
（ジャンル別五十音順）
No. ジャンル 企　業　名 製　品　名

1 パン・菓子 （株）アイチフーズ
北海道素材のジャム
(ハスカップ・ふらのワイン・プリン・ふらのメロン)

2 パン・菓子 （株）アイチフーズ 北海道ザンギおかき
3 パン・菓子 （有）アイバ 生キャラメル　プレーン（常温タイプ）
4 パン・菓子 （有）アイバ 生キャラメル　ミルク（常温タイプ）
5 パン・菓子 （有）アイバ 生キャラメル　黒豆　オリゴノール入り（常温タイプ）
6 パン・菓子 池田食品（株） 北匠味 焼カシュー
7 パン・菓子 池田食品（株） タマゴボーロ
8 パン・菓子 池田食品（株） さっぽろ黒大豆 素焼黒豆
9 パン・菓子 石屋製菓（株） 白い恋人
10 パン・菓子 （株）一久　もち処一久大福堂 一口羊羹（小倉・黒糖・塩・かぼちゃ）
11 パン・菓子 （株）梅屋 黒玉どら焼き
12 パン・菓子 （株）梅屋 しゅろす
13 パン・菓子 （株）梅屋 しゅうまんじゅう
14 パン・菓子 （株）HPI 粉雪の舞
15 パン・菓子 （株）office円山 どら抹茶　極　抹茶求肥入り
16 パン・菓子 （株）office円山 我逢人　プレーン生地、抹茶求肥入り
17 パン・菓子 （株）office円山 華手鞠　しゅまり/宇治抹茶
18 パン・菓子 （株）きのとや 北海道ミルククッキー「札幌農学校」
19 パン・菓子 京田食品（株） 夕張メロンパン
20 パン・菓子 京田食品（株） 夕張メロンラスク
21 パン・菓子 京田食品（株） 北海道ミルクラスク
22 パン・菓子 （株）小山製麩所 熊笹麩饅頭
23 パン・菓子 （株）小山製麩所 ふわふわプチ大福北海道メロン
24 パン・菓子 サザエ食品（株）　 十勝おはぎ
25 パン・菓子 サザエ食品（株）　 十勝大名おやき
26 パン・菓子 札幌第一製菓（株） ユーグレナきなこねじり
27 パン・菓子 札幌第一製菓（株） 北海道産大豆使用きなこねじり　希少糖入り
28 パン・菓子 千秋庵製菓（株）　 ノースマン
29 パン・菓子 千秋庵製菓（株）　 山親爺
30 パン・菓子 千秋庵製菓（株）　 都ぞ弥生
31 パン・菓子 （株）ディームファクトリー 十勝ドルチェ橋本牧場プレミアムアイスクリーム
32 パン・菓子 （株）ディームファクトリー 十勝橋本牧場プレミアムソフト
33 パン・菓子 （株）ディームファクトリー ブラウンスイス乳フローズンヨーグルト
34 パン・菓子 （株）ディームファクトリー ブラウンスイス乳プリン
35 パン・菓子 ファーマーズ・インスティチュート（株） オニオニソフトサブレ
36 パン・菓子 （株）FIND 黒千石ジェラート
37 パン・菓子 深川油脂工業（株）　 化学調味料無添加ポテトチップス
38 パン・菓子 （株）北辰フーズ シャーベリアス　夕張メロンゼリーエスト
39 パン・菓子 （株）北辰フーズ シャーベリアス　夕張メロンゼリーエストミニ
40 パン・菓子 （株）北辰フーズ 北海道レアチーズケーキ
41 パン・菓子 （株）ボンタイム北海道 北ると　すいーとぽてと
42 パン・菓子 （株）ボンタイム北海道 ペポたると
43 パン・菓子 （株）ほんま 月寒あんぱん
44 パン・菓子 （株）ほんま 月寒まんじゅう
45 パン・菓子 （株）ほんま 玉ドーナツ・月寒ドーナツ
46 パン・菓子 （株）ましゅれ ましゅれメープルプリン
47 パン・菓子 （株）ましゅれ しっとりフィナンシェ
48 パン・菓子 （株）ましゅれ お手紙ケーキ
49 パン・菓子 （株）ミルクハウス 冷凍ソフトクリーム
50 パン・菓子 （株）ミルクハウス ソフトクリーム
51 パン・菓子 （株）ミルクハウス ミルクハウスプレミアムアイスクリーム
52 パン・菓子 （有）山下館 ご馳走プリン　プレミアム
53 パン・菓子 （有）山下館 王妃のプリン
54 パン・菓子 （株）わらく堂 北海道スイートポテト
55 パン・菓子 （株）わらく堂 スイートオーケストラ（さつま芋・かぼちゃ・フロマージュ）
56 パン・菓子 （株）わらく堂 おもっちーず（プレーン・しょこら・いちご）
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57 農畜産品 （株）アイチフーズ 北海道青南蛮味噌
58 農畜産品 （株）AEI　INTER　WORLD 北海道産山わさび(醤油漬け・昆布・味噌)
59 農畜産品 岩田醸造（株） 紅一点　清里
60 農畜産品 岩田醸造（株） 紅一点　天然醸造無添加生みそ
61 農畜産品 （有）夘野食品 ピリカラ京あげ
62 農畜産品 （有）夘野食品 京あげとよまさり

63 農畜産品
（株）グランビスタホテル＆リゾート
札幌グランドホテル

札幌グランドホテル　コーンスープ缶詰

64 農畜産品
（株）グランビスタホテル＆リゾート
札幌グランドホテル

札幌グランドホテル　パンプキンスープ缶詰

65 農畜産品
（株）グランビスタホテル＆リゾート
札幌グランドホテル

札幌グランドホテル　オニオンスープ缶詰

66 農畜産品
（株）グランビスタホテル＆リゾート
札幌グランドホテル

LOCAL&SUSTAINABLE　北海道スープセット
（北海道コーンスープ缶詰　北海道パンプキンスープ缶詰
　北海道オニオンスープ缶詰　北海道ごぼうスープ缶詰）

67 農畜産品 （株）香貴 石狩の浜
68 農畜産品 （株）香貴 群来の海
69 農畜産品 （株）小山製麩所 北海道全粒粉車麩
70 農畜産品 （株）小山製麩所 全粒粉でつくった麩屋のパスタ
71 農畜産品 （株）札幌居酒屋工房 北海道産炭火焼かしわ白
72 農畜産品 （株）札幌居酒屋工房 北海道産蒸し鶏
73 農畜産品 （株）札幌居酒屋工房 炭火焼軟骨入りつくね串
74 農畜産品 新札幌乳業（株）　 北海道産生乳と砂糖のみで仕上げたのむヨーグルト

75 農畜産品 新札幌乳業（株）　
北海道で採れた赤・緑・黄野菜11種＆
生乳で仕上げたのむヨーグルト

76 農畜産品 （株）創和 氷温熟成生ラーメン
77 農畜産品 （株）創和 氷温熟成乾燥ラーメン
78 農畜産品 （株）中華札幌 いももち・かぼちゃもち
79 農畜産品 （株）トーチク 鶏卵　美々の雫
80 農畜産品 （株）トーチク トーチクのこくまろ卵
81 農畜産品 （株）トーチク 鶏卵　悠久の恵み（10玉・6玉）
82 農畜産品 （有）冨田ファーム 冨夢
83 農畜産品 （有）冨田ファーム おこっぺ大地
84 農畜産品 ニチロ畜産（株）　 工房直火燻煙ロースハム
85 農畜産品 ニチロ畜産（株）　 工房直火燻煙ヒレハム
86 農畜産品 ニチロ畜産（株）　 工房直火燻煙ベーコン
87 農畜産品 ニチロ畜産（株）　 工房あらびきポークウインナー1981
88 農畜産品 中札内村農業協同組合 そのままえだ豆
89 農畜産品 中札内村農業協同組合 そのまま黒えだ豆
90 農畜産品 中札内村農業協同組合 すじなしいんげん
91 農畜産品 中村食品産業（株） 河村さんちの鉄粉ぬか床
92 農畜産品 東神楽農業協同組合 小麦薫るラーメン（醤油・みそ・塩）
93 農畜産品 東神楽農業協同組合 なたね油
94 農畜産品 ファーマーズ・インスティチュート（株） ONIONIさらさら黄金タマネギのコンソメスープ
95 農畜産品 深川油脂工業（株）　 ソテードオニオン
96 農畜産品 深川油脂工業（株）　 北海道こめ油
97 農畜産品 （株）ホクビー 穴のあいたビーフハンバーグ
98 農畜産品 （株）ホクビー とろ～りチーズの北海道ビーフハンバーグPremium
99 農畜産品 （株）ホクビー Beko倶楽部オリジナルビーフシチュー
100 農畜産品 （株）北海大和 北海道十勝牛しぐれ
101 農畜産品 （株）北海大和 北海道野菜ふりかけ徳用
102 農畜産品 （株）北海大和 札幌黄玉ねぎスープ生姜入り
103 農畜産品 （株）北海大和 真っ赤なビーツのポタージュ
104 農畜産品 丸大大金ハム（株）　 永遠の幸　ロースハム
105 農畜産品 丸大大金ハム（株）　 永遠の幸　プレスハム
106 農畜産品 丸大大金ハム（株）　 春楡の饗（エルムのもてなし）
107 農畜産品 （株）マルナカ きたほなみながうどん（極厚）
108 農畜産品 （株）マルナカ きたほなみながうどん（極薄）
109 農畜産品 （株）マルナカ きたわせながそば（極太）
110 農畜産品 （株）MOVE 北海道ラーメン
111 農畜産品 （株）室蘭製麺 もち・プリ餃子
112 農畜産品 （株）室蘭製麺 もち雪しゅうまい
113 農畜産品 （株）室蘭製麺 パリもち包子
114 農畜産品 （株）ゆたか 十勝の合挽きハンバーグ
115 農畜産品 （株）ゆたか 和ちいず　
116 農畜産品 横山食品（株） 北の畑から　パン粉
117 農畜産品 横山食品（株） 北の畑から　パウダードレッシング　ローストオニオン味
118 農畜産品 横山食品（株） 北の畑から　パウダードレッシング　山わさび味
119 農畜産品 鱗幸食品（株） 札幌しゅうまい・黄金づつみ



120 水産品 （株）アイチフーズ 北海道十勝つぶカリー
121 水産品 （有）アップルソースゴーイング 浜頓ホテル　鮭まんじゅう
122 水産品 （有）アップルソースゴーイング 浜頓ホテル　帆立まんじゅう
123 水産品 （株）HPI 寒風干し焼き鮭ほぐし身
124 水産品 （株）HPI さんまぼろぼろ
125 水産品 （株）HPI ひと口たらこ
126 水産品 （株）かね彦 スモークチーズハムKAMABOKO
127 水産品 （株）かね彦 きびっこちゃん
128 水産品 （株）かね彦 鮭丸くん
129 水産品 （株）北のグルメ 知床らうす深層水漬　しまほっけ
130 水産品 （株）北のグルメ いくら正油漬
131 水産品 （株）札幌大成 海鮮ねばねばぶっかけ爆弾
132 水産品 （株）竹田食品 数の子松前
133 水産品 （株）竹田食品 濃旨がごめ昆布のしょうゆ漬
134 水産品 （株）竹田食品 帆立入り松前漬
135 水産品 （有）谷口食品 紅太巻
136 水産品 （有）谷口食品 にしんの甘露煮
137 水産品 （株）中華札幌 北海道しゅうまい
138 水産品 （株）中華札幌 つまみ揚
139 水産品 出塚水産（株） もんべつさつま
140 水産品 中山食品工業（株） 磯の木昆布
141 水産品 中山食品工業（株） とろろ巻昆布
142 水産品 中山食品工業（株） 味きらりゆず昆布
143 水産品 中山食品工業（株） しょうが昆布
144 水産品 （株）ノリエ かにきむち（たらばがに・ずわいがに・ミックス）
145 水産品 （株）ノリエ かにきむち（くらげ、えび、たこ、ほたて、あさり）
146 水産品 ベル食品（株） 北海道素材炊き込みご飯の素さんま
147 水産品 （株）北友物産 がごめ入り海鮮昆布
148 水産品 （株）北友物産 羅臼のとろろ
149 水産品 （株）北友物産 まるごと帆立貝
150 水産品 丸一大西食品（株） 鮭とろ
151 水産品 丸一大西食品（株） 開きホッキ
152 水産品 丸一大西食品（株） 秋鮭スモークオイル
153 水産品 （株）丸亀 手造り天然さしみ鮭
154 水産品 （株）丸亀 熟成　焼用　中辛鮭
155 水産品 （株）丸亀 熟成塩引鮭
156 水産品 （株）マルゲン 味付　ぽん鱈
157 水産品 マルスイフーズ（株）　 たらっこ（黄金）
158 水産品 マルスイフーズ（株）　 たらっこ（山わさび醤油）
159 水産品 丸高水産（株） マリーネ（紅鮭・帆立・マトウ鯛）
160 水産品 丸高水産（株） 吟鮭炙り焼き
161 水産品 （有）マルマ松本商店 本ずわい甲羅盛り（特盛）プレミアム
162 水産品 （有）マルマ松本商店 本ずわい甲羅盛り
163 水産品 （有）マルマ松本商店 毛がに甲羅盛りプレミアム
164 水産品 山小　小林食品（株）　 ねこあし昆布ふりかけ
165 水産品 山小　小林食品（株）　 がごめ昆布入り鮭節ふりかけ
166 水産品 山小　小林食品（株）　 がごめ昆布入り山わさびふりかけ
167 酒・飲料 （株）WORTH　JAPAN 健美の里　極宝珠漬
168 酒・飲料 （株）WORTH　JAPAN 健美の里　極海鮮茶漬け
169 酒・飲料 （株）AEI　INTER　WORLD 太陽の王様（オレンジキャロル、サンチェリー）
170 酒・飲料 アサヒビール（株）北海道統括本部 ニッカ竹鶴（１７年、２１年）ピュアモルト
171 酒・飲料 アサヒビール（株）北海道統括本部 シングルモルト余市
172 酒・飲料 （株）伊藤園 北海道とうきび茶
173 酒・飲料 （有）キタヒロ商会 とまとジュースふるさとの元気
174 酒・飲料 （有）キタヒロ商会 小林牧場のむヨーグルト
175 酒・飲料 （株）サッポロドラッグストアー サツドラ超炭酸水
176 酒・飲料 （株）サッポロドラッグストアー サツドラ超炭酸水　レモン
177 酒・飲料 サッポロビール（株）北海道本社 サッポロ クラシック
178 酒・飲料 （株）ジェイシークリエイティヴ NEW北海道まるごと青汁
179 酒・飲料 （有）当麻グリーンライフ 有機シシリアンルージュトマトジュース
180 酒・飲料 （有）当麻グリーンライフ 有機吟醸甘酒
181 酒・飲料 （株）FIND 有機黒千石茶
182 酒・飲料 （株）北海道アグリマート 北海道サイダー
183 酒・飲料 （株）北海道アグリマート 北海道のあじわい便り　ミニトマトジュース・キャロル７
184 酒・飲料 （株）北海道アグリマート 北海道のあじわい便り　ノンアルコールワイン
185 酒・飲料 北海道キヨスク（株） HOKKAIDOニセコWater
186 酒・飲料 北海道キヨスク（株） 緑茶うらら
187 酒・飲料 北海道キヨスク（株） GLAD レギュラー/ブラック
188 酒・飲料 北海道キリンビバレッジ（株）　 キリンファイア北海道限定ミルクテイスト
189 酒・飲料 北海道キリンビバレッジ（株）　 キリンガラナ
190 酒・飲料 北海道コカ・コーラボトリング（株） ジョージアサントスプレミアム北海道デザイン
191 酒・飲料 北海道コカ・コーラボトリング（株） い・ろ・は・す　/い・ろ・は・す ハスカップ
192 酒・飲料 北海道コカ・コーラボトリング（株） ジョージアミルクコーヒー
193 酒・飲料 北海道コカ・コーラボトリング（株） ジョージアオリジナル北海道限定デザイン
194 酒・飲料 北海道ワイン（株） 鶴沼ワイン
195 酒・飲料 北海道ワイン（株） 北海道ワイン
196 酒・飲料 北海道ワイン（株） おたるワイン
197 酒・飲料 ポッカサッポロ北海道（株） リボン　ナポリン
198 酒・飲料 （株）ロジネットジャパン 北海道大雪山「ゆきのみず」



199 調味料 （株）AEI　INTER　WORLD 北海道産たまねぎと太白胡麻油のドレッシング
200 調味料 （有）キタヒロ商会 海幸塩
201 調味料 （株）恒星 北の燻製屋シリーズ　燻製屋の刺身醤油
202 調味料 （株）恒星 北の燻製屋シリーズ　燻製屋の鰹節×柚子ジュレッシング
203 調味料 （株）佐久精肉店 とまとたれ
204 調味料 （株）ジェイシークリエイティヴ 北海道○（まる）だし
205 調味料 （株）ジェイシークリエイティヴ 特選　北海道○（まる）だし
206 調味料 （株）笑福園 万能このみだれ
207 調味料 （株）笑福園 旨みソース　カツ＆フライ
208 調味料 （株）笑福園 白い焼肉のタレ
209 調味料 （株）中央食鶏 三笠の鶏醤（発酵風味調味料）
210 調味料 （株）中央食鶏 鶏醤りんごポン酢
211 調味料 （株）中央食鶏 鶏醤玉ねぎドレッシング「さらさらタイプ・サクサクタイプ」
212 調味料 ＴＳＯスタッフ 北寄魚醤
213 調味料 （株）中山薬品商会 がごめだしポン酢
214 調味料 （株）中山薬品商会 根昆布醤油
215 調味料 （株）ノリエ 熟成ぽんず
216 調味料 福山醸造（株） トモエ　道民の醤油
217 調味料 福山醸造（株） トモエ　日高昆布だし彩り
218 調味料 福山醸造（株） トモエ　道民の味噌
219 調味料 ベル食品（株） 北海道がごめ昆布だし　400ml
220 調味料 ベル食品（株） スープカレーの作り方　180g
221 調味料 （株）北海道ケンソ 根昆布だし
222 調味料 （株）北海道ケンソ 吟選根昆布だし
223 調味料 （株）北海道ケンソ 丸ごと根昆布醤油
224 調味料 北海道食彩フーズ（株）　 北海道根室産ねこ足昆布使用　ねこ足昆布だし
225 調味料 北海道食彩フーズ（株）　 北海道根室産ねこ足昆布使用　ねこ足昆布だしカツオ入り
226 調味料 （株）北海道バイオインダストリー 北海道タマネギドレッシング
227 調味料 （株）北海道バイオインダストリー 北海道深み玉葱ドレッシング
228 調味料 （株）WORTH　JAPAN 健美の里　万能極だし
229 調味料 （株）WORTH　JAPAN 健美の里　極だし醤油
230 調味料 （株）WORTH　JAPAN 健美の里　万能極だし　根昆布濃縮
231 調味料 （株）WORTH　JAPAN 健美の里　極だし味噌汁
232 健康食品 大高酵素（株）　 スーパーオータカ
233 健康食品 （株）活里 活里AHCCα
234 健康食品 （株）活里 活里アーゼ田七
235 健康食品 （株）ケルプ研究所 植物エキス発酵飲料　F&Eシリーズ
236 健康食品 （株）玄米酵素 ハイ・ゲンキ　スピルリナ入り
237 健康食品 （株）玄米酵素 ハイ・ゲンキ　霊芝
238 健康食品 （株）玄米酵素 ハイ・ゲンキ　ビフィズス
239 健康食品 （株）The St Monica 6種の有機ベリーと白樺樹液のコーディアル
240 健康食品 （株）北海道バイオインダストリー 北海道ヤーコン茶
241 健康食品 （株）北海道霊芝 霊仙命湯（北海道産純良霊芝茶）
242 健康食品 （株）北海道霊芝 霊仙命湯　ゴールド・カプセル
243 健康食品 （株）北海道霊芝 旺煌のβ-グルカンＤＸ
244 健康食品 （株）北海道霊芝 鹿角霊芝カプセル　旺煌
245 健康食品 （株）北海道霊芝 鹿角霊芝カプセル　旺煌プレミアム



（ジャンル別五十音順）
No. ジャンル 企　業　名 製　品　名
1 住宅設備 (有)秋山建築板金 ドレンキャップ
2 住宅設備 (有)秋山建築板金 セーフティバケット
3 住宅設備 旭イノベックス（株） 温水ラジエーター　COSMO　PANEL・PARA　Warm
4 住宅設備 旭イノベックス（株） PARA　Warm　冷暖房輻射パネル
5 住宅設備 旭イノベックス（株） COSMO　冷暖房輻射パネル
6 住宅設備 (株)NJSP 樹脂サッシのコーティングリペア技術「NJSP工法」
7 住宅設備 (株)エルコム 遠赤外線融雪装置解けルモ

8 住宅設備 (株)北一タカハシ建設
四季を楽しむ「和の家」
宮大工が支える本格和風の技術
「北の宮大工が建てるQ1-数寄屋住宅」

9 住宅設備 (株)キムラ ゼオライト内装塗り壁材　AZ　wall
10 住宅設備 (株)キムラ 天然調湿消臭材　床下さらさら
11 住宅設備 (株)キムラ ゼオライト消臭材　スメルゲン
12 住宅設備 (有)グッドマン グッドマン換気口
13 住宅設備 寿産業(株) 防かびポン
14 住宅設備 (株)コバエンジニア 森のテント
15 住宅設備 (株)コバエンジニア ゴーポート
16 住宅設備 (株)コバエンジニア スノーセイバ
17 住宅設備 三栄工業(株) ステンレスパワーヒーティングシステム
18 住宅設備 三栄工業(株) 融雪パネル
19 住宅設備 三栄工業(株) 時分割自動制御
20 住宅設備 (株)住宅夢工房 新築こえるくん
21 住宅設備 (株）ショーワ 片持式カーポート 「家CAR天下」
22 住宅設備 (株)大丸　白倉商店 未来の和洋室　ささまめこ
23 住宅設備 東洋炉材(株) 十七輪
24 住宅設備 日本アーク開発(株) 屋上断熱工法
25 住宅設備 日本アーク開発(株) 雪庇防止フェンス
26 住宅設備 日本アーク開発(株) 融雪槽スノーing
27 住宅設備 日本システム機器(株) 北海道稚内珪藻頁岩使用塗壁材「北のやすらぎ」
28 住宅設備 日本システム機器(株) 北海道稚内珪藻頁岩使用床下調湿材「ノースドライ」
29 住宅設備 (株)ノースエナジー 太陽光低圧発電所「ノースソーラーファームシリーズ」
30 住宅設備 (株)ノースプラン 『SCPフェンス』雪庇防止柵
31 住宅設備 (株)ノースプラン 『DCフェンス』高性能防雪柵
32 住宅設備 (株)ノースプラン 『ＤＣパネル』風向変換有孔板
33 住宅設備 NPO法人　パッシブシステム研究会 パッシブ換気システム

34 住宅設備 (株)光合金製作所

お庭の水道シリーズ
　温水シャワー不凍水栓柱　アクラス
　デザイン不凍水栓柱　CK・GKシリーズ
　伸縮散水栓（収納型不凍給水栓）　ＫＦシリ－ズ

35 住宅設備 (株)ヒルコ 埋設型パワー融雪機　融雪王HS-2200シリーズ
36 住宅設備 (株)ふじ研究所 ちょっとこだわった燻製器
37 住宅設備 (株)ボイラエンジニアリング コンクリート二次製品養生装置
38 住宅設備 (株)ボイラエンジニアリング コンクリート骨材凍結防止装置
39 住宅設備 (株)ボイラエンジニアリング ストレーナ清掃装置
40 住宅設備 北海バネ（株） スノーハンター
41 住宅設備 (株)丸一シラサカ フード大雪君
42 住宅設備 (株)丸一シラサカ フード大雪君「防風板付」
43 住宅設備 (有)リペラ 省エネ　断熱αコートECO
44 住宅設備 (株)リポートサービス北海道 マーベルトラフ
45 環境 (株)石川技研工業 クロー知らず

46 環境 (株)イーロジックジャパン
太陽軌道追尾式 発電・温水ハイブリッドシステム
道産光“陽まわり”

47 環境 (株)M.C.S Ｍｓシリーズ融雪制御システム
48 環境 (株)M.C.S 遠隔電源制御ユニット
49 環境 (株)エルコム 発砲スチロール減容器　スチロス・ブイ、アクア、ネオ
50 環境 (株)エルコム 樹脂系ハイブリットボイラーイーヴォル
51 環境 (株)エルコム 小型ゴミ圧縮機プレモ　40、200、400、750
52 環境 寿産業(株) 廃タイヤリサイクルシステム
53 環境 合同会社サン技術研究所 CCTVカメラ対応量水標
54 環境 合同会社サン技術研究所 洪水痕跡機能付量水標
55 環境 合同会社サン技術研究所 遠方監視システム
56 環境 正和電工(株) 生ゴミ処理機「バイオセルフ」
57 環境 正和電工(株) 新浄化装置「バイオラックスウォーター」
58 環境 正和電工(株) バイオトイレ「バイオラックス」
59 環境 (株)ビオフレックス 空調用中高性能フィルター
60 環境 北海道衛星(株) ハイパースペクトルカメラ「Cosmos Eye HSC1702」
61 環境 北海道衛星(株) 超小型衛星搭載用ハイパースペクトルカメラ「HSC」
62 環境 北海道衛星(株) 高精度マルチスペクトルカメラ「MSC1805P5」
63 環境 北海道気密販売（株） セミオーダー　木製床下ガラリ
64 環境 (株)北海道PVGS 高効率　両面発電型太陽電池セル「EarthON」
65 環境 溝端紙工印刷(株) 北海道産間伐材割箸
66 環境 YKK　AP（株）北海道支社 高性能トリプルガラス樹脂窓　APW430
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67 福祉・生活 (株)いたがき 鞍シリーズ
68 福祉・生活 (株)Kカンパニー 絹のボディスポンジ「絹子」＆絹のあかすり「絹子のせなか」
69 福祉・生活 (株)Kカンパニー 絹のあかすり「絹子のあかすり袋」
70 福祉・生活 三和ミタカ（株） Ｍシリーズ　エコロドア

71 福祉・生活
ＮＰＯ法人　札幌クローバー会　工房クロー
バー

アクセサリーハンガー「フックの木」（大・中・小の三種）

72 福祉・生活
ＮＰＯ法人　札幌クローバー会　工房クロー
バー

もくすとらっぷ　各種

73 福祉・生活
ＮＰＯ法人　札幌クローバー会　工房クロー
バー

クラロウォールナットバングル（ワイドとスリムの二種）

74 福祉・生活 (株)特殊衣料 保護帽「アボネット」
75 福祉・生活 Hanako　Garden すずらん缶詰
76 福祉・生活 (株)フォトフィールド ポジションフリーティッシュケース
77 福祉・生活 (株)フォトフィールド 非常用ろうそくランタン
78 福祉・生活 (株)フォトフィールド 防災士が考えた防災缶
79 福祉・生活 (株)ふじ研究所 べんりタワ～
80 福祉・生活 (株)ふじ研究所 Wineglass　Holder
81 福祉・生活 北海道カラーデザイン研究室 札幌の景観色カードゲーム「さぽら」
82 福祉・生活 (株)北海道サテライト ST-MIST
83 福祉・生活 (株)北海道サテライト ST-MIST　R
84 福祉・生活 三和ミタカ(株) 消臭調湿型木製製品『ZENAC ボード』
85 福祉・生活 (有)稚内グリーンファクトリー　札幌営業所 稚内珪藻土コースター
86 福祉・生活 (株)ワンダードック NAMARA！おやつ
87 福祉・生活 (株)ワンダードック NAMARA！ウォーター
88 福祉・生活 (株)ワンダードック NAMARA！クリーム
89 福祉・生活 (株)ワンダードック NAMARA！クールマット
90 美容・健康 (株)アイル シオンクリアソープ
91 美容・健康 (株)アイル シオンローション
92 美容・健康 (株)アイル シオンクリーンクリーム
93 美容・健康 アトリー物産（株） 天然湯の華・神秘のにごり湯
94 美容・健康 (株)グレースおか 馬っ子 はいどう 大地のぷらせ
95 美容・健康 (株)グレースおか 馬っ子 はいどう 大地のクリスタル
96 美容・健康 (株)Kカンパニー 天然竹炭軽石「かぐや姫」
97 美容・健康 (株)The St Monica BABY＆MOTHER　天然馬油保湿クリーム
98 美容・健康 (株)The St Monica Natural Soap 天然馬油せっけん・天然馬油泡せっけん
99 美容・健康 ナチュラルケア(株) Sipirka -シピリカ-　エイジングスキンケアシリーズ
100 美容・健康 ナチュラルケア(株) ララクDNAクリーム
101 美容・健康 ナチュラルケア(株) ナチュラルケア美容ジェル
102 美容・健康 (株)ハイ・フォート エミューモイスチャークリーム
103 美容・健康 (株)ハイ・フォート エミューモイスチャーソープ
104 美容・健康 (株)ハイ・フォート エミューモイスチャーオイル
105 美容・健康 (株)ベル・クール研究所 北美人　化粧水
106 美容・健康 (株)ベル・クール研究所 北美人　美容液
107 美容・健康 (株)ベル・クール研究所 北美人　クリーム
108 美容・健康 北海道純馬油本舗（株） 北海道Bボディシャンプー
109 美容・健康 北海道純馬油本舗（株） 北海道よくばりセット（馬爽油10g×5個）
110 美容・健康 北海道純馬油本舗（株） ピュアホワイトQ10
111 美容・健康 (有)稚内グリーンファクトリー　札幌営業所 ラ・テルス　スクラブ　フェイシャルクレンジング
112 美容・健康 (有)稚内グリーンファクトリー　札幌営業所 ラ・テルス　スキンサプリメント　パッキング
113 美容・健康 (株)ほくでんアソシエ 唐松石鹸
114 美容・健康 (株)ほくでんアソシエ 唐松風呂
115 美容・健康 (株)ほくでんアソシエ 唐松泡石鹸
116 美容・健康 (株)ほくでんアソシエ LARCH

(五十音順)
No. ジャンル 企　業　名 製　品　名
1 IT・ソフトウェア (株)グローバル・コミュニケーションズ 生活支援ソリューション　絆Ｖｅｒ2.0
2 IT・ソフトウェア (株)ノースエナジー Cyber Defender　SAMURAI
3 IT・ソフトウェア (株)パブリックリレーションズ ぴっぴ
4 IT・ソフトウェア (株)ホクユウ創研 工程管理システム「ＣＡＤＰＥＲＴ」
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