
113社288製品

№ 新規／更新 会社名 認証製品

1 更新 ㈱アイチフーズ
北海道青南蛮味噌
北海道十勝つぶカリー
ふらのワインチョコレート

2
更新
追加

㈲アイバ
生キャラメル　プレーン（常温タイプ）
生キャラメル　ミルク（常温タイプ）
生キャラメル　摩周ルビーいちごミルク（常温タイプ）

3 更新 ㈱AEI　INTER　WORLD
太陽の王様（オレンジキャロル、サンチェリー）
北海道産たまねぎと太白胡麻油のドレッシング
北海道産山わさび(醤油漬け・昆布・味噌)

4 更新 アサヒビール㈱北海道統括本部
ニッカウヰスキー　竹鶴ピュアモルト
シングルモルト余市
ブラックニッカ ハイボール香る夜

5 更新 ㈲アップルソースゴーイング
浜頓ホテル　鮭まんじゅう
浜頓ホテル　帆立まんじゅう

6 更新 池田食品㈱
北匠味 焼カシュー
タマゴボーロ
さっぽろ黒大豆 素焼黒豆

7 更新 石屋製菓㈱ 白い恋人

8 更新 ㈱医食同源（中山薬品商会）
がごめだしポン酢
根昆布醤油
がごめ昆布白だしつゆ

9 更新 ㈱一久　もち処一久大福堂 一口羊羹（小倉・黒糖・塩・かぼちゃ）

10 更新 ㈱伊藤園 北海道とうきび茶

11 更新 岩田醸造㈱
紅一点　清里
紅一点　天然醸造無添加生みそ

12 新規 ㈱宇治園

日本のお茶ティーバッグ　4種×5袋　20p
北海道産韃靼そば茶ティーバッグ　5.5ｇ×15p
エゾウコギ入り健壮茶ティーバッグ　3.5ｇ×10p
こんぶ茶（袋入り）70ｇ（35ｇ×2袋）
北海道ミルクリッチブレッド　抹茶・ほうじ茶

13 更新 ㈲夘野食品
ピリカラ京あげ
京あげとよまさり

14 更新 ㈱梅屋

黒玉どら焼き
しゅうまんじゅう
しゅろす
梅屋塩丸

15 更新 ㈱HPI

寒風干し焼き鮭ほぐし身
さんまぼろぼろ
ひと口たらこ
粉雪の舞

北のブランド２０２１　認証企業一覧（食品部門）



16 新規 ㈱APR TRADING
ジンギスカンおかき
蝦夷屋のジンコロ（ジンギスカンコロッケ）
食べる!!ジンギスカンラー油

17 更新 大高酵素㈱ スーパーオータカ

18 更新 ㈱活里
活里AHCCα
活里アーゼ田七

19 更新 ㈱かね彦
スモークチーズハムKAMABOKO
きびっこちゃん
鮭丸くん

20 更新 北空知食品㈱
深川ボルシチ
オマール海老と野菜のビスク
トマトとひき肉と豆のスープ

21 更新 ㈱北のグルメ
いくら正油漬
知床らうす深層水漬　しまほっけ

22 更新 ㈲キタヒロ商会
とまとジュースふるさとの元気
海幸塩
北海道小林牧場物語のむヨーグルト

23 更新 ㈱きのとや 北海道ミルククッキー「札幌農学校」

24
更新
追加

京田食品㈱
夕張メロンパン
夕張メロンラスク
京田屋北海道あんぱん

25 新規
㈱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（160ｇ）
札幌グランドホテル　オニオンスープ缶詰（160ｇ）
札幌グランドホテル　パンプキンスープ缶詰（160ｇ）

26 更新
㈱グランビスタ ホテル＆リゾート
札幌パークホテル

ダブルチーズケーキ
焦がしアイスケーキ カタラーナ
豆乳のブランマンジェ　オリゴノール入りチアシードのジュレ

27 新規 ㈱京王プラザホテル札幌
京王プラザホテル札幌　総料理長のカリー　知床鶏
京王プラザホテル札幌　総料理長のカリー　十勝野ポーク
京王プラザホテル札幌　北海道産玉ねぎのオニオンスープ

28 更新 ㈱Kカンパニー ネコ酒札幌お土産キット

29 更新 ㈱ケルプ研究所 植物エキス発酵飲料　F&Eシリーズ

30 更新 ㈱玄米酵素

ハイ・ゲンキ　スピルリナ
ハイ・ゲンキ　霊芝
ハイ・ゲンキ　ビフィズス
元氣大豆21　顆粒
元氣大豆21　粉末
玄米ファイン　ハスカップ



31 新規 ㈱郊楽苑ホールディングス ショートチーズ　シングル

32 新規
㈲コーヒー・ワークス
宮の森珈琲

北海道・自家焙煎珈琲店　ドリップバッグコーヒーアソート

33
更新
追加

国分北海道㈱

缶つまＪＡＰＡＮ　北海道厚岸産かき燻製油漬け
缶つまＪＡＰＡＮ　北海道厚岸産灯台つぶ水煮
缶つまＪＡＰＡＮ　北海道エゾシカ肉トマト煮
白老牛カレー
虎杖浜たらこパスタソース(クリーム味・トマト風味）

34 更新 ㈱小山製麩所
熊笹麩饅頭
ふわふわプチ大福北海道メロン
北海道全粒粉車麩

35 更新 ㈱佐久精肉店 とまとたれ

36 更新 サザエ食品㈱
十勝おはぎ
十勝大名おやき

37 更新 札幌第一製菓㈱
ユーグレナきなこねじり
北海道産大豆使用きなこねじり　希少糖入り

38 更新 ㈱札幌大成 海鮮ねばねばぶっかけ爆弾

39 更新 ㈱サッポロドラッグストアー サツドラ超炭酸水/サツドラ超炭酸水レモン

40
更新
追加

サッポロビール㈱北海道本社
サッポロ クラシック
サッポロSORACHI1984

41 更新 ㈱ジェイシークリエイティブ
NEW北海道まるごと青汁
特選　北海道○（まる）だし

42 更新 ㈱笑福園
万能このみだれ
旨みソース　カツ＆フライ
白い焼肉のタレ

43 更新 ㈱ショクラク じっくり、乾燥鍋。いしかり

44 更新 新札幌乳業㈱ 北海道さわやかのむヨーグルト

45 新規 Sincere㈱ 北海道醤油糀

46 新規 新天塩石油㈱
味付け豚肉バラ
味付け豚丼ロース
豚丼のタレ



47 更新 千秋庵製菓㈱
ノースマン
山親爺

48 更新 ㈱The St Monica 6種の有機ベリーと白樺樹液のコーディアル

49 更新 ㈱竹田食品
数の子松前
濃旨がごめ昆布のしょうゆ漬
帆立入り松前漬

50 更新 ㈲谷口食品
紅太巻
にしん甘露煮

51 更新 ㈱中央食鶏
三笠の鶏醤（発酵風味調味料）
鶏醤　りんごポン酢

52 更新 ㈱中華札幌
いももち・かぼちゃもち
つまみ揚
北海道しゅうまい

53 更新 ㈱土倉

ゴールデンほうじ茶ペットボトル
甦った黒豆　黒千石茶
煎茶 天玉
北海道産野菜100%　ごぼう茶
北海道産野菜100%　にんじん茶
北海道産野菜100%　焼とうきび茶

54
更新
追加

ＴＳＯスタッフ
北寄魚醤
北寄魚醤S
ラーメン一滴

55 更新 ㈱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
十勝橋本牧場プレミアムソフト
ブラウンスイス乳フローズンヨーグルト
ブラウンスイス乳プリン

56 更新 出塚水産㈱ もんべつさつま

57 更新 ㈲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
有機吟醸甘酒

58 更新 ㈱トーチク
鶏卵　美々の雫
トーチクのこくまろ卵
鶏卵　悠久の恵み（10玉・6玉）

59
更新
追加

㈲十勝ミルキー
十勝産ジャージーフローズンヨーグルト
十勝ジャージーミルキーアイスクリーム

60 更新 ㈲冨田ファーム
冨夢
おこっぺ大地

61 新規 ㈱中井英策商店 ビーフ・ズーシー



62 更新 中札内村農業協同組合
そのままえだ豆
そのまま黒えだ豆
すじなしいんげん

63 新規 ㈱長沼あいす
COW’S　KITCHEN （バジル）
COW’S　KITCHEN （トッポギ風）
COW’S　KITCHEN　（スープカレー味）

64 新規 ㈱永光農園
たまご屋さんのエッグタルト
クレームブリュレ
永光農園の有精卵

65 更新 中村食品産業㈱ 河村さんちの鉄粉ぬか床

66 更新 中山食品工業㈱

磯の木昆布
とろろ巻昆布
味きらりゆず昆布
しょうが昆布

67 更新 ㈱肉の山本
北海道産牛 霜降りハンバーグセット　おろしソース付
ラムしゃぶセット　計1ｋｇ　たれ付き
千歳にくやまハム ギフトセットB

68 更新 ニチロ畜産㈱

工房直火燻煙ロースハム
工房直火燻煙ヒレハム
工房直火燻煙ベーコン
工房あらびきポークウインナー1981

69 新規 ㈲農研百姓塾
豚の丸焼き
無塩せきベーコン
行者にんにくウィンナー

70 新規 ㈱ノベルズ食品 十勝ハーブ牛のコンビーフ白と黒

71 更新 東神楽農業協同組合
黒豆カレー
ゆめぴりか・ななつぼし真空2合セット（無洗米）
ゆめぴりか・ななつぼし真空2合セット（普通精米）

72
更新
追加

深川油脂工業㈱
北海道こめ油
北海道産こめ油使用ポップコーン
米油だけで揚げたポテトチップス

73 更新 福山醸造㈱
日高昆布だし彩り
道民の醤油　日高昆布
道民の味噌　白こし

74 新規 ㈱藤井水産
スモークサーモン
づけサーモン
いくら醤油漬け

75 更新 ベル食品㈱
北海道がごめ昆布だし　400ml
スープカレーの作り方　180g
北海道素材炊き込みご飯の素　さんま

76
更新
追加

㈱北辰フーズ
北海道レアチーズケーキ（CK-3）
北海道プレミアムプリン（HP-3B）

77 更新 ㈱ホクビー
穴のあいたビーフハンバーグ
Beko倶楽部オリジナルビーフシチュー
チーズin穴のあいたビーフハンバーグ



78 更新 ㈱北友物産
がごめ入り海鮮昆布
羅臼のとろろ
まるごと帆立貝

79 更新 ㈱北海道アグリマート
北海道サイダー
北海道のあじわい便り　ミニトマトジュース
プレサドール～Presserd'or～

80 更新 北海道キヨスク㈱

緑茶うらら
札幌時計台チーズクッキー
三草松前漬　函館きらり
大雪山の天然水
ショートチーズ牛クリップ（ブラックペッパー味）

81 更新 北海道キリンビバレッジ㈱ キリンガラナ

82 更新 ㈱北海道ケンソ
根昆布だし
吟選根昆布だし
丸ごと根昆布醤油

83
更新
追加

北海道コカ・コーラボトリング㈱

い・ろ・は・す　/　い・ろ・は・す ハスカップ
ジョージアサントスプレミアム北海道限定デザイン
ジョージアミルクコーヒー
ジョージアオリジナル北海道限定デザイン
コカ・コーラ250ml缶（北海道限定デザイン）/250mlスリムボトル缶
（北海道限定デザイン）
ジョージア ザ・ブレンド 北海道限定デザイン 185ｇ缶

84 更新 北海道食彩フーズ㈱
北海道昆布だしシリーズ
（ねこあし昆布・ねこあし昆布かつお入り・日高昆布・利尻昆布）

85 新規 北海道ダイニングキッチン㈱ 北海道ゴールドコーンポタージュ

86 更新 ㈱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
プレミアム 北海道タマネギドレッシング オリゴノール
北海道深み玉葱ドレッシング

87 更新 ㈱Hokkaido　Products Hokkaido Made Baby Potage

88 更新 ㈱北海道米菓フーズ
焼おかき
北海道おかき
北海道おかき　乳酸菌入ヨーグルト味

89 更新 北海道ワイン㈱
おたるワイン
鶴沼ワイン
北海道ワイン

90
更新
追加

㈱北海大和

札幌黄玉ねぎスープ生姜入り
北海道十勝牛しぐれ
北海道真っ赤なビーツのポタージュ
北海道さらさらゴールドポタージュ

91 更新 ポッカサッポロ北海道㈱
リボン　ナポリン
リボン　シトロン

92 更新 ㈱ボンタイム北海道 北ると　すいーとぽてと



93 更新 ㈱ほんま
月寒あんぱん
月寒まんじゅう
玉ドーナツ・月寒ドーナツ

94 更新 ㈱ましゅれ
キャラメリゼプリン
しっとりフィナンシェ
お手紙ケーキ

95 更新 ㈱丸あ野尻正武商店
さざ波サーモン
鮭いくら親子漬け
うまみ麹漬け

96 更新 丸一大西食品㈱
鮭とろ
開きホッキ
秋鮭スモークオイル

97 更新 ㈱丸亀
手造り天然さしみ鮭
熟成　焼用　中辛鮭
蔵造り　塩引鮭

98 更新 ㈱マルゲン 味付　ぽん鱈

99 更新 マルスイフーズ㈱
たらっこ（黄金）
たらっこ（山わさび醤油）

100
更新
追加

丸大大金ハム㈱

永遠の幸　ロースハム
永遠の幸　プレスハム
春楡の饗（エルムのもてなし）
コンビーフ

101 更新 丸高水産㈱
マリーネ（紅鮭・帆立・マトウ鯛）
吟鮭炙り焼き

102 更新 ㈱マルナカ
きたほなみながうどん（極厚）
きたほなみながうどん（極薄）
きたわせながそば（極太）

103
更新
追加

㈲マルマ松本商店

本ずわい甲羅盛り（特盛）プレミアム
毛がに甲羅盛りプレミアム
本ずわい甲羅盛り
紋別漁師食堂　北海道帆立ほぐしめし（２合炊用）
紋別漁師食堂　北海道本ずわい蟹ほぐしめし（２合炊用）

104 更新 ㈱ミルクハウス
お取り寄せ冷凍ソフトクリーム
北海道牛乳ソフトクリーム（バニラ・カフェオレ）

105 更新 山小　小林食品㈱
北海道こんぶ佃煮
北海道こんぶ佃煮 梅しそ味
北海道ねばねばたっぷりみそ汁の具

106 更新 ㈲山下館
ご馳走プリン　プレミアム
木いちごの王様

107 更新 ㈱ゆたか
十勝の合挽きハンバーグ
和ちいず
いけだ牛ハンバーグ

108 更新 横山食品㈱
北の畑から　パン粉
北の畑から　パウダードレッシング　（ローストオニオン味）
北の畑から　パウダードレッシング　（山わさび味）



109 更新 鱗幸食品㈱
札幌しゅうまい・黄金づつみ
北海道とろりんしゅうまい　かに

110 新規 ㈱ロコファームビレッジ 雲丹醤油

111 更新 ㈱ロジネットジャパン 北海道大雪山　ゆきのみず

112 更新 ㈱WORTH　JAPAN

健美の里　万能極だし
健美の里　極だし醤油
健美の里　極宝珠漬
健美の里　極海鮮茶漬け
健美の里　万能極だし　根昆布濃縮
健美の里　極だし味噌汁

113 更新 ㈱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）
北海道スイートポテト
おもっちーず（プレーン・しょこら・いちご）

64社125製品
No 新規／更新 会社名 認証製品

1 新規 ㈱あかりみらい 安心給電キット（ハンドリール、ドラムリール、住宅用）

2 更新 旭イノベックス㈱
温水ラジエーター　COSMO　PANEL・PARA　Warm
PARA　Warm　冷暖房輻射パネル
COSMO　冷暖房輻射パネル

3 更新 アトリー物産㈱ 天然湯の華・神秘のにごり湯

4 新規 ㈱アビサル・ジャパン
カラダキレイ Ⓡ
スイーツスキンケア シュクレ
オーガニック シュガーリングバス

5 更新 ㈱石川技研工業 折りたたみ式ごみステーション「クロー知らず」

6 更新 ㈱いたがき 鞍シリーズ

7
更新
追加

ウォレットジャパン㈱
Toilet container WALET-TC20K
Toilet container WALET-TC40
Toilet container WALET-TC10K

8 更新 ㈱M.C.S
Ｍｓシリーズ融雪制御システム
遠隔電源制御ユニット

9 更新 ㈱エルコム

小型ゴミ圧縮機プレモ
発泡スチロール減容機　スチロス（ブイ、アクア、ネオ）
遠赤外線融雪装置解けルモ
樹脂燃料ハイブリットボイラ イーヴォル

北のブランド２０２１　認証企業一覧（ものづくり部門）



10 更新 ㈱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」

11 更新 ㈱キムラ
ゼオライト内装塗り壁材　AZ　wall
天然調湿消臭材　床下さらさら

12 更新 ㈲グッドマン グッドマン換気口

13 更新 ㈱グレースおか
馬っ子 はいどう 大地のぷらせ
馬っ子 はいどう 大地のクリスタル

14 更新 ㈱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Ver3.0

15 更新 ㈱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」）
天然竹炭軽石「かぐや姫」

16 新規 越浦パイプ㈱ イーブスパワーハウス

17 更新 寿産業㈱
防かびポン
廃タイヤリサイクルシステム

18 更新 ㈱コバエンジニア
ゴーポート
スノーセイバ
森のテント

19 更新 三栄工業㈱
ステンレスパワーヒーティングシステム
融雪パネル
時分割　自動制御システム

20 更新 合同会社サン技術研究所
CCTVカメラ対応量水標
洪水痕跡機能付量水標
遠方監視システム

21 更新 三和ミタカ㈱
Ｍシリーズ　エコロドア
消臭調湿型木製製品『ZENAC ボード』

22 新規 ジェイフラッグ㈱
美園マテリアルシャンプー凛
美園コンフォートシャンプー黒chan
美園スカルプコンフォートPUSH（プッシュ）

23
更新
追加

清水勧業㈱
ＬＥＤ揺らぎ照明　揺らぎの灯「灯の樹」「灯妙」
ＬＥＤ揺らぎ照明　筒あかり「稲光り」「雲立ち」

24 更新 ㈱住宅夢工房 新築こえるくん

25 新規 ㈱syushu IchigoKamuy（イチゴカムイ）



26 更新 ㈱ショーワ 片持式カーポート 「家CAR天下」

27
更新
追加

正和電工㈱
バイオトイレ「バイオラックス」
新浄化装置「バイオラックスウォーター」
駆除シカの分解処理装置

28 更新 ㈱The St Monica
BABY＆MOTHER
　天然馬油保湿クリーム
　Natural Soap　天然馬油せっけん・天然馬油泡せっけん

29 新規 ㈱タカフジ 木製折りたたみ式建具　うららぎ

30 新規 たらちねデザイン㈱ Beajewel　（ビージュエル）

31 更新 ㈱DMR　Lab
冬のMoooMooo（モーモー）
夏のSoooSooo（スースー）

32 新規 手作りクレヨン工房 Tuna-Kai
手作り固形絵の具入り木製パレット
ドングリ帽子に入った絵の具
クルミの殻に入った絵の具

33 更新 トーヨーケム㈱
リオナチュレ　フェイスソープ　笹日和（無香料）
リオナチュレ　フェイスソープ　笹日和（ラベンダー）
リオナチュレ　フェイスソープ　笹日和（ミント）

34 更新 東洋炉材㈱ 十七輪

35 更新 ㈱特殊衣料 保護帽「アボネット」

36 更新 ナチュラルケア㈱
Sipirka -シピリカ-　エイジングスキンケアシリーズ
ララク DNAクリーム
ナチュラルケア美容ジェル

37 更新 日本システム機器㈱
北海道稚内珪藻頁岩使用塗壁材「北のやすらぎ」
北海道稚内珪藻頁岩使用床下調湿材「ノースドライ」

38 更新 ㈱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」

39 更新 ㈱ノースプラン
『DCパネル』風向変換型有孔板
『SCPフェンス』雪庇防止柵
『DCフェンス』高性能防雪柵

40 更新 ㈱ハイ・フォート
エミューモイスチャーオイル
エミューモイスチャークリーム
エミューモイスチャーソープ

41 更新 NPO法人　パッシブシステム研究会 パッシブ換気システム



42 更新 Hanako　Garden すずらん缶詰

43 更新 ㈱パブリックリレーションズ ぴっぴ

44 新規 ハラダ産業㈱
札幌硬石（景観用石材）
札幌硬石（加工品・小物類）

45 更新 ㈱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

46
更新
追加

㈱ヒルコ
埋設型パワー融雪機　融雪王HS-2200シリーズ
室外機カバーユニット　ヴェルアート

47 新規 ㈱フォーサ フォーサ　コンプリートジェル　50ml

48 更新 ㈱ベル・クール研究所
北美人　化粧水
北美人　美容液
北美人　クリーム

49
更新
追加

㈱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
ストレーナ清掃装置
コンクリート骨材凍結防止装置

50 更新 ㈱ほくでんアソシエ

唐松石鹸
唐松風呂
唐松泡石鹸
LARCH

51 更新 北海道衛星㈱
ハイパースペクトルカメラ「Cosmos Eye HSC1702」
超小型衛星搭載用ハイパースペクトルカメラ「HSC」
高精度マルチスペクトルカメラ「MSC1805P」

52 更新 北海道気密販売㈱ セミオーダー　木製床下ガラリ

53 更新 ㈱北海道サテライト
ST-MIST R
ST-MIST M410/M910

54 更新 北海道純馬油本舗㈱
ピュアホワイトQ10
北海道よくばりセット（馬爽油10g×5個）
北海道Bボディシャンプー

55 更新 北海バネ㈱ スノーハンター

56 新規 ㈱松浦建設 高性能省エネ住宅「エコットハウス」

57 更新 ㈱マナイ化粧品
MANAI BASIC オールインワン
MANAI BASIC ソープ
MANAI ALL IN ONE  -ル・マタン-



58 更新 ㈱丸一シラサカ
安心フード「大雪君」
安心フード「大雪君　防風板付」

59 更新 ㈲リペラ 省エネ　断熱αコートECO

60 更新 ㈱リポートサービス北海道 マーベルトラフ

61 更新 ロート製薬㈱札幌営業所 メンソレータム　ハンドベールプレミアム　ノースモイスト

62 更新 YKK　AP㈱北海道支社
高性能トリプルガラス樹脂窓　APW430
リフォーム用樹脂窓　かんたんマドリモ北海道

63 更新 ㈲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
ラ・テルス　スキンサプリメント　パッキング
稚内層珪質頁岩土コースター

64 更新 ㈱ワンダードック
NAMARA！おやつ
NAMARA！クリーム
NAMARA！クールマット


