
美味しい江別ナイト 特設サイト・Facebookでは、
今後も江別の情報を発信予定です。ぜひご覧ください！

今年で5回目となる“江別ナイト”は、二部構成で開催いたします。
健康に焦点を当てた第一部では、企業が従業員の健康管理を経営的な視点から考える「健康経営®」をテーマ
とし、パネリストに兵庫大学 健康科学部長の朽木氏と北海道情報大学 副学長の西平氏を迎え、江別モデルを
核とした健康経営に向けた特色ある取り組み事例などを紹介するパネルディスカッションを行います。
食に焦点を当てた第二部では、ビュッフェ（立食）形式にて江別育ちの超希少ブランド和牛「えぞ但馬牛」、幻
の小麦といわれる「ハルユタカ」、新鮮な牛乳を使った乳製品、豊かな大地で育った旬の野菜など、江別直送の
素材を一流シェフの料理でお楽しみいただきながら、市内事業者による江別の食の魅力についてのお話や、
江別市の食関連の取り組みのご紹介など行います。

運営受託会社　株式会社Ｃスタイルデザイン
〒069-0834　江別市文京台東町1番地の8　R4TM文京台208
TEL：011-398-4715　URL：http://www.cstyle-design.jp

■ 会場：ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座
■ 主催：江別市　■ 後援：北海道ヘルスケア産業振興協議会

プログラム

本日のメニュー
使用される江別食材

カマンブルーチーズのグージェール

江別小麦のオリーブサブレ トマトクーリー

江別野菜のムース コンソメジュレ

江別素材をたっぷり使ったガスパチョ（冷製スープ）

新鮮サラダマルシェ　シーザードレッシング

● Ambitious Farmの新鮮野菜
● はるちゃんのトマトケチャップ工房の北海道302トマトドレッシング
● 日本健康食品研究所の西洋かぼちゃ種子油
● M.P BAKERYのパン、巴農場のにんにく

● Ambitious Farmの新鮮野菜
● 菊田食品のヘルシーDo-Fu・大麦若葉絹豆腐・北海道江別の大豆でつくった生揚
● 小林牧場のカリッとゴーダ、町村農場の特選牛乳

キッシュロレーヌ ● 町村農場のモッツァレラチーズ

トンデンファームの骨付きソーセージのロースト ● トンデンファームの骨付きソーセージ

● 江別製粉の麦の里（江別小麦100％）
● 小林牧場のカマンブルー

● 江別製粉の麦の里（江別小麦100％）
● はるちゃんのトマトケチャップ工房のケチャップ

● Ambitious Farmの新鮮野菜
● 菊田食品のヘルシーDo-Fu

● 町村農場のあじわいのむヨーグルト
● 北辰フーズのシャーベリアス夕張メロンゼリー

Facebook

この事業はサマー
ジャンボ宝くじの収
益金を活用して実施
しています。

美味しい江別ナイト Facebook 投稿＆シェア企画

本日の様子を自分のタイムライン or 公式ページに投稿
公式ページの本日の記事をシェアしていただくとまたは

ジェリー＆ミー ＋Fe（プラス鉄分）
株式会社 北辰フーズ提供

プレゼント!!

特設サイト

食と健康のまち 北海道江別市の魅力をまるごと発信食と健康のまち 北海道江別市の魅力をまるごと発信

美味しい美味しい江別ナイト 2018江別ナイト 2018

10月10日 水
2018年 

第一部 18:00～18:50　第二部 19:00～20:30
受付開始 17:30

①乾杯
②お食事（ビュッフェ形式）
③シェフによるメニュー紹介
④協賛企業からのコメント
⑤ヘルシーDo
　（北海道食品機能性表示制度）紹介
⑥挨拶／乾杯
　江別商工会議所　会頭　安孫子 建雄 氏

第二部 
①主催者代表あいさつ
②パネルディスカッション
　 「江別モデルを核とした健康経営を目指して」
　パネリスト
　兵庫大学 健康科学部長　朽木 勤 氏
　北海道情報大学 副学長　西平 順 氏
　江別市長　三好 昇

第一部 

江別小麦めんと甲殻類のスープ ● 菊水の江別小麦めん

まるでそうめんの冷製カッペリーニ仕立て ● オシキリ食品のまるでそうめん

レンガぱんとブランプチハースのトースト ● M.P BAKERYのレンガぱん・ブランプチハース

えぞ但馬牛のローストビーフ　赤ワインソース ● えぞ但馬ビーフ・クラブのえぞ但馬牛（リブロース）

江別野菜のボルドー風
● Ambitious Farmのじゃがいも
● オシキリ食品の北海道こんにゃく
● トンデンファームのベーコン

ドリームポークのグリエ　ジューソース ● トンデンファームのドリームポーク（肩ロース）

ななつぼしのガーリックバターライス

タルトショコラとタルトフリュイ
ロールケーキ

● 巴農場のななつぼし（七分槻）・にんにく、町村農場のバター

● 江別製粉のドルチェ（北海道小麦100％）

● 江別製粉のドルチェ（北海道小麦100％）、町村農場の生クリーム

マンゴーのガトー

ミントの香るヨーグルトとメロンゼリーのデュオ

● 町村農場の生クリーム

じっくり釡焼きクッキーシュー ● ベイクド・アルルのクッキーシュー（北海道ミルク・カスタード)

アイスクリーム ● 町村農場のアイスクリーム

飲み物
● SOCブルーイングの江別小麦ビール
● 町村農場のあじわいのむヨーグルト
● 町村農場の特選牛乳

ドリームポークブランケット
● トンデンファームのドリームポーク（バラ）
● Ambitious Farmの新鮮野菜
● オシキリ食品の北海道こんにゃく、町村農場の生クリーム

● 日本酒 瑞穂のしずく
● ノースライブコーヒーの
　 プレミアムブレンドコーヒー・黒豆茶



北海道食品機能性表示制度

北海道が付加価値の高い商品を認定します。
　健康志向が高まるなか、道産食材などに含まれる機能性成分を
使った「加工食品」を北海道の独自ブランドに育てるため、2013
年４月、「北海道食品機能性表示制度」（愛称：ヘルシーＤｏ）がス
タートしました。
　本制度は、加工食品に含まれている機能性成分に関して「健康
でいられる体づくりに関する科学的な研究」が行われた事実を北
海道が認定するものです。
　制度を利用することで、北海道の認定マークが付けられます！

兵庫大学
健康科学部長　朽木 勤 氏

江別市長　三 好　昇

パネルディスカッション

　東京学芸大学卒業、東京学芸大学院修士課程修了、東亜大学大学院博
士課程修了。
　（株）ダイヤモンドアスレティックス　スパ・フィットネス研究所主任
研究員、スパ白金副支配人、（公財）明治安田厚生事業団ウェルネス開発
室室長、新宿健診センター副所長を経て現職に至る。
　地域やフィットネスクラブ、健診施設等の健康づくりの現場から、科
学的なアプローチによる健康づくり成果を発信し、生活習慣病、動脈硬
化予防のための運動・身体活動プログラムの開発、血管の健康づくりを
提唱してきた。最近は、健康づくりを健康経営の視点から捉え、企業だけ
にとどまらず地域や大学でも取り組むべきであると考え、疲労やストレ
スケア等をテーマとしてビヘイビアヘルスの新しい考え方の啓発に力を
いれている。

　北海道大学医学部医学科卒業後、横須賀米海軍病院研修医、北海道
大学医学部内科学第二講座医員。
　1984年～1985年ノースカロライナ州ウェークフォリスト大学
ボウマングレイ医学部フェロー。1992年北海道大学医学部中央研究
部講師、1998年同大学医学研究科分子医科学助教授。2006年から
北海道情報大学医療情報学科教授、2016年から副学長、現在に至る。
2012年から北海道大学大学院薬学研究院客員教授（兼任）。
　2007年から現在まで北海道情報大学健康情報科学研究センター
長を兼任し、本センターは食の臨床試験江別モデルの構築の実績が
認められ、2016年にイノベーションネットアワード（文部科学大臣
賞）と2017年に北海道科学技術賞を受賞した。

協賛企業 ※協賛企業については特設サイトで詳しく紹介しています。ぜひご覧ください！

Ambitious Farm 株式会社
〒067-0021　江別市豊幌26番地の44

TEL.011-555-4210

http://ambitious-farm.co.jp/

提供商品
ブロッコリー、カリフラ
ワー、じゃがいも、人参、
かぼちゃ、キャベツ、とう
もろこし等の新鮮野菜

SOCブルーイング 株式会社
〒067-0031　江別市元町11番地の5

TEL.011-391-7775

http://northislandbeer.jp/

提供商品
江別小麦ビール

えぞ但馬ビーフ・クラブ
〒061-1121　北広島市中央1丁目2-1（事務所）

TEL.011-370-1613
提供商品

江別の黒毛和牛「えぞ但
馬牛」

江別製粉 株式会社
〒067-0003　江別市緑町東3丁目91番地

TEL.011-383-2311

http://haruyutaka.com/

提供商品
江別小麦（麦の里えべつ
強力粉）、北海道小麦（ド
ルチェ）

有限会社 M.P BAKERY
〒067-0012　江別市2条5丁目9番地の2

TEL.011-382-3034

http://baker-kitchen-p.net/

提供商品
北のレンガぱん
ブランプチハース

株式会社 巴農場
〒067-0021　江別市豊幌493番地の2

TEL.011-807-5698

https://www.facebook.com/tomoenoujyou/

提供商品
ななつぼし（新米・七分
槻）、にんにく

有限会社 小林牧場
〒069-0832　江別市西野幌668番地

TEL.011-375-1115

http://kobayashibokujo.com/

提供商品
手づくりカマンブルー
カリッとゴーダ

株式会社 菊水
 〒067-0051　江別市工栄町19番地の6

TEL.011-383-7905

http://www.kikusui-ltd.co.jp/

提供商品
江別小麦めん

有限会社ノースライブコーヒー
〒069-0813　江別市野幌町53番地の20

TEL.011-381-6672

http://northlive.co.jp/

提供商品
プレミアムブレンド
自家焙煎 黒豆茶

株式会社 トンデンファーム
〒069-0805　江別市元野幌968番地の5

TEL.011-383-8226

http://www.tondenfarm.co.jp/

提供商品
ドリームポーク、石狩川
ベーコン、骨付きソーセ
ージ

株式会社 ベイクド・アルル
〒067-0064 　江別市上江別464番地の9

TEL.011-382-8550

http://www.bake-de-arles.com/

提供商品
じっくり窯焼きクッ
キーシュー（北海道ミル
ク・カスタード）

株式会社 町村農場
〒067-0055　江別市篠津183番地

TEL.011-382-2155

https://machimura.jp/

提供商品
特選牛乳、モッツァレラチー
ズ、特製新鮮純良バター、あ
じわいのむヨーグルト、生ク
リーム、アイスクリーム

北海道情報大学
副学長　西平 順 氏

http://www.ja-douou.or.jp/

株式会社 北辰フーズ
〒067-0002　江別市緑町西3丁目1番地の1

TEL 011-383-3231

http://hokushinfoods.co.jp/

提供商品
シャーベリアス夕張メロ
ンゼリー、ジェリー＆
ミー＋Fe（プラス鉄分）

株式会社 日本健康食品研究所
〒067-0002　江別市緑町西3丁目1番地の1

TEL.011-381-5720

http://www.nihon-kenko.com/

提供商品
北海道産西洋かぼちゃ
種子油

江別商工会議所
〒067-8547 江別市４条７丁目１番地

TEL.011-382-3121

https://www.ebetsu-cci.or.jp/

提供商品
別純米酒「瑞穂のしず
く」、「瑞穂のしずく」無
濾過生原酒

企業が従業員の健康管理を経営的な視点から考える「健康経営®」が注目されています。
今年4月、江別市と江別商工会議所が市内企業を対象に実施した「健康経営に関する意識調査」の結果を公表しました。企業を対象にした
健康経営の意識調査は北海道では初めてで、具体的な取り組みの実績や成果などにまで踏み込んだ調査は、全国でも珍しい試みです。
今回のパネルディスカッションでは、江別モデルを核とした健康経営に向けた特色ある取組事例や今後の動向などを紹介しながら議論
を進めます。

1949年北海道津別町生まれ。明治薬科大学卒業。
2007年江別市長就任、現在に至る。

オシキリ食品株式会社
〒067-0051 江別市工栄町5番地の7

TEL.011-385-4451

http://www.oshikiri-foods.jp/

提供商品
北海道こんにゃく
まるでそうめん

はるちゃんのトマトケチャップ工房
〒067-0021　江別市豊幌496番地

TEL.011-384-6590

FAX：011-384-6590

提供商品
はるちゃんのケチャッ
プ、北海道302トマトド
レッシング

株式会社 菊田食品
 〒069-0811　江別市錦町13番地の5
TEL.011-382-3247

https://www.kikuta-food.com/

提供商品
ヘルシーDo-Fu、大麦若
葉絹豆腐、北海道江別の
大豆でつくった生揚
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