




 ＜地域別＞ 試作・実証・製造プラットフォーム パートナー企業一覧（2022年2月28日現在）
【道央】
地域 企業名 所在地 業種 主な製品

株式会社パイオニアジャパン 札幌市 加工食品製造 野菜ピューレ、温惣菜、食肉製品
西山製麺株式会社 札幌市 調味料・めん類製造 生ラーメン、スープ
株式会社活里 札幌市 機能性食品製造 機能性食品、化粧品
株式会社ケルプ研究所 札幌市 清涼飲料・機能性食品製造 発酵飲料、機能性飲料、清涼飲料、化粧品
サンマルコ食品株式会社 札幌市 調理冷凍食品製造 コロッケ、いももち、グラタン、春巻
株式会社アミノアップ 札幌市 機能性食品製造 機能性食品
株式会社北海道バイオインダストリー 札幌市 清涼飲料・健康食品製造 健康食品、飲料
株式会社フライヤーズカンパニー 札幌市 めん類製造 生ラーメン、そば、うどん、冷麺
株式会社桐越 札幌市 加工食品製造 業務用カット野菜及びホール野菜
アイビック食品株式会社 札幌市 調味料製造 だし、ラーメンたれ、ドレッシング
大日本印刷株式会社 札幌市 印刷 出版、商業印刷、包装資材
株式会社ツカモトミルズ 札幌市 製粉業 精米、米粉、乾燥野菜・果実、そば茶
株式会社北海大和 札幌市 加工食品製造 粉末スープ・味噌汁、お茶漬け、ふりかけ、瓶詰製品
株式会社フーズアンドブレッド 札幌市 パン製造 菓子、パン、干し芋「黄金さつま」
凸版印刷株式会社 北海道事業部 札幌市 印刷 包装資材
株式会社ティーピーパック 札幌市 印刷 包装資材
株式会社坂口製粉所 札幌市 製粉業 きな粉、上新粉、もち粉、他諸粉

天然科学研究所株式会社 札幌市 機能性食品製造 プラセンタ化粧品、プラセンタ健康食品
株式会社クレド 札幌市 デザイン・企画・梱包素材 商品用パッケージデザイン、新規商品企画提案など
日香化成株式会社 札幌市 調味料製造業 松前漬けの調味液、ラーメンスープのたれなど
横山食品株式会社 札幌市 食品製造業 パン粉、かんすい
株式会社南華園 札幌市 加工食品製造 たれ・スープ、レトルトパウチ食品
春雪さぶーる株式会社 札幌市 冷凍食品製造 業務用冷凍ケーキ、冷凍食品

株式会社ナオミ 札幌営業所 札幌市 食品製造機械（充填） 充填機
有限会社札幌食品サービス 札幌市 加工食品製造 乾物加工品を使用したみそ汁、ふりかけ、だし
株式会社自然農園 札幌市 商品パッケージの企画・デザイン 商品パッケージの企画・デザインなど
株式会社川西製餡所 札幌市 製菓業・乳製品製造業 生あん、煉りあん、甘納豆、ようかん、水ようかん、ジャム、ジェリー、粉糖

株式会社アトリエ・モリヒコ 札幌市 コーヒー製造業 レギュラーコーヒー・ドリップバック

北海道フード株式会社 札幌市 畜産食料品製造業 未加熱・加熱食肉加工品、原料肉各種（牛・豚・鶏・羊・合鴨・養鹿）

株式会社climb 札幌市 菓子製造業 冷凍ケーキ

江別製粉株式会社 江別市 製粉業 小麦粉、ミックス粉、飼料

合同会社アグマリンプロテック 江別市 食料品製造業 北海道赤ビーツシリーズ

ゴールドパック株式会社 恵庭市 清涼飲料製造 清涼飲料水

株式会社まるは製麺所 恵庭市 めん類製造 生ラーメン、生そば・うどん、茹でそば・うどん、生パスタ、蒸しめん

株式会社北潤ボトリング 千歳市 清涼飲料製造 炭酸飲料、果汁飲料

トーヨーケム株式会社 千歳市 食品添加物・清涼飲料水・飼料製造 食品添加物（食品色素）、クマザサエキス製品
株式会社箱根牧場 千歳市 乳製品・畜肉加工品製造 チーズ、ソーセージ、アイスクリーム

田中製餡株式会社 北海道工場 千歳市 加工食品製造 レトルト食品、餡、カップ製品

ＡＷファーム千歳株式会社 千歳市 農産加工品製造 乾燥ケール、切干大根、乾燥たまねぎ、乾燥ブロッコリー

浜理PFST株式会社 千歳市 添加物製造、清涼飲料水製造 野菜・果実の濃縮液及び濃縮エキス粉末

北海道糖業株式会社  バイオ生産部 石狩市 微生物培養 微生物（酵素）

有限会社亜麻公社 当別町 油脂製造・機能性食品製造 亜麻関連製品

深川油脂工業株式会社 深川市 油脂製造・菓子製造 こめ油、ポテトチップス
北空知食品株式会社 深川市 加工食品 レトルト、冷凍ソテーオニオン
株式会社中央食鶏 三笠市 畜肉加工品・加工食品製造 食肉加工品、調味料、惣菜、飼料
株式会社スリービー 南幌町 機能性食品製造 たもぎ茸濃縮エキス
日生バイオ株式会社 南幌町 健康食品・化粧品製造 健康食品・化粧品・育毛剤等の原料および素材の製造、販売
株式会社ソラチ 芦別市 調味料製造 たれ、農産加工品
株式会社荒木製作所芦別事業所 芦別市 粉砕受託加工 食用竹炭
株式会社 北海道アグリマート 浦臼町 清涼飲料・惣菜・調味料製造 清涼飲料、ピューレ、ソース
有限会社ツクナカ 小樽市 水産加工品製造 ホタテ・タコ・ツブ・昆布・エビ等の珍味
飴谷製菓株式会社 小樽市 菓子製造 飴菓子、チョコレート菓子
サンダイヤ株式会社 銭函工場 小樽市 食品添加物・調味料製造 業務用食品添加物製剤、業務用食品
和弘食品株式会社 小樽市 調味料製造 調味料、ラーメンスープ、たれ、エキス、ブイヨン

石狩

空知

株式会社北国生活社 札幌市
機能性原料販売、機能性食
品・化粧品販売、機能性食
品・化粧品企画開発ODM

機能性原料、サプリメント、基礎化粧品など

株式会社中華札幌 札幌市 冷凍食品製造
しゅうまい、つまみ揚、いももち、かぼちゃもち、中華総菜、
手作り点心など
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協和商事株式会社 小樽市 包装資材製造 ラミネート包装資材

カイゲンファーマ株式会社 小樽市
健康食品素材、医薬品、医療
機器製造業

健康食品（特定保健用食品、健康食品素材等）、医薬品、医療
機器

株式会社北王よいち 余市町 農産加工品製造 ストレート果汁、ジャム・ペースト
ルスツ食品加工株式会社 留寿都村 加工食品製造 野菜果実類その他フリーズドライ、遠赤外線乾燥
伊井化学工業株式会社 倶知安町 加工食品製造 オブラート
有限会社はすかっぷサービス 苫小牧市 果実加工品・清涼飲料製造 ハスカップ、農産加工品
カネシメ松田水産株式会社 白老町 水産加工品製造 たらこ、いくら
東海物産株式会社 北海道工場 安平町 調味料製造 調味料、エキス、食品添加物
株式会社北海道興農社 安平町 酒類製造 クラフトビール

【道南】
地域 企業名 所在地 業種 主な製品

北海道乳業株式会社 函館市 乳製品製造 牛乳、バター、粉乳、煉乳、ヨーグルト、デザート、チーズ

株式会社小原 七飯町 清涼飲料製造 炭酸飲料
日乃出食品株式会社 七飯町 農産加工品製造 豆乳、豆腐、豆腐加工品

有限会社末廣軒 北斗市 菓子製造 洋生菓子、和菓子 など

【道北】
地域 企業名 所在地 業種 主な製品

株式会社ヤクモ飲料 旭川市 清涼飲料製造 ミネラルウォーター
京都グレインシステム株式会社 旭川市 穀物焙煎・粉砕製造業 玄米茶、麦茶、穀物茶、各種穀物パウダー、健康食品素材
一般財団法人 旭川産業創造プラザ 旭川市 支援機関
丸共バイオフーズ株式会社 稚内市 食品製造販売業 健康食品、機能性食品素材
株式会社きたに池田 稚内市 水産加工品製造 水産加工品

【道東】
地域 企業名 所在地 業種 主な製品

株式会社丸勝 帯広市 農産加工品製造 酢、ドレッシング、ジャム

有限会社中田食品 帯広市 豆腐製造・清涼飲料製造 豆腐、コーラシロップ

株式会社コスモ 北海道工場 芽室町 調味料製造 エキス、機能性素材
株式会社ヤマオ 芽室町 農産保存食料品製造 山ワサビ根茎、山ワサビすりおろし
AWアグリフーズテクノ株式会社 更別村 加工食品製造 野菜加工品、レトルト食品、冷凍食品
クレードル食品株式会社 美幌町 加工食品製造 調理冷凍食品、レトルト食品、農産加工品
株式会社オダ水産 雄武町 水産加工品製造 ほたて冷凍貝柱、鮭加工品
日本製薬工業株式会社 北見工場 北見市 医薬品製造 医薬品、ニンニクエキス
 株式会社モリタン 紋別市 冷凍食品製造 コロッケ、ホタテ貝柱、いももち、助宗すりみ等
ダンフーズ株式会社 斜里しれとこ工場 斜里町 農産保存食料品製造 野菜（玉葱、人参他）エキス、野菜のペースト
株式会社白糠酪恵舎 白糠町 乳製品製造 ナチュラルチーズ、ミルクジャム
⾧谷製菓株式会社 弟子屈町 菓子製造 クッキー、せんべい

根室 株式会社べつかい乳業興社 別海町 乳製品製造 牛乳、乳飲料、チーズ、バター、ヨーグルト、アイスクリーム
【道外】
地域 企業名 所在地 業種 主な製品

三生医薬株式会社 静岡県 健康食品製造 健康食品
西光エンジニアリング株式会社 静岡県 生産用機械・同部分品製造業 穀物焙煎装置、マイクロ波減圧乾燥機

※順不同

浦幌フリーズドライ株式会社 浦幌町
フリーズドライ食品の製造・
販売・受注加工

北海道産原料のフリーズドライ食品

菓子製造・加工食品製造
さつまいもの冷凍大福、スィートポテト、ジャーマンポテト、
グラタン、じゃがいもレトルト品

株式会社吉田食品

有限会社十勝ミルキー 帯広市 乳製品製造
牛乳、フローズンヨーグルト、ヨーグルト、飲むヨーグルト、
アイスクリーム、ソフトクリームミックス

函館市 菓子製造
生菓子（餅・大福・まんじゅう・どらやき）、焼菓子、洋菓
子、バウムクーヘン など

 カドウフーズ株式会社 函館市

株式会社新サカイヤフーズ

水産加工品製造

八雲町 冷凍調理食品製造
クリームコロッケ、野菜コロッケ、いももち、グラタン、
スープ、惣菜、たき込みご飯など

株式会社三豊 函館工場 北斗市
いか塩辛、カナダ北寄貝サラダ、菜の花にしん、
たこわさびなど

後志

渡島

道外

宗谷

釧路

上川

十勝

ｵﾎｰﾂｸ

胆振
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所在地 業種 主な製品

 飴谷製菓株式会社 小樽市 菓子製造 飴菓子、チョコレート菓子
 ⾧谷製菓株式会社 弟子屈町 菓子製造 クッキー、せんべい
 深川油脂工業株式会社 深川市 油脂製造・菓子製造 こめ油、ポテトチップス
 株式会社フーズアンドブレッド 札幌市 パン製造 菓子、パン、干し芋「黄金さつま」
 春雪さぶーる株式会社 札幌市 冷凍食品製造 業務用冷凍ケーキ、冷凍食品
 株式会社川西製餡所 札幌市 製菓業・乳製品製造業 生あん、煉りあん、甘納豆、ようかん、水ようかん、ジャム、ジェリー、粉糖

 株式会社climb 札幌市 菓子製造業 冷凍ケーキ

 有限会社末廣軒 北斗市 菓子製造 洋生菓子、和菓子 など
 株式会社パイオニアジャパン 札幌市 加工食品製造 野菜ピューレ、温惣菜、食肉製品
 サンマルコ食品株式会社 札幌市 調理冷凍食品製造 コロッケ、いももち、グラタン、春巻

 株式会社北海大和 札幌市 加工食品製造 粉末スープ・味噌汁、お茶漬け、ふりかけ、瓶詰製品
 田中製餡株式会社 北海道工場 千歳市 加工食品製造 レトルト食品、餡、カップ製品
 株式会社モリタン 紋別市 冷凍食品製造 コロッケ、ホタテ貝柱、いももち、助宗すりみ等

 株式会社スリービー 南幌町 機能性食品製造 たもぎ茸濃縮エキス
 株式会社活里 札幌市 機能性食品製造 機能性食品、化粧品
 株式会社アミノアップ 札幌市 機能性食品製造 機能性食品
 株式会社北海道バイオインダストリー 札幌市 清涼飲料・健康食品製造 健康食品、飲料
 丸共バイオフーズ株式会社 稚内市 食品製造販売業 健康食品、機能性食品素材
 有限会社亜麻公社 当別町 油脂製造・機能性食品製造 亜麻関連製品

 天然科学研究所株式会社 札幌市 機能性食品製造 プラセンタ化粧品、プラセンタ健康食品
 日生バイオ株式会社 南幌町 健康食品・化粧品製造 健康食品・化粧品・育毛剤等の原料および素材の製造、販売

 カイゲンファーマ株式会社 小樽市
健康食品素材・医薬品・医療
機器製造業

健康食品（特定保健用食品、健康食品素材等）、医薬品、医療
機器

 三生医薬株式会社 静岡県 健康食品製造 健康食品
 江別製粉株式会社 江別市 製粉業 小麦粉、ミックス粉、飼料
 株式会社まるは製麺所 恵庭市 めん類製造 生ラーメン、生そば・うどん、茹でそば・うどん、生パスタ、蒸しめん

 株式会社ツカモトミルズ 札幌市 製粉業 精米、米粉、乾燥野菜・果実、そば茶
 株式会社坂口製粉所 札幌市 製粉業 きな粉、上新粉、もち粉、他諸粉
 西山製麺株式会社 札幌市 調味料・めん類製造 生ラーメン、スープ
 株式会社フライヤーズカンパニー 札幌市 めん類製造 生ラーメン、そば、うどん、冷麺
 株式会社荒木製作所芦別事業所 芦別市 粉砕受託加工 食用竹炭
 ゴールドパック株式会社 恵庭市 清涼飲料製造 清涼飲料水
 株式会社北潤ボトリング 千歳市 清涼飲料製造 炭酸飲料、果汁飲料
 株式会社小原 七飯町 清涼飲料製造 炭酸飲料
 株式会社ヤクモ飲料 旭川市 清涼飲料製造 ミネラルウォーター
 株式会社ケルプ研究所 札幌市 清涼飲料・機能性食品製造 発酵飲料、機能性飲料、清涼飲料、化粧品
 株式会社アトリエ・モリヒコ 札幌市 コーヒー製造業 コーヒー、ドリップバック
 株式会社 北海道アグリマート 浦臼町 清涼飲料・惣菜・調味料製造 清涼飲料、ピューレ、ソース

 北空知食品株式会社 深川市 加工食品 レトルト、冷凍ソテーオニオン
 株式会社桐越 札幌市 加工食品製造 業務用カット野菜及びホール野菜
 横山食品株式会社 札幌市 食料品製造 パン粉、かんすい
 株式会社北王よいち 余市町 農産加工品製造 ストレート果汁、ジャム・ペースト
 日乃出食品株式会社 七飯町 農産加工品製造 豆乳、豆腐、豆腐加工品

 株式会社丸勝 帯広市 農産加工品製造 酢、ドレッシング、ジャム
 有限会社中田食品 帯広市 豆腐製造・清涼飲料製造 豆腐、コーラシロップ
 有限会社はすかっぷサービス 苫小牧市 果実加工品・清涼飲料製造 ハスカップ、農産加工品

さつまいもの冷凍大福、スィートポテト、ジャーマンポテト、
グラタン、じゃがいもレトルト品

 株式会社吉田食品 函館市 菓子製造

札幌市 株式会社北国生活社

生菓子（餅・大福・まんじゅう・どらやき）、焼菓子、洋菓
子、バウムクーヘン など

クリームコロッケ、野菜コロッケ、いももち、グラタン、
スープ、惣菜、たき込みご飯など

機能性原料、サプリメント、基礎化粧品など

企業名

 株式会社新サカイヤフーズ 八雲町 冷凍調理食品製造

菓
子
／
パ
ン
類  カドウフーズ株式会社 函館市 菓子製造・加工食品製造

惣
菜
類

 株式会社中華札幌 札幌市 冷凍調理食品製造

製
粉
／
麺
類

飲
料

乾燥ケール、切干大根、乾燥たまねぎ、乾燥ブロッコリー

しゅうまい、つまみ揚、いももち、かぼちゃもち、中華総菜、
手作り点心など

酒
類

 株式会社北海道興農社 安平町 酒類製造 クラフトビール

 ＡＷファーム千歳株式会社 千歳市 農産加工品製造
農
産
加
工
品

機能性原料販売、機能性食
品・化粧品販売、機能性食
品・化粧品企画開発ODM

機
能
性
食
品
／
健
康
食
品



 ＜業種別＞ 試作・実証・製造プラットフォーム パートナー企業一覧（2022年2月28日現在）
所在地 業種 主な製品企業名

 クレードル食品株式会社 美幌町 加工食品製造 調理冷凍食品、レトルト食品、農産加工品
 ダンフーズ株式会社 斜里しれとこ工場 斜里町 農産保存食料品製造 野菜（玉葱、人参他）エキス、野菜のペースト
 伊井化学工業株式会社 倶知安町 加工食品製造 オブラート
 AWアグリフーズテクノ株式会社 更別村 農産加工品製造 野菜加工品、レトルト食品、冷凍食品
 株式会社ヤマオ 芽室町 農産保存食料品製造 山ワサビ根茎、山ワサビすりおろし
 京都グレインシステム株式会社 旭川市 穀物焙煎・粉砕製造業 玄米茶、麦茶、穀物茶、各種穀物パウダー、健康食品素材
 合同会社アグマリンプロテック 江別市 食料品製造業 北海道赤ビーツシリーズ

 有限会社ツクナカ 小樽市 水産加工品製造 ホタテ・タコ・ツブ・昆布・エビ等の珍味
 カネシメ松田水産株式会社 白老町 水産加工品製造 たらこ、いくら
 株式会社三豊 函館工場 北斗市 水産加工品製造 いか塩辛、カナダ北寄貝サラダ、菜の花にしん、たこわさびなど

 株式会社きたに池田 稚内市 水産加工品製造 水産加工品
 株式会社オダ水産 雄武町 水産加工品製造 ほたて冷凍貝柱、鮭加工品

 ルスツ食品加工株式会社 留寿都村 加工食品製造 野菜果実類その他フリーズドライ、遠赤外線乾燥
 有限会社札幌食品サービス 札幌市 加工食品製造 乾物加工品を使用したみそ汁、ふりかけ、だし
 アイビック食品株式会社 札幌市 調味料製造 だし、ラーメンたれ、ドレッシング
 日香化成株式会社 札幌市 調味料製造業 松前漬けの調味液、ラーメンスープのたれなど
 トーヨーケム株式会社 千歳市 食品添加物・清涼飲料水・飼料製造 食品添加物（食品色素）、クマザサエキス製品

 北海道糖業株式会社 バイオ生産部 石狩市 微生物培養 微生物（酵素）
 東海物産株式会社 北海道工場 安平町 調味料製造 調味料、エキス、食品添加物
 浜理PFST株式会社 千歳市 添加物製造、清涼飲料水製造 野菜・果実の濃縮液及び濃縮エキス粉末
 株式会社コスモ 北海道工場 芽室町 調味料製造 エキス、機能性素材
 日本製薬工業株式会社 北見工場 北見市 医薬品製造 医薬品、ニンニクエキス
 株式会社ソラチ 芦別市 調味料製造 たれ、農産加工品
 サンダイヤ株式会社 銭函工場 小樽市 食品添加物・調味料製造 業務用食品添加物製剤、業務用食品
 和弘食品株式会社 小樽市 調味料製造 調味料、ラーメンスープ、たれ、エキス、ブイヨン
 株式会社 南華園 札幌市 加工食品製造 たれ・スープ、レトルトパウチ食品
 株式会社箱根牧場 千歳市 乳製品・畜肉加工品製造 チーズ、ソーセージ、アイスクリーム
 北海道乳業株式会社 函館市 乳製品製造 牛乳、バター、粉乳、煉乳、ヨーグルト、デザート、チーズ
 有限会社十勝ミルキー 帯広市 乳製品製造 牛乳、フローズンヨーグルト、ヨーグルト、飲むヨーグルト、アイスクリーム、ソフトクリームミックス

 株式会社白糠酪恵舎 白糠町 乳製品製造 ナチュラルチーズ、ミルクジャム
 株式会社べつかい乳業興社 別海町 乳製品製造 牛乳、乳飲料、チーズ、バター、ヨーグルト、アイスクリーム

 大日本印刷株式会社 札幌市 印刷 出版、商業印刷、包装資材
 凸版印刷株式会社 北海道事業部 札幌市 印刷 包装資材
 株式会社ティーピーパック 札幌市 印刷 包装資材
 株式会社クレド 札幌市 デザイン・企画・梱包素材 商品用パッケージデザイン、新規商品企画提案など
 株式会社自然農園 札幌市 商品パッケージの企画・デザイン 商品パッケージの企画・デザインなど
 協和商事株式会社 小樽市 包装資材製造 ラミネート包装資材
 西光エンジニアリング株式会社 静岡県 生産用機械・同部分品製造業 穀物焙煎装置、マイクロ波減圧乾燥機
 株式会社ナオミ 札幌営業所 札幌市 食品製造機械（充填） 充填機

 株式会社中央食鶏 三笠市 畜肉加工品・加工食品製造 食肉加工品、調味料、惣菜、飼料

 北海道フード株式会社 札幌市 畜産食料品製造 未加熱・加熱食肉加工品、原料肉各種（牛・豚・鶏・羊・合鴨・養鹿）

 浦幌フリーズドライ株式会社 浦幌町
フリーズドライ食品の製造・
販売・受注加工

北海道産原料のフリーズドライ食品

そ
の
他

 一般財団法人 旭川産業創造プラザ 旭川市 支援機関

乳
製
品

機
械

包
材

水
産
加
工
品

畜
産
加
工
品

調
味
料
／
添
加
物
／
エ
キ
ス

乾
燥
食
品

品
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