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HOKKAIDO
HIGH GRADE FOODS
北海道の食匠

北のハイグレード食品2022
有機JAS認証の
「イナゾートマト」
のエキスを集めた
新感覚ジュース。
透明な見た目と爽やかな甘さに高評価。

有機トマトジュース クリア

300ｇ……1,620円
（税込、
北海道内参考価格）
主な原材料／有機トマト
（北海道士別市の自社農場で栽培）

ニセコの人気フレンチレストランの自家製テーブルバターを
商品化。
トリュフ以外の主原材料はすべて北海道産。

KAMIMURA
トリュフバター

85ｇ……3,000円（税込、希望小売価格）
主な原材料／無塩バター
（北海道製造）、
チーズ
（北海道産）、
十勝マッシュルーム
（北海道産）、黒トリュフ
（欧州産）
、
トリュフオイル
（イタリア産）
、海塩、
砂糖

■事業者 株式会社イナゾーファーム
士別市多寄町38線西9
Tel.0165‑26‑2031 Fax.0165‑26‑2867
https://inazofarm.jp/

■事業者 カミムラ合同会社
虻田郡倶知安町山田190‑4 四季ニセコ（チャトリウムニセコ）1階
Tel.0136‑21‑2288 Fax.0136‑21‑2289
https://www.kamimura-niseko.com/

日本の酵母菌で熟成させた極めて個性的なウォッシュチーズ。
力強さと繊細さが織りなす、魅惑の味、芳醇な香り。

ナチュラルチーズの「ラクレット」をしっかり熟成させ、
フリーズドライ加工。
常温保存できるのでお土産にも。

ピエール・カレ

フリーズドライチーズ

■事業者 株式会社のぼりべつ酪農館
登別市札内町73‑3
Tel.0143‑85‑3184 Fax.0143‑81‑6705
http://www.rakunoukan.com/

■事業者 株式会社広内エゾリスの谷チーズ社
上川郡新得町字新得西3線42‑10
Tel.0156‑67‑9240 Fax.0156‑67‑9241
https://ezorisucheese.net

200g……1,728円（税込、
北海道内参考価格）
主な原材料／生乳
（北海道登別、
室蘭産）
、
食塩

江差「かもめ島」
の岩場で手摘み・ノリ打ち
（手作業による製造）
された天然岩のり。
江差が誇る絶品。

25g……810円
（税込、
北海道内参考価格）
主な原材料／ナチュラルチーズ
（北海道産）

厳冬季に荒磯に付着する寿都産の天然岩のり
を丁寧に洗浄。海苔のすだれでじっくり
寒干しした風味豊かな一枚。

江差名産 黒のり

寒風干し天然岩のり

■事業者 ひやま漁業協同組合 江差支所
檜山郡江差町字姥神町157‑３
Tel.0139‑52‑0125 Fax.0139‑52‑0153
https://hama-p.jp/hamaplan/9993

■事業者 有限会社マルトシ吉野商店
寿都郡寿都町字歌棄町美谷206‑1
Tel.0136‑64‑5018 Fax.0136‑64‑5728
http://www.yoshino-yagura.jp

品質評価の高い羅臼産秋鮭のうち、大型の雄鮭のみを厳選。
伝統の手法で秋鮭の旨味を閉じ込めた昔ながらの塩鮭。

船上で活〆した鮮度の高い「時不知」の
刺し身漬け。脂のりがよく、身が柔らかい夏鮭を
鮭ぶしを使った特製醤油たれに漬け込んだ逸品。

５枚入……3,800円
（税込、
北海道内参考価格）
主な原材料／天然岩のり
（北海道江差産）

5枚……5,400円
（税込、
北海道内参考価格）
主な原材料／天然岩のり
（北海道寿都産）

船上活〆
ときし らず

時不知のさしみ鮭づけ（醤油味）

5切……4,536円
（税込、
北海道内参考価格）
主な原材料／白鮭
（北海道羅臼産）、
食塩

100ｇ……2,484円
（税込、
北海道内参考価格）
主な原材料／白鮭
（羅臼他北海道産時不知）
、
醤油
（北海道産丸大豆・小麦使用）
、
鮭ぶし
（北海道産）
、
本みりん

■事業者 株式会社丸亀
札幌市中央区北1条西27丁目3‑16
Tel.011‑611‑8331 Fax.011‑621‑5151
https://marukame.com/

■事業者 株式会社丸亀
札幌市中央区北1条西27丁目3‑16
Tel.011‑611‑8331 Fax.011‑621‑5151
https://marukame.com/

蔵造り塩引き鮭

※特に記載のない場合、価格は税込、北海道内参考価格

選りすぐりの道産豚肉を、
1本1本さらしで巻いてスモーク。
独自の手法と長期間の熟成から生まれた極上の味わい。

独自開発したブドウ品種「山幸（やまさち）」を
丁寧に選果・醸造し、新樽で熟成させ、
ほぼ無濾過で瓶詰め。

500時間熟成させた
ホワイトロースハム

ジュエル オブ トカチ

■事業者 お肉屋さんたどころ
虻田郡洞爺湖町旭町5‑1
Tel.0142‑76‑2911 Fax.0142‑76‑1298
https://niku-toyako.shop-pro.jp/

■事業者 北海道池田町 十勝ワイン
中川郡池田町清見83
Tel.015‑572‑2467 Fax.015‑572‑3915
https://www.tokachi-wine.com

12月に旬を迎えるスケトウダラの完熟卵「真子（まこ）」を使用。
噴火湾（内浦湾）
で水揚げされたスケトウダラの
鮮度のいい魚卵のみによって
作り上げる特別なたらこ。

有機肥料で育てたとうもろこしと大豆を原料に
農場併設の加工場で製造。
素材の旨味と甘さが味わえる。

130ｇ……1,400円（税込、北海道内参考価格）
主な原材料／豚肉（北海道産）

750ml……7,260円（税込、希望小売価格）
主な原材料／ぶどう（山幸）
（北海道池田町産）

豆乳仕立てのコーンスープ

雪たらこ

450g……3,500円（税込、北海道内参考価格）
主な原材料／助宗たら卵
（北海道産）
、
食塩、
アミノ酸、
紅麹
■事業者 有限会社一印高田水産
茅部郡鹿部町字本別15 Tel.01372‑7‑2013
https://1zirushi.com

Fax.01372‑7‑3486

釧路港産スケソウダラのハラスや骨まで余すことなく使用。
香ばしく甘辛い、一口サイズのおつまみ。

190g……270円（税込、参考価格）
主な原材料／とうもろこし、
大豆
（北海道旭川市産）
、
無塩バター、塩（北海道製造）
■事業者 株式会社谷口農場
旭川市東旭川町共栄255
Tel.0166‑34‑6699 Fax.0166‑33‑3048
https://taniguchifarm.co.jp

世界でも珍しい、
ボタニカルの自社生産から蒸溜まで
の一環工程から生まれた、
「豊かな大地の蒸溜酒」。

火の帆 KIBOU

おさかなクリスピー
甘辛しょうゆ

500ml……5,940円（税込、希望小売価格）
主な原材料／アカエゾマツ
（北海道積丹産）
、
エゾヤマモモ
（北海道美唄産）
、
エゾミカン
（北海道乙部産）
、
ハーブ７種
（北海道積丹産）
、
オオバクロモジ
（北海道七飯産）
、
キタコブシ（北海道厚真産）

50g……378円（税込、北海道内参考価格）
主な原材料／スケソウダラ
（北海道釧路港産）
、
しょうゆ、甜菜糖
（北海道産）
、
白ごま、
水飴
■事業者 釧路海洋フーズ株式会社
釧路市新富士町５丁目3‑11 Tel.0154‑68‑5831
https://hokkado.theshop.jp

Fax.0154‑68‑5832

放牧飼育の乳牛から搾乳した生乳を100%使用。
季節ごとに変化する新鮮な風味が楽しめる。

■事業者 株式会社積丹スピリット
積丹郡積丹町大字野塚町字ウエント229‑１
Tel.0135‑48‑5105 Fax.0135‑48‑5104
https://shakotan-spirit.co.jp/index.html

ジャージーミルクや飲むヨーグルトなど地場産食材を結集。
コクのある濃厚な味わいを追求したアイスチーズケーキ。

十勝ジャージーカッサータ

恵庭産 放牧認証の
イタリアンジェラート（生乳）

110ml……300円（税込、
北海道内参考価格）
主な原材料／生乳
（北海道恵庭市）、
乳製品
（北海道）
、
グラニュー糖
（北海道）
、
ブドウ糖、
乳化剤、
安定剤
（増粘多糖類）
■事業者 Gelateria Gigi
（ジェラテリア ジジ）有限会社エストイゾラ
恵庭市黄金南２丁目19‑8 Tel・Fax.0123‑21‑9915
https://estisola.com/gigi/

100%自家採取、不純物をろ過しただけの天然はちみつ。
芳醇な香りを持つ菩提樹のはちみつは、
欧州では
最高級にランク付されている。

北海道産天然はちみつ
ぼだいじゅ

■事業者 有限会社十勝ミルキー
帯広市西5条南34丁目12 Tel.0155‑67‑7331 Fax.0155‑67‑7372
https://tokachi-milky.com/
■製造者／デリカファクトリー十勝株式会社 帯広市西20条北2丁目24‑10
※特に記載のない場合、価格は税込、北海道内参考価格

F OOD IE
ISL A N D
HOK K A ID O

250ｇ……2,800円（税込、
希望小売価格）
主な原材料／はちみつ
（北海道常呂郡訓子府町内で採取）
■事業者 株式会社菅野養蜂場
常呂郡訓子府町仲町34 Tel.0157‑47‑4397
https://honeyfarm-kanno.com/

200ｇ……1,900円（税込、北海道内参考価格）
主な原材料／ナチュラルチーズ（北海道産）、
ドライ
フルーツ
（外国産）、生クリーム
（北海道産）、牛乳
（北海道十勝産）、砂糖（北海道産）、発酵乳（北海
道十勝産）、アーモンド
（外国産）、
カシューナッツ
（外国産）
、
リキュール
（外国産）

Fax.0157‑57‑4198

北海道経済部食関連産業局食産業振興課

〒060−8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 Tel.011−204−5138
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/brandpromotion/hg.html

