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（株）丸三　マルコ 米粉

米粉食品販売店

高知県 のお店

店舗名 米粉取扱 店舗名 米粉取扱

（株）あぐり窪川 パン

パン工房　フォンティーヌ パン・米粉

本山さくら市 パン・菓子・麺・米粉

手作りケーキの店　亜俚亜 菓子

JA高知県米粉製粉工場 米粉

高知県菓子工業組合 菓子

米粉菓子店Rai 菓子

パン工場 パン

ベイクショップ リンデン パン

パンとお菓子 おひさま パン・菓子

たまご・乳製品・小麦を使わないお店 とことこ パン

①

④

② ③⑤

⑥

⑨ ⑧⑦
⑩

⑪

⑫



米粉パン（もち肌美食ぱん、仁井田米カステラ、仁井田米ロールケーキ）、米粉菓子
①(株)あぐり窪川

  

米粉（パン用、菓子用）
②(株)丸三　マルコ

米粉パン（米粉食パン、米粉カレーパン、米粉ラスク）、米粉
③パン工房　フォンティーヌ

米粉パン、米粉菓子、米粉麺、米粉
④本山さくら市

JR土讃線

国道５６号線 高知自動車道

四万十町中央

あぐり窪川

仁井田川

至高知駅

至高知港

香川銀行

愛媛銀行

マルコ

国道３２号線

新堀小

至鏡川橋

国道１９５号線至大津

至南国IC

フォンティーヌ

南国市役所
サンシャイン

至立田駅

吉野川

本山小

嶺北高

嶺北中央病院

本山小

至土佐町 至大豊町

本山さくら市

国道４３９号線

県道２６３号線

～お店からの一言～

地元｢仁井田米｣の米粉を使用し､しっとりした食感と

お米の風味を生かした商品です。

住所：高岡郡四万十町平串284-1

電話：0880-22-8848

営業時間：８時～１９時

定休日：奇数月第3水曜日、3月のみ末日

駐車場：９３台 HP：http://www.aguri-kubokawa.co.jp/

住所：南国市後免町144-2(サンシャインカルディア内)

電話：088-864-1987

営業時間：９時～２１時

定休日：無休 駐車場：サンシャインカルディア駐車場

～お店からの一言～

「地元の米を使いたい」との想いからできた米粉パン。もっち

り感と香りを楽しんで！

平成30年９月から高知の有名な日曜市にも米粉パン専門店

として出店しています。高知の米粉、地場産米の米粉使った

パン、菓子を中心に販売、なかなか人気がありますよ。

住所：高知市はりまや町2-11-8

電話：088-861-0503

営業時間：１０時～１８時

定休日：火曜日、年末年始

HP：http://kochi-marusan.co.jp

～お店からの一言～

プロの方から初心者の方までご満足頂けるパン・洋菓子等

食材専門店です。

住所：長岡郡本山町本山582-2

電話・FAX：0887-76-2252

営業時間：７時３０分～１７時３０分

定休日：年末・年始（12/31～1/4）

～お店からの一言～

米粉パンには土佐あかうしや地元の野菜を使った

バーガーは大人気です。

焼き菓子やケーキ類はグルテンフリーの商品が色々

あります。れいほく産米粉もそろっています。

嶺北の新鮮野菜と供に米粉商品もよろしくお願い致し

ます。

商品：米粉れいほくバーガー、米粉米なすてりやきバー

ガー、米粉ぼうしパン、米粉焼き菓子、米粉ロール

ケーキ、米粉シュークリーム、米粉シフォンケーキ、

米粉麺、米粉、米粉のお好み焼き粉 等



米粉洋菓子
⑤手作りケーキの店　亜俚亜

米粉
⑥JA高知県米粉製粉工場

米粉和菓子
⑦高知県菓子工業組合

 米粉菓子（米粉クッキー、米粉ロールケーキ、米粉タルト、米粉ガトーショコラ）
⑧米粉菓子店Rai

  

米粉工場

至高知駅前

至はりまや橋

至土佐町役場

至いの町 至本山町

JA高知県れいほく支所

嶺北家畜市場

国道４３９号線
和田鍛工

住所：高知市西秦泉寺275-3

電話：080-5669-5186

営業時間：１１時～１７時

定休日：月、木曜日ほか不定休

駐車場：２台

HP：http://rai-de-fika.shop-pro.jp

高知県産の米粉でつくるグルテンフリーのお菓子とケーキで

す。なたね油やてんさい糖などからだに優しい素材を使ってい

ます。

日にち限定の商品もご用意しております。ぜひお越し下さい。

○高知駅前本店

住所：高知市駅前町2-4

電話：0120-710-781、088-871-0781

営業時間：１０時～２０時

定休日：水曜日

○イオン高知旭町店

住所：高知市旭町3-94 イオン旭町店1F

電話：088-871-0277

営業時間：９時～２０時

定休日：イオン旭町店に準じる

HP：https://www.ariasweets.com/index.htm

～お店からの一言～

地元のお米で、欧米のおやつをイメージして作りました。

是非、ご賞味下さい♪

商品：米（マイ）クッキー、フルーツグラノーラ、焼きドーナツ

住所：土佐郡土佐町土居70-1

電話：0887-82-1677

取扱店：とさのさと、てんこす等

～お店からの一言～

各地域のお米も製粉しています。詳細はご相談ください。

商品：米粉、米粉うどん等

住所：高知市石立町97-1

電話：088-831-7103

営業：事務局を通じ、青年会にご相談頂ければ、お店等ご紹介致します。

～組合からの一言～

和菓子の事は、当青年会にお任せ下さい。

商品：各種和菓子

土讃線旭駅

至円行寺口駅

至高知商業前

国道３３号線

旭郵便局

２
７
２
号
線

高知駅前本店

イオン高知旭町店

ホ
テ
ル
高
砂

江ノ口川 高知橋

とさでん交通

路面電車



⑨パン工場

  

米粉パン
⑩ベイクショップ リンデン

米粉パン、米粉焼菓子

⑪パンとお菓子 おひさま

米粉パン

住所：高知市旭町3-94

（イオン高知旭町店１F）

電話：088-872-6687

営業時間：８時～２０時

イオン店舗内に出店している「パン工場」です。

「お米パン」は、秋田美桜酵母で作られた発酵種と、あきたこまち米粉を使用しています。

イオンにお越しの際は、是非お立ち寄り下さい。

イオン高知店

イオン高知旭町店

住所：高知市秦南町１-4-8

（イオン高知店１F）

電話：088-875-5033

営業時間：７時～２３時

住所：高知市高須２丁目１８-１１

電話：０８８-８６１-３５５７

営業時間：午前７時～午後６時

定休日：日曜日

駐車場：４台

～お店からの一言～

嶺北の米粉をつかってます。

そのままでも、いいですが、しっかりトーストすると外はカリッ！っと

中はもっちもちになります。美味です。

商品名：米粉カンパーニュ

米粉カンパーニュ（小）

米粉のハーフ食パン

米粉のツナトースト
至南国

至高知

南国スーパー高須店

明叙苑

ローソン

高知信用金庫

高須店

ベイクショップ リンデン

住所：香美市香北町美良布１２１１

(韮生の里美良布直販店にて販売)

電話：０８８７-５９-３１５６

営業時間：７時～１７時

定休日：無

（パン、お菓子の販売は、日・水・金曜日）

駐車場：７０台

～お店からの一言～

香北町産のお米「韮生米の米粉」でパンとお菓子を作っています。

てんさい糖、PHF卵、よつば乳製品、オーガニック、ココナッツオイル

など、身体に優しい素材で

作っています。焼き菓子には、

グルテンフリー、卵、乳製品

不使用の商品もあります。

［米粉食品］

・米粉パン ・米粉焼菓子

至徳島

至高知

道の駅

美良布

パンとお菓子 おひさま

(韮生の里 美良布直販店)
アンパンマン

ミュージアム

ローソン

保健福祉セン

ター

健康センター



米粉パン

⑫たまご・乳製品・小麦を使わないお店 とことこ

住所：高知市春野町弘岡下３９９３－１０

電話：０９０－２０７８－８７９７

営業時間：１０時３０分～１６時

定休日：土日祝不定休

～お店からの一言～

白神こだま酵母を使用して丁寧に発酵させて作るグルテンフ

リー米粉パン。

商品全て たまご・乳製品・小麦不使用。

コンタミネーションまで配慮した

アレルギー対応商品を製造しています。

たまご・乳製品・小麦を

使わないお店 とことこ

至高知市

至土佐市

豚太郎 春野
SOLATO セルフ春野 SS

高知銀行春野支店

高知県立

春野高等学校

高知信用金庫春野出張



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）


