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おかげさまで１００周年を迎えることができました。

Since 1919

商品案内⑦

商品名 北海道牛乳サブレ
販売形態 常温
規　格 5枚
上　代 350円

ケース入り数 24
商品サイズ 75×75×180（ｍｍ）
商品重量 80（ｇ）
ケースサイズ 470×310×210（ｍｍ）
ケース重量 2,400（ｇ）
JANコード 4993009341075 
ITFコード  
賞味期限 180日
発送単位 混載6個口以上

北海道産、小麦粉、バターを使用した本格的サブレ。
パッケージの牛乳パックがインバウンドやアジア向けで人気です。

商品名 北海道コーンチョコレート
販売形態 常温
規　格 12個
上　代 500円

ケース入り数 20
商品サイズ 100×100×195（ｍｍ）
商品重量 105（ｇ）
ケースサイズ 500×425×155（ｍｍ）
ケース重量 2,870（ｇ）
JANコード 4993009343222
ITFコード  
賞味期限 180日
発送単位 混載6個口以上

とうもろこしパフを圧縮しホワイトチョコレートをコーティングして、サック
リとした歯ごたえのあるコーンチョコレートにしました。
とうきびチョコとも言います。

商品名 北海道ミルククッキー
販売形態 常温
規　格 16枚
上　代 1,000円

ケース入り数 12
商品サイズ 290×230×30（ｍｍ）
商品重量 350（ｇ）
ケースサイズ 300×240×500（ｍｍ）
ケース重量 4,800（ｇ）
JANコード 4993009341556
ITFコード  
賞味期限 180日
発送単位 混載6個口以上

北海道産小麦粉を使用し、牛の刻印を施した北海道イメージのクッキー
です。

商品名 ポテっとチーズ
販売形態 常温
規　格 8枚
上　代 300円

ケース入り数 18
商品サイズ 130×110×58（ｍｍ）
商品重量 100（ｇ）
ケースサイズ 425×390×130（ｍｍ）
ケース重量 2,200（ｇ）
JANコード 4993009341747
ITFコード  
賞味期限 180日
発送単位 混載6個口以上

北海道産の小麦粉をベースにチーズ、ジャガイモを練り込み香ばしく焼
き上げた、サクサクのクッキー。開封時のチーズの香りが特徴。

商品名 北海道コーンチョコレート
販売形態 常温
規　格 18個
上　代 900円

ケース入り数 24
商品サイズ 230×227×40（ｍｍ）
商品重量 260（ｇ）
ケースサイズ 480×480×260（ｍｍ）
ケース重量 7,800（ｇ）
JANコード 4993009343215
ITFコード  
賞味期限 180日
発送単位 混載6個口以上

サックリ食感のコーンチョコレート。18個入900円でちょっとした手土産に
いかがでしょうか。北海道の観光土産品として認知されています。インバウ
ンド指向に最適。

商品名 じゃがバタークッキー
販売形態 常温
規　格 8枚
上　代 300円

ケース入り数 18
商品サイズ 130×110×55（ｍｍ）
商品重量 110（ｇ）
ケースサイズ 425×365×130（ｍｍ）
ケース重量 2,400（ｇ）
JANコード 4993009340672
ITFコード 14993009340679
賞味期限 180日
発送単位 混載6個口以上

北海道産の小麦粉をベースにバター、ジャガイモを練り込み香ばしく焼
き上げた、サクサクのクッキー。開封時のバターの香りが特徴。
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商品案内① 商品案内②

商品名 あげいも
販売形態 常温
規　格 1個
上　代 100円

ケース入り数 12×6（72）
商品サイズ 130×70×35（ｍｍ）
商品重量 45（ｇ）
ケースサイズ 410×385×150（ｍｍ）
ケース重量 4,000（ｇ）
JANコード 4993009339454
ITFコード 14993009339451
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

1個売り個食コーナーへのお奨め、定番商材、CVS商材として売れて
ます。

商品名 いも風味	 （北の菓子百選）
販売形態 常温
規　格 5個
上　代 500円

ケース入り数 20
商品サイズ 220×150×35（ｍｍ）
商品重量 200（ｇ）
ケースサイズ 410×385×150（ｍｍ）
ケース重量 4,500（ｇ）
JANコード 4993009339447
ITFコード 14993009339444
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

醤油、卵の香ばし皮の錦糸昆布入り白餡まんじゅう。

商品名 いも風味
販売形態 常温
規　格 9個
上　代 900円

ケース入り数 21
商品サイズ 285×130×40（ｍｍ）
商品重量 430（ｇ）
ケースサイズ 405×295×295（ｍｍ）
ケース重量 10,400（ｇ）
JANコード 4993009338921
ITFコード  
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

芋を全く使わず芋の風味を作り、餡の中には芋の繊維に似せるため北
海道産の昆布を細切りにし練り込んであります。

商品名 あげいも	 （北の菓子百選）
販売形態 常温
規　格 4個
上　代 480円

ケース入り数 24
商品サイズ 180×130×35（ｍｍ）
商品重量 180（ｇ）
ケースサイズ 410×385×150（ｍｍ）
ケース重量 4,800（ｇ）
JANコード 4993009339423
ITFコード 14993009339420
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

「いも風味」に衣を付けて油でサッと揚げた「あげいも」。コクとまろや
かさは絶品です。

商品名 あげいも
販売形態 常温
規　格 10個
上　代 1,200円

ケース入り数 12
商品サイズ 230×210×35（ｍｍ）
商品重量 460（ｇ）
ケースサイズ 440×255×240（ｍｍ）
ケース重量 5,700（ｇ）
JANコード 4993009340252
ITFコード  
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

衣を付けて油でサッと揚げた「あげいも」。10個入でお土産には最適で
す。

商品名 いも風味	 （北の菓子百選）
販売形態 常温
規　格 2個
上　代 200円

ケース入り数 8×6（48）
商品サイズ 180×105×30（mm）
商品重量 70（g）
ケースサイズ 535×360×205（mm）
ケース重量 4,250（g）
JANコード 4993009342584
ITFコード 14993009342581
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

白餡に錦糸昆布を練り込み、醤油と卵の調味液を吹き付けた、焼き芋をイメージ
した、明治の末期に北海道では収穫出来なかった薩摩芋をイメージし考案され
た半生菓子。

商品名 いも風味
販売形態 常温
規　格 12個
上　代 1,200円

ケース入り数 14
商品サイズ 290×190×40（ｍｍ）
商品重量 550（ｇ）
ケースサイズ 400×300×295（ｍｍ）
ケース重量 8,800（ｇ）
JANコード 4993009340245
ITFコード
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

使用している原材料の白餡、砂糖、小麦粉、昆布は全て北海道産です。

商品名 ほっくりいもっこ
販売形態 常温
規　格 1個
上　代 100円

ケース入り数 9×8（72）
商品サイズ 130×70×35（ｍｍ）
商品重量 40（ｇ）
ケースサイズ 345×325×225（ｍｍ）
ケース重量 3,900（ｇ）
JANコード 4993009341099
ITFコード 14993009341096
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

北海道産のじゃがいも「キタアカリ」を白餡に加え、小麦粉を練った皮
で包み焼き上げた姿はじゃがいもそっくり。甘さ控えめに仕上げました。

商品名 温泉まんじゅう
販売形態 常温
規　格 6個
上　代 440円

ケース入り数 18
商品サイズ 180×120×35（ｍｍ）
商品重量 195（ｇ）
ケースサイズ 465×400×125（ｍｍ）
ケース重量 4,000（ｇ）
JANコード 4993009340849
ITFコード  
賞味期限 45日
発送単位 混載6個口以上

温泉まんじゅうの量販仕様、売り場展開や協同購入で数が出ます。

商品名 温泉まんじゅう
販売形態 常温
規　格 9個
上　代 760円

ケース入り数 18
商品サイズ 195×190×40（ｍｍ）
商品重量 360（ｇ）
ケースサイズ 600×200×260（ｍｍ）
ケース重量 7,000（ｇ）
JANコード 4993009339089
ITFコード  
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

まんじゅうと言えば「温泉まんじゅう」十勝産あずきのこし餡は甘さ控え
めです。

商品名 十勝あずきまんじゅう
販売形態 常温
規　格 6個
上　代 440円

ケース入り数 18
商品サイズ 180×120×35（ｍｍ）
商品重量 185（ｇ）
ケースサイズ 465×400×125（ｍｍ）
ケース重量 3,800（ｇ）
JANコード 4993009340825
ITFコード  
賞味期限 45日
発送単位 混載6個口以上

北海道産素材にこだわった甘さ控えめのうま〜いまんじゅうです。

商品名 十勝あずきまんじゅう
販売形態 常温
規　格 9個
上　代 760円

ケース入り数 18
商品サイズ 195×190×40（ｍｍ）
商品重量 350（ｇ）
ケースサイズ 600×200×260（ｍｍ）
ケース重量 6,800（ｇ）
JANコード 4993009339485
ITFコード  
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

北海道十勝産小豆で作った粒餡を、北海道産小麦の皮で包みました。

商品名 甘酒まんじゅう	 （季節限定）

販売形態 常温

規　格 6個

上　代 460円

ケース入り数 18

商品サイズ 180×120×35（ｍｍ）

商品重量 220（ｇ）

ケースサイズ 465×400×125（ｍｍ）

ケース重量 4,500（ｇ）

JANコード 4993009341976

ITFコード

賞味期限 45日

発送単位 混載6個口以上

北海道夕張郡栗山町　小林酒造の日本酒「北の錦」を使用したこし餡酒まんじゅうです。小
麦粉、餡の小豆は北海道産を使用しています。

商品名 甘酒まんじゅう	 （季節限定）

販売形態 常温

規　格 9個

上　代 800円

ケース入り数 18

商品サイズ 195×190×40（ｍｍ）

商品重量  410（ｇ）

ケースサイズ 600×200×260（ｍｍ）

ケース重量 7,800（ｇ）

JANコード 4993009342126

ITFコード

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

北海道夕張郡栗山町　小林酒造の日本酒「北の錦」を使用したこし餡酒まんじゅう。９個入
の手土産サイズ。
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商品案内③ 商品案内④

商品名 翁のどらやき

販売形態 常温

規　格 5個

上　代 857円

ケース入り数 9

商品サイズ 290×120×75（mm）

商品重量 540（g）

ケースサイズ 400×325×250（mm）

ケース重量 5,200g

JANコード 4993009341945

ITFコード

賞味期限 45日

発送単位 混載6個口以上

北海道産の小麦粉を使用し、ふっくら焼き上げた生地で、十勝産あず
きの粒あんを挟んだどらやきです。５個入りギフト用もご用意いたしま
した。

商品名 翁のどらやき

販売形態 常温

規　格 1個

上　代 152円

ケース入り数 8×6（48）

商品サイズ 120×150×35（mm）

商品重量 85（g）

ケースサイズ 435×280×250（mm）

ケース重量 5,400g

JANコード 4993009341860

ITFコード

賞味期限 45日

発送単位 混載6個口以上

北海道産の小麦粉を使用し、ふっくら焼き上げた生地で、十勝産あ
ずきの粒あんを挟んだどらやきです。

商品名 北海道みるくもなか

販売形態 常温

規　格 1個

上　代 160円

ケース入り数 1２×６

商品サイズ 120×70×20（ｍｍ）　

商品重量 45ｇ

ケースサイズ 450×415×120（ｍｍ）

ケース重量 4250ｇ

JANコード 4993009901248

ITFコード

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

酪農王国北海道の牧場で乳搾りに使用する「搾乳缶」を餅米の最中
皮で表現し、白いんげん豆をベースに練乳を加え練り込んだミルク白
餡を使用した北海道の「みるくもなか」です。

商品名 名水の里（もなか）

販売形態 常温

規　格 5個

上　代 600円

ケース入り数 8

商品サイズ 245×80×45（ｍｍ）

商品重量 240（ｇ）

ケースサイズ 270×340×125（ｍｍ）

ケース重量 2,180（ｇ）

JANコード 4993009340658

ITFコード  

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

名水の里　北海道虻田郡京極町のわかさや本舗京極工場限定商品。
つぶ餡と白餡（ごま入り）の2種類の餡で仕上げました。

商品名 幸福の黄色いハンカチ（チーズケーキ）

商品名 すいーとぽてと
販売形態 常温
規　格 1個
上　代 180円

ケース入り数 6×8（48）
商品サイズ 120×85×20（ｍｍ）
商品重量 45（ｇ）
ケースサイズ 470×460×95（ｍｍ）
ケース重量 3,300（ｇ）
JANコード 4993009341358
ITFコード 14993009341355
賞味期限 45日
発送単位 混載6個口以上

北海道産の醗酵バターを使用し、生地には十勝産あずきを練り込みしっ
とり焼き上げたすいーとぽてとです。1個180円の個食タイプです。

商品名 すいーとぽてと
販売形態 常温
規　格 3個
上　代 600円

ケース入り数 12
商品サイズ 265×80×36（ｍｍ）
商品重量 170（ｇ）
ケースサイズ 270×355×135（ｍｍ）
ケース重量 2,200（ｇ）
JANコード 4993009341341
ITFコード 14993009341348
賞味期限 45日
発送単位 混載6個口以上

北海道産の醗酵バターを使用し、生地には十勝産あずきを練り込みしっ
とり焼き上げたすいーとぽてとです。3個入600円のギフトタイプです。

商品名 じゃがバターすいーとぽてと
販売形態 常温
規　格 ５個
上　代 1,000円

ケース入り数 12
商品サイズ 165×120×80（mm）
商品重量 345（g）
ケースサイズ 390×360×170（mm）
ケース重量 4,600g
JANコード 4993009342386
ITFコード
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

北海道産のじゃがいもと北海道産醗酵バターを使用したじゃがいもの
すいーとぽてとです。５個入1,000円のギフトタイプです。

商品名 北海道じゃがバタータルト
販売形態 常温
規　格 １個
上　代 240円
商品サイズ 95×140×30（mm）
商品重量 50（g）
ボールサイズ 180×245×92（mm）
ボール重量 805（g）
ケースサイズ 375×265×200（mm）
ケース重量 3,880（g）
ケース入り数 12×4（48）
JANコード 4993009342805
ITFコード
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

じゃがいものスイートポテトをタルト生地に充填し焼成しています。
インカのめざめや発酵バターを使用し、濃厚シットリを演出しています。

販売形態 常温

規　格 １個

上　代 180円

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

JANコード 4993009342379

ケース入り数 12×4（48）

商品サイズ 90×120×25（mm）

商品重量 55（g）

ケースサイズ 375×205×260（mm）

ケース重量 3,400ｇ

ITFコード

北海道産インカのめざめ、発酵バター使用

北海道産のじゃがいもと北海道産醗酵バターを使用した
じゃがいものすいーとぽてとです。

しっとりした口当たりと醗酵バターの風味をお楽しみください。

人 気

商品名 じゃがバターすいーとぽてと

販売形態 常温

規　格 1個

上　代 800円

ケース入り数 8

商品サイズ 175×175×55（ｍｍ）

商品重量 300（ｇ）

ケースサイズ 440×370×180（ｍｍ）

ケース重量 3,000（ｇ）

JANコード 4993009341501

ITFコード  

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

ナチュラルチーズを使用したチーズの風味豊かなケーキに仕上げました。

幸福の黄色いハンカチ チョコレートケーキ、抹茶ケーキは2019年6月20日にて終売となりま
した。
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商品案内⑤ 商品案内⑥

商品名 北海道ミルククリームサンド
販売形態 常温
規　格 2個
上　代 200円

ケース入り数 12×4（48）
商品サイズ 175×145×25（ｍｍ）
商品重量 54（ｇ）
ケースサイズ 605×305×195（ｍｍ）
ケース重量 3,550（ｇ）
JANコード 4993009342928
ITFコード  
賞味期限 120日
発送単位 混載6個口以上

北海道産の牛乳で作ったミルククリームを香ばしいガレットクッキーで
サンドしました。

商品名 北海道ミルククリームサンド
販売形態 常温
規　格 10個
上　代 1,000円

ケース入り数 10
商品サイズ 250×235×35（ｍｍ）
商品重量 380（ｇ）
ケースサイズ 530×250×220（ｍｍ）
ケース重量 4,300（ｇ）
JANコード 4993009342515
ITFコード
賞味期限 120日
発送単位 混載6個口以上

ミルククリームを香ばしいガレットクッキーでサンドしました。
10個入1,000円のギフトサイズです。

商品名 夕張メロンクリームサンド
販売形態 常温
規　格 5個（箱）
上　代 500円

ケース入り数 15
商品サイズ 235×125×35（ｍｍ）
商品重量 200（ｇ）
ケースサイズ 410×250×220（ｍｍ）
ケース重量 3,400（ｇ）
JANコード 4993009342546
ITFコード
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

ガレットクッキーでメロン風味のクリームをサンドしました。
5個入500円の手頃サイズです。

商品名 北海道ミルククリームサンド
販売形態 常温
規　格 5個（箱）
上　代 500円

ケース入り数 15
商品サイズ 235×125×35（ｍｍ）
商品重量 190（ｇ）
ケースサイズ 410×250×220（ｍｍ）
ケース重量 3,300（ｇ）
JANコード 4993009342522
ITFコード
賞味期限 120日
発送単位 混載6個口以上

ミルククリームを香ばしいガレットクッキーでサンドしました。
5個入500円の手頃サイズです。

商品名 夕張メロンクリームサンド
販売形態 常温
規　格 2個
上　代 200円

ケース入り数 12×4（48）
商品サイズ 175×145×25（ｍｍ）
商品重量 55（ｇ）
ケースサイズ 605×305×195（ｍｍ）
ケース重量 3,600（ｇ）
JANコード 4993009342935
ITFコード  
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

夕張メロンの芳醇な味わいのクリームを仕上げ、ガレットクッキーでサ
ンドしました。メロンパウダーの供給元は夕張市農業協同組合です。

商品名 夕張メロンクリームサンド
販売形態 常温
規　格 10個
上　代 1,000円

ケース入り数 10
商品サイズ 250×235×35（ｍｍ）
商品重量 390（ｇ）
ケースサイズ 530×250×220（ｍｍ）
ケース重量 4,400（ｇ）
JANコード 4993009342539
ITFコード
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

ガレットクッキーでメロン風味のクリームをサンドしました。
10個入1,000円のギフトサイズです。

商品名 	北海道バターリッチ（北の菓子百選）

ラム酒漬のレーズンをクリームに混ぜ、クッキーでサンドしました。
ラム酒漬したレーズンの香りとクリームとクッキーの絶妙なバランスをお楽
しみください。

商品名 	北海道バターリッチ
販売形態 常温
規　格 10個
上　代 1,000円

ケース入り数 10
商品サイズ 250×235×35（ｍｍ）
商品重量 410（ｇ）
ケースサイズ 530×250×220（ｍｍ）
ケース重量 4,500（ｇ）
JANコード 4993009342324
ITFコード  
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

ラム酒漬のレーズンをクリームに混ぜ、クッキーでサンドしました。
10個入1,000円のギフトサイズです。

商品名 	北海道バターリッチ

販売形態 常温 ケースサイズ 410×250×225（ｍｍ）

規　格 8個 ケース重量 3,600（ｇ）

上　代 750円 JANコード 4993009341877

ケース入り数 12 ITFコード 14993009341874 

商品サイズ 260×125×55（ｍｍ） 賞味期限 60日

商品重量 260（ｇ） 発送単位 混載6個口以上

ラム酒漬のレーズンをオリジナルのバタークリームに混ぜ、しっとりと焼き
上げたクッキーでサンドしました。ラム酒漬したレーズンの香りとクリームと
クッキーの絶妙なバランスをお楽しみください。

販売形態 常温
規　格 2個
上　代 200円

ケース入り数 12×4（48）
商品サイズ 175×145×25（ｍｍ）
商品重量 60（g）
ケースサイズ 605×305×195（ｍｍ）
ケース重量 3,850（g）
JANコード 4993009342553
ITFコード  
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

商品名 北海道ベリースクウェア

販売形態 常温

規　格 2個

上　代 200円

ケース入り数 12×4（48）

ピースサイズ 175×145×25（ｍｍ）

ピース重量 60（ｇ）

ケースサイズ 605×305×195（ｍｍ）

ケース重量 3,850ｇ

JANコード 4993009342782

ITFコード

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

北海道産のハスカップとブルーベリーを使用したジャムとクリームを、香ばしく焼き
上げたクッキーでサンドしました。
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