
報道機関各位

令和３年１１月２４日（水）１４時００分 配付

項 目 「オホーツクブランド認証商品を活用したお弁当」事業の製作者募集
について

配付資料 募集要項

内 容 及 び オホーツク総合振興局では、オホーツク地域のブランド力と知名度の
報 道 に 当 向上を図るため、公益財団法人オホーツク財団と連携し、「オホーツク
た っ て の ブランド認証商品を活用したお弁当」の開発に取り組むこととしました。
お願い つきましては、事業概要に記載のお弁当の開発コンセプトにご賛同頂

くとともに、先導して一緒にお弁当の開発に取り組む事業者を、次のと
おり募集します。

１ 事業概要
オホーツク地域のブランド力を向上させ、オホーツクの知名度をよ

り高めていくため、オホーツク地域で生産されている優れた加工食品
「オホーツクブランド認証商品」を活用したお弁当を開発するととも
に、管内外へＰＲを行う。

○オホーツクブランド認証制度とは
オホーツクブランド認証制度は、オホーツク地域で生産されて

いる優れた加工食品を第三者機関が認証し、地場産業の活性化を
図り、商品の販路拡大と販売促進に役立て地域振興に寄与する目
的で、平成18年に公益財団法人オホーツク財団が創設した認証
制度ある。令和3年10月時点で、オホーツクブランドプレミアム
認証商品23品、オホーツクブランド認証商品93品の計116品（認
証企業数：47社）もの加工食品が認証されている。

２ 募集製作者
オホーツク管内の飲食店やホテル・仕出屋など、お弁当（テイクア

ウト含む）の製作が可能な事業者（４社程度）

３ 応募期間
令和3年11月2６日（金）～12月10日（金）まで
※応募多数の場合は、応募内容によって選考させて頂く場合あり

４ 今後のスケジュール（予定）
・令和3年12月15日 実行委員会の立ち上げ（オンラインでの開催）
・令和3年12月15日以降 お弁当の開発開始
・令和4年3月中旬 新お弁当の発売告知イベントの開催
・令和4年4月1日 新お弁当の一斉販売
・令和4年4月以降 新お弁当のPR活動

担 当 オホーツク総合振興局産業振興部
商工労働観光課観光室長 畠山 弘貴
電話：０１５２－４１－０６３８
FAX ：０１５２－４４－３１８４



「オホーツクブランド認証商品を活用したお弁当」事業の製作者 募集要項 

 

 オホーツク総合振興局では、オホーツク地域のブランド力と知名度の向上を図るため、公益財団法人オホーツク財団と

連携し、「オホーツクブランド認証商品を活用したお弁当」の開発に取り組むこととしました。 

 つきましては、事業概要に記載のお弁当の開発コンセプトにご賛同頂くとともに、先導して一緒にお弁当の開発に取り

組む事業者を次のとおり募集します。 

 

１ 事業概要 

オホーツク地域のブランド力を向上させ、オホーツクの知名度をより高めていくため、オホーツク地域で生産されて

いる優れた加工食品「オホーツクブランド認証商品」を活用したお弁当を開発するとともに、管内外へＰＲを行う。 

 

２ 募集製作者 

オホーツク管内の飲食店やホテル・仕出し屋など、お弁当（テイクアウト含む）の製作が可能な事業者 

（４社程度） 

 

３ 参加にあたってのお願い 

 お弁当製作実行委員会（仮）への参加 

 「オホーツクブランド認証商品を活用したお弁当」の開発と一般販売 

（令和4年4月1日（金）より全店一斉販売） 

（開発数及び販売期間は、個別に相談） 

 販売告知イベントへの参加 

  

４ 「オホーツクブランド認証商品を活用したお弁当」の定義 

 オホーツクブランド認証商品を 1品以上使用すること。 

 その他の食材も、オホーツク産または道内産を中心に使用することが望ましい。 

 日常利用のお弁当から、特別な日や観光客向けのお弁当までをターゲットとしても構わない。 

 開発されたお弁当は、オホーツク総合振興局と公益財団法人オホーツク財団で積極的に PRする。 

 

５ 応募期間 

令和3年11月26日（金）～12月10日（金）まで 

 ※応募多数の場合は、応募内容によって選考させていただく場合がございますのでご了承願います。 

 

６ お弁当の製作にあたっての費用について 

食材や容器代等一切に係る費用は自己負担とする。 

ただし、『「オホーツクブランド認証商品」を活用したお弁当』の開発に係る「オホーツクブランド認証商品」は、オ

ホーツク総合振興局より、1店舗 1万円を上限として、無償提供する。 

 

７ 申込について 

  12月10日（金）までに、別添「申込書」に記載の上、下記担当あて提出すること。 

 

８ 今後のスケジュール（予定） 

 令和3年12月15日（水）   お弁当製作実行委員会（仮）の立ち上げ（オンライン(1時間程度)での開催） 

 令和3年12月15日（水）以降 お弁当の開発開始 

 令和4年3月中旬       開発された新お弁当の発売告知イベントの開催 

 令和4年4月1日（金）    開発された新お弁当の一斉販売開始 

 令和4年4月以降       オホーツク総合振興局や公益財団法人オホーツク財団によるお弁当の PR活動 

 

９ お弁当製作実行委員会（仮）の開催について 

  申し込みいただいた製作者などを招いたお弁当製作に係る実行委員会をオンラインにて開催。 

   開催日時：令和3年12月15日（水） 

   開催方法：ZOOMを活用したオンラインによる開催 

    ※オンラインの環境準備が難しい場合、振興局内会議室で参加も可能。 



１０ その他 

 オホーツクブランド認証制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 オホーツクブランド認証商品について 

別添のリストを参照ください。 

詳細は、以下URLまたは右の QRコードよりご確認願います。 

     URL：https://ohobura.info/ 

 

 

【申込先・お問い合わせ先】 

オホーツク地域で生産されている優れた加工食品を第三者機関が認証し、地場産業の活性化を図り、商品の販

路拡大と販売促進に役立て地域振興に寄与する目的で、平成 18年に公益財団法人オホーツク財団が創設した認

証制度。 

令和3年10月時点で、オホーツクブランドプレミアム認証商品 23品、オホーツクブランド認証商品 93品の

計116品（認証企業数：47社）もの加工食品が認証されている。 

北海道オホーツク総合振興局産業振興部商工労働観光課 担当：長尾 

E-mail：abashiri.shoko1@pref.hokkaido.lg.jp 

TEL：0152-41-0762 FAX：0152-44-3184 

https://ohobura.info/


　( 令和3年3月11日現在　認証企業47社　プレミアム：23品目.一般：93品目.合計１１6品目 ）　　　　　公益財団法人オホーツク財団

商　 品 　名 規　格 企　業・団 体 名 連 絡 先

2枚入
16袋1箱

2枚入
8袋1箱

北海道知床ドレッシング 和風オニオン

農家の六次化産業化の実践から生まれたプライベート商品です。知床の冷涼
な気候と清らかな水、健全な土壌環境で育った生命力にあふれた玉葱をふん
だんに使いドレッシングに仕上げました。醤油もろみの「コク」と素材が持つ「甘
味」の絶妙なブレンドは、しゃぶしゃぶ・パスタ・肉料理等のタレとしても相性抜
群です。

205g しれとこ中村農園㈱
〒099-4125
斜里町朱円西35
TEL(0152)23-0138

純粋知床産 きんき一夜干し

きんきの生魚加工にこだわり、４８時間以内に味を確定すること。鮮明な赤色は
その証です。低温長時間微風吊るし干しというコストのかかる製法がもたらす味
わいの深さが特徴。手作業できんきのとげを４０数本取り除き特製厚さの真空
袋でパッケージ。

250gサイズ

純粋知床産 きんき味噲漬け

きんきの生魚加工にこだわり、４８時間以内に味を確定すること。鮮明な赤色は
その証です。低温長時間熟成によって味噲の浸透圧で水分が減少し味が凝
縮しながらゆっくりと味噲が入っていきます。味噲床も網走の味噲蔵が北海道
丸大豆使用の寒造り無添加味噲と本格三河みりんで味を調えております。

半身
約100g
サイズ

純粋知床産 さくらます味噲漬け

知床で１か月しか獲れないさくらますを生魚加工にこだわり、４８時間以内に味
を確定すること。低温長時間熟成によって味噲の浸透圧で水分が減少し味が
凝縮しながらゆっくりと味噲が入っていきます。味噲床も網走の味噲蔵が北海
道丸大豆使用の寒造り無添加味噲と本格三河みりんで味を調えております。

約70gサイズ

×2切れ

純粋知床産 銀がれい味噲漬け

北海道でも獲れる地域が限定されている銀がれいを生魚加工にこだわり、４８
時間以内に味を確定すること。低温長時間熟成によって味噲の浸透圧で水分
が減少し味が凝縮しながらゆっくりと味噲が入っていきます。味噲床も網走の
味噲蔵が北海道丸大豆使用の寒造り無添加味噲と本格三河みりんで味を調
えております。

約80gサイズ

×2切れ

帆立グラタン

オホーツクの新鮮な恵みをグラタンに。オホーツク産の帆立を２個分使用し、
北海道産のかぼちゃでデコレーションしました。素材の味を生かすために生ク
リームは使用せず優しい味のホワイトソースに仕上げました。牛乳、バター小麦
粉も北海道産を使用しています。

1箱

鮭とじゃがいものグラタン

オホーツクの新鮮な恵みをグラタンに。オホーツク産の鮭とじゃがいも（きたあ
かり）を使用し鮭のちゃんちゃん焼きをイメージして味噲ソースをトッピングしま
した。味噲の香ばしさと北海道産チーズが良く合います。

1袋　

北海道清里

清里が育んだじゃがいも、清廉な仕込み水、練り上げた造り…地域の恵みを磨
き、造り上げた記念すべきじゃがいも焼酎第１号。積み重ねた醸造法によりじゃ
がいもの旨みを抽出。独特の爽やかな風味、さらに白麹仕込みのほのかな甘
みと優しい味わいが魅力です。

700㎖

北海道清里〈原酒〉

雑味の少ない美味しい部分のみで蒸留を止め、焼酎としての限界アルコール
度数４４度に仕上げた逸品。じゃがいものイメージを覆す芳醇な香り、ずっしり
と濃厚なコクと甘みは、じゃがいも焼酎の旨みを余すところなく堪能したい方に
おすすめです。

700㎖

北海道清里〈原酒５年〉

芳醇な香り、ずっしりと濃厚なコクと甘みを持つ４４度の原酒を、更に熟成に５
年を費やした逸品。重厚かつまろやかな口当たりが愉しめます。

700㎖ 清里焼酎醸造所
〒099-4405
清里町羽衣町62-1
TEL(0152)25-2227

オ ホ ー ツ ク ブ ラ ン ド 認 証 商 品 一 覧

北海道フリッターおせんほがじゃ ほたて味

北海道小清水町の美味しい水と豊かな土壌で育ったジャガイモでんぷんを
ベースに、オホーツクの恵がギュッとつまった、ホタテの風味を活かした噛むと
広がる奥深い味が自慢の北海道フリッターおせんです。

㈱山口油屋福太郎
〒099-3452
小清水町字浜小清水304-1
TEL(0152)63-4000

合資会社吉野
〒099-4112
斜里町港町2-20
TEL(0152)23-2133

丸喜北日本物流㈱
〒093-0215
北見市常呂町岐阜553-4
TEL(0152)63-2029

清里焼酎醸造所
〒099-4405
清里町羽衣町62-1
TEL(0152)25-2227



商　 品 　名 規　格 企　業・団 体 名 連 絡 先

北海道清里〈樽〉

蒸留したじゃがいも焼酎をタンクで1年、北米産のホワイトオーク樽で1年、じっ
くりと熟成。樽の中で時を刻み、淡い琥珀色に染まった焼酎は、じゃがいもの
甘みとオークの香りが渾然と解け合い、ウイスキーのような洗練された味わいを
愉しんでいただけます。

700㎖ 清里焼酎醸造所
〒099-4405
清里町羽衣町62-1
TEL(0152)25-2227

流氷ドラフト

網走の冬の風物詩「流氷」を仕込水として使用し、更に天然色素のクチナシで
オホーツクブルーをイメージさせる青い発泡酒に仕上げた商品。すっきりとした
飲み口で爽やかな味わいとなっています。

瓶 330㎖

流氷ドラフト（缶）

網走の冬の風物詩「流氷」を仕込水として使用し、更に天然色素のクチナシで
オホーツクブルーをイメージさせる青い発泡酒に仕上げた商品。すっきりとした
飲み口で爽やかな味わいとなっています。

缶 350㎖

ABASHIRIプレミアムビール

網走産大麦麦芽を１００％使用し醸造したペールエールスタイル。麦芽の一部
を自家焙煎し更に旨みを引出すことで苦味・香り・甘みのバランスがとれたビー
ルに仕上げました。

瓶 330㎖

有機プレミアム13  フィールファイン 蒼

万能ハーブといわれるエキナセアを自社農場で有機栽培し、13種類のハーブ
をブレンドすることにより、美しいブルーの色と飲み口が爽やかな美味しいハー
ブティーに仕上げました。全て認定農場で有機栽培したハーブを使用してお
り、有機認定加工食品です。

10g ㈲香遊生活　　　　　　　　　　　　
〒099-0877
北見市柏木14-3
TEL(0157)66-1201

ひがしもことカマンベールチーズ

日本でも珍しい四角形の生タイプカマンベールチーズです。「チーズの女王」
にふさわしい上品で優しい味わいと、トロッと溶ける舌触りが特徴です。好みの
熟成度合で召し上がれます。

170g

ひがしもことゴーダチーズ

日本人に一番合うゴーダチーズです。2ヶ月熟成させたチーズは旨みとコクと
まろやかさが絶品です。火を通すとさらに旨みが引き立ち、料理に使っ
ても美味しい万能チーズです。

200g

ひがしもことスモークチーズ

全て手作業で作った裂けるチーズを、独自のブレンドチップで燻し上げたチー
ズです。裂いて食べる楽しさやお酒のつまみにちょうどよい味わいはクセにな
る美味しさです。

100ｇ

本ずわい甲羅盛り(特盛)プレミアム

「甲羅盛り」最上位として開発。かにみそとほぐし身・棒肉は色味の
良いものを選別し妥協しないこだわりをもって製造。網を意識した箱
は商品が見える作りになっています。

160g

北海道帆立ほぐしめし

無添加の地元産昆布だしと塩だけを使用して、帆立の風味抜群のやさしい「帆
立ほぐしめし」の開発を目指しました。化学調味料はもちろん、保存料などを使
用していないので、帆立、昆布のだし、そして塩だけで仕上げた、海の香り豊
かな逸品です。妥協しないこだわりをもって製造。化粧箱には「紋別漁師」と
「網」ロゴ。網を意識したつくりになっています。

390g

北海道フリッターおせんほがじゃ えび味

えびを殻ごと使用し、えびの旨みを凝縮させたパウダーを加えることで、食べた
瞬間口いっぱいにえび本来の甘みと香ばしさが広がります。

2枚×8袋入 ㈱山口油屋福太郎
〒099-3452
小清水町字浜小清水304-1
TEL(0152)63-4000

メンビス

道内産小麦を原料に、自社農園で採れた道内産和種ハッカ配合の爽やかなミ
ントビスケット。

12枚入 ㈱北見ハッカ通商 
〒090-0056
北見市卸町１丁目7-3
TEL(0157)66-5655

〒093-0016
網走市南六条西2丁目2
TEL(0152)45-5100

網走ビール㈱　　　　　     　　　　　　 　

㈲マルマ松本商店　
〒094-0022
紋別市新生40-55
TEL(0158)24-9432

（一財）
めまんべつ産業開発公社

 ひがしもこと乳酪館

〒099-3244
大空町東藻琴409-1
TEL(0152)66-3953



商　 品 　名 規　格 企　業・団 体 名 連 絡 先

国産天然はちみつ 菩提樹

芳香が強く、独特の風味を持つシナ蜜です。
600g

国産天然はちみつ クローバー

ホワイトクローバーは寒冷地の代表的な草本蜜源です。クセのない風味が特
徴。

600g

国産天然はちみつ アカシア

アカシア蜜は‟蜂蜜の女王”の呼び名にピッタリの上品で優雅な風味。
600g

本ずわい甲羅盛り

オホーツク産の新鮮な本ずわいの「かにみそ」を甲羅に移し、ジューシーなほ
ぐし身、棒肉をのせました。

80g ㈲マルマ松本商店 　
〒094-0022
紋別市新生40-55
TEL(0158)24-9432

500㎖

200㎖

冨夢

数か月以上も熟成させたセミハードタイプのチーズ。
150g

ウォッシュおこっぺ大地

表皮を塩水で磨きながら熟成させたウォッシュタイプのチーズです。
150g

1ℓ

100㏄

おこっぺアイス（ミルク）

原料の牛乳は、興部町で特に乳質のすぐれた生産者を厳選して、製造当日の
朝に搾乳しています。

120㎖

おこっぺアイス（ハスカップ）

「おこっぺアイス」に北海道の木の実・ハスカップを加えました。
120㎖

じゅんさい

生産地としては日本最北端のじゅんさい。農薬を一切使用せず、太陽と清流
で育てました。

1袋　 ㈱管野組　　　　　      　
〒099-0205
遠軽町丸瀬布東町98
TEL(0158)47-2331

網走産わかさぎの佃煮

網走産のわかさぎに、醤油、中双糖(ザラメ)、水飴だけを使い佃煮にしました。
1箱 ㈲角崎

つのざき

商店

〒099-2421
網走市字呼人352
TEL(0152)48-2308

香しずく

科学肥料を使わずに循環型農法で育てた乳牛から搾った新鮮な牛乳。

㈲冨田ファーム
〒098-1624
興部町字宇津99-8
TEL(0158)88-2611

㈱菅野養蜂場
〒099-1433
訓子府町仲町34
TEL(0157)47-4397

太陽の恵み甘熟トマトジュース

無農薬の完熟トマト(桃太郎）を、１００％ジュースにしました。塩さえも加えてい
ない完全無添加。

今野農園
〒099-0201
遠軽町丸瀬布新町31-2
TEL(0158)47-2163

北オホーツク農業協同組合
〒098-1693
興部町字興部518
TEL(0158)82-2101



商　 品 　名 規　格 企　業・団 体 名 連 絡 先

北の黒糖「天才ビートくん」

ミネラル分を豊富に含んだ、精製前のビート糖液から作ったビート黒糖です。
1袋　

天才ビートくんシロップ

精製前のビート糖液をブレンドして作ったシロップタイプの黒糖。
300g

有機プレミアム13 クリアーボディ 颯

農薬・肥料を一切使用せず自然栽培したオーガニック有機ＪＡＳ認証ハーブブ
レンド。クセがないまろやか味で、年齢を問わず一番人気のデトックスハーブ
ティーです。

10g

有機プレミアム13 スイートハート 薇

免疫草エキナセアを中心に、北海道の花「ハマナス」の花と実やダークオパー
ルバジルもブレンド。若さと健康と美容の三拍子揃ったオーガニックハーブ
ティーです。

10g

オホーツク流氷カリー

インド５つ星ホテル出身のインド人シェフが、早春のオホーツク海をイメージし
て作った青いカレー。白く浮かぶ流氷はチキン、青い海から辛さがわきあがり
ます。

220g ㈲クリシュナ
〒092-0011
美幌町字東町2丁目11-13
TEL(0152)73-0393

ひがしもことチェダーチーズ

脂肪調整により、旨味とコクに爽やかな酸味が加わり、飽きのこないクセになる
味に仕上げました。ゴーダチーズ同様の万能チーズは保存性にも優れていま
す。

200g

冷たいチーズフォンデュ

マーガリンのような使いやすさと、チーズのおいしさを兼ね備えた今までにない
チーズスプレットです。焼いたパンや野菜ステックに、サラダや料理の付け合
わせにピッタリです。

120g

オホーツク夕陽のカリー

インドマハラジャの宮廷カレー。知床、オホーツク海の落日、夕陽をイメージし
たクリシュナ特製オリジナルカレーです。

220g

オホーツクスモークカリー

カレーソースを炭火釜で燻製にするインドマハラジャの宮廷カレー(秘伝）。オ
ホーツク産のホタテとの相性抜群です。

220g

エゾ鹿肉スパイシー焼肉

低カロリー・高タンパク・高鉄分といいとこばかりのエゾ鹿肉料理。専門牧場と
加工工場で安心・安全、香辛料を効かせたピリ辛味に仕上げました。

250g

エゾ鹿肉あまから焼肉

低カロリー・高タンパク・高鉄分といいとこばかりのエゾ鹿肉料理。専門牧場と
加工工場で安心・安全、お子様も食べられる甘辛味に仕上げました。

250g

エゾ鹿味噌漬け焼肉

低カロリー・高タンパク・高鉄分といいとこばかりのエゾ鹿肉料理。専門牧場と
加工工場で安心・安全、お子様も食べれるミソ漬けに仕上げました。

250g ㈱知床エゾシカファーム
食肉センター
〒099-4357
斜里町真鯉223-7
TEL(0152)28-2201

北海道ビート黒糖㈱
〒093-0046
網走市新町3丁目6-24
TEL(0152)44-0941

㈲香遊生活　　　　　　　　　　　　
〒099-0877
北見市柏木14-3
TEL(0157)66-1201

（一財）

めまんべつ産業開発公社

ひがしもこと乳酪館

〒099-3244
大空町東藻琴409-1
TEL(0152)66-3953

㈲クリシュナ　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒092-0011
美幌町字東町2丁目11-13
TEL(0152)73-0393

㈱知床エゾシカファーム
食肉センター
〒099-4357
斜里町真鯉223-7
TEL(0152)28-2201



商　 品 　名 規　格 企　業・団 体 名 連 絡 先

おじゃがボール

北海道といえば、じゃがいも。そのじゃがいもでスイートポテトを作り、相性の良
いココア生地で包み蒸し上げた菓子。

20g×9個入
1箱

高砂屋菓子舗
〒099-5354
紋別市上渚滑3丁目23
TEL(0158)25-2615

オホーツク産小麦100％生ひやむぎ

添加物を使わず、小麦粉と塩のみで製造。生麺だからこそ出せる「コシ」「なめ
らかさ」「もちもち感」を存分に感じていただきたい食感のひやむぎです。

300g ㈱ツムラ　　　　　     　　　　　　 　
〒099-1587
北見市豊地26-26
TEL(0157)36-3181

オニオンラスク

オホーツク産の素材にこだわって作ったフランスパンに、北見産たまねぎのうま
みがつまったオニオンスープをふりかけ、低温でじっくり焼き上げたサクサクの
ラスクです。

2枚入
12袋1箱

オニオンラスク（たまねぎ型） 80g

オホーツクのルビー
　

オホーツクの前浜の魚卵にこだわり、一粒一粒もみほぐし、水産業界では初め
て「唐辛子」味に挑戦。じっくり漬け込むことによって熟成された「いくら」本来の
マッタリ感とピリット食欲をそそる「辛子」味との相性がお互いを引き寄せるあと
を引く味です。

80g ㈱ながさわ

〒092-0051
美幌町字東1条北1丁目10
TEL(0152)73-1213

ウォッシュミント

昭和末期以降、途絶えておりました北海道産「精製ハッカ油」が数十年ぶりに
復活です。大切に育てられた和種ハッカの懐かしい香りをお楽しみ下さい。

10㎖

ペパーミントキャンディー

北海道産和種ハッカ油から抽出したメントールを配合。
　「スーッ」と爽やかな清涼感をお楽しみ下さい。

180g入
1袋

手造り砂糖「ビート糖」

北海道の主力農産物である甜菜（ビートまたは砂糖大根）から作った未精製糖
の美味しいビートの黒い砂糖です。北海道の甜菜は非遺伝子作物。アレル
ギー特定原料に該当しません。ビート甜菜100％で添加物は一切使用せず、
ラフィノースやイノシトールなど体に良いとされる成分が含まれている体にやさ
しいお砂糖です。

200g入
1袋

北海道ビート黒糖㈱
〒093-0046
網走市新町3丁目6-24
TEL(0152)44-0941

菩提樹のミード

一般的にミードは酵母等の澱を濾過しています。菅野養蜂場の「菩提樹のミー
ド」はあえて濾過することなく、生まれたままのミードをビン詰めしたいと考えまし
た。それにより香りとともに自然界の複雑な味わいをとどめることができました。
まさに森で生まれたミードです。養蜂は自然と向き合った仕事。「菩提樹のミー
ド」を口に含んで、自然のさまざまなシーンを思い浮かべていただけることを
願っています。

500ml ㈱菅野養蜂場
〒099-1416
訓子府町仲町34
TEL(0157)47-4397

オホーツクの塩 焼塩

自然豊かな世界三大漁場のひとつオホーツク海水100%を数日かけて煮詰め、
採り出した塩を更にじっくりと直火で焼き込んだ、味わい深き北の「海の塩」で
す。

100g ㈱つらら
〒099-6404
湧別町栄町37-25
TEL(01586)5-3703

北海道知床ドレッシング 柚子オニオン

斜里岳の清らかな水でじっくり育った「しっとり甘濃い玉葱」から作られた玉葱ソ
テーの甘みと、柚子の香りとさっぱり感が味わえ、料理の美味しさを引き立てる
ノンオイルタイプのドレッシングです。

200g しれとこ中村農園㈱
〒099-4125
斜里町朱円西35
TEL(0152)23-0138

毛がに甲羅盛りプレミアム

オホーツクの海明け時期に水揚げされる堅がにと言われる「毛がに」を使用し、
まるごと一尾使い、かにみそとほぐし身・棒肉が上にのっている贅沢な甲羅盛
り。

130g ㈲マルマ松本商店　
〒094-0022
紋別市新生40-55
TEL(0158)24-9432

大豆まるごとフレッシュソース

主原料である大豆粉(遺伝子組み換えでない)は、北海道北見産のみを使用。
卵を使用せず植物性原料のみを使用した、マヨネーズ様コレステロールゼロ商
品です。

240g ㈱イソップアグリシステム
〒090-0001
北見市小泉386-3
TEL(0157)26-1000

㈱ La Natureve
〒090-0051
北見市高栄東町1丁目3-55
TEL(0157)24-8820

㈱北見ハッカ通商　
〒090-0056
北見市卸町１丁目7-3
TEL(0157)66-5655



商　 品 　名 規　格 企　業・団 体 名 連 絡 先

北見豚ジンギスカン

品質の良い北見産豚肉（四元豚）を使用し、肉の旨みを充分に引き出す北見
産玉葱を使った当社特製のジンギスカンたれに漬け込みました。柔らかくコク
のある商品です。

500g ㈱マルキタ
〒099-0878
北見市東相内町39-1
TEL(0157)36-2111

ABASHIRI White Ale

製粉性に優れ、純白色が特徴的な網走産秋播小麦「きたほなみ」を使用。小
麦由来のまろやかな飲み口です。オレンジピール・コリアンダーシードを使用し
ており、柑橘系の風味が特徴です。

350㎖ 網走ビール㈱
〒093-0016
網走市南六条西2丁目2
TEL(0152)45-5100

夢プリン（なめらかみるくプリン）

幅広い年代の方に食べやすいプリンです。地元で作られた風味豊かな牛乳の
香りと味を生かすため、低温でなめらかに焼き上げました。

80g ㈱ La Natureve
〒090-0051
北見市高栄東町1丁目3-55
TEL(0157)24-8820

無敵の切麦ーオホーツク生ひやむぎー

北海道清里産「きたほなみ」と塩だけで作った無添加の麺です。添付のアゴ本
枯節のめんつゆは、発酵学者・小泉武夫博士の指導のもとに完成しました。
「無敵の切麦」は小泉博士の命名です。

生ひやむぎ
(120g) ６食
ｱｺﾞ本枯節
めんつゆ

６袋

㈱ツムラ
〒099-1587
北見市豊地26-26
TEL(0157)36-3181

冷凍ゆで毛ガニ

オホーツク海の流氷が去った(海明け)後の、旬の毛ガニを当社独自の基準で
安全で安心出来る商品に仕上げております。

4㎏

冷凍イバラボイルセクション

正式名称は、イバラガニモドキと云う。英名はゴールデンキングクラブと呼ば
れ、日本国内では「幻のカニ」とも呼ばれ貴重品。食感はタラバガニに似ており
美味！ボリューム満点。

5㎏

帆立貝柱（生食用）

天然の帆立貝から1枚ずつ丁寧に貝柱を外し、一定の製造工程を経て、トンネ
ルフリーザーで凍結します。使用頻度の高い帆立は安全が第一！

10㎏

いくら味付(醤油味）

生の筋子を最新の筋子揉み解し機でバラバラにした後、撹拌工程で良品と不
良品とに分離させて、仕上り時の最高級品を目指して製造しております。

10㎏
(500g×20入)

いくら

生の筋子を最新の筋子揉み解し機でバラバラにした後、撹拌工程で良品と不
良品とに分離させて、仕上り時の最高級品を目指して製造しております。

10㎏
(500g×20入)

ところほたてやみつきまんじゅう

常呂の海で健やかに育てられた帆立の貝柱を贅沢に丸ごと1個使用し、2年の
研究を経て商品化。多くのお客様にやみつきになって頂けますように願いを込
めて【やみつきまんじゅう】と名付けました。

10個入 たかおか食品
〒093-0210
北見市常呂町字常呂484-2
TEL(0152)54-2501

北海道フリッターおせんほがじゃ こんぶ味

こんぶのおいしさを最大限に引き出しました。噛めば噛むほどこんぶの香りと
旨みが広がります。釧路産のこんぶを使用しています。

2枚×8袋入 ㈱山口油屋福太郎
〒099-3452
小清水町字浜小清水304-1
TEL(0152)63-4000

ABASHIRI Golden Ale

地元網走産の大麦麦芽を一部使用。すっきりとした口当たりと、ホップ由来の
柑橘系の果皮を思わせる爽やかな苦味と香りが癖になるビールです。

350㎖ 網走ビール㈱
〒093-0016
網走市南六条西2丁目2
TEL(0152)45-5100

㈱マルキチ
〒093-0053
網走市北3条東2丁目5-2
TEL(0152)43-1234



商　 品 　名 規　格 企　業・団 体 名 連 絡 先

オホーツクチーズスフレ

オホーツク素材が詰まったチーズケーキ。オホーツク総合振興局主催「オホー
ツク・コンフェクション・プロジェクト」にて製作。

約12㎝
約280g

御菓子司 大月
〒093-0502
佐呂間町字永代町70
TEL(01587)2-3613

チーズ工房アドナイのプレーンヨーグルト

オホーツクの生乳を使用し、高たんぱくで発酵臭、酸味がすくないデザートタイ
プのヨーグルト。安定剤等は使用していません。

300㎖

チーズ工房アドナイのスイートヨーグルト

オホーツクの生乳を使用し、高たんぱくで発酵臭、酸味がすくないデザートタイ
プのヨーグルト。安定剤等は使用していません。砂糖は北海道産のグラニュー
糖を使用しています。

300㎖

チーズ工房アドナイのドリンクヨーグルト スイート

オホーツクの生乳を使用し、高たんぱくでデザートタイプのヨーグルト。発酵
臭、酸味がすくないタイプの飲むヨーグルト。濃厚な口当たりです。安定剤等
は使用していません。甘味は北海道産のグラニュー糖を使用しています。

500㎖

チーズ工房アドナイのドリンクヨーグルト 無糖

オホーツクの生乳を使用し、高たんぱくでデザートタイプのヨーグルト。発酵
臭、酸味がすくないタイプの飲むヨーグルト。濃厚な口当たりです。安定剤等
は使用していません。

500㎖

オホーツクの魚醤ポン酢「味つけた」

魚介類を発酵させて造る魚醤は豊富なうま味が特徴。自社製魚醤を11％使用
し、昆布だしとゆずのさわやかさをプラスした「味つけた」は、豊かなうま味のポ
ン酢です。

300㎖ ㈱三幸
〒094-0001
紋別市北浜町１丁目8-24
TEL 0158-24-4416

しじ美醤油

網走湖産の大和しじみを原料とする「しじ美醤油」のしじみは、全て規格外品を
使用し製造しています。 濃厚なしじみ出汁がよく効いた上質で深い味わいと、
うま味が特徴です。

200㎖ おおぞら三昧㈱
〒099-3244
大空町東藻琴333
TEL(0152)67-9166

うまいベアー 小豆つぶあん

知床には熊が生息し何年先までも売れるクマの手形のお菓子を作りました。原
材料は地場産を使用、凍ったままでも、半解凍でも、餡が柔らかく美味しく食べ
られるお菓子です。

1個

うまいベアー チョコレート

知床には熊が生息し何年先までも売れるクマの手形のお菓子を作りました。原
材料は地場産を使用、凍ったままでも、半解凍でも、チョコが柔らかく美味しく
食べられるお菓子です。

1個

美幌和牛ほろほろ煮込みカレー

美幌町産の玉ねぎ・人参・馬鈴薯・美幌和牛をじっくり煮込み、1食200gの中に
牛肉が約70gも入っており、肉好きの方には嬉しい、地元を濃縮した絶品カ
レーです。

200g/1人前

美幌小麦中太ちぢれ麺

美幌町産の高品質小麦２品種（春よ恋・ゆめちから)をブレンドし、豊潤な香りと
コシやのど越しにこだわって開発。スープは美幌産玉葱を使用し２種類ご用意
しました。

540g/1箱
麺90g×4
味噌ｽｰﾌﾟ
45g×2
醬油ｽｰﾌﾟ
45g×2

旭りんごのシードル

オホーツク開拓の歴史が刻まれた寒冷地向きのりんご「旭」を原料に、酸味と
香りが特長のさっぱりした辛口シードルが出来ました。肉料理やチーズとも好
相性です。

330㎖ オホーツク・オーチャード㈱
〒090-0002
北見市昭和213-3
TEL(0157)25-5502

美幌町農業協同組合

〒092-8651
美幌町字青山南30-1
TEL(0152)72-1111

㈲ アドナイ
〒098-1613
興部町興部914-12
TEL(0158)82-3133

和洋菓子のモンブラン
〒099-4406
清里町水元町5
TEL(0152)25-3221
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旭りんごのコンフィチュールプレミアム

カナダ原産の寒冷地向きの品種「旭」は、古い品種独特の豊かな香りと酸味で
北海道中で親しまれてきました。どこか懐かしいりんご農家の「旭ジャム」を基
本に開発しました。

150g オホーツク・オーチャード㈱
〒090-0002
北見市昭和213-3
TEL(0157)25-5502

冷凍煮たこ足

オホーツク海産味香る煮たこ。北海道オホーツクの厳しい自然が生み出すお
いしい海の幸。その歯ざわり、その味覚は豊潤な海からの贈り物。香り高いマ
ルフジ海産の蛸。

900g ㈲マルフジ海産
〒098-1941
興部町字沙留250-2
TEL(0158)83-2500

80g

200g

美幌ジャンボ餃子

臭いのないぎょうざを求めつつ、栄養価の事を考慮し、玉葱パワーに着眼し、
「にら」「ニンニク」を使用していません！

1袋(大袋)
30g×30粒

㈱ながさわ
〒092-0051
美幌町字東1条北1丁目10
TEL(0152)73-1213

ホール
(約280g)

1ピース
(約35g)

4ピース箱入

(約140g)

おこっぺバタークリームケーキ

まず、自社の醗酵バターや乳製品を使用した製品を作りたいと考え、醗酵バ
ター、有機ホエイを使用。原料は出来るだけ道産のものを選び、添加物を使用
せず製造している。バターの香り豊か。

1個
(約40g）

あかねのコンフィチュールプレミアム

着色料・化学添加物を使わず、りんご（あかね）の皮の色を生かした綺麗な赤
色のりんごコンフィチュール。あかねは紅玉を片親に持つため煮崩れしにくく
プレザーブスタイルとなり、高級品志向の消費者の要望に沿った商品である。

150g オホーツク・オーチャード㈱
〒090-0002
北見市昭和213-3
TEL(0157)25-5502

紋別のほたてをたっぷり使った「ほたてご飯の素」

紋別産のほたてと、オホーツク産調味料をふんだんに使用した商品です。
140g ㈱三幸

〒094-0001
紋別市北浜町１丁目8-24
TEL(0158)24-4416

ローズマリーグミ　CAOR

オホーツク産無農薬ハーブを利用することで、地域のハーブの価値をより一層
高めることを目的とする。

50g ㈱伊谷商事
〒090-0044
北見市北4条西3丁目1-2
TEL(0157)25-6926

醗酵バター（食塩不使用）

原料は生乳だけ。オホーツクの潮風と、興部の自然の牧草で生まれ育った乳
牛と、その乳牛から搾った生乳で、酪農家が自ら手づくりした醗酵バターで
す。

100g ㈲パインランドデーリィ
〒098-1622
興部町字北興40
TEL(0158)88-2344

KITAMI  HONEY

北見市内に自生している草木、酒井農園で播種・育成した草・花が素材。薬品
未使用。定住型養蜂、越冬環境を整えている。

200g

みんなのおみそ

地元産の大豆はもちろん、こうじは道産米、塩は長崎五島灘で、国産にこだ
わっている。

500g

熟成黒にんにく

北見の在来種であるピンクにんにくを加工し、黒にんにくとし、農産物から健康
食品として利用する。健康に良いとされているニンニクも、生では臭いや刺激
から食べづらい方にも、食べやすい健康食品とする。

日本製薬工業㈱

(本社）
〒485-0059
愛知県小牧市小木東１丁目186
TEL(0568)42-1234
(北見工場)
〒093-0210
北見市常呂町常呂346-1

おこっぺ醗酵バターケーキ

自社で加工した乳製品を原料に菓子を作りたいと考え、醗酵バター牛乳を使
い製造。原料は出来るだけ道産のものを選んでいる。添加物を使用せず卵の
力だけで膨らませた醗酵バターが香るケーキ。

ノースプレインファーム㈱
〒098-1622
興部町字北興116-2
TEL(0158)88-2000

（同）酒井農園
〒090-0807
北見市川東70-7
TEL(0157)22-1550



商　 品 　名 規　格 企　業・団 体 名 連 絡 先

白花かすてら

北見市が生産高日本一の白花豆の上品な風味を白花のはちみつを使い甘さ
を抑えたしっかりと嗜める商品にしました。

約45ｇ ふじや菓子舗
〒091-0170
北見市留辺蘂町温根湯温泉194
TEL(0157)45-2228

国産天然はちみつ たんぽぽ

100％自家採取他のハチミツや食品との混合、添加物、保存料等の使用なし。
残留農薬、放射性物質検査を実施しており検出歴なし。加熱濃縮や加工は一
切していない。

150g～2kｇ ㈱菅野養蜂場
〒099-1433
常呂郡訓子府町仲町34
TEL(0157)47-4397

皮なしソフト鮭とば

熟練の目利きで厳選したオホーツク海域産鮭を原料に、職人が手作業で皮を
取り、独自の調味液に漬けてソフトに仕上げた鮭とばです。柔らかいだけでは
なく食べ応えも楽しめるよう、やや大きめのサイズにカット。「柔らかさ」と「皮を
取る手間の無さ」で食べ進める手が止まらなくなるような「食べやすさ」を実現し
ました。

100ｇ 網走水産㈱
〒099-2231
北見市端野町緋牛内153-5
TEL(0157)57-2341

桜夢雫 山幸

ボスアグリヴィンヤードの南向きの畑で育った、北見産山幸種100％から丁寧
に不良粒を取り除き、真心を込めてぶどうを収穫しました。山ぶどう譲りの草木
系の香りと、力強い酸味を持つ個性豊かなワインです。

750㎖

桜夢雫 清舞

ボスアグリヴィンヤードの南向きの畑で育った、北見産清舞種100％から丁寧
に不良粒を取り除き、真心を込めてぶどうを収穫しました。山ぶどう譲りの草木
系の香りと、マイルドな酸味を持つ個性豊かなワインです。

750㎖

味覚園金の牛もつ鍋

自社直営の飲食店で提供している、「金の牛もつ鍋」を家庭でも簡単に召し上
がってもらいたいと思い製造しました。

355g ㈱坂口精肉店
〒090-0822
北見市北央町82-7
TEL(0157)24-1725

ＣＨＯＣＯＭＩＮＴ　ＣＡＮＤＹ

北見地方で栽培された和種ハッカ本来の「上品な風味と魅力」をナチュラルに
引き出し、カカオニブの香ばしさと食感、心地の良い風味のキャンディーです。

170g

フルーツミントキャンディー オレンジ

北見地方で栽培された和種ハッカ本来の風味と魅力をナチュラルに引き出
し、清涼感あふれる味わいとフルーツの風味が絶妙に絡み合ったキャンディー
です。

170g

フルーツミントキャンディー アップル

北見地方で栽培された和種ハッカ本来の風味と魅力をナチュラルに引き出
し、清涼感あふれる味わいとフルーツの風味が絶妙に絡み合ったキャンディー
です。

170g

フルーツミントキャンディー グレープ

北見地方で栽培された和種ハッカ本来の風味と魅力をナチュラルに引き出
し、清涼感あふれる味わいとフルーツの風味が絶妙に絡み合ったキャンディー
です。

180g

フルーツミントキャンディー グレープフルーツ

北見地方で栽培された和種ハッカ本来の風味と魅力をナチュラルに引き出
し、清涼感あふれる味わいとフルーツの風味が絶妙に絡み合ったキャンディー
です。

170g

フルーツミントキャンディー ストロベリー

北見地方で栽培された和種ハッカ本来の風味と魅力をナチュラルに引き出
し、清涼感あふれる味わいとフルーツの風味が絶妙に絡み合ったキャンディー
です。

180g

ボス アグリ  ヴィンヤード
〒099-2231
北見市端野町緋牛内793-1
TEL(0157)57-2102

㈱北見ハッカ通商
〒090-0056
北見市卸町1丁目7-3
TEL(0157)66-5655

㈱北見ハッカ通商
〒090-0056
北見市卸町1丁目7-3
TEL(0157)66-5655



商　 品 　名 規　格 企　業・団 体 名 連 絡 先

フルーツミントキャンディー パイナップル

北見地方で栽培された和種ハッカ本来の風味と魅力をナチュラルに引き出
し、清涼感あふれる味わいとフルーツの風味が絶妙に絡み合ったキャンディー
です。

170g

フルーツミントキャンディー ピーチ

北見地方で栽培された和種ハッカ本来の風味と魅力をナチュラルに引き出
し、清涼感あふれる味わいとフルーツの風味が絶妙に絡み合ったキャンディー
です。

180g

フルーツミントキャンディー レモン

北見地方で栽培された和種ハッカ本来の風味と魅力をナチュラルに引き出
し、清涼感あふれる味わいとフルーツの風味が絶妙に絡み合ったキャンディー
です。

170g

紋別のたこをたっぷり使ったたこめしの素

簡単調理で美味しいたこめしが出来上がります。たこは冷めても硬くならないと
好評です。ほたてごはんの素のシリーズ化で開発しました。

140g ㈱三幸
〒094-0001
紋別市北浜町1丁目8-24
TEL(0158)24-4416

120g

350ｇ

北海道本ずわい蟹ほぐしめし

無添加の地元産利尻昆布だしと塩だけを使用して、ずわい蟹の風味抜群のや
さしい「本ずわい蟹ほぐしめし」の開発を目指しました。化学調味料はもちろ
ん、保存料などを使用していないので、ずわい蟹と昆布のだし、そして塩だけ
で仕上げた海の香り豊かな逸品です。

450ｇ ㈲マルマ松本商店
〒094-0022
紋別市新生40-55
TEL(0158)24-9432

Ｖｅｌｖｅｔ　Ｓｏｕｒｃｅ

Velvet　Sourceで『より食卓を鮮やかに』『食卓にワクワクを』。色が鮮やかで栄
養価が高いビーツですが、加工に手間がかかり、少し歯触りがあるソースで、
酢飯やパンなどの色付けからお料理の隠し味など食事に取り入れることができ
ます。

芥川ファーム
〒093-0213
北見市常呂町字土佐238-5
TEL(0152)54-1177

㈱北見ハッカ通商
〒090-0056
北見市卸町1丁目7-3
TEL(0157)66-5655



商品名 企業名 住所 連絡先 規格

メンビス 株式会社北見ハッカ通商 北見市卸町1丁目7番地3 0157-66-5655
グリーン6枚

スイート6枚

商品名 企業名 住所 連絡先 規格

にんにくオリーブオイル 日本製薬工業株式会社 愛知県小牧市小木東1丁目186番地 0152-67-8048 185g

エゾシカの缶詰 大和煮 株式会社オホーツクジビエ 160g

エゾシカの缶詰 味噌煮 株式会社オホーツクジビエ 160g

エゾシカの缶詰 カレー煮 株式会社オホーツクジビエ 160g

知床牛 和トロふりかけ 株式会社カネダイ大橋牧場 網走郡大空町東藻琴344番地の16 0152-66-2661 100g

牛飼いのモツ煮。 株式会社カネダイ大橋牧場 160g

韃靼そば茶 株式会社神門 紋別郡雄武町字雄武62番地の1 0158-84-2333 150g

韃靼そば乾麺 株式会社神門 200g

満天きらり 株式会社神門 0158-84-2333 720ml

エミューカレー 有限会社マリン北海道 180g

大粒しじみごはん 有限会社マリン北海道 網走市海岸町25番地8 0152-43-8536

ごはん100ｇ

たれ95g

しじみ5粒

ストリングチーズ
株式会社オホーツクファーム

喜多牧場
北海道紋別市上渚滑町上東198 70g

手づくり牛のハンバーグ
株式会社オホーツクファーム

喜多牧場
1個120g　2個入

手づくり豚のハンバーグ
株式会社オホーツクファーム

喜多牧場
1個120g　2個入

オホーツクファームの乳
株式会社オホーツクファーム

喜多牧場
0158-25-2900 900ml・500ml・200ml

喜多牧場の手づくりプリン
株式会社オホーツクファーム

喜多牧場

小麦の味がするうどん 丸生麺 女満別町農業協同組合
網走郡大空町女満別西4条5丁目1番

27号
0152-74-2131 150g×2

小麦の味がするうどん 平生麺 女満別町農業協同組合 150g×2

北海道オホーツク産開きツブ 山長 石沢水産株式会社 紋別郡雄武町沢木86番地の1 0158-85-2311 200g

ほっけ縄文揚 株式会社三幸 北海道紋別市北浜町1丁目8-24 0158-24-4416 9個入

熊のまくら 有限会社圓泉堂 北見市相内町135番地19 0157-37-2541

17個入300g

12個入200g

3個入　50g

味覚園牛もつ鍋旨しょうゆ味 株式会社坂口精肉店 北見市北央長82番地7 0157-24-1725 430g

【オホーツクブランドプレミアム認証商品】（R3年度）

紋別郡遠軽町学田3丁目5番地15 0158-46-6257

【オホーツクブランド認証商品】（R3年度）



北海道オホーツク総合振興局産業振興部商工労働観光課 
長尾 行 （FAX：0152-44-3184） 

（E-Mail：abashiri.shoko1@pref.hokkaido.lg.jp) 

「オホーツクブランド認証商品を活用したお弁当」申込書 

製作者名 

（社名等） 

 

活用を想定している 

オホーツクブランド 

認証商品 

 

想定しているお弁当

の概要 

(※図の別添でも 

構いません) 

 

現在使用されている

オホーツク産や道内

産食材の利用状況 

 

実行委員会の出欠 

について 
□出席します □欠席します 

出席者 

職名 氏名 

  

  

連絡先 

電話 ＦＡＸ 

E-Mail 

その他 
(※実行委員会の 

出席場所など) 

 

※原則 ZOOM を活用したオンラインにより開催いたします。ZOOM の URL は、後日別途送信

いたします。 

※ご都合がつかない場合は、必ずしも出席する必要はありませんが、事業の説明や、今後

の取組を協議しますので、ぜひご参加ください。 

※ご欠席の場合は、後日資料を送付いたします。 

※令和３年１２月１０日（金）までに、ご返信くださいますようお願いいたします。 

※ご不明点等あれば、ご連絡ください。 

 

 

 

オホーツク総合振興局産業振興部商工労働観光課 
 担当：長尾 

電話：0152-41-0762／ＦＡＸ：0152-44-3184 

E-mail：abashiri.shoko1@pref.hokkaido.lg.jp 


