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代表者メッセージ

北海道はまなす食品株式会社

代表取締役社長 渡邊 浩司
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当社は、知的障がい者の多数雇用と職業訓練を行うことを目的として、北海道庁の呼びかけに呼応して、自

治体6団体と民間11社(団体)の出資により1993年12月に設立されました。

1995年5月から、納豆及び珍味等の生産を開始(初年度売上2億1千万円、障がい者雇用数10名からスタート）

、2005年12月、障害者雇用促進法の子会社特例の承認を受け、コープさっぽろの特例子会社となり、2013年

8月には、コープさっぽろの納豆製造部門を統合し、生産設備の拡充を契機として、成長軌道に乗ることが出来

ました。

2014年北海道HACCP認証、2017年及び2019年全国納豆鑑評会での受賞、2017年障害者活躍企業認証、

2018年新・ダイバーシティ経営企業100選に選定、2019年北海道社会貢献賞受賞、2021年には北海道で初と

なる障害者雇用に関する優良な中小事業主「もにす」に認定されるなど、障がい者雇用に加えて、商品、衛生

管理及び企業経営の観点からも高い評価をいただいております。

納豆製造は原料仕入れから製造、出荷まで一貫して行っており、コープさっぽろのブランド納豆、はまなす

ブランド納豆を数多く製造しております。近年は外販に力を入れており、首都圏の高級スーパーに毎日出荷す

るとともに、中国、アメリカ、シンガポール、台湾、ドバイ、カタール等世界１５ケ国に冷凍納豆を出荷する

ようになり、海外事業が順調に実績を伸ばしております。新規取引先からの問い合わせも多く来ており、より

多くのお客様のニーズに対応すべく、２０２３年７月頃に最新鋭の製造機械を導入した新工場を建設し、稼働

することといたしました。

包装事業では、珍味、豆菓子、切干大根、ドライナッツ、フルーツの原料をバルクで仕入れ、計量して小分

けにパックして製品にしております。こうした手作業を要求される生産が、障がい者の雇用促進につながって

おります。

また、能力開発センターでは、知的障がい者の方々の職業訓練を行っており、訓練を終えた終了生は、コー

プさっぽろや当社をはじめ様々な企業で活躍しております。

今後も、美味しく安全、安心な商品をお客様にお届けするとともに、障がい者の方々の自立をサポートすると

いう社会的使命をしっかり果たすため、従業員が一丸となって最善を尽くし、新たな挑戦をつづけてまいりま

す。



○ はまなす食品の「５＋１」のこだわりとシンボルマーク

はまなす食品には五つのこだわりがあります。

一つは「おいしさ」です。

当社は原料や素材を厳選し、ものづくりの技術力を高め、お客様に「美味しい！」と言っていただける

商品を提供致します。

二つ目は「安全・安心」です。

当社は食品衛生優良企業知事表彰や北海道HACCP認証を受けた企業として今後ともお客様が安全を実感し、

安心して召し上がっていただける商品を提供し続けます。

三つ目は「環境配慮」です。

当社は自然環境や周辺環境に配慮した生産活動を行います。

また、「障がい者雇用・訓練の促進」など社会環境からの要請をしっかり踏まえた社会貢献事業活動を進めます。

四つ目は「消費者本位」です。

当社は商品に対するお客様のご意見ご要望を真摯に受け止め、改善・改良に努め、消費者の求める魅力的な

商品を提供していきます。

五つ目は「新たなことへの挑戦」です。

食を取り巻く環境は常に変化しています。当社はお客様の嗜好や社会経済環境を的確に把握し、常に

「より良い商品作り」に挑戦し続ける企業となることを目指します。

そして、この「五つのこだわり」の実現に全力で取り組んでいる職員の「幸せ」を実現すること、

それがもう一つの「こだわり」です。

はまなす食品のシンボルの

「5つの花弁」と「黄色い花芯」は

そのような当社のこだわりを象徴しています。

はまなす食品のこだわり
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事業内容

納豆製造事業・豆菓子・珍味・農産パック事業、障がい者特別委託訓練受託

[納豆生産事業]

製品を加工・製造するための様々な設備や機器を備えており、原料の仕入れから生産・出荷までを
一環して行なっております。
当社ブランドのほか、コープさっぽろブランドなどの各種納豆商品を生産しています。

＜万能型盛込機＞

[包装パック事業]

食品企業や生産者との連携により仕入れた”珍味・豆菓子・雑穀・切干大根”などを当社で
袋詰め作業をしています。

[能力開発センター]

北海道はまなす食品は北海道からの委託を受け、実践的な職業訓練を行なっています。

これまで（平成７年度～令和3年度）に222名の方々が訓練を終了し、
コープさっぽろや当社をはじめ多くの企業などで活躍しています。
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主な就職先

コープさっぽろ(34) はまなす食品(20) トップワーク㈱(6) 北海道ロジサービス（株）北海道シルバーサービス （株）ロイズコンフェクト

（社福）ノテ福祉会なかま真栄 （株）エース加藤輪厚センター ヤマト運輸　　 環境開発工業 ㈱オートランド札幌 日立物流　

ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸｽﾄｱ 北海道リハビリ ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ札幌 （株）ｱｲｱｲﾃｨｰ 日糧製パン イオン ＭＰアグロ（株） ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｽ

須田製版 コカコーラ (医）ｱｰﾄﾗｲﾌ恵庭 千歳クリーン開発 ホーマック 富士フイルム 横山製粉 ｼﾞｬﾊﾟﾝｹｱﾄﾞﾘｰﾑ

明治乳業 ダイエー ㈱特殊衣料 ハミング㈱ ダスキン 札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ タケダ製菓 北海道光生舎

ゼロックス ダイナックス 弁かま 永井製本所㈱ (社福)重仁会 ほっかん （株）ノモト わらべや

(社福)三草会(3) (医）三草会 (医）恵和会 藤原製麺　　　など

修了生222名の内　一部抜粋 2022年4月1日



工場内では、障がい者（パートナー）27名（2022年4月現在）がそれぞれの部門で毎日活躍しています。

[納豆生産事業]

納豆生産では蒸煮作業に3名、盛込み作業に6名、包装作業に6名の障がい者（パートナー）が

納豆生産を行っています。

[包装パック事業]

包装パック事業では、珍味、菓子、ドライフルーツ、切干大根などの原料を袋詰めし製品化する作業を

12名の障がい者（パートナー）が行っています。

蒸煮作業 盛込み作業 包装作業

珍味包装作業 ドライフルーツ包装作業
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＜はまなすブランド＞

梅納豆
（40ｇ×3）

北海道産小粒大豆使用。きざみ
梅と梅肉ペーストを使用した特
製だれ付き。季節商品。好評に
つき通年販売。

4997646150243

北海道中札内産ゆきほまれ大粒
大豆を使用。食べごたえのある
ほっくり食感。たれからし付き。
道産原料認証マーク付きカップ
タイプ。

北海道ゆきほまれ大粒納豆
（30ｇ×3）

4997646150168

北海道産小粒大豆ゆきしずか使
用。備長炭でまろやかな味わい
に。たれからしなし。

北海道産小粒納豆ゆきしずか
（40ｇ×3）

4997646150175

北海道産黒豆使用。特製塩だれ
付き。

黒豆納豆
（40ｇ×２）

4997646150144

第24回全国納豆鑑評会
優秀賞・特別賞受賞
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北海道納豆
（40ｇ×３）

北海道むかわ町産小粒大豆すず
まる使用。たれは鰹のだし感を
強く甘めタイプ。たれからし付
き。

4997646150571

山わさび納豆
（40ｇ×3）

北海道産小粒大豆使用。
北海道産山わさび使用の
特製たれ付き。

4997646150861

北海道産小粒大豆使用。
たれは、鰹のだし感を強く甘め
タイプ。たれからし付き。

ふっくら北海道小粒納豆
（40ｇ×3）

第22回全国納豆鑑評会
特別賞受賞

4997646150106

（45g×2）

4997646150403

北海道士別産茶大豆「つくも四
号」使用。特製塩だれ付き。

北海道産有機納豆
（40ｇ×2）

北海道産有機小粒大豆使用。たれ
は化学調味料・合成保存料不使用
ＪＡＳ有機認証商品。

4997646150618

茶豆納豆



極小こつぶ納豆４Ｐ
（30g×４）

4997646150588

アメリカ又はカナダ産極小こつぶ
大豆使用。たれ、からし付き。
カップタイプ。

細かくきざんだひきわり納豆
（40g×3）

4997646150670

北海道産大豆使用のひきわり納豆。
細かく刻んであるので赤ちゃんや
お年寄り、あごの弱い方におすす
め。たれからし付き。

北海道産大豆使用のひきわり納
豆。かつおと昆布の合わせだし、
からし付。

ひきわり納豆
（40g×2）

4997646150151

ひきわり納豆うま味

4997646150731

（45g×3）

アメリカ産
大豆使用のひきわり納豆。
たれからし付き。

極小こつぶ納豆
（40g×３）

アメリカ又はカナダ産極小こつぶ
大豆使用。たれ、からし付き。

4997646150700

極小こつぶ納豆旨味

4997646150854

（50g×3）

アメリカ又はカナダ産
大豆使用の小粒納豆。
食べ応えのある50ｇ入り。
たれからし付き。
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＜日配品＞

こうや豆腐パウダー
（100ｇ）

4997646150649

高野豆腐のパウダー。
鉄分・カルシウム
たっぷり。

さくら香る納豆
（40g×3）

夏納豆
（40g×3）

きのこ納豆
（40g×3）

冬納豆
（40ｇ×3）

北海道産小粒大豆使用。桜葉シ
ロップ等を使用した特製だれ付
き。春限定季節商品。

北海道産小粒大豆使用。レモン
果汁を使用した特製たれ付き。
夏限定季節商品。

北海道産小粒大豆使用。きのこ
風味が豊かでごま油の香りが食
欲をそそる特製たれ付き。秋限
定季節商品。

北海道産小粒大豆使用。きざみ
国産生姜使用した特製だれ付き。
冬限定季節商品。

4997646150755 4997646150083 4997646150830 4997646150724

～ 季 節 限 定 納 豆 シ リ ー ズ ～



北海道産小粒納豆ゆきしずか

（40g×3）

北海道産小粒大豆
ゆきしずか使用。
備長炭でまろやかな味わいに。
たれからし付き。

4997646150342

（40g×3）

4997646150236

極小こつぶ納豆旨味

（40g×4）

アメリカ又はカナダ産の
極小こつぶ大豆使用。
たれからし付き。

4997646150557

北海道すずまる納豆

（30g×3）

北海道産小粒大豆すずまる
使用。たれ、からし付き。
カップタイプ。

4997646150564
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北海道産小粒納豆ゆきしずか

北海道産小粒大豆ゆきし
ずか使用。備長炭でまろ
やかな味わいに。
たれからしなし。

4997646150694

極小こつぶ納豆旨味4P

アメリカ又はカナダ産の
極小こつぶ大豆使用。
たれからし付き。
増量４Ｐ

ふわとろ豆

アメリカ又はカナダ産の
極小こつぶ大豆使用。
たっぷりたれ（10ｇ）付き。

4997646150625

（45g×3）

＜輸出用冷凍納豆＞

（40g×3）

水野屋
極小小粒納豆

アメリカ又はカナダ産の
極小こつぶ大豆使用。
たれからし付き。

4571560490052

水野屋
北海道小粒納豆

北海道小粒大豆
ゆきしずか使用
タレからし付き。

4571560490045

（40g×3） （40g×3）
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4997646150366

業務用冷凍
道産ひきわり納豆

北海道産大豆使用の
ひきわり納豆。
味付けなし。

業務用冷凍
道産ひきわり納豆（味付）

業務用冷凍極小粒納豆

（1.5ｋｇ）

4997646150540

北海道産大豆の
ひきわり納豆。醤油味付。

アメリカ又はカナダ産
小粒大豆使用。

（1ｋｇ）

4997646150533

業務用冷凍
道産ひきわり納豆（味付）

北海道産大豆使用の
ひきわり納豆。醤油味付。

業務用冷凍
道産小粒納豆

北海道産小粒大豆使用。

4997646150427

（１ｋｇ）

（500g） （500g）

4997646150410

業務用冷凍
北海道小粒納豆カップ（たれ・からしなし）

北海道産小粒大豆使用。
カップタイプ。

4997646150793
（30g×３）

業務用冷凍
北海道小粒納豆

北海道産小粒大豆使用。

4997646150786

（500g）

＜業務用冷凍納豆＞



コープ十勝まめ物語小粒納豆 コープ十勝まめ物語大粒納豆
（40g×3） （40g×3）

北海道十勝産小粒大豆「ゆきし
ずか」使用。
特製鮭だれからし付き。

北海道十勝産大粒大豆「大袖の
舞」使用。特製だれからし付き。

コープ黒豆納豆

（40g×2）

コープ極小こつぶ納豆コープ極小粒納豆

（40g×3）（40g×3）

北海道産黒大豆使用。
特製塩だれ付き。

アメリカ又はカナダ産の極小粒
大豆使用。たれからし付き。

コープ道産旨み濃厚納豆小粒 コープ道産旨み濃厚納豆大粒

コープおかわり納豆

コープひきわり納豆

（40g×3） （40g×3）

（45g×3）

（40g×3）

北海道産小粒大豆「ゆきしず
か」使用。鰹風味が強い甘めの
たれと無着色からし使用。

北海道産大粒大豆「大袖の舞」
使用。鰹風味が強い甘めのたれ
と無着色からし使用。

カナダ産の中粒大豆使用。鰹、
煮干の特製だれ、からし付き。

北海道産大豆のひきわり納豆。
かつおと昆布の合わせだし、
からし付き。

＜コープさっぽろブランド＞

49022222612514902222261244

4902222260407 4902222258923

4902222258657

4902222261695

4902222261824

コープ北海道すずまる納豆

（30g×3）

北海道産小粒大豆すずまるを使
用。
たれからし付き。カップタイプ。

4902222260933

4902222258671
4902222260766

アメリカ又はカナダ産の極小粒
大豆使用。たれからしなし。
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中国産大粒ピーナッツ。
おやつに、おつまみに。

大粒ピーナッツ
（200g）

ピーナッツに衣が付いた
昔ながらのおつまみ。

おつまみ工房ボンゴ豆
（70g）

中国産から付き落花生。

中国山東省落花生
（200g）

いかの風味と落花生がしっかり
味わえる合成着色料不使用の
豆菓子。

いかピー豆
（100g）

（138g）

＜豆菓子＞

えびの風味と落花生がしっかり
味わえる合成着色料不使用の
豆菓子。

えびピー豆
（100g）

4997646130023 4997646130375 4997646130610

4997646131242 4997646131259

おつまみ工房ピーナッツ
（80g）

4997646130092

北海道産大正金時豆の
甘納豆。

（138g）

北海道産金時甘納豆

北海道産小豆の甘納豆。

北海道産小豆甘納豆

4997646130870 4997646130887

北海道十勝産大正金時豆の甘納
豆。コープさっぽろブランド。

コープ十勝産金時甘納豆
（170g）

4904106600378
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中国産大粒ピーナッツ。
おやつに、おつまみに。

５種類の豆
(うぐいす豆・七福豆・焼きいか
豆・焼しょうゆ豆・素焼黒豆）が
入ったボリュームたっぷりのアソ
ートです。

豆菓子アソート
（184g）

4997646131723



ドライセレクトLシリーズ

ＤＳアーモンドL

（330g）

4997646110520
アメリカ産素焼きアーモンド。
お徳用サイズ。

ＤＳクルミL

（330g）

4997646110537

アメリカ産生クルミ。
お徳用サイズ。

ＤＳミックスナッツL

4997646110544

（330g）

素焼きカシューナッツ、素焼き
アーモンド、生クルミをブレン
ドした無塩ミックスナッツ。
お徳用サイズ。

ドライセレクトRシリーズ

（150g）

ＤＳアーモンドR

アメリカ産の素焼きアーモド。

4997646110551

アメリカ産無塩生クルミ。

（120g）
ＤＳクルミR

4997646110568
インド産の素焼き無塩
カシューナッツ。

（120g）

4997646110575

素焼きカシューナッツ、素焼き
アーモンド、生クルミをブレン
ドした無塩ミックスナッツ。

（130ｇ）
ＤＳミックスナッツR

4997646110582

ＤＳ くん製ミックスR

4997646110599

（120g）

塩気の効いたくん製アーモンド、
ピスタチオ、カシューナッツの
ミックスです。おつまみにぜひ。

マンゴー、パパイヤ、メロン、
クランベリー、ココナッツの
ミックスフルーツ。
ダイスカットタイプ。

（180g）

ＤＳミックスフルーツR

4997646110605
甘味と酸味のバランスが良い
カリフォルニアレーズン。

（260g）

ＤＳレーズンR

4997646110612

レーズン（トンプソン種）、サ
ンタナレーズン、グリーンレー
ズン、レーズン(クリムゾン種）
のレーズンミックス。

（240g）

ＤＳミックスレーズンR

4997646111190
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ＤＳピスタチオ塩味R

（110g）

4997646111138

アメリカ産塩味付きピスタチオ。

ＤＳ黒糖バナナチップスRＤＳバナナチップスR

49976461111214997646111114

フィリピン産バナナの塩味付き
波型チップス。

（250g）（230g）

フィリピン産バナナの黒糖
味付けチップス。

ＤＳカシューナッツR



ドライセレクトSシリーズ

（40g）
ＤＳピスタチオS

4997646110674

アメリカ産素焼きピスタチオ。

ＤＳパンプキンシード無塩S
（60g）

4997646110667

中国産パンプキンシード。

ＤＳミックスナッツS

（48g）
4997646110650

素焼きカシューナッツ、素焼きアーモ
ンド、生クルミをブレンドした無塩ミ
ックスナッツ。

ＤＳマンゴーS
（60g）
4997646110704

タイ産ソフトタイプの
マンゴースライス。

4997646110735

アメリカ産のやわらかい
クランベリー。

ＤＳバナナチップスS

（70g）

4997646110681

フィリピン産バナナの塩味付き
波型バナナチップス。

ＤＳブルーベリーS
（38g）
4997646110698

アメリカ産の小粒ブルーベリー。

ＤＳ黒糖バナナチップスS

（70g）

4997646110827

ＤＳクランベリーS
（70g）

フィリピン産バナナの
黒糖味付けチップス。
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ＤＳアーモンドS

（56g）
4997646110636
アメリカ産の素焼きアーモンド。

ＤＳクルミS

（50g）

4997646110643
アメリカ産の無塩生クルミ。

DSレーズンS

（150g）

4997646111374

甘味と酸味のバランスが良い
カリフォルニアレーズン



＜ドライフルーツ・ナッツお徳用＞

はまなす
無塩ミックスナッツ

アーモンド、クルミ、
カシューナッツ、マカダミア
ナッツの無塩ミックスナッツ。
大容量。

（1ｋg）

はまなす
バナナチップス波型

4997646111084

はまなす
カリフォルニアレーズン
（120g）

4997646130146

カリフォルニア産レーズン。
オイルコーティングタイプ。

はまなす
てづくりdeグラノーラ
～玄米と五穀～
（200g）
4997646131891

北海道産玄米、全粒大麦、全粒
小麦、大豆をブレンドしたグラ
ノーラ。

＜グラノーラ＞

フィリピン産バナナの塩付き
波型チップス。大容量。

4997646110476
（800g）

はまなす
ミックスレーズン＆ナッツ
（200ｇ）

４種のレーズン、素焼き
アーモンド、無塩生くるみの
トレイルミックス。

4997646110513

はまなす
食塩不使用ミックスナッツ
（315ｇ）

4997646131624

食塩不使用アーモンド、生ク
ルミ、カシューナッツ、マカ
ダミアナッツのミックス。
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はまなす
塩付きミックスナッツ
（300ｇ）

4997646131778

生クルミ、アーモンド塩味、
カシューナッツ塩味、マカダ
ミア塩味のミックス。

はまなす
食塩不使用ナッツとドライフルーツ
（130ｇ）

レーズン、素焼きアーモンド、
生クルミ、ドライクランベリー、
ドライマンゴー、素焼きカシュ
ーナッツのトレイルミックス。

4997646131488

はまなす
生クルミ
（500ｇ）
4997646131877

アメリカ産の生クルミ
食塩不使用

はまなす
食塩不使用アーモンド
（380ｇ）

4997646131921

アメリカ産のアーモンド
ナッツ本来の風味を大切に、
食塩・油不使用で仕上げまし
た。



いかの素朴な味わいが特徴。
無添加。

4997646141500

はまなす あたりめ
（46g）

やわらかで肉厚な燻製風味を味
わえる逸品。

はまなす さきいかくん
（82g）

いかの胴体を丁寧に燻製した
逸品。

はまなす いかくん
（68g）

いかの耳部を使用し、ソーメン
状にしたコリコリ食感の逸品。

はまなす するめそうめん
（50g）

たべごたえのあるふんわり食感
の逸品。

はまなす かわはぎ
（68g）

食べやすいスティックタイプで
鮭の旨味を楽しめる逸品。

はまなす 鮭スティック
（50g）

＜珍味＞

生の助そう鱈から冷蔵庫でゆっ
くり熟成させた逸品。

はまなす つまみたら
（68g）

4997646141791

4997646141524

4997646141838

4997646141555

4997646130993

4997646141548
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鮮度の良いこまいを使用し、
シンプルな味付けで、食べやす
い逸品。

はまなす むしりこまい
（52g）

4997646142521

いかのうまさを引き出す味付け、
焙焼した逸品。

はまなす 太さきこがね
（46g）

4997646142415



コープさっぽろのオリジナルブランド 「なるほど商品」

はまなすむしり鱈とば
（100g）

4997646142071

北海道根室産の助そう鱈を
とばにした逸品。

15

スルメイカの旨さ引き出す
奥深い味付け太さきこがね
（55ｇ）

4902222668012

柔らかな食感旨味しっとり
スルメイカの国産さきいか
（48ｇ）

4902222668197

イカの持ち味ぎゅっと凝縮
柔らか仕上げ国産あたりめ
（55ｇ）

4902222668005

肉厚で噛めば香ばしい旨味
スルメイカの国産あたりめ
（55ｇ）

4902222667992



＜切干大根＞

はまなす
北海道産切り干し大根

（30g）

4997646120031

北海道産の切り干し大根。 北海道東川町産の切り干し大根。

はまなす
矢澤さんが作った切り干し大根

4997646121106 4997646121090

（125g） （40g）
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はまなす
皮付厚切り切干大根

（40g）

4997646121335

北海道産の皮付き厚切り切リ干
し大根。

はまなす
宮崎県産切り干し大根

（25g）

4997646121137

宮崎県産の切リ干し大根。

はまなす
東川町産切り干し大根

（25g）

4997646121359

東川町産の切リ干し大根。

はまなす
皮付厚切り切干大根

（52g）

4997646142453

北海道産の皮付き厚切り切り干し大根。



（42g）

北海道日高産。使いやすい
カットタイプ。

（50g）

はまなす
日高産だし昆布カット

北海道日高産。すぐに火が通る
ので料理に便利。

はまなす
日高産早煮昆布
(30g)

だしとり、煮物、昆布巻、おでんな
どに使用できる万能日高産昆布。

はまなす
日高棒昆布

49976461410744997646141746 4997646141067

＜昆布・わかめ＞

（12g）

4997646142026

はまなす
日高産寒ふのり

北海道日高産寒ふのり。

4997646142224

はまなす
大分県産どんこ椎茸

大分県産の原木干し椎茸。

（40g）

中国産きくらげ。

（15g）

4997646142095

はまなす
きくらげ

はまなす
カットわかめ減塩

4997646142088

（18g）

三陸産減塩カットわかめ。
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はまなす
丸とろろ昆布

4997646142613

（18g）

国産のとろろ昆布。丸い形の個
包装タイプ。

松前漬の素

4997646142569

（96g）

北海道名産の松前漬の素
特製タレ付。



＜雑穀＞※季節商材により、グラムは都度お問い合わせください

北海道産小豆。

はまなす小豆

北海道産金時豆。

はまなす金時豆

北海道産黒豆。

はまなす黒豆

小袋 4997646121007
中袋 4997646121038

小袋 4997646121014
中袋 4997646121045

小袋 4997646121021
中袋 4997646121052
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能力開発センターでは、知的障がい者のためのOJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）を
主体とした実践的な職業訓練を行っており、ここでの訓練は、北海道立札幌高等技術専門学院からの
委託訓練（障がい者特別委託訓練）として行われ、修了時には同学院から修了証書が交付されます。
これまでセンターでは27期に渡り222名の訓練修了生を輩出していますが、
修了生はコープさっぽろをはじめ多くの企業に一般就労しており、修了時の就職内定率は
累計で97.2％となっています。

訓練学科 食品加工科（包装食品製造コース）

能力開発センター

対象者 知的障害を持つおおむね２５歳以下までの方で次の条件を満たす方

◎療育手帳（申請中を含む）を所持していること
◎身辺処理能力が確立しており、自立通所できること
◎受講について保護者の理解と協力が得られること

能力開発センターの概要

訓練内容 ◎就業に必要な職業人としての基礎学力、社会性、道徳性
◎安全衛生の知識、基本実技
◎食品加工の基本と応用実技等

費 用 入学金・授業料は無料です
（保護者会費、教材費など、月約2,000円。別に昼食代（1食360円で注文制）

その他 一定の要件を満たしている方には職業訓練手当又は職業訓練受講給付金が支給されます。
見学・体験学習、随時お受けしております。ご相談下さい。

訓練定員 10名

訓練期間 1年（1400時間）

マスクケース
工場見学者用に第27期訓練生が
企画・制作しております。
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名 称 北海道はまなす食品株式会社

所 在 地 〒061-1111 北広島市北の里56番地

代表取締役 渡邉 浩司

設 立 1993年12月15日

資 本 金 1億円（民間57％、自治体43％）

従 業 員 数 72名(うち障がい者27名)2022年4月現在

株 主 北海道、札幌市、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市、北洋銀行、北海道銀行、

コープさっぽろ、北海道電力、北海道コカコーラボトリング、サッポロビール、

エア・ウォーター、北海道ガス、日糧製パン
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1993年 12月

1995年 4月
5月

2005年 12月

2013年 8月

9月
12月

2014年 12月

2016年 10月

2017年 2月
3月
7月

10月

12月

2018年 2月
3月

11月

2019年 2月
12月

2021年 3月
　　

9月 北広島市功労者表彰（能力開発センター）

　  会社沿革

自治体６団体、民間11社（団体）の出資金1億円により、設立

能力開発センター第1期生10名入学
納豆、珍味等生産開始（初年度売上高２億１千万円　障がい者雇用数10名）

障害者雇用促進法の子会社特例の承認（コープさっぽろの特例子会社の承認）

コープさっぽろ納豆部門製造統合
生産設備拡充工事竣工（納豆及び包装食品の生産能力拡大）
食品衛生優良企業知事表彰
北海道障がい者就労支援企業として認証

北海道HACCP認証

北海道新技術・新製品開発賞受賞（季節限定納豆シリーズ）

全国納豆鑑評会特別賞（京都市長賞）受賞（ふっくら北海道）
「よしもと47シェフラン2017」金賞受賞（金粉入り黒豆納豆）
中国向け納豆専用コンテナ輸出スタート
「食の三重丸」認定（黒豆納豆・北海道産小粒納豆ゆきしずか）
障害者雇用優良事業所表彰（高齢障害求職者雇用支援機構）

障害者雇用優良中小企業事業主（もにす）認定（厚生労働省）

障害者活躍企業認証（厚生労働省・全国重度障害者雇用事業所協会）
（2019年12月更新）

「北のハイグレードセレクション」受賞（金粉入り黒豆納豆）
「新・ダイバーシティ経営企業100選」（経済産業大臣）受賞
有機ＪＡＳ認定工場取得

全国納豆鑑評会　優秀賞・特別賞受賞（北海道ゆきほまれ大粒納豆）
北海道社会貢献賞（障がい者雇用関係功労者）受賞

北海道産業人材育成企業知事表彰



北海道はまなす食品アクセスのご案内

北海道はまなす食品株式会社
ＴＥＬ（011）373-9311 ＦＡＸ（011）373-9316

〒061-1111 北海道北広島市北の里56番地
ホームページ https://h-hamanasu.jp/

JR北広島駅

北海道はまなす食品

駅

札幌駅

JRご利用の場合
・新千歳空港駅から
エアポート札幌行北広島駅下車（２１分）

・札幌駅から
エアポート新千歳空港行北広島駅下車（２１分）

北広島駅から
・タクシーで10分
・ＪＲバス（江別行）で約10分

「広島第２工業団地 はまなす食品前）」下車

車利用の場合
・新千歳空港より（高速利用約4０分）
・札幌市内より（約５０分）
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