁業協同組合 野付郡別海町尾岱沼港町179-2 0153-86-2061 ほたて浜炙り焼き 平成20年3月10日

216 水産物 1S0100085 野付漁業協同組合 野付郡別海町尾岱沼港町179-2 0153-86-2061 帆立ソフト貝柱 平成20年3月10日

217 水産物 1S0100086 野付漁業協同組合 野付郡別海町尾岱沼港町179-2 0153-86-2061 ほやの塩辛 平成20年3月10日

218 水産物 1S0100087 野付漁業協同組合 野付郡別海町尾岱沼港町179-2 0153-86-2061 北寄貝（ボイル） 平成20年3月10日

219 水産物 1S0100088 野付漁業協同組合 野付郡別海町尾岱沼港町179-2 0153-86-2061 秋鮭すじこ 平成20年3月10日

220 水産物 1S0100089 野付漁業協同組合 野付郡別海町尾岱沼港町179-2 0153-86-2061 秋鮭　いくら醤油漬 平成20年3月10日

221 水産物 1S0100090 野付漁業協同組合 野付郡別海町尾岱沼港町179-2 0153-86-2061 秋鮭　定塩フィレー 平成20年3月10日

222 水産物 1S010009１ (有)マルヤマシメ本間水産 白老郡白老町虎杖浜460-146 0144-87-3402 さけこっこ 平成20年4月21日

223 水産物 1S0100092 岡田水産北海道(株) 赤平市共和町199-12 0125-33-8181 はたはた丸干し 平成20年4月21日

224 水産物 1S0100093 (株)丸昌 函館市末広町16-14 0138-22-1617 とろみ昆布（三杯酢付き） 平成20年5月9日
225 水産物 1S0100094 (株)石狩水産 札幌市西区発寒16条4丁目6番10号 011-668-3688 蝦夷鮑塩辛 平成20年5月9日
226 水産物 1S0100095 (株)石狩水産 札幌市西区発寒16条4丁目6番10号 011-668-3688 蝦夷鮑姿煮 平成20年5月9日



ＮＯ 登録の種類 登録番号 登録事業者 所在地 電話 登録の商品名 登録年月日

227 林産物 1R0100001 （株）ケン商 長万部町字平里９９番地１５号 01377-2-4338 クマ笹茶 平成18年7月19日
228 林産物 1R0100002 （株）ケン商 長万部町字平里９９番地１５号 01377-2-4338 クマ笹茶・ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾃｨｰ・Bamboo Tea（ﾃｨｰﾊﾟｯｸ) 平成18年7月19日
229 林産物 1R0100003 （有）北拓フーズ 士別市武徳町44線東6号 0165-32-3001 炊き込みごはんの素　たもぎ茸 平成18年12月7日
230 その他 1X0100001 (株)丸善市町 苫小牧市寿町２丁目１－２１ 0144-34-8996 北海道ビートサイダー セピアのしげき 平成18年5月11日
231 その他 1X0100003 (有)洞爺湖農産 洞爺湖町月浦７５番地 0142-72-2898 月浦ワイン　（赤） 平成18年8月7日
232 その他 1X0100004 (有)洞爺湖農産 洞爺湖町月浦７５番地 0142-72-2898 月浦ワイン　（白） 平成18年8月7日
233 その他 1X0100007 北海道キッコーマン（株） 千歳市泉沢1007－53 0123-28-3888 北海道丸大豆しょうゆ 平成19年2月19日
234 その他 1X0100008 新海養蜂場 紋別郡遠軽町西町2丁目5番地101 0158-42-3344 しんかい蜂蜜（アカシヤ蜜） 平成19年3月6日
235 その他 1X0100009 新海養蜂場 紋別郡遠軽町西町2丁目5番地101 0158-42-3344 しんかい蜂蜜（クローバー蜜） 平成19年3月6日
236 その他 1X0100010 新海養蜂場 紋別郡遠軽町西町2丁目5番地101 0158-42-3344 しんかい蜂蜜（菩提樹蜜） 平成19年3月6日
237 その他 1X0100011 (株)　中央食鶏 三笠市本町4番地1 01267-2-8100 三笠の鶏醤 平成19年9月20日
238 その他 1X0100012 (株)　柳　月 帯広市大通南8丁目15番地 0155-32-5566 三 方 六 平成19年12月10日
239 その他 1X0100013 合同酒精株式会社 旭川市南4条通20丁目1955 0166-31-4131 本格こめ焼酎　大雪山 平成20年2月22日
240 その他 1X0100014 田中酒造(株) 小樽市色内3丁目2番5号 0134-23-0390 純米酒「小樽」 平成20年5月9日


