2019 年 6 月 20 日

株式会社セコマ

セイコーマートで初めて
北海道仁木町産キャンベルを使った
アイスを発売します！
株式会社セコマは、2019 年 6 月 22 日(土)よりセイコーマート
店舗で初めて、北海道仁木町産のぶどう（品種：キャンベル）を
使用したアイスを 18 万個限定で発売します。

仁木町

セコマグループでは、サプライチェーン機能を生かして、商品
開発に積極的に取り組んでいます。北海道内の新たな産物を商品
化し、地産地消ひいては広く道外にも知って頂けるよう、今年も
積極的に産地に足を運び開拓しております。
そしてこの度、JA 新おたる様※1 の協力を得て、果物の栽培が盛んな北海道仁木町産のキャン

ベルをセコマのアイスとして商品化することができました。
(※1 新おたる農業協同組合様)

株式会社セコマは、
「北海道との連携と協力に関する協定」
（平成 20 年 1 月 15 日締結）に基づく協働
事業として、地産地消を推進しています。今後も、セコマグループ全体で北海道産食品の消費拡大とブ
ランド力の向上に取り組んでいきます。

◆商品概要◆
仁木町産キャンベルアイスバー
価 格 ：本体価格 120 円(税込 129 円)
発売日 ：6 月 22 日（土）
販売店舗：セイコーマート全店（北海道・茨城県・埼玉県）
ハセガワストア・タイエー・ハマナスクラブ
商品特徴：北海道仁木町産のぶどう・キャンベルの果汁を 10％使用。
口に入れるとジューシーなぶどうの味わいが広がり、後口に程よ
い酸味が感じられるアイスバーです。
商品名 ：Secoma

※写真はイメージです

◆本商品に関わるセコマグループ◆
社名

事業概要

本社所在地

役割

(株)ダイマル乳品

アイスの製造

苫前郡羽幌町北 3 条 3 丁目 3

工場内で果汁を使用してアイスを製造
しています。

(株)セイコーフレッ
シュフーズ

三温度帯のフ
ルライン物流

札幌市白石区流通センター7 丁目
9 番 35 号 流通センター第 1 ビル

北海道・関東圏の物流網を生かして商品
を配送しています。
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◆キャンベルについて◆

※写真はイメージです

北海道には国内生産量一位の作物が多くありますが、実はキャ
ンベルも北海道での生産量が日本一！※2 仁木町はそんな北海道
でも有数のぶどう産地であり、10 種類以上の品種を栽培※3 して
います。
キャンベルは日本には馴染みの深い、昔ながらの黒ぶどうです。
果肉は非常にジューシーで、香り豊か。さわやかな甘味と酸味が
あり、濃厚な甘酸っぱさが感じられます。生食以外にもジュース
やワインの原料として用いられています。
※2 平成 25 年特産果樹生産動態等調査(農林水産省)より

※3 JA 新おたるホームページより

◆これまでに発売した北海道産素材のアイス一覧◆
商品名 ：Secoma 北海道メロンソフト
Secoma 北海道メロンアイスクリーム
価 格 ：ソフト 本体価格 北海道 186 円／関東 204 円
カップ

※写真はイメージです

本体価格

北海道 223 円／関東 232 円

発売日 ：販売中
商品特徴：2006 年から発売し、セイコーマートで大人気の北海道
メロンの果汁を使ったアイス。ソフトとカップの他に、
モナカ、パフェ、アイスバーもあります。
商品名 ：Secoma 北海道ハスカップ&バニラソフト
Secoma 北海道ハスカップ&バニラ
価 格 ：ソフト 本体価格 北海道 186 円／関東 204 円
カップ

本体価格

発売日 ：ソフト 販売終了

北海道

223 円／関東 232 円

カップ 販売中

商品特徴：北海道厚真産ハスカップ果汁を使用したアイス。ハス
※写真はイメージです

カップアイスとバニラアイスがダブルで楽しめます。
商品名 ：Secoma 北海道かぼちゃソフト
Secoma 北海道かぼちゃアイス
価 格 ：ソフト 本体価格 北海道 186 円／関東 204 円
カップ 本体価格 北海道 186 円／関東 213 円
発売日 ：ソフト 販売終了

カップ 販売中

北海道苫前町産かぼちゃを使用。
カップ 北海道むかわ町穂別産かぼちゃを使用。

商品特徴：ソフト
※写真はイメージです

商品名 ：Secoma 北海道チーズソフト
価 格 ：本体価格 北海道 186 円／関東 204 円
発売日 ：販売終了
商品特徴：北海道産生乳を 100%使用したクリームチーズと北海道
豊富町産牛乳・生クリームを使用したソフトです。
※写真はイメージです

商品名 ：Secoma 北海道ブルーベリーソフト
価 格 ：本体価格 北海道 186 円／関東 204 円
発売日 ：販売終了
商品特徴：北海道余市町産ブルーベリーの果汁を使用したソフト

です。
※写真はイメージです
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商品名 ：Secoma 増毛町産洋なしアイスバー

※写真はイメージです

※写真はイメージです

価 格 ：本体価格 120 円
発売日 ：販売終了
商品特徴：北海道増毛町産の洋梨(パートレット)の果汁を使用した
アイスバーです。
商品名 ：Secoma 北海道仁木町産ブルーベリー&ヨーグルト味
価 格 ：本体価格 120 円
発売日 ：2019 年 5 月 18 日～販売中
商品特徴：北海道仁木町産ブルーベリーの果汁を 5％使用。ブルー
ベリーの甘みと酸味に、ヨーグルトの風味がマッチし
たアイス。

株式会社セコマ（本社･札幌市中央区南 9 条西 5 丁目 パーク 9･5 ビル）
【セイコーマート店舗数／2019 年 5 月末】北海道 1,091 店、関東 96 店
この件に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。
報道関係の方…株式会社セコマ 広報部 赤塚、遠藤
お客様…セイコーマート お客様相談室

Tel 011-330-2627
Tel 0120-89-8551

（受付時間 9:00～17:00 ※ 日曜日を除く）

