
５月15日（水）～５月21日（火）の行事

報道発表資料の配付日時 ５月 ８日（水）１７時００分

発 表 項 目
第９回北海道どさんこプラザ札幌店「檜山フェア」開催について（ 行 事 名 ）

１ 趣旨
概 要 檜山管内の地域産品磨き上げ・販路拡大及び観光客の誘客促進を図る

ために、札幌圏や道外観光客も数多く訪れる、道のアンテナショップ
「北海道どさんこプラザ札幌店」で、開催します。

２ 開催日及び場所
令和元年５月1５日（水）～５月21日（火） 8:30～20:00
北海道どさんこプラザ札幌店（札幌市北区北６条西４丁目）

３ 内容
○檜山地域産品の販売

実演販売 ５/15－５/21 江差町 五勝手屋本舗（五勝手屋ロール）
・大好評の「五勝手屋ロール」に、“抹茶味”が新登場

対面販売 ５/15－５/17 奥尻海鮮フェア
・漁業者が自らつくった「ほや塩辛」など、奥尻の海の幸
を取りそろえ試食販売

５/18－５/19 乙部町 乙部追分ブリューイング（初出展）
・乙部町の水と大麦麦芽を使用したクラフトビールが
札幌初登場

５/20－５/21 上ノ国町 食彩工房
・北のハイグレード食品に選ばれた「平目切込」などを
対面販売

○檜山管内観光ＰＲ（ポスター掲示、パンフレットの設置）

４ フェアの販売商品一覧 別添のとおり

参 考 ①【５/15－５/17】「奥尻」の食と観光の魅力を集中的にＰＲします！
夏に観光シーズンを迎える奥尻の集中キャンペーンを実施します。
○「奥尻海鮮フェア」（対面販売）
○五勝手屋本舗とのコラボ
老舗和菓子店 五勝手屋本舗が、奥尻の海をイメージした羊羹を販売！

○ガラポン抽選会
奥尻島への往復エアーチケットや往復フェリーチケットなど、豪華景

品が当たるガラポン抽選会を実施！
※5/15－5/17に店舗で2,000円以上購入した方が対象

○奥尻の観光ＰＲ
奥尻のご当地キャラ「うにまる」登場など、奥尻の観光の魅力を発信！

②過去最高の参加事業者42社、189商品を販売！（別添の商品一覧のとおり）
（主な新商品）
江 差 町：浅野屋 江差ミルクジャム
奥 尻 町：cafe faro（カフェ ファーロ） 奥尻カンパーニュ（初登場）
今 金 町：カフェ ポンポン・チセ キャロットケーキ「えみな」

Tukiko factory（ツキコファクトリー） ミツロウキャンドル（初登場）
せたな町：村上牧場レプレラ スカモルツァ・スモーク

報 道 ( 取 材 ) 檜山フェアは、今回で９回目となり、北海道どさんこプラザ札幌店で開催
に 当 た っ て されている道内各地の地域フェアの中で一番人気となりました。積極的な報
の お 願 い 道のご協力をお願いします。

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 経済部食関連産業室から本庁記者クラブに配布
と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 北海道檜山振興局産業振興部商工労働観光課
（ 連 絡 先 ） 商工労働観光課長 宗像 ＴＥＬ：０１３９－５２－６６４２



第９回北海道どさんこプラザ札幌店檜山フェア販売商品リスト（令和元年５月1５日～５月2１日）

№ 町名 事業者名 商品名 規格 備考

1 江差 五勝手屋本舗 五勝手屋ロール １個
2 江差 五勝手屋本舗 五勝手屋ロール（抹茶） １個 初登場

3 江差 五勝手屋本舗 青碧の音 １個 初登場

4 江差 五勝手屋本舗 にしん最中 １個
5 江差 五勝手屋本舗 あきあじ最中 1個
6 江差 五勝手屋本舗 丸缶羊かん（ロング） 1本
7 江差 五勝手屋本舗 丸缶羊かん（ショート） １本
8 江差 五勝手屋本舗 流し羊かん １本
9 江差 五勝手屋本舗 流し羊かん（ひとくちサイズ） １本
10 乙部 乙部追分ブリューイング ホワイトＩＰＡ　Ｓサイズ 200ml 初登場

11 乙部 乙部追分ブリューイング ホワイトＩＰＡ　Mサイズ 350ml 初登場

12 乙部 乙部追分ブリューイング セゾン　Ｓサイズ 200ml 初登場

13 乙部 乙部追分ブリューイング セゾン　Mサイズ 350ml 初登場

14 上ノ国 食彩工房 ほっけ切込 200g

15 上ノ国 食彩工房 サンマ切込 200g

16 上ノ国 食彩工房 にしん切込 200g

17 上ノ国 食彩工房 平目切込 200g

18 上ノ国 食彩工房 鮭の親子漬 200g

19 上ノ国 食彩工房 やんしゅう親子漬 200g

20 上ノ国 食彩工房 つぶ松前漬 200g

21 上ノ国 食彩工房 あわび西京漬 1個
22 上ノ国 食彩工房 あわび西京漬 5個セット
23 江差 北前水産 漁師が選らんだプレミアムかにしゃぶ 500g

24 江差 若山水産 ボイルタコ（刺身用） 250ｇ前後
25 江差 若山水産 ほっけ焼きかまぼこ200 200g前後
26 江差 若山水産 ホッケフライ 5切
27 江差 若山水産 ボイルえび 80g

28 江差 若山水産 ほっけの煮付け １切
29 江差 若山水産 タコスライス　足 150g

30 江差 若山水産 タコスライス　頭 150g

31 江差 若山水産 江差の糠にしん 1本
32 江差 若山水産 青ますの糠漬け 半身
33 江差 若山水産 桜マスの糠漬け 切身
34 江差 若山水産 だし昆布　１等 500g

35 江差 若山水産 だし昆布　２等 500g

36 江差 若山水産 だし昆布　３等 500g

37 江差 若山水産 黒打ち海苔　寒３等 5枚
38 江差 若山水産 黒打ち海苔 2枚
39 江差 若山水産 江差産ふのり 15g

40 江差 チャイニーズレストラン美華 ソーランちまき １袋
41 江差 チャイニーズレストラン美華 イカバーグ １袋
42 江差 チャイニーズレストラン美華 にしん丼 １袋
43 江差 グリーンネット・恵 いちごジャム 150g

44 江差 水堀フラワージャム工房 江差産アロニアの手作りジャム 150g/瓶
45 江差 水堀フラワージャム工房 江差産グリーンキウイの手作りジャム 180g

46 江差 水堀フラワージャム工房 江差産ゴールデンキウイの手作りジャム 180g

47 江差 浅野屋 江差のおいしいぷりん 1個
48 江差 浅野屋 アスパラプリン 1個
49 江差 浅野屋 いちごのキャラメルパウンドケーキ 1個
50 江差 浅野屋 和三盆のブールドネージュ 4個入り
51 江差 浅野屋 バトンサブレ 3個入り
52 江差 浅野屋 ディアマン・カカオ 7個入り
53 江差 浅野屋 江差ミルクジャム 150g 初登場

54 江差 浅野屋 江差の繁次郎 1個
55 江差 江差福祉会 災害備蓄用パン（オレンジ） 2個入り
56 江差 江差福祉会 災害備蓄用パン（黒まめ） ２個入り



第９回北海道どさんこプラザ札幌店檜山フェア販売商品リスト（令和元年５月1５日～５月2１日）

№ 町名 事業者名 商品名 規格 備考

57 江差 江差福祉会 ３食アソートアルミパック入りパン 55g×3
58 江差 江差福祉会 フリーズドライご飯（五穀ご飯） 1個 初登場

59 江差 江差福祉会 フリーズドライご飯（まいたけ） 1個
60 江差 江差福祉会 フリーズドライビスケット（チョコチップ） 1個
61 江差 江差福祉会 備え餅 1個

62 江差 ひやま漁協
江差ナマコ協議会 販売促進部 檜山海参

ハイシェン

石けん 1個

63 上ノ国 片石ファーム こうれん 5枚入
64 上ノ国 片石ファーム 片石さんの揚げこうれん 2枚入
65 上ノ国 丸福興産 原木切干ししいたけ 40g入り 初登場

66 上ノ国 天の川・菜の花油工房 生一番搾り菜の花油 100g

67 上ノ国 天の川・菜の花油工房 えごま油 100g

68 上ノ国 天の川・菜の花油工房 無濾過菜の花油 100g

69 上ノ国 天の川・菜の花油工房 煎りえごま 60g

70 上ノ国 天の川・菜の花油工房 なばな １束
71 上ノ国 道の駅上ノ国もんじゅ 桜のロールケーキ 1個（カット） 初登場

72 上ノ国 道の駅上ノ国もんじゅ 豆大福 1個
73 上ノ国 道の駅上ノ国もんじゅ よもぎ大福 1個 初登場

74 上ノ国 道の駅上ノ国もんじゅ カミゴンどら焼き 1個
75 厚沢部 渋田産業 えぞまいたけ（大パック） 200ｇ
76 厚沢部 渋田産業 乾燥ほぐしまいたけ 80ｇ
77 厚沢部 渋田産業 乾燥丸干し粒しいたけ 80ｇ
78 厚沢部 渋田産業 乾燥切干ししいたけ 80ｇ
79 厚沢部 渋田産業 乾燥黄金なめこ 70ｇ
80 厚沢部 渋田産業 乾燥えのきだけ 70ｇ
81 厚沢部 渋田産業 乾燥マッシュルーム 70ｇ 初登場

82 厚沢部 道南いたさか農園 越冬メークイン 500g

83 厚沢部 ジェットファーム グリーンアスパラ 150g

84 厚沢部 東谷農園 極薄ひらひら大根 20g 初登場

85 厚沢部 東谷農園 切干し黒ごぼう 13g 初登場

86 厚沢部 東谷農園 切干しズッキーニ 15g

87 厚沢部 東谷農園 切干しピーマン 10g

88 厚沢部 東谷農園 ドライトマト 15g

89 厚沢部 東谷農園 さくさく黒豆どん 50g

90 厚沢部 東谷農園 黒糖こうれん 40g

91 厚沢部 東谷農園 味噌こうれん 35g 初登場

92 厚沢部 東谷農園 黒豆ごぼう茶 54g

93 厚沢部 東谷農園 揚げこうれん 65g

94 厚沢部 東谷農園 あじ味噌 130g

95 厚沢部 田村食品 きみどん １袋
96 厚沢部 田村食品 きみげんこつ １袋
97 厚沢部 田村食品 こめげんこつ １袋
98 厚沢部 田村食品 甘吹雪おこし １袋
99 厚沢部 前井食堂 懐かしの黄色いカレー 1袋

100 乙部 おとべ創生株式会社
　　サクパリッ！
　　そのまま食べてもらいたい黒千石大豆

35ｇ

101 乙部 おとべ創生株式会社 豆ごはんの素 150ｇ（30ｇ×5）

102 乙部 おとべ創生株式会社 黒千石大豆　煮豆（蕎麦はちみつ入り） 80g

103 乙部 おとべ創生株式会社 大莢白乙女　煮豆 80ｇ

104 乙部 おとべ創生株式会社 おとべ黒千石　ざくざくショコラ（白） 5個入り
105 乙部 おとべ創生株式会社 おとべ黒千石　ざくざくショコラ（黒） 5個入り 初登場

106 乙部
乙部町魚つきの森づくり

協議会
おとべのはちみつ　アカシア 10g 初登場



第９回北海道どさんこプラザ札幌店檜山フェア販売商品リスト（令和元年５月1５日～５月2１日）

№ 町名 事業者名 商品名 規格 備考

107 乙部
乙部町魚つきの森づくり

協議会
おとべのはちみつ　トチ 10g 初登場

108 乙部
乙部町魚つきの森づくり

協議会
おとべのはちみつ　そば 10g 初登場

109 乙部
乙部町魚つきの森づくり

協議会
おとべのはちみつ

ブレンド（アカシア＆そば）
10g 初登場

110 乙部 富貴堂 ゆり最中 1個
111 乙部 富貴堂 黒千石最中 1個
112 乙部 富貴堂 しろくろ 1個
113 乙部 富貴堂 うぐいすラウンド 1個
114 乙部 命水乙部ボトラーズ Gaivota 500ml

115 奥尻 さとう食材 ほっけ本気干し １袋
116 奥尻 奥尻潜水部会 つぶ塩辛 80g

117 奥尻 奥尻潜水部会 ほや塩辛 80g

118 奥尻 奥尻潜水部会 ほっけ開き 1枚 初登場

119 奥尻 奥尻潜水部会 ほっけかまぼこ 2枚入り 初登場

120 奥尻 奥尻潜水部会 ほっけみりん干し 70g 初登場

121 奥尻 離島仙人 湯通し塩蔵わかめ 150g

122 奥尻 離島仙人 板のり ふのり 150g

123 奥尻 離島仙人 真ほっけ開き 150g

124 奥尻 離島仙人 真ほっけスティック 150g 初登場

125 奥尻 離島仙人 真ほっけ糠漬け 150g 初登場

126 奥尻 離島仙人 行者にんにくしょう油漬け 150g

127 奥尻 離島仙人 行者にんにく松前漬け 150g

128 奥尻
cafe faro

（カフェ ファーロ）
奥尻カンパーニュ 1個 初登場

129 奥尻
cafe faro

（カフェ ファーロ）
奥尻カンパーニュ　レーズン 1個 初登場

130 奥尻
cafe faro

（カフェ ファーロ）
奥尻カンパーニュ　胡桃クランベリー 1個 初登場

131 奥尻 奥尻ワイナリー OKUSHIRI ピノグリ 2018 750ml 限定品

132 奥尻 奥尻ワイナリー OKUSHIRI メルロー赤　2017 750ml 限定品

133 奥尻 奥尻ワイナリー OKUSHIRI　シャルドネ 2017 750ml

134 奥尻 奥尻ワイナリー OKUSHIRI　ツヴァイゲルトレーベ　2017 750ml

135 奥尻 奥尻ワイナリー OKUSHIR Iメルロー 赤 2013 750ml

136 奥尻 奥尻ワイナリー OKUSHIRI メルロー 白 2017 750ml

137 今金 ワークショップいまかね 原木生しいたけ M規格
138 今金 小西豆腐店 今金こまち豆腐 450ｇ
139 今金 小西豆腐店 今金こまち寄せ豆腐 300ｇ
140 今金 小西豆腐店 今金こまちざる豆腐 300ｇ
141 今金 小西豆腐店 コンニャク 370ｇ
142 今金 カフェ　ポンポン・チセ キャロットケーキ「えみな」 80g 初登場

143 今金 カフェ　ポンポン・チセ いまかね豆乳黒豆マフィン 80g 初登場

144 今金
Tukiko factory

（ツキコファクトリー）
ミツロウキャンドル　りす 1個 初登場

145 今金
Tukiko factory

（ツキコファクトリー）
ミツロウキャンドル　ひつじ 1個 初登場

146 今金
Tukiko factory

（ツキコファクトリー）
ミツロウキャンドル　くま 1個 初登場

147 せたな なな実 農家のコロッケ １０個入り
148 せたな なな実 田舎いももち １０個入り
149 せたな なな実 フライドポテト 180g 初登場

150 せたな なな実 フライドポテトいろかると 500g

151 せたな なな実 じゃがいも 1袋（700g）



第９回北海道どさんこプラザ札幌店檜山フェア販売商品リスト（令和元年５月1５日～５月2１日）

№ 町名 事業者名 商品名 規格 備考

152 せたな なな実 キクイモ（予定） 1袋（500g） 調整中

153 せたな なな実 小かぶ（予定） １束 調整中

154 せたな なな実 ケール １袋

155 せたな なな実 ケールの芽（予定） １袋（50g）
初登場
調整中

156 せたな なな実 かあちゃんのやさしいカレー １個
157 せたな 村上牧場レプレラ モッツァレラ 120g

158 せたな 村上牧場レプレラ スカモルツァ 100g

159 せたな 村上牧場レプレラ スカモルツァ・スモーク 100g 初登場

160 せたな マーレ旭丸 漁師のいかめし　（プレーン） ２本入
161 せたな マーレ旭丸 太さきいか 100ｇ
162 せたな マーレ旭丸 あたりめ（焼スルメ） 100ｇ
163 せたな マーレ旭丸 焙煎珍味（アカシマ海老） 35ｇ
164 せたな 河田農場 ポテトチップス 60ｇ
165 江差 木工房及川 桐下駄（女） １個
166 江差 木工房及川 おしぼり置き １個
167 江差 木工房及川 スマホスピーカー（四角） １個
168 江差 木工房及川 まな板（中の小） １個
169 江差 木工房及川 まな板（小） １個
170 江差 木工房及川 眼鏡立て １個
171 江差 木工房及川 かたもみ（桐） １個
172 江差 カンナヅキ ヒバチップ 1個
173 江差 カンナヅキ 漆箸（菜箸） 1個
174 江差 カンナヅキ 漆箸（大人） 1個
175 江差 カンナヅキ 漆箸（子供） 1個
176 江差 カンナヅキ ひばカッティングボード（大） 1個
177 江差 カンナヅキ ひばカッティングボード（中） 1個
178 江差 カンナヅキ ひばカッティングボード（小） 1個
179 江差 カンナヅキ ひばカッティングボード（極小） 1個
180 江差 カンナヅキ えんじゅ 動物置物 1個 初登場
181 厚沢部 ヤマダ美芸堂 杉うちわ 1個
182 厚沢部 ヤマダ美芸堂 杉彫りなべしき 1個
183 厚沢部 ヤマダ美芸堂 杉丸コースター 1個
184 厚沢部 ヤマダ美芸堂 ヒバストラップ 1個
185 厚沢部 ヤマダ美芸堂 しおり（スギ） 1個
186 厚沢部 ヤマダ美芸堂 しおり（ヒバ） 1個
187 厚沢部 ヤマダ美芸堂 しおり(オンコ) 1個
188 上ノ国 上ノ国ひば工房 ひばスチーマー １個
189 上ノ国 上ノ国ひば工房 詰め替え用ヒバチップ １個






