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米粉食品販売店

広島県 のお店

店舗名 米粉取扱 店舗名 米粉取扱

株式会社にしき堂 生菓子 井辻食産株式会社 餃子・春巻の皮

Ｅａｒｌｙ　Ｂｉｒｄ（アーリ・バード） ケーキ・菓子 無有無 ケーキ

ベーカリーピース パン・菓子・米粉 花田植の里　夢ハウス パン

増田製粉（株） 米粉 八天堂港町創業店 パン

お好みフーズ株式会社 米粉 フレスタおかず工房三原駅前店 パン、唐揚げ、菓子

株式会社上万糧食製粉所 フレーク パティスリーポム 米粉ケーキ、米粉菓子

（株）ピーターパン パン

米マイフーズ株式会社 米粉

パティスリーパンセ 菓子

米豊霧（まいほうむ） パン・菓子・ケーキ

（株）和泉光和堂米麦工房21めぐみ パン、米粉

サンパラソル パン・ケーキ

米粉パン工房　源～Ｇｅｎ～ パン

世羅の洋菓子店　サンマルク ケーキ・菓子

ＰＥＳＣＡ（ペスカ） パン
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米粉生菓子
①株式会社にしき堂

米粉ロールケーキ・クッキー
②Early Bird アーリ・バード

米粉パン（ピース食パン、米粉クリームパン）・焼き菓子・米粉
③ベーカリーピース

米粉

④増田製粉（株）

 
　

米粉（１歳からのお好み焼粉）

⑤お好みフ－ズ株式会社

至広島駅

国道２号線
宇
品
通
り

広大付属校

県病院

至宇品港

黄金山通り
広島女子大学

〒

西広島バイパス

旧２号線

アルパーク

サンプラザ

至五日市 至広島市内

株式会社にしき堂

広島トヨペット

マルバヤシ

オタフクソース

お好みフーズ株式会社

印刷団地前

商工センター７丁目

食品団地前

増田製粉㈱

アーリ・バード

〒

猿猴川

公園

平和橋

広島サティ

ベーカリーピース
平和橋南詰

南区の段原にある米粉パンのお店です。広島県産の米粉を使用した
美味しいパンがたくさんありますので、ぜひ一度お店に来てみてくださ
い。 グルテンフリーのパンも作っています。（要電話予約）

住所：広島市南区段原４－１５－５

電話：０８２－２６１－１３４０
営業時間：９：００～１８：００

定休日：日曜日、祝日、木曜日、駐車場：１台

広島新銘菓「生もみじ」は、従来のもみじ饅頭から進化して、米粉・
餅粉を使用した新しいタイプのお饅頭です。
また銘菓「すこやかもみじ」は、にしき堂の研究チームがお客様の声
を実現した、抗アレルギー対応のもみじ饅頭です。

是非ご賞味ください。

住所：広島市東区光町１－１３－２３
電話：０８２－２６２－３１３１
営業時間：８時３０分～２０時

営業日： 年中無休

ひとつひとつの素材の味を大切に活かしておいしく作りました。特に、
米粉を使った商品はその食感を楽しんでみてください。
小麦粉・砂糖・乳製品・卵を使っていないクッキーもおすすめです。

ホームページも是非ご覧ください！！

住所：広島市南区翠３丁目１７－１２

電話：０８２－２５０－２２０２
定休日：月曜日、火曜日
HP：http://www.a-sia.com/~earlybird/

西区の商工センターにあり、広島県産の米粉、もち粉、きな粉
こめ粉パンミックス粉を販売させて頂いております。
米粉料理のレシピも紹介していますので、ぜひ一度ご家庭で米粉を
使ってみてください。

住所：広島市西区商工センター７－３－２３
電話：０８２－２７７－５７４１

定休日：土曜日、日曜日、祝日
HP：http://masudaseifun.com/index.html

卵や小麦が入る"お好み焼き"を楽しむことができなかった方々の
ために、７大アレルゲン不使用の米粉のお好み焼き粉を作りました。
原材料はもちろん小麦粉や乳の混入しない工場選びからこだわり、
配合量の微調整など試行錯誤を重ね、ようやく納得のいく味を作り
上げました。７大アレルゲン不使用の「１歳からのお好み焼きソー
ス」とご一緒にお楽しみください。
最寄りの販売店でお買い求めください。

住所：〒７３３－０８３３広島市西区商工センター７－２－７
電話：０８２－２７８－５４３０
営業時間：９時～１７時
定休日：土曜日、日曜日、祝日
HP：http://www.otafuku.co.jp/



米粉フレ－ク
⑥株式会社上万糧食製粉所

米粉パン（米太郎食パン、ミニ山型米太郎）
⑦（株）ピーターパン

米粉（日本のコメ粉、日本米粉純米パンミックス、日本米粉ケーキミックス）
⑧米マイフーズ株式会社

　　　

米粉クッキー
⑨パティスリーパンセ

　　　　　

米粉パン（食パン、惣菜パン、菓子パン）・米粉シフォンケーキ
⑩米豊霧（まいほうむ）

県立みよし

公園

至福山駅
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国道１８３号線

株式会社
福田農場

株式会社
上万糧食製粉所

パティスリーパンセ

中国自動車道

藤江小学校

セブンイレブン

藤江保育所

米マイフーズ
株式会社
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４７号線

東福山駅

米粉パンはお米の粉に小麦グルテンを多少加えてパンにした
ものです。もっちりとした食感とお米の甘みがあり、オーブンや電
子レンジで温めると焼き立て同様、風味もより増します。小麦粉
パンに比べ、しっとり感があり腹持ちが良いです。小麦粉パンに
比べて水分が多く低カロリー、アミノ酸スコアも高い優れた食品
です。

住所：福山市明神町１丁目１４番地４１号
電話：０８４－９２４－２４２４

定休日：土曜日、日曜日、祝日

HP：http://peterpan-jp.com
ネット販売：有り

「日本のコメ粉」は、国内産うるち米を特殊技術により小麦粉並の微細粒
粉にしたことで米本来の味と風味をもつ、料理・パン・ケーキ・お菓子などに
使える高機能・多用途米粉です。用途毎の「日本米粉純米パンミックス」・
「日本米粉ケーキミックス」の米粉を通信販売しています。

住所：福山市藤江町７６２
電話：０８４－９３５－７５６６
営業時間：９：００～１８：００
定休日：無し

HP：http://ww7.enjoy.ne.jp/~maimaifoods/

ネット販売：有り

平成２４年１１月５日、福田農場内に米粉パン等の直売施設、米豊霧
を開店。自社で生産したお米を使って、パン、クッキー、シフォンケーキ
を製造販売しています。味噌やモチ、地元野菜も販売しております。是
非お越し頂き、のどかな風景と朝１０時に焼きあがる手作り米粉パンを
ご堪能ください。また、色々な米粉パンを販売しております。

住所：三次市和知町２６８２－２＊国道183号線の四拾貫交差点と和知
交差点との中間辺り幟と黄色い案内板が見えたら側道へ入り約100ｍ
電話：０８２４－６６－２７６５
営業時間：１０時～１７時
定休日：日、月曜日＊土曜日に臨時休業することも有り
駐車場：５台

米粉フレ－クは、軽い食感の中にも米特有のモッチリ感を残す
ため独自の製法により開発しました。国産うるち米のみを使用し
ています。

小麦粉に比べて冷めてもサクサク感が長続きします。

是非お試しください。

住所：広島市安佐南区伴南２－５－１９－１３

電話：０８２－８４９－５７８３
営業時間：８時３０分～１７時１５分
定休日：土曜日、日曜日、祝日

卵・小麦粉不使用の米粉100％使用のクッキーは口に入れた途
端、ふわっと溶けて広がる食感が人気のクッキーです。
その他にも、卵・小麦粉アレルギーの方でも安心してお召しあが
り頂ける商品もございますので、お気軽にご相談ください。

住所：広島県府中市府中町５０６-1
電話・FAX：０８４７－４１－２５６４
営業時間：１０時～１９時
定休日：月曜日、第二火曜日

（但し、イベント、祝日、盆、正月の場合変更あり）
HP：http://www.patisserie-pance.jp

県道４３１号線



米粉パン、米粉

⑪（株）和泉光和堂米麦工房２１めぐみ

米粉パン・チーズケーキ
⑫サンパラソル

米粉ロールケーキ・カステラ・ドーナツ・クリームもち
⑬世羅の洋菓子店 サンマルク

米粉パン（米粉食パン、各種惣菜サンド）
⑭ＰＥＳＣＡ（ペスカ）

至三次、松江

サンパラソル

ＪＡ広島北部
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道
５
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号
線

旧道至広島

〒土器皮

至三次

食彩館庄原ゆめさくら内
米麦工房２１めぐみ

庄原ＩＣ

国道１８３号線
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当店は、広島県産コシヒカリの米粉を使用しております。米粉30%（グ
ルテン使用）使用して米粉食パンや惣菜サンド（約40種類）を提供して
おります。

米粉の食パンは、パンの食感を残したまま、お米のモチモチ感を楽し

んでいただける仕上がりになっております。ぜひお試しください。

住所：広島市安佐南区八木9-20-15
電話：082-298-9226
営業時間：７時30分～18時00分

定休日：火曜日

駐車場：３台

『食彩館しょうばらゆめさくら』内にお店があります！販売されている米粉パ
ンは、カレー屋のカレーパン、比婆牛プレミアムカレーパン、プチ米、塩あん
ぱんで、どれも庄原産の米粉を使用しています。
カレー屋のカレーパンは、庄原のカレー専門店特製ルーを使った揚げない
焼きカレーパン、比婆牛プレミアムカレーパンは、ザクザクッとした香ばしい
パン生地にやさしめのカレー味です。（土日限定販売）
プチ米は、もちもちとした食感のパンで、塩あんぱんは、米粉の生地の中に
粒あんと塩をブレンドし、米粉との相性が抜群なパンです。
庄原へいらっしゃいましたら、是非お寄りください。

住所：庄原市新庄町２９１－１ 電話：０８２４－７５－４５１５
定休日：火曜日

米は地元の安芸高田産のお米を使っています。
可愛い形のクリームパンやピロシキ、カレーパンなどいろいろあります。
ネギ入りのパンや、安芸高田産のさつまいもをしようしたおさつパン、
はぶ草茶入りのえびすロールもあります。また、米粉のチーズケーキ
もオススメです。
店内でもお召し上がることができますので気軽にお立ち寄りください。

住所：安芸高田市吉田町常友１２７０－３
電話：０８２６－４７－４０１２

定休日：月曜日、第一日曜日

地元世羅産の米粉を使用して作った「ロールケーキ」と「カステラ」で
す。米粉は中生新千本を使用してます。地産地消にこだわり、世羅生
まれ、世羅育ちの洋菓子を作っています。

住所：世羅郡世羅町本郷６６８－１
電話：０８４７－２２－０８３８
営業時間：８時３０分～１９時３０分（本店）

９時３０分～２０時（パオ店）

定休日：無休（本店・パオ店）

HP：http//www2.ocn.ne.jp/～s309/



米粉パン（グルテンフリー食パン、塩パン、惣菜パン）
⑮米粉パン工房　源～Gen～

米粉の餃子・春巻用皮（国産米100％使用お米の皮（餃子用大判、春巻用））
⑯井辻食産株式会社

　

⑰無有無

　

  米粉パン

⑱花田植の里　夢ハウス

米粉シフォンケーキ

当店は、広島県産のお米を増田製粉(株)で製粉した米粉を使用して
います。米粉パンを通じて米粉の良さを是非知ってください。
米粉80%～50%（グルテン含む）、グルテン未使用のパンなど、ハード
系から菓子パン、惣菜パンなど約70種類用意しています。
特に中種法で焼き上げた米粉食パンは、トーストすると外はサクサク、
中はしっとりモチモチの食感です。イートインも併設しています。

住所：広島市西区中広町2-24-5

電話：082-208-5510

営業時間：10時00分～17時00分

定休日：水曜日
駐車場：３台

弊社商品（米粉の餃子用・春巻用の皮）は、国産米粉を100％使用し、米粉専用

工場で製造しております。また、特定原材料７品目（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・

落花生）不使用ですので、アレルギーの方にも安心してお召し上がりいただけます。
小麦で作った皮に比べてモチモチとした食感が楽しめ、水餃子や蒸し餃子にもオ
ススメです。

工場直売はしておりません。お近くのスーパー又は通信販売でお買い求め下さい。

米粉専用工場

中華料理アスター
フレッシュセブン 可部線

井辻食産（株） 住所：広島市安佐南区長束5-6-8
お問合せ
電話：082-238-3821
時間：９時～17時(水、日休み）

ネット販売：有り

米粉の餃子用

米粉の春巻用

「石窯パンと自然農」をベースとした夫婦で営むお店です。
当店のシフォンケーキは自然栽培米の米粉、非遺伝子組み
換え飼料で育てられた鶏の卵を使用し、しっとりとした食感と、
しっかりしながらもやさしい味わいが特徴で、種類はプレーン・
ブルーベリー・いちじく・バナナ・ココア・黒糖きな粉・その他季
節の食材を使ったものを週替わりで販売しています。是非お
召しあがりください。

住所：東広島市西条町郷曽3443
電話：082-425-6425
営業日時：木曜日の11:00～17:00

駐車場：１５台
HP：https://chisoku-an.jimdo.com/

無有無

山陽新幹線

板城小学校

セブンイレブン

国道３７５県道６７号

東広島野球場

東広島運動公園

※詳しくはお店の

ホームページで

住所：山県郡北広島町川東2111-1

電話： 050-5812-7660

営業時間：９時～１８時

定休日：月曜日、水曜日、金曜日、土曜日
駐車場：８台

千代田運動公園

県道69号線

江の川
千代田ＩＣ

中国道

壬生小

県道５号線

花田植の里

夢ハウス

農事組合法人ファーム川東が運営するパン
屋、夢ハウスでは、花田植の里にふさわしく、
自社生産の米コシヒカリと小麦ミナミノカオリを
使ったパンを製造販売しています。小麦粉パ
ンを含め多数の風味豊かな商品を取りそろえ
て皆様のお越しをお待ちしています。
店にはカウンターやテラス席もあり、イートイ
ンも可能です。



米粉パン
⑲八天堂港町創業店

米粉パン、鶏唐揚げ、米粉菓子
⑳フレスタおかず工房三原駅前店

米粉ケーキ、米粉菓子
㉑パティスリーポム

住所：三原市城町1丁目３－２
電話：０８４８－２９－５３００
営業時間：９時～２１時
定休日：元旦
駐車場：２６７台
HP:http://www.fresta.co.jp/

スイーツコーナー

山陽本線

フレスタおかず工房

三原駅前店

三原城跡

①ぶちうま！藻塩と塩麹の広島ハーブ鶏
唐揚げ
広島ハーブ鶏のムネ肉を使用し、塩麹
と瀬戸内海産煮干しエキスと「淡路島の
藻塩」を下味につけました。衣には三原産
の米粉を使用しています。
第11回からあげグランプリで最高金賞を
頂きました。

②ぶちうま唐揚げ（牡蠣醤油使用）
広島ハーブ鶏のもも肉使用し、牡蠣醤
油、衣に三原産米粉を使用。合成着色
料・合成保存料不使用のこだわりの唐揚
げです。

総合技術高校現代ビジネス科３年生が、三原市・(株)フレスタ・(株)八天堂と連携し、三原産米粉の普及を目指して

開発しました。三原産米粉を使用したカスタードと、広島県産レモンの爽やかなジャムを使ったくちどけの良いクリーム

に仕上げました。また、クッキー生地にも瀬戸田産レモンカットを使用しており、パールシュガーとグレーズコーティング

でサクサクとした食感を楽しめます。地元の食材にこだわった広島県の魅力が詰まった「ご褒美スイーツ」です。月に

一度フレスタ全店で販売しております。

①極食パン
三原産米粉を使用したブリオッシュ生地を食
パンにしました。厚切りにして軽くトーストする
とサックリ、ふんわりとした食感がお楽しみい
ただけます。

②極あんぱん
三原産米粉を使用したブリオッシュ生地で
甘さ控えめのつぶあんを包み、あんぱんに
仕上げました。しっとりとした和スイーツのよ
うなあんぱんです。

③極くりーむぱん
三原産米粉を使用したブリオッシュ生地で
バニラビーンズ入りのカスタードクリームを
包みました。まるでスイーツのような味わい
です。

当店の米粉商品は、三原市大和町の米粉を使用しております。米粉
のもちもち食感が特殊な製法と組み合わさることで、どこにもないふ
わっもちっとした食感をお楽しみいただけます。
あんぱんは、北海道産あずきを使用した、粒がしっかりと感じられる優し
い甘さの粒あんをたっぷり使用しております。また、くりーむパンは、八
天堂特製のくちどけの良いカスタードクリームをたっぷり包み込んでおり
ます。

住所：三原市港町1-5-20
電話：0848-67-1077
営業時間：９時～完売まで(連日、お昼
頃の完売が続いております。)

定休日：水曜日

駐車場：１台

八天堂港町

創業店

国道185号

三原郵便局

三原港

フェリー

ターミナル

山陽本線

当店は小城製粉の米粉を使用しています。米粉商品はすべて米粉１００％

で製造しています。（同一製造室で小麦粉も使用しています）

バター・牛乳・生クリームはすべて大山を使用。

お砂糖はてんさい糖を使用（砂糖の中で唯一、体を温める作用があるので

体に良いです）

旬のフルーツも地元の農家さんから直接摘み立てを入荷してます。（よつぼ

し苺のパックも好評です）

ご要望の米粉ケーキがございましたら、お気軽にご相談ください。

住所：広島県廿日市市大野1663-20
電話：０８２９－３０－８３１３

営業時間：１０時～１９時

定休日：水曜日

駐車場：有り（８台）

ちゅービーパーク

パティスリーポム

前
空
駅

つきのひかり国際保育



米粉食品を販売しているお店がこんなに広がって
来ました！
さぁ～、米粉食品を買いに行ってみませんか。

小麦アレルギーの方は、
米粉食品の中でも、小麦由来のものを使用している
ものがありますので、お店にお問い合わせください。

http://www.maff.go.jp/chushi/kome_syoukaku/komeko/map/index.html

検索

作成にあたり、中国四国米粉食品普及推進協議会に御協力いただいております。

中国四国米粉食品販売店マップ

中国四国農政局

問合せ先：中国四国農政局生産部生産振興課

０８６－２２４－４５１１（代表）（内線２３９７，２４４８）


