
№ 商品等名 企業等名 問い合わせ先 振興局 市町村 分野 担当試験場

1 お米「ゆめぴりか」 ホクレン農業協同組合連合会 他 011-221-2483 石狩 札幌市 農業 上川農業試験場

2 お米「ななつぼし」 ホクレン農業協同組合連合会 他 011-221-2483 石狩 札幌市 農業 中央農業試験場

3 お米「ふっくりんこ」 ホクレン農業協同組合連合会 他 011-221-2483 石狩 札幌市 農業 道南農業試験場

4 お米「きたくりん」 ホクレン農業協同組合連合会 他 011-221-2483 石狩 札幌市 農業 中央農業試験場

5 お米「えみまる」 ホクレン農業協同組合連合会 他 011-221-2483 石狩 札幌市 農業 上川農業試験場

6 新得地鶏 十勝・新得地鶏本舗 0156-69-5511 十勝 新得町 農業 畜産試験場

7 甜菜チップス ㈱江戸屋 0155-33-8111 十勝 帯広市
農業

食品産業

十勝農業試験場
食品加工研究センター
工業試験場

8 生パスタHokkaido ピチ ㈱サッポロ麺匠 011-378-2211 空知 南幌町 農業 中央農業試験場

9

道産小麦「はるきらり」のピチ（パスタ）シリーズ
【メニュー】
（黒毛和牛のラグーソース "ボロネーゼ”、 バジリ
コペースト、海の幸と山の幸のパスタ）

リストランテ・ダルセーニョ 011-722-1808 石狩 札幌市 農業 中央農業試験場

10 りんごのレアフル ㈱天狗堂宝船 0138-66-3200 渡島 七飯町 農業 中央農業試験場

11

レアフルスイーツシリーズ
【メニュー】
（アップルパイ、パフェ、タルト、シフォンケーキ他）
アップルハンバーグ【メニュー】

㈲仲野フルーツガーデン
(レストランハーベスト)

0123-89-2822 空知 長沼町 農業 中央農業試験場

12 やわらか一夜干しにしん ㈲丸イ伊藤商店 0135-22-3616 後志 余市町 水産
中央水産試験場
食品加工研究センター

13
船上一本〆　波しぶき番屋仕立て、鮭筋子、白
子

標津漁業協同組合 0153-82-2035 根室 標津町 水産 釧路水産試験場

14 船上一本〆　スモークサーモン 株式会社マ印神内商店 0153-82-2384 根室 標津町 水産 釧路水産試験場

15 uniporous（ウニポラス） 北海道曹達㈱ 0143-85-2088 胆振 苫小牧市 水産 釧路水産試験場

16 宗谷産天然手摘み糸もずく 宗谷漁業協同組合 0162-77-2331 宗谷 稚内市 水産 網走水産試験場

17 秋鮭軟骨コンドロイチン　コラーゲンⅡ（サプリ） ㈱藤井水産 0153-22-3010 根室 根室市 水産 釧路水産試験場

18 さんま節ラーメン ㈱タイエー 0153-23-3398 根室 根室市 水産 釧路水産試験場

19 ほたてエレガンス（調味料） ㈱しんや 0152-54-2181 オホーツク 北見市常呂町 水産 網走水産試験場

20
TOM型浮上槽
（自然浮上型魚卵収容人工孵化育成槽）

大橋資材㈱ 0134-23-1411 後志 小樽市 水産 さけます・内水面水産試験場

21 ブリエキス 和弘食品㈱ 0134-62-0505 後志 小樽市 水産 釧路水試

22 海の干し牡蠣 コンキリエ 0153-52-4139 釧路 厚岸町 水産 釧路水試

23 やわらかみみ・つぶ 湧別漁協 01586-4-3535 網走 湧別町 水産 網走水試

24 L'ORACLE（オラクル）スキンケア化粧品 メゾンレクシア㈱ 072-764-6806 - 兵庫県伊丹市 林業 林業試験場

25 ヤチヤナギ・熟成（チーズ） 農事組合法人　共働学舎新得農場 0156-69-5600 十勝 新得町 林業 林業試験場

26 クリーンラーチ（グイマツ雑種F1品種） 北海道山林種苗協同組合 011-200-2211 石狩 札幌市 林業 林業試験場

27 江差ブランド「たらの芽」の生産 江差特産品推進会 080-4191-0290 檜山 江差町 林産 林業試験場

28
「森あそび」知的障がいのある人のために…
【書籍】

(公社)北海道森と緑の会 011-261-9022 石狩 札幌市 林業 林業試験場

29 マイタケ「大雪華の舞１号」 ㈲渋田産業 0139－52－3960 檜山 厚沢部町 林業 林産試験場

30 バイオゴッド・たもぎ茸の力 ㈱スリービー 011-378-2273 空知 南幌町 林業 林産試験場

31 タモギダケ「エルムマッシュ２９１」 ㈱スリービー 011-378-2273 空知 南幌町 林業 林産試験場

32 エノキタケ「エゾユキノシタ」 ㈲奧山食菌 0166-46-0408 上川 旭川市 林業 林産試験場

33 タモギタケ「えぞの霞晴れ０６号」
㈲福田農園
㈲遠藤農産

0138-65-5522
0166-85-2193

渡島
上川

七飯町
比布町

林業 林産試験場

34 道南スギ準不燃材・難燃材 ㈱ハルキ 01374-2-5057 渡島 森町 林業 林産試験場

35
道南スギ外壁防火構造
<トドマツ・カラマツ>

㈱ハルキ 01374-2-5057 渡島 森町 林業 林産試験場

36 トドマツ圧縮木材フローリング 松原産業㈱ 0123-72-1223 空知 栗山町 林業 林産試験場

37
SRF床暖房パネル
SRF遮音パネル

サンフロア工業㈱ 0126-25-3233 空知 岩見沢市 林業 林産試験場

38 中・大規模床暖房システム サンポット㈱ 0198-37-1115 - 岩手県花巻市 林業 林産試験場

39 カラマツ・トドマツCLT (協組)オホーツクウッドピア 0157-67-2323 オホーツク 北見市 林業 林産試験場

40 カラマツ高強度集成材
物林㈱
営業本部北海道建設事業部

011-271-1245 石狩 札幌市 林業 林産試験場

41 コアドライ（カラマツ心持ち乾燥材）
美幌町森林組合
オムニス林産協同組合
栗山町ドライウッド協同組合

0152-73-1281
0155-56-1000
0123-73-3615

オホーツク

十勝
空知

美幌町
幕別町
栗山町

林業 林産試験場

42 北海道型木製ガードレール「ビスタガード」 ㈱ノムラ 0166-61-3611 上川 旭川市 林業 林産試験場

43
キーラムメガビーム
（国産カラマツLVLを用いた大断面組立梁）

㈱キーテック 011-817-8931 - 東京都 林業 林産試験場

44
キーラムジョイスト
（国産カラマツLVLを用いたⅠ形梁）

㈱キーテック 011-817-8931 - 東京都 林業 林産試験場

45 TSTアイビーム（道産材を用いたⅠ形梁） ㈱久保木工 0166-31-9389 上川 旭川市 林業 林産試験場

46 ３Ｄターニングマシン（ＣＮＣ木工旋盤） 旭川機械工業㈱ 0166-48-7261 上川 旭川市 林業 林産試験場

道総研が開発・開発協力した商品等の主な事例



№ 商品等名 企業等名 問い合わせ先 振興局 市町村 分野 担当試験場

47 木製名札ケース (社福)当麻かたるべの森 0166-58-8070 上川 当麻町 林業 林産試験場

48 木製カードケース (社福)当麻かたるべの森 0166-58-8070 上川 当麻町 林業 林産試験場

49 木質粗飼料『キャトルエース』 ㈱エース・クリーン  0157-22-0700 オホーツク 北見市 林産 林産試験場

50 熟成　北海道産鹿肉ジンギスカン ㈱郊楽苑ホールディングス 0154-75-0711 釧路 釧路市 林産 林産試験場

51 耐震補強用木質ブロック ㈱竹中工務店 03-6810-5000 - 東京都 水産 林産試験場

52
ホッキの貝殻を再利用した融雪剤
「融（と）けんじゃない貝（かい）」

(福)北海道光生会
爽やかネットワーク

0126-64-4380 空知 美唄市 工業 工業試験場

53
北海道の揺らぎシリーズ
（特注デザイン照明器具）

㈲イリス 011-212-1785 石狩 札幌市 工業 工業試験場

54 屋外用ソーラー付LED照明器具「fuu（フー）」 ㈲イリス 011-212-1785 石狩 札幌市 工業 工業試験場

55 チャレンカ サミーズ 011-591-6650 石狩 札幌市 工業 工業試験場

56 アナログカラー写真の褪色復元システム ㈱アイワード 011-241-9341 石狩 札幌市 工業 工業試験場

57 北国のあかりゆらぎシリーズ（ゆらぎＬＥＤ照明） 清水勧業㈱ 011-561-4201 石狩 札幌市 工業 工業試験場

58 電気式人工喉頭「ユアトーン」 ㈱電制コムテック 011-380-2113 石狩 江別市 工業 工業試験場

59 ユアトーン用パイプアダプター ㈱電制コムテック 011-380-2113 石狩 江別市 工業 工業試験場

60 ソーラー充電式電動長芋プランター（農機） ㈱フクザワ・オーダー農機 0155-62-2600 十勝 芽室町 工業 工業試験場

61 オフセット型ポテトハーベスタEX-ZERO（農機） サンエイ工業㈱ 0152-23-2173 オホーツク 斜里町 工業 工業試験場

62
クリーンロボきょうごく
（農業用暗きょ排水管洗浄装置）

川崎建設㈱ 0136-42-2077 後志 京極町 工業 工業試験場

63 橋竜（高性能遠隔橋梁点検車）
㈱帝国設計事務所、㈱ｶﾅﾓﾄ、
㈱ｴﾙﾑﾃﾞｰﾀ

㈱帝国設計事務所
011-753-4768

石狩 札幌市 工業 工業試験場

64 コンテナ型肥料分配機「COEL(コエル)」 セイカン㈱ 011-873-4122 石狩 札幌市 工業 工業試験場

65 音楽が流れる舗装道路「メロディーロード」 ㈱篠田興業 0153-82-2179 根室 標津町 工業 工業試験場

66 ナノ型コンドロイチン（サプリ） 丸共バイオフーズ㈱ 0162-23-4055 宗谷 稚内市 工業 工業試験場

67
車両突入阻止バリケード
「HERCULES/ヘラクレス」

㈱白石ゴム製作所、トライ・ユー㈱
トライ・ユー㈱

011-792-6590
石狩 札幌市 工業 工業試験場

68
誤発進対策安全車止め
「BARRIER-P！TTO（バリア-ピッと）」

㈱白石ゴム製作所、トライ・ユー㈱
トライ・ユー㈱

011-792-6590
石狩 札幌市 工業 工業試験場

69
子牛ちゃんの敷ぶとん
（子牛育成用温熱ヒーターマット）

㈱白石ゴム製作所 011-872-3771 石狩 札幌市 工業 工業試験場

70 着氷防止エアーマット ㈱白石ゴム製作所 011-872-3771 石狩 札幌市 工業 工業試験場

71
ダストレスチョーク
（ホタテ貝殻を活用したチョーク）

日本理化学工業㈱
美唄工場

0126-63-4241
空知 美唄市 工業 工業試験場

72
水にぬれても消えない 全天候型
「ダストレス耐水性チョーク」

日本理化学工業㈱
美唄工場

0126-63-4241
空知 美唄市 工業 工業試験場

73 ZAMSリリック（釣りのルアー） ㈱フジワラ 0138-48-7788 渡島 北斗市 工業 工業試験場

74 ゴムコートガン玉（釣り用おもり） ㈱フジワラ 0138-48-7788 渡島 北斗市 工業 工業試験場

75 ミニワンダー（釣り用おもり） ㈱フジワラ 0138-48-7788 渡島 北斗市 工業 工業試験場

76 スカリーミニ「アユ転がし」（釣り用おもり） ㈱フジワラ 0138-48-7788 渡島 北斗市 工業 工業試験場

77 LFB SUMIT（鉛フリー弾頭） ㈱フジワラ 0138-48-7788 渡島 北斗市 工業 工業試験場

78 クチラボ（洗口液） ㈱レドックステクノロジー 011-561-7276 石狩 札幌市 工業 工業試験場

79 WiSM固定装置FIXくん（医療用装置） ㈱ムトウ 011-728-6120 石狩 札幌市 工業 工業試験場

80 超薄型木製ブラインド「レラース」 空知単板工業㈱ 0125-38-8001 空知 赤平市 工業 工業試験場

81
ポンジャブ/ＰＯＭＪＡＢ
（おしゃれ着洗い用洗濯ケース）

㈲マミーズジャパン 0154-37-4046 釧路 釧路市 工業 工業試験場

82 魚焼き倶楽部（グリル用敷石） ㈱加賀谷ブリック 0154-22-6553 釧路 釧路市 工業 工業試験場

83 すこやかボール（調湿・脱臭剤） ㈱加賀谷ブリック 0154-22-6553 釧路 釧路市 工業 工業試験場

84
NEWすこやかブリック
（調湿・脱臭機能付き内装壁材）

㈱加賀谷ブリック 0154-22-6553 釧路 釧路市 工業 工業試験場

85 ボンラインシェル（路面標示用塗料） 信号器材㈱ 044-411-2191 - 神奈川県川崎市 工業 工業試験場

86 I・Kモーター（モーター） ㈱コスモメカニクス 0166-34-8891 上川 旭川市 工業 工業試験場

87 デン・カル（バッテリー式電動刈払機） ㈱コスモメカニクス 0166-34-8891 上川 旭川市 工業 工業試験場

88 ライコン（農畜産用舗装材） ㈱ライコン 01586-2-2519 オホーツク 湧別町 工業 工業試験場

89 シ・エ・ボ（建設用接着剤） ㈱レーザープロ 011-789-2121 石狩 札幌市 工業 工業試験場

90 地球にやさしい保冷ケース 三愛パック㈱ 011-668-8755 石狩 札幌市 工業 工業試験場

91 豊ドライ（珪藻床下調湿財） 鈴木産業㈱ 0166-61-4741 上川 旭川市 工業 工業試験場

92 豊ヘルス（珪藻調湿セラミックス） 鈴木産業㈱ 0166-61-4741 上川 旭川市 工業 工業試験場

93 サンシェード ㈱ヤブシタ 011-624-0021 石狩 札幌市 工業 工業試験場

94 階段用担架「いすたんか」 しえん計画 011-743-4477 石狩 札幌市 工業 工業試験場

95 腰楽スーツ「タスカル」（前屈作業用） 北海道漁業協同組合連合会 011-281-8520 石狩 札幌市 工業 工業試験場

96 icoro（パネルヒーター） ㈱ナカガワ工業 0123-32-6111 石狩 恵庭市 工業 工業試験場

97 マルチヒーター ㈱ナカガワ工業 0123-32-6111 石狩 恵庭市 工業 工業試験場

98 aciri(ﾌｯﾄﾋｰﾀｰ） ㈱ナカガワ工業 0123-32-6111 石狩 恵庭市 工業 工業試験場

99 おじさんはんこ ㈱ミツウマ 0134-22-1111 後志 小樽市 工業 工業試験場

100 TCaST（鋳型造形材料） 太平洋セメント㈱ 043-498-3928 - 千葉県佐倉市 工業 工業試験場

101 浴槽見守りセンサー「バスセーフ」 ㈱メディカルプロジェクト 054-252-1141 - 静岡県静岡市 工業 工業試験場



№ 商品等名 企業等名 問い合わせ先 振興局 市町村 分野 担当試験場

102 呼吸トレーニングマスク "ReBNA Revolution" ㈲パテントワークス 0138-34-7892 渡島 函館市 工業 工業試験場

103 アピュア（姿勢トレーニングツール） ㈲パテントワークス 0138-34-7892 渡島 函館市 工業 工業試験場

104
ロールガード
（鍵付きトイレットペーパーホルダー）

北海道スコット㈱ 011-786-2300 石狩 札幌市 工業 工業試験場

105 ディンプルシェード（建築内装材） 日の出工芸㈱ 0154-51-1616 釧路 釧路市 工業 工業試験場

106 abonet セーフティインナーEVA ㈱特殊衣料 011-663-0761 石狩 札幌市 工業 工業試験場

107 ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ（凍結防止剤収納ボックス） 北海道ｽｲｺｰ㈱ 011-398-5510 石狩 札幌市 工業 工業試験場

108 金象印ﾎﾟﾘｶｽｺｯﾌﾟＢＳ握付 浅香工業㈱ 011-383-3136 石狩 江別市 工業 工業試験場

109 Gボタン（マグネット式ボタン） ㈱ワールドワーク 0155-35-5463 十勝 帯広市 工業 工業試験場

110 車いす (社福)クピド・フェア 0126-34-4551 空知 岩見沢市 工業 工業試験場

111 障害者・高齢者対応調理台 ㈱イチムラ 011-884-9410 石狩 札幌市 工業 工業試験場

112 プレッシャーウオーター（不凍給水器） ㈱土谷特殊農機製作所 0155-37-2161 十勝 帯広市 工業 工業試験場

113 マットクリーナー「スタッフⅡ」 アベテック㈱ 011-842-3511 石狩 札幌市 工業 工業試験場

114 手洗い判定機てみえる フーテックサービス㈱ 011-375-7772 石狩 札幌市 工業 工業試験場

115 ボアホールカメラ「BIP-SD」 ㈱レアックス 011-780-2222 石狩 札幌市 工業 工業試験場

116 とろみちゃん ㈱丸三美田実郎商店 0165-24-2331 上川 士別市 工業 工業試験場

117 体力診断アプリ ㈱HBA 011-231-8301 石狩 札幌市 工業 工業試験場

118 カボチャ乱切り装置 シンセメック㈱ 0133-75-6600 石狩 石狩市 工業 工業試験場

アオキ製作所 0143-43-2266 胆振 室蘭市

清水勧業㈱ 011-561-4201 石狩 札幌市

120 硫酸環境向けポンプ用軸スリーブ ㈲北海道ハードフェーシング 0126-63-3377 空知 美唄市 工業 工業試験場

121 溶接可能なFGMs硬超合金 ㈱札幌研削工業 011-663-7288 石狩 札幌市 工業 工業試験場

122 スノーハンター（ロードヒーティング用降雪センサ） 北海バネ㈱ 0134-62-3521 後志 小樽市 工業 工業試験場

123 砂性状自動測定装置「KMX100」 KANAMORI SYSTEM Inc. 0766-63-7000 - 富山県高岡市 工業 工業試験場

124 コーングリッツ
JAそらち南
アルナチュリア㈱

0123-72-1313
0143-25-6850

空知
胆振

栗山町
室蘭市

農業
食品加工研究センター
中央農業試験場
工業試験場

125 ポンタベール ほんだ菓子司 0125-52-6321 空知 砂川市 食品産業
食品加工研究センター
中央農業試験場
工業試験場

126 シューセルクル スイーツセルクル 011-211-0737 石狩 札幌市 食品産業
食品加工研究センター
中央農業試験場
工業試験場

127 烏賊醤油 竹田食品㈱ 0138-43-1110 渡島 函館市 食品産業 食品加工研究センター

128
よく出るアミノ昆布
あっという間にまるごと出汁ます

えりも食品㈱ 0120-22-2305 日高 えりも町 食品産業 食品加工研究センター

129 ホタテジオ ㈱カタクラフーズ 0162-26-3131 宗谷 稚内市 食品産業 食品加工研究センター

130 姫しずく 支笏湖漁業協同組合 0123-25-2059 石狩 千歳市 食品産業 食品加工研究センター

131 まい姫 駒谷農場 0123-84-2836 空知 長沼町 食品産業 食品加工研究センター

132 一魂 阪農場 0123-89-2026 空知 長沼町 食品産業 食品加工研究センター

133 輝陵 木村農場 0123-88-4328 空知 長沼町 食品産業 食品加工研究センター

134 耕心 ファームイン四季の郷 0123-88-2213 空知 長沼町 食品産業 食品加工研究センター

135 新しのつのどぶろく 北野亨 0126-35-4020 空知 新篠津村 食品産業 食品加工研究センター

136 大地を醸せ ビーバーファーム北川 0167-45-5843 上川 上富良野町 食品産業 食品加工研究センター

137 ゆきぴりか北海道味噌 福山醸造㈱ 0120-120-280 石狩 札幌市 食品産業
食品加工研究センター
中央農業試験場

138 ゆきぴりか きな粉 ㈱坂口製粉所 011-873-4157 石狩 札幌市 食品産業
食品加工研究センター
中央農業試験場

139
よつ葉北海道十勝生乳100
プレーンヨーグルトとろっとなめらか

よつ葉乳業㈱ 011-222-1311 石狩 札幌市 食品産業 食品加工研究センター

140 北海道おかき 乳酸菌入ヨーグルト味 ㈱北海道米菓フーズ 0166-73-8118 上川 旭川市 食品産業 食品加工研究センター

141 とうふホエイさけ ㈱ふじと屋 011-787-4155 石狩 札幌市 食品産業 食品加工研究センター

142 純生あずきロール アンパルフェ 0155-31-8888 十勝 帯広市 食品産業 食品加工研究センター

143 小豆粉シフォンケーキ Le Calme(ル カルム) 011-387-7799 石狩 江別市 食品産業 食品加工研究センター

144 スノーマーチ・チルドポテト 北海道新進アグリフーズ㈱ 0138-40-2331 渡島 函館市 食品産業
食品加工研究センター
北見農業試験場
中央農業試験場

145 にんじんジュース「にんじんネクタル」 にんじん家族 090-3392-7511 空知 浦臼町 食品産業 食品加工研究センター

146 北海道さかな味噌「にしんのおかげ」 一八興業水産㈱ 0135-62-1811 後志 岩内町 食品産業 食品加工研究センター

147 非加熱食肉製品「北海道産生ハム」 札幌バルナバフーズ㈱ 011-643-2581 石狩 札幌市 食品産業 食品加工研究センター

148 チーズ　「カムイ・スイ」「コタン」 ㈲冨田ファーム 0158-88-2611 オホーツク 興部町 食品産業 食品加工研究センター

149 魚々紫（魚醤油） ㈱マルデン 01466-2-2276 日高 えりも町 食品産業 食品加工研究センター

150 甘えび魚醤油「雅」 ㈱小樽海洋水産 0134-33-6323 後志 小樽市 食品産業 食品加工研究センター

151 うに魚醤　雫 ㈱丸恭水産 0144-36-6644 胆振 苫小牧市 食品産業 食品加工研究センター

152 きんきの露（魚醤油） ㈱中井英策商店 0142-24-2934 胆振 伊達市 食品産業 食品加工研究センター

153 北寄醤油 マルゼン食品㈱ 0144-67-6662 胆振 苫小牧市 食品産業 食品加工研究センター

154 シーベリーソース「奇跡の果実」 ㈱遠藤組 0145-45-2224 胆振 苫小牧市 食品産業 食品加工研究センター

オレンジボックス
（PCB廃棄物・保管・運搬補助容器）

工業 工業試験場119



№ 商品等名 企業等名 問い合わせ先 振興局 市町村 分野 担当試験場

155 ピュアブラン（ヨーグルトペースト） サツラク農業協同組合 0120-369-014 石狩 札幌市 食品産業 食品加工研究センター

156 鮭節 ㈱のりとも朝倉商店 0153-88-2303 根室 羅臼町 食品産業 食品加工研究センター

157 たもぎ茸（ボイル製品 過熱水蒸気処理） ㈱スリービー 011-378-2273 空知 南幌町 食品産業 食品加工研究センター

158 酵福納豆 ㈲羊蹄食品まめ屋本店 0142-76-2466 胆振 洞爺湖町 食品産業 食品加工研究センター

159 排湯君（樹脂製柵状熱交換器） ㈱テスク 011-611-6650 石狩 札幌市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

160 ふく射冷暖房「クール暖」 ㈱テスク 011-611-6600 石狩 札幌市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

161
バイオマス燃焼用温風式熱供給装置
（小型ペレットバーナーユニット）

㈱武田鉄工所 0155-48-2858 十勝 帯広市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

162 プレヒート用空気熱交換器「魔法のトンネル」 ㈱サクラプロリンク
㈱テスク（販売店）
011-611-6600

石狩 札幌市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

163 電源自給型可搬無線データ通信装置「ポジモ」 ㈱ネクステック 011-729-3711 石狩 札幌市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

164 潜熱蓄熱材　パッサーモ 玉井化成㈱ 0134-62-1100 後志 小樽市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

165 定温小口輸送用パッケージ　TACPack 玉井化成㈱ 0134-62-1100 後志 小樽市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

166 E3（イースリー）ロード（融雪システム） ㈱ホクスイ設計コンサル 011-737-6232 石狩 札幌市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

167 ＳＥＲＩＮＡ（ヒートポンプ） ㈲柳田電気 0153-73-3412 根室 中標津町 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

168 全自働バイオディーゼル燃料製造装置ＥＣＯF ㈱北海道エコシス
㈱樋口（代理店）
011-811-2150

十勝 帯広市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

169 地中熱利用システム ㈱アリガプランニング 011-520-3160 石狩 札幌市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

170 ミルクヒートポンプシステム（MILPON）
(同)ほっかいどう新エネルギー事
業組合

0153-73-2050 根室 中標津町 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

171
COCONA（CO2冷媒牛乳熱利用ヒートポンプ給湯
システム）

(同)ほっかいどう新エネルギー事
業組合

0153-73-2050 根室 中標津町 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

172 樹脂燃料ボイラー（イーヴォル） ㈱エルコム 011-727-7003 石狩 札幌市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

173 エコゴム長靴（イークルー） ㈱第一ゴム 0134-22-5161 後志 小樽市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

174 分離粉砕器（廃タイヤリサイクルシステム） 寿産業㈱ 0134-62-0123 後志 小樽市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

175 抗菌パウダー（クレピアパウダー） 寿産業㈱ 0134-62-0123 後志 小樽市 エネルギー エネルギー・環境・地質研究所

176 排水処理装置　ECO-MAC 松尾建設工業㈱ 0154-38-6191 釧路 釧路市 環境 エネルギー・環境・地質研究所

177 高性能脱臭装置 ㈱レビオ 0125-23-6600 空知 滝川市 環境 エネルギー・環境・地質研究所

178 ホタテウロエキス「ホタテパワーA10」 大橋資材㈱ 0134-23-1411 後志 小樽市 環境 エネルギー・環境・地質研究所

179 アンブロシア（マグロ類仔稚魚用配合飼料） フィード・ワン㈱ 011-241-0039 石狩 札幌市 環境 エネルギー・環境・地質研究所

180 水温リモート監視装置 日油技研工業㈱ 03-3986-5222 - 東京都 地質 エネルギー・環境・地質研究所

181 木質ブローイング（吹込み断熱材） ウッドファイバー㈱ 0144-51-8212 胆振 苫小牧市 建築 北方建築総合研究所

182 ホタモル（ホタテ貝殻入り軽量モルタル） あいもり㈱ 0142-23-8811 胆振 伊達市 建築 北方建築総合研究所

183
ほたて漆喰そとかべビオシェル
（湿式外断熱システム）

あいもり㈱、岩倉化学工業㈱ 0142-23-8811 胆振 伊達市 建築 北方建築総合研究所

184 シャノンウインドUFシリーズ（断熱樹脂サッシ） ㈱エクセルシャノン 0123-72-2826 空知 栗山町 建築 北方建築総合研究所

185 吸音スリットボード ㈱アサヒ 011-862-3990 石狩 札幌市 建築 北方建築総合研究所

186 エフモル（補修用ポリマーセメントモルタル） ㈱南組 0146-36-2311 日高 様似町 建築 北方建築総合研究所

187 軽量・薄型の免震装置 ㈱News-T(ニュースティ)研究所 011-211-0953 石狩 札幌市 建築 北方建築総合研究所

188 北総研防火木外壁

旭化成建材㈱、押出発泡ポリスチ
レン工業会・発泡スチロール協
会、硝子繊維協会・ロックウール
工業会

北方建築総合研究所
0166-66-4218

上川 旭川市 建築 北方建築総合研究所

令和5年3月 
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