
商品名 トマトベリー・ジュース

事業者名 株式会社岡本農園

（北海道中札内村）

連絡先 TEL：0155-68-3206
URL：http://www.okamotofarm.com/

商品の特徴 トマト独特のくせがなく、濃厚で深い味わい
です。

十勝地方特有の寒暖の差をいかし、農薬
や化学肥料を使わずに育て、完熟状態で収
穫しています。

糖度が高く、リコピンも豊富に含まれた完
熟のミニトマト「トマトベリー」を厳選した、濃
厚な仕上がりのジュースとなっています。

販売価格 2,800円/１本(720ml）（税込）

原材料 トマト（自社産）

主な販売先 百貨店、北海道産品販売企画会社

商品イメージ
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商品名 ミディトマト・ジュース

事業者名 株式会社岡本農園

（北海道中札内村）

連絡先 TEL：0155-68-3206
URL：http://www.okamotofarm.com/

商品の特徴 トマト独特のくせがなく、濃厚で深い味わい
です。

十勝地方特有の寒暖の差をいかし、農薬
や化学肥料を使わずに育て、完熟状態で収
穫しています。

ミディトマトを使用し、甘みの中の適度な酸
味が人気です。

販売価格 １,800円/１本(720ml）（税込）

原材料 トマト（自社産）

主な販売先 百貨店、北海道産品販売企画会社

商品イメージ
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商品名 十勝まるまる生シュークリーム（トマト、とうも
ろこし、あずき）

事業者名 株式会社岡本農園

（北海道中札内村）

連絡先 TEL：0155-68-3206
URL：http://www.okamotofarm.com/

商品の特徴 十勝産の新鮮な生クリームと農園自慢の
野菜をミックスしたシュークリームです。主な
原材料の小麦粉、卵、バター、牛乳、生ク
リームは全て十勝産です。

「トマト」「とうもろこし」「あずき」の３種類で
す。
販売価格 220円/個（税込）

原材料 生クリーム、小麦粉、卵、バター、ビート糖、
牛乳、トマト、小豆、とうもろこし、抹茶

主な販売先 自社直売所

商品イメージ
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商品名 農家の手造味噌

事業者名 有限会社澤田農場
（北海道清里町）

連絡先 TEL：0152-25-3698
URL：http://kiyosatoweb.web.fc2.com/
E-mail：ring@ruby.plala.or.jp

商品の特徴 オホーツクの大地で育った、自社生産の大
豆を原材料に使用しています。自ら米麹を作
り、長期熟成にこだわった昔ながらの手作り
で、味噌のもつ本来の味を追求した商品です。

生産から加工、販売までを一貫して行って
いる生産者の顔の見える商品です。

小売価格：500円/1個（500g）（税別）

原材料 大豆（自社産）、米（北海道産）、塩

主な販売先 道の駅、農家直売所、アンテナショップなど

商品イメージ
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商品名 グリーンチーズ（ミルク風味の黄）

事業者名 旭川あらかわ牧場合同会社
（北海道旭川市）

連絡先 TEL：0166-73-2107
URL：http://www7.plala.or.jp/FarmShop-Ila/

商品の特徴 グリーンチーズは熟成前のチーズで、くせが
無く食べやすいのが特徴です。

ワックスでコーティングしていることから、チー
ズが呼吸しながらおいしく熟成し、家庭の冷蔵
庫でもお好みの熟成度合で食べることが可能
です。

熟成すると酸味が出るもののクセは無く、ミル
クの風味が口の中に広がるチーズです。

チーズ料理のベースになり、熱を加えるとト
ロッと溶けて糸を引いて伸びます。

小売価格：1,458円/個（200ｇ）（税込）（市内価
格）※熟成度合いで価格が違います。

原材料 生乳（自社産）、塩

主な販売先 自社直売所、物産館、道の駅、農産物直売
所

商品イメージ
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商品名 グリーンチーズ（コクの赤）

事業者名 旭川あらかわ牧場合同会社
（北海道旭川市）

連絡先 TEL：0166-73-2107
URL：http://www7.plala.or.jp/FarmShop-Ila/

商品の特徴 グリーンチーズは熟成前のチーズで、くせが
無く食べやすいのが特徴です。

ワックスでコーティングしていることから、チー
ズが呼吸しながらおいしく熟成し、家庭の冷蔵
庫でもお好みの熟成度合で食べることが可能
です。

熟成が進むと芳醇な香りとコクが出てくるチー
ズです。

様々な料理の味に深みを出すのに適していま
す。

小売価格：1,458円/個（200ｇ）（税込）（市内価
格）※熟成度合いで価格が違います。

原材料 生乳（自社産）、塩

主な販売先 自社直売所、物産館、道の駅、農産物直売
所など

商品イメージ
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商品名 「COWCOW Cafe」
ファームレストランメニュー

事業者名 株式会社大野ファーム
（北海道芽室町）

連絡先 TEL：0155-62-4159
URL：http://www.oonofarm.jp
E-mail：info@oonofarm.jp

商品の特徴 大野ファームがこだわって育てた安全で安
心な「未来とかち牛」に加え、地域の新鮮な
農産物も使用し、各種メニューを提供してい
ます。

・ロコモコプレート
・カットステーキプレート
・レアビーフカツレツのどんぶり
・ローストビーフと十勝野菜の

バーニャカウダプレート
・その他各種牛肉使用メニュー、十勝

産素材を使用したデザートドリンク
など

原材料 牛肉（自社産）

主な販売先 自社ファームレストラン「COWCOW Cafe」

商品イメージ
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商品名 パン・菓子パン

事業者名 アオキアグリシステム有限会社
（北海道倶知安町）

連絡先 TEL：0136-23-2308
URL：http://www.youteizan.com/html/

商品の特徴 羊蹄山を見ながら育った小麦を、ヨーロッ
パ製の石臼で自家製粉した小麦粉を使用し
ています。カンパーニュやライ麦パン、黒千
石を使用した豆パン、エリモ小豆を使用した
甘さ控えめなあんぱん、発芽雑穀の入った
パンなど身体に優しい天然酵母パンです。

自社で生産していない牛乳、卵、小豆など
は連携する道内の農家等から調達していま
す。天然酵母も自社で生産するなど、安全・
安心な原材料にこだわっています。

小売価格：60円/個（ロールパン）～600円/
個（七穀カンパーニュ）

原材料 小麦粉、ライ麦、牛乳、卵、塩、砂糖、黒千石
大豆、小豆、発芽雑穀など（全て北海道産）

主な販売先 自社店舗「地粉パンまる麦工房」で直売

商品イメージ

‐8‐



商品名 あけさと和牛のステーキ料理

事業者名 有限会社伊藤畜産
（北海道根室市）

連絡先 TEL：0153-26-2181
URL：http://www.nemuro-footpath.com/gyuu/
E-mail：gyuu@iris.ocn.ne.jp

商品の特徴 自社で生産した日本短角和牛「あけさと和
牛」を使用しています。

牛肉の旨味の素、イノシン酸やグルタミン
酸を多く含み、とても豊かな味わいです。

赤身の多い肉質は、カロリーが気になる方
にもおすすめです。

あけさと和牛のハンバーグステーキ（単品）
1,580円（税込）

ビーフサンダーマウンテン 1,820円（税込）

原材料 牛肉（自社産）

主な販売先 直営レストラン「ATTOKO」(あっとこ)

商品イメージ

あけさと和牛の
ハンバーグステーキ

ビーフサンダー
マウンテン
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商品名 ベイクドチーズケーキ

事業者名 有限会社伊藤畜産
（北海道根室市）

連絡先 TEL：0153-26-2181
URL：http://www.nemuro-footpath.com/gyuu/
E-mail：gyuu@iris.ocn.ne.jp

商品の特徴 風味豊かな生乳を使ったチーズケーキです。

自社産牛乳をはじめ、地元産・道産の素材
を中心につくり上げています。

ベイクドチーズケーキ
アイスクリーム添え 760円（税込）

ベイクドチーズケーキ（単品） 470円（税込）

原材料 牛乳（自社産）、小麦粉（北海道産）、鶏卵
（北海道産）

主な販売先 直営レストラン「ATTOKO」(あっとこ)

商品イメージ

ベイクドチーズケーキ
アイスクリーム添え
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商品名 みるくシフォンケーキ

事業者名 有限会社伊藤畜産
（北海道根室市）

連絡先 TEL：0153-26-2181
URL：http://www.nemuro-footpath.com/gyuu/
E-mail：gyuu@iris.ocn.ne.jp

商品の特徴 風味豊かな生乳を使った焼菓子です。

直営レストランでは、みるくシフォンを北海
道産生クリーム、フレッシュフルーツ、自家製
アイスクリームでデコレーションした「デザート
シフォン」も提供しています。

自社産牛乳をはじめ、地元産・道産の素材
を中心につくり上げています。

みるくシフォン 160円（税込）
デザートシフォン 760円（税込）

原材料 牛乳（自社産）、小麦粉（北海道産）、鶏卵
（北海道産）

主な販売先 直営レストラン「ATTOKO」(あっとこ)
道の駅（スワン４４ねむろ）

商品イメージ

みるくシフォンケーキ各種
プレーン／チョコ／抹茶／紅茶
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商品名 外一田舎生蕎麦（といちいなかきそば）

事業者名 農事組合法人ロックスプリング農場組合
（北海道赤井川村）

連絡先 TEL：050-5517-4306
（(株)フライヤーズカンパニー「札幌製麺」内）
URL：http://rockspring.jp/
E-mail：kfay0722@yahoo.co.jp

商品の特徴 自社農場産そば粉と道産そば粉をブレンド
して原料とした生そば麺です。

そば殻まで使った全粒粉を使用し、香りと
深みがある味わいが特徴です。

機械製麺ながら、小麦粉は一切使いませ
ん。

そば本来の風味と食感を生かすために、食
品添加物等の使用割合も3.5％に抑えまし
た。賞味期限は冷蔵で一週間です。

原材料 そば粉（北海道産）、加工デンプン、増粘多
糖類、卵白、プロピレングリコール、ph調整
剤

主な販売先 直営そば店「村そば赤井川」（冬期休業）
インターネット販売（オンラインショップ）
(株)フライヤーズカンパニー「札幌製麺」HP内
http://sapporoseimen.com/shop/index.htm

商品イメージ
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商品名 ミモレットタイプチーズ「仁（じん）」

事業者名 有限会社冨田ファーム
（北海道興部町）

連絡先 TEL：0158-88-2611
URL：http://www.tomita-farm.jp/
E-mail：staff@tomita-farm.jp

商品の特徴 有機循環農法により生産した高品質な生
乳を使用しています。

当商品は、FOODEXJAPAN2015ご当地チー
ズグランプリで金賞を受賞しました。

かみしめるほどに旨みが広がるチーズです。
ほのかに甘い香りがあり、ミルク本来の美味
しさや旨みが凝縮されています。

小売価格：810円/個（120ｇ）（税込）
※当社の牛乳は、FOODEXJAPAN2013ご当地

牛乳グランプリで、有機牛乳「香しずく」が最
高金賞を受賞するなど、高評価を得ています。

原材料 生乳（北海道産）、食塩

主な販売先 自社直売所・ネットショップ、ホテル、レストラ
ン、地域産品アンテナショップ、小売店等

商品イメージ
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商品名 ラクレットタイプチーズ「煌（こう）」

事業者名 有限会社冨田ファーム
（北海道興部町）

連絡先 TEL：0158-88-2611
URL：http://www.tomita-farm.jp/
E-mail：staff@tomita-farm.jp

商品の特徴 有機循環農法により生産した高品質な生
乳を使用しています。

香りとコクのある味わい深いチーズです。
スイスの代表的な料理「ラクレット」に使用さ
れています。

卸売価格（業務用）：非公表
※当社の牛乳は、FOODEXJAPAN2013ご当地

牛乳グランプリで、有機牛乳「香しずく」が最
高金賞を受賞するなど、高評価を得ています。

原材料 生乳（北海道産）、食塩

主な販売先 ホテル、レストラン等

商品イメージ
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商品名 ゆきんこパン、米粉ピザ

事業者名 尾﨑 浩氏
（北海道北竜町）

連絡先 TEL：0164-34-2107
URL：http://farmvision-ozaki.net/farm

商品の特徴 【ゆきんこパン】
自家生産のゆきひかりを使い、米のざっくり

とした食感、黒糖とドライフルーツでコクのあ
る風味のパン。他にシフォンケーキも販売し
ています。
【米粉ピザ】

自家製完熟トマトピザソースに自家製野菜
をトッピング。（冬期はドライ野菜使用）
米粉を用いているため、カリカリした食感が
楽しめます。

原材料 米粉（ 北竜町産）、グルテン、チーズ、トマト
（ 北竜町産）、たまねぎ（ 北竜町産）、とうも
ろこし（ 北竜町産）、米油
その他（トッピングにより異なります）

主な販売先 自家加工室兼店舗「ＴＡＢＩＴＡ」

商品イメージ
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商品名 ゆきんこ味噌

事業者名 尾﨑 浩氏
（北海道北竜町）

連絡先 TEL：0164-34-2107
URL：http://farmvision-ozaki.net/farm

商品の特徴 自家産青大豆、ゆきひかり米麹を使い二年
間熟成させた味噌です。

地下室で三年間熟成させた味噌も販売して
いましたが、好評につき完売しました。

パッケージや内容量がお土産や試食にちょ
うど良いと買っていかれる方が多いです。

原材料 米麹（ 北竜町産）、青大豆（北竜町産）、塩

主な販売先 自家加工室兼店舗「ＴＡＢＩＴＡ」

商品イメージ
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商品名 自家農園有機栽培ブルーベリーを使用した
ジェラート

事業者名 有限会社ベリーファーム
（北海道千歳市）

連絡先 有限会社ベリーファーム
URL：http://berry-farm.sakura.ne.jp/
TEL：0123-29-3092
ジェラテリア ミルティーロ

URL：http://mirtillo.tank.jp/
TEL：0123-23-5323

商品の特徴 自社農園で有機栽培にこだわり育てたオー
ガニックブルーベリーを100％使用しています。

新鮮なオーガニックブルーベリーそのまま
の風味を閉じ込めた、他では味わえない濃
厚ジェラート４種類をはじめ、季節ごとの旬の
果物・野菜を使ったジェラート80種類以上を
販売しています。

使用している牛乳・生クリームは全て北海
道産です。

原材料 ブルーベリー（自社産）、牛乳（北海道産）、
生クリーム（北海道産）

主な販売先 直営店舗「ジェラテリア ミルティーロ」

商品イメージ
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商品名 大豆まるごとフレッシュソース

事業者名 株式会社イソップアグリシステム
（北海道北見市）

連絡先 TEL：0157-26-1000
URL：http://www.okhotsk.or.jp/isopp/
E-mail：tsujino@okhotsk.or.jp

商品の特徴 大豆の超微細粉末（μフーズ）を利用した
半固体状ドレッシングです。

爽やかな酸味と大豆のほのかな風味を楽
しめ、大豆の栄養をふんだんに取り入れたコ
レステロール「ゼロ」の体にやさしい商品です。

展示会・商談会での評価をもとに、新商品
「卵を使わない流氷大豆ドレッシング」をさら
に磨き上げた商品です。

小売価格：680円/個（240ｇ）（税込）

原材料 食用植物油脂、大豆粉（北海道産）、醸造酢
（大豆・穀物）、食塩、砂糖、調味料、レモン
果汁、増粘剤、酸化防止剤、酵母エキス、保
存料、酸味料、香料

主な販売先 スーパー、小売店、道の駅

商品イメージ
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商品名 富良野るるる牡丹そば（乾麺）

事業者名 有限会社井上農産
（北海道富良野市）

連絡先 TEL：0167-22-0325
URL：http://inouenosan-furano.com/

商品の特徴 商品名の「富良野るるる牡丹そば」とは、
「育てる」、「食べる」、「また、来たくなる」から
ネーミングしました。

甘味と風味の良さが人気で幻のそばと言
われる牡丹(品種）を原料に使用しています。

そば粉（牡丹）、小麦粉ともに富良野産。細
麺で塩を使わない本格的な五割蕎麦乾麺で
す。

原材料 そば粉、小麦粉（ともに富良野産）

主な販売先 フラノマルシェ店舗及びオンラインショップ、
イオン北海道冬ギフト、富良野市内各店ほか

商品イメージ

富良野るるるそば詰め合わせ
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商品名 石臼挽きぐるみ、石臼挽き牡丹そば粉

事業者名 有限会社井上農産
（北海道富良野市）

連絡先 TEL：0167-22-0325
URL：http://inouenosan-furano.com/

商品の特徴 「富良野るるる牡丹そば」のそば粉です。
ネーミングの由来は「育てる」、「食べる」、

「また、来たくなる」からとっています。
幻のそばと言われる甘味と風味の良さが

人気の牡丹(品種）のそば粉です。
商品の販売に当たり専用のパッケージ

デザインやのぼり、ポスター類を製作しまし
た。

原材料 そば粉（富良野産）

主な販売先 フラノマルシェ店舗及びオンラインショップ、
富良野市内各店ほか

商品イメージ

石臼挽きぐるみ 石臼挽きそば粉
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商品名 恵のげんこつ（南瓜・鮭の２個セット）

事業者名 株式会社清流農園
（北海道美幌町）

連絡先 TEL：0152-72-5055
E-mail：yumidaruma3422@gmail.com

商品の特徴 ばれいしょ（キタアカリ）の選外品（Ｍ規格）と
地域の食材（玉ねぎ、南瓜、鮭、チーズなど）を
使用したカップグラタンです。

キタアカリのやさしい甘味と、具材のピリ辛が
絶妙にマッチしています。

ターゲットシーンは、カラオケ店や居酒屋のメ
ニュー、家庭では子供のおやつやビールのお
つまみです。

レンジでチンするだけの簡単調理です。
小売価格：339円/袋（２個入り）（税込）

原材料 （南瓜）ばれいしょ、牛乳、玉葱、南瓜、チーズ、小麦
粉、生クリーム、ウインナー、バター、ベーコン、カレー
粉、サラダ油、コンソメ、白ワイン、食塩、砂糖、ホワイ
トペッパー、ローレル、ｐｈ調整剤、調味料、発色剤
（鮭）ばれいしょ、玉葱、マヨネーズ、味噌、鮭、チーズ、
枝豆、バター、調味料、香辛料抽出物

主な販売先 スーパー、物産館、道の駅など

商品イメージ
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商品名 ラズベリージャム

事業者名 阿寒農業協同組合
（北海道釧路市）

連絡先 TEL：0154-66-3211
URL：http://www.ja-akan.or.jp/
E-mail：hisashi.katoh@akan.ja-hokkaido.gr.jp

商品の特徴 阿寒農業協同組合直営農場で栽培してい
るラズベリーを使用しています。

平成25年10月からラズベリージャムの販売
を開始しました。

ラズベリーのさわやかな味が好評です。
一本130ｇ単価648円

原材料 ラズベリー（阿寒産）、砂糖、レモン果汁、水
飴

主な販売先 Aコープ、直売店等

商品イメージ

ラズベリージャム
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商品名 阿寒丹頂黒和牛ハンバーグ（冷凍）

事業者名 阿寒農業協同組合
（北海道釧路市）

連絡先 TEL：0154-66-3211
URL：http://www.ja-akan.or.jp/
E-mail：hisashi.katoh@akan.ja-hokkaido.gr.jp

商品の特徴 阿寒湖で湧く美味しい水と安全で良質な飼
料、成長に合わせたきめ細やかな飼育によ
りのびのびと育てられた「阿寒丹頂黒和牛」
を使用しています。

一袋90ｇ×6ヶ入単価1,950円
4ヶ入単価1,300円

原材料 牛肉（阿寒産）、玉ねぎ、鶏卵、パン粉

主な販売先 Aコープ、直売店等

商品イメージ

ハンバーグ４ヶ入
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商品名 たまごソフトクリーム

事業者名 株式会社永光農園
（北海道札幌市）

連絡先 TEL：011-886-6595
URL：http://nagamitsufarm.com/
E-mail：info@nagamitsufarm.com

商品の特徴 ソフトクリームとしては珍しく、卵の風味を前
面に押し出した商品です。濃厚なカスタード
風味が特徴です。

また、旬のフルーツソースを使用し季節感
を演出しています。

原材料 牛乳（北海道産）、卵（自社産）

主な販売先 自社店舗「コッコテラス」で直販しているほか、
店内のカフェスペースにおいても提供

商品イメージ
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商品名 ロールケーキ

事業者名 株式会社永光農園
（北海道札幌市）

連絡先 TEL：011-886-6595
URL：http://nagamitsufarm.com/
E-mail：info@nagamitsufarm.com

商品の特徴 既存商品であるシフォンケーキで培った技
術を活かし、しっとりふわふわのスポンジ生
地で包んだ商品です。

原材料 生クリーム（北海道産）、卵（自社産）

主な販売先 自社店舗「コッコテラス」で直販しているほか、
店内のカフェスペースにおいても提供

商品イメージ

‐25‐



商品名 コッコシュー（シュークリーム）

事業者名 株式会社永光農園
（北海道札幌市）

連絡先 TEL：011-886-6595
URL：http://nagamitsufarm.com/
E-mail：info@nagamitsufarm.com

商品の特徴 焼きたてカリカリのクッキーシューに自社で
生産した有精卵を活かしたとろ〜りカスター

ドクリームをお客様の注文を受けてから充填
します。

また、お客様から見える場所にオーブンを
設置し、商品を焼き上げており、お客様の五
感に訴求しています。

原材料 牛乳、小麦粉（ともに北海道産）、卵（自社
産）

主な販売先 自社店舗「コッコテラス」で直販しているほか、
店内のカフェスペースにおいても提供

商品イメージ
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商品名 パンケーキ

事業者名 株式会社永光農園
（北海道札幌市）

連絡先 TEL：011-886-6595
URL：http://nagamitsufarm.com/
E-mail：info@nagamitsufarm.com

商品の特徴 店内カフェスペースでのみ提供しています。
北海道産の小麦粉と牛乳、自社産の卵を
使った素材の持味を活かしたふわふわモチ
モチのパンケーキです。

また、季節に応じたヴァリエーションを用意
し、お客様に提供しています。
※写真はブルーベリーのパンケーキ

原材料 牛乳、小麦粉（ともに北海道産）、卵（自社
産）

主な販売先 自社店舗「コッコテラス」店内のカフェスペー
スにおいて提供

商品イメージ
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商品名 有機JAS認証パン

事業者名 有限会社営農企画
（北海道比布町）

連絡先 TEL：0166-85-2211
URL：http://einoukikaku.com/
E-mail：einoukikaku@tmt.ne.jp

商品の特徴 自社産有機農産物の小麦、大豆、小豆、ト
マトなどを使用しています。

天然酵母でゆっくり発酵させた生地にオー
ガニック素材と職人の丁寧な手作業により付
加価値の高いパン・ラスクを製造・販売して
います。

パンの商品アイテム数は、43種類です。

原材料 自社産有機農産物（有機JAS認証）小麦、大
豆、小豆、トマト等（比布町）

主な販売先 パン工房「ピップル」（自社工房・販売所）
地元幼稚園

商品イメージ
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商品名 干しの王様しいたけ

事業者名 有限会社福田農園
（北海道七飯町）

連絡先 TEL：0138-65-5522
URL：http://k-kinoko.jp/
E-mail：info@k-kinoko.jp

商品の特徴 「干しの王様しいたけ」は、乾燥方法を工夫
することで市場に出回る他社の乾燥椎茸の
だしより苦み、雑味が極端に少なく、うまみ、
香りが高くなっています。（味覚センサ結果比
較）
【平均小売価格】

干しの王様しいたけ（50g入り)
1,500円（税込）
※大きさや大きさの揃い方により値段が異

なります。

原材料 しいたけ（七飯町産）

主な販売先 高島屋、大丸等の百貨店や料理店

商品イメージ
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商品名 干しの王様しいたけ粉末

事業者名 有限会社福田農園
（北海道七飯町）

連絡先 TEL：0138-65-5522
URL：http://k-kinoko.jp/
E-mail：info@k-kinoko.jp

商品の特徴 独自の乾燥方法で味を凝縮した「干しの王
様しいたけ」を香りを高めるために石臼の原
理で粉末処理しました。食塩、保存料、添加
物は一切使用せず、100％「干しの王様しい
たけ」を使用しています。お味噌汁、煮物、焼
き物、チャーハン、炊き込みご飯、スープ、お
出しなど普段のお料理の隠し味の他、スイー
ツにも利用可能です。
【平均小売価格】

干しの王様しいたけ粉末（小瓶20ｇ入り）
750円（税込）

原材料 しいたけ（七飯町産）

主な販売先 高島屋、大丸等の百貨店や料理店

商品イメージ
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商品名 あんパン

事業者名 仁原 憲和氏
（北海道富良野市）

連絡先 TEL：0167-28-2233

商品の特徴 【あんパン（青えんどう餡）】
自然の色を活かした添加物の入っていない

自家産あんの手作り「あんパン」です。
【あんパン（白金時豆餡）】
白金時豆の餡を使った手作り「あんパン」

は道内では珍しい商品です。
甘さ控えめの自家産の豆を使ったこだわり

の餡が入ったあんパンにはリピータが多く、
宅配も行っていることから地域住民からの注
文が多くなっています。（注文生産方式）

原材料 青えんどう（富良野市産）、白金時豆（富良野
市産）、小麦粉（北海道産）、イースト、バター、
砂糖、塩

主な販売先 市役所売店、ふらのマルシェ、東山パークゴ
ルフ場、地元住民（宅配）

商品イメージ
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商品名 美幌小麦中太ちぢれ麺（生ラーメン）

事業者名 美幌町農業協同組合
（北海道美幌町）

連絡先 TEL：0152-72-1111
URL：http://www.jabihoro.or.jp/
E-mail：k-sizuka@jabihoro.or.jp

商品の特徴 組合員が生産した小麦「春よ恋」と「ゆめち
から」をブレンドしました。

組合員303戸が2,513ｈａ（Ｈ26）の小麦を作
付け、高品質・高収量の小麦生産を実現しま
した。

春よ恋の小麦の豊かな香りと、ゆめちから
の高いタンパク質が生み出す強いコシが特
徴です。

※業務用販売のため価格は非公表

原材料 小麦粉（美幌町産）、かんすい、食塩、植物
性たん白、クチナシ色素

主な販売先 道の駅のレストラン、レストラン

商品イメージ
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商品名 美幌小麦中太ちぢれ麺（乾燥中華麺）

事業者名 美幌町農業協同組合
（北海道美幌町）

連絡先 TEL：0152-72-1111
URL：http://www.jabihoro.or.jp/
E-mail：k-sizuka@jabihoro.or.jp

商品の特徴 組合員が生産した小麦「春よ恋」と「ゆめち
から」をブレンドしました。

春よ恋の小麦の豊かな香りと、ゆめちから
の高いタンパク質が生み出す強いコシが特
徴で、食感は生麺そのものです。

みそ味、しょうゆ味ともに、スープに美幌産
の玉ねぎを使用しています。

小売価格：980円/箱（みそ・しょうゆ各２食
の４食セット）（税込）

原材料 小麦粉（美幌町産）、かんすい、食塩、植物
性たん白、卵白、ソルビット、クチナシ色素

主な販売先 スーパー、物産館、道の駅

商品イメージ
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