2019 年 12 月 13 日

株式会社セコマ

北海道栗山町産いちごと豊富町産牛乳を
使用したアイスを発売！
セイコーマートのアイスでは初めて北海道産のいちごを使用しました。
株式会社セコマは、2019 年 12 月 14 日(土)より北海道栗山町
産のいちごを使用したアイスを 12 万個限定で発売します。
豊富町(牛乳)
羽幌町
セイコーマートで北海道産のいちごを使用したアイスの製
(アイス工場)
造・販売は初めてとなります。
原料には、JA そらち南様のご協力のもと、北海道栗山町産
のいちごを活用しております。一部、規格外品のいちごも使用
し、食資源の有効活用につなげています。
栗山町(いちご)
｢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）では、地元の資源や生産物を地元で消費・活用するこ
とで地域経済の活性化を図る産消協働を推進しています。
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。

◆規格外品の活用について◆
規格外品の活用は、食品の廃棄ロス削減や、持続可能な生産・消費に寄与し、2015 年に国連にて採
択された SDGs（Sustainable Development Goals／持続可能な開発目標）や、今年 10 月に消費者庁よ
り施行された「食品ロス削減推進法」の達成のためにも重要な取り組みとなります。今後も野菜や果物
等の規格外品を活用し、食品ロスの削減に努めていきます。
◆商品概要◆
商品名：Secoma 北海道いちごソフト
価 格：北海道 本体価格 185 円(税込 199.80 円) ／
茨城県・埼玉県 本体価格 210 円(税込 226.80 円)
発売日：12 月 14 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
特 徴：北海道栗山町産のいちごと、豊富町産の牛乳を使用した、
優しい甘さのソフト。一口食べると、いちごの香りと味わいが口
いっぱいに広がり、後に程よい酸味が感じられます。いちごとミ
ルクが相性抜群で、いちご好きにはたまらない一品です。

※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
果汁の搾汁

(株)豊富牛乳公社

牛乳類の製造

天塩郡豊富町字上サロベツ 1184
番地

ソフトに使用している豊富町産牛乳を
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。

工場内でいちごを搾汁し、いちごソフト
を製造しています。
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◆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 185 円／関東 210 円
カップ

本体価格

北海道 200 円／関東 220 円

販売状況：販売中

※写真はイメージです

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 185 円／関東 210 円

200 円／関東 220 円
販売状況：ソフト 販売終了 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
カップアイスとバニラアイスがダブルで楽しめます。
カップ

※写真はイメージです

本体価格

北海道

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 185 円／関東 210 円
カップ 本体価格 北海道 200 円／関東 220 円
販売状況：ソフト 販売中 カップ 販売中
商品特徴：ソフト
※写真はイメージです

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。

商品名 ：Secoma 北海道チーズソフト
価 格 ：本体価格 北海道 185 円／関東 210 円
販売状況：販売終了
商品特徴：北海道産生乳を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 185 円／関東 210 円
販売状況：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

※写真はイメージです

商品名 ：Secoma 増毛町産洋なしアイスバー
価 格 ：本体価格 120 円
販売状況：販売終了
商品特徴：北海道増毛町産の洋梨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
販売状況：販売終了
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

※写真はイメージです

たアイス。
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仁木町産キャンベルアイスバー
価 格 ：本体価格 120 円
販売状況：販売中
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

商品名 ：Secoma

チョコミントソフト
北海道 185 円／関東 210 円

価 格 ：本体価格
販売状況：販売終了
商品特徴：北海道北見市産のハッカを使用。チョコアイスとミント
アイスのミックスソフトです。
※写真はイメージです

チョコミントアイスバー
価 格 ：本体価格 120 円
販売状況：販売中
商品特徴：北海道滝上町産のハッカを使用。口の中でチョコレート
が広がり、後にミントの爽やかな香りと味わいが広がり
ます。
商品名 ：Secoma

※写真はイメージです

商品名 ：Secoma

※写真はイメージです

※写真はイメージです

初山別産北海道ハスカップアイスバー

価 格 ：本体価格 120 円
販売状況：販売中
商品特徴：北海道初山別産のハスカップを使用。口に入れるとハス
カップの香りが広がり、後口に甘酸っぱさが感じられる
アイスバー。
商品名 ：Secoma 仁木町産りんごのアイスバー
価 格 ：本体価格 120 円
販売状況：販売終了
商品特徴：北海道仁木町産「紅玉」のりんご果汁を 13％使用。
口いっぱいにりんごのおいしさと香りが広がり、甘みと
酸味が楽しめるアイスバーです。

