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②

③

④

⑤
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⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬ 玉井産業㈱ 米粉

街の小さなパン屋さんCOPAN（コパン） 菓子・パン

道後の町屋 ロールケーキ

たこ焼　笑屋(しょうや) たこ焼・ドーナツ

自然をほおばる「sola」 パン・洋菓子・米粉

こめっこぱん「あぐり工房」 パン・めん

ＪＡ周桑　周ちゃん広場（直売所）
めん・米粉・パン・洋菓

子

稲工房案山子（いねこうぼうかかし） 米粉・菓子

あすも パン・菓子・米粉料理

東倉米穀店（とうくらべいこくてん） 米粉

MAGNOLIA（マグノリア） ロールケーキ

ＪＡえひめ南　手作りパン工房みなみ パン・菓子

米粉食品販売店

愛媛県 のお店

店舗名 米粉取扱 店舗名 米粉取扱

有限会社　内田パン パン

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑨

⑩

⑧
⑪ ⑫

⑬



米粉パン
①有限会社内田パン

米粉パン（約70種類）うちグルテンフリー（みなみブレッド・みなみ自家製クリームパン・みなみ粒あんパン）

②JAえひめ南　手作りパン工房　

米粉
③東倉米穀店（とうくらべいこくてん）

みなみ

アルポーレ

眼鏡の三城

ドラッグササオカ

TUTAYA

松山中央ボウル

至
三
津
方
面

至
城
北
方
面

至北条・今治

至JR松山駅

内田パン

東倉米穀店

●
松山労働総合庁舎

DCMダイキ

美沢店

フライブルク通り

（国道196号線）
県道19号線

至JR松山駅

こだわりの米粉パンです。
「もちもちとした食感と嚙みごたえ」を存分に味わって下さ

い。

住所：松山市中央1-12-1
電話：089-989-7262
営業時間：7:00～19:30
定休日：木曜日
HP：https://www.uchidapan.com

お米屋さんの米粉は、原料米（愛媛産）・精米品質・製品品質にとこと
んこだわり、米トレーサビリティ法にも適切に対応しております。
また、委託製粉（原料米持ち込み）等も大歓迎です。お気軽にお問い

合わせ下さい。

住所：松山市南梅本町806
電話：089-975-0896
営業時間：9:00～18:00
定休日：日曜日、祝日
〈販売所〉
ＤＣＭダイキ産直市（美沢店、朝生田店、伊
予店、重信店、新居浜店、周桑店）
※その他の販売店は下記のHPをご参照下さい。

HP：http://www.toukura.com/

◎
宇和島市役所

国道56号バイパス 国道56号線

至大洲市 至大洲市

宇和島新内港駅

至愛南町

至愛南町

きさいや

広場

ＪＡえひめ南管内で生産された「あきたこまち」を使って、

米粉パンを作っています。米粉パンはトースターで焼くと、

外はカリッと中はもちもちとして、他にはないおいしさです。

ご要望の多かったグルテンフリー（小麦不使用）のパンも販

売始めました。

おいしいお米で作るおいしい米粉パンをぜひご賞味ください。

住所：宇和島市弁天町1丁目318-16   営業時間：9:00～

18:00

(道の駅きさいや広場内)       定休日：元旦

グルテンフリー（小麦不使用）

みなみブレッド



米粉ロールケーキ
④MAGNOLIA（マグノリア）

米粉、米粉クッキー
⑤稲工房案山子（いねこうぼうかかし）

食パン、サンドイッチ、菓子パン、菓子（焼き菓子、アップルパイ、ロールケーキ等）、米粉料理（グラタン等）

⑥あすも

米粉パン、うどん
⑦こめっこぱん「あぐり工房」

◎
今治市役所

長崎工業（株）

玉川事務所

至大西町

至旧今治市

至西条市

（旧東予市）

至松山市

大河石油店
MAGNOLIA

国道317号線

宮脇書店

至
内
子
町

国道56号線

至西予市

愛たい菜

至
市
役
所
方
面

十夜ヶ橘食堂

愛媛県立

西条高校

ＪＡ西条

本所

西条市役所

本庁

こめっこぱん

「あぐり工房」県道１４１号線

住所：西条市神拝甲488ー5
(直売所ときめき水都市(すいといち)本店併設)

電話：0897-56-8833
営業時間：8:00～16:30（売り切れ次第閉店）

(定休日：毎月1日(1日が土・日・祝日の場合は、翌営業日)と毎

週火曜日金曜日)

駐車場：有（約60台）

地元「西条産」にこだわって作る米粉パン「こめっこぱん」を販
売して１７年になります。
米粉にグルテンを配合した「こめっこぱん」は、モチモチの食

感が特徴で、多くのお客様に好評をいただいています。店内の
喫茶コーナーでは、お買い上げいただいた「こめっこぱん」や
「ドリンク」などをその場でお召し上がり頂けます。
また、直売所には西条産米粉・うちぬき水を使用した「西条産

ほうれん草入りこめっこ生うどん」もご用意していますので、お
買い求めください。

米生産者です。米食味鑑定士が大切
に育てた大洲産のお米で作った、米粉
100%のクッキーは、さっくり・ほろりと、
米粉特有の食感が好評です。産直市愛
たい菜で「米粉」、「米粉クッキー」を販
売しておりますので、ぜひお立ち寄りく
ださい。

〈販売所〉ＪＡ愛媛たいき産直市 愛たい菜

住所：大洲市東大洲1702-1

電話：0893-25-6262

営業時間：8:30～17:30

※田植え、稲刈りの季節は、手作りお菓子は

お休みしています。

マグノリアのケーキは、卵・砂糖・乳製
品不使用！
米粉のロールケーキは、小麦粉も使

用してません。
季節のフルーツを巻いたヘルシーな

米粉のロールケーキです。

住所：今治市玉川町長谷甲1060-1
電話：0898-55-4350
営業時間：9:30～17:30
定休日：火曜日、水曜日
※米粉ロールケーキは、注文による販売になり

ます。

ひまわり

石油ＳＳ

浦知バス停

ドライブ

イン西

あすも
(旧浦知小学校）

住所：宇和島市津島町浦知380

電話：0895-49-1317

営業時間

店舗：11:00～14:00（金・土・日）

移動販売車：10:00～14：00（月・火・水・金）

(米粉パンは移動販売が中心です)

すなだの家：11:00～13:00(津島町高田丙380)

定休日：木曜日、祝日

駐車場：有（運動場）

嵐郵便局

高知方面

津島町市街

HP：https://www.asumo-uwajima.com

ネット販売：https://asumouwajima.base.shop

食文化が変わっても「お米を食べて欲しい」との

強い思いから、米粉のパンにこだわっています。

食パン、菓子パン、惣菜パンなど、様々なパン

を用意しています。

米粉パンは、移動販売車を中心に販売してい

ます。地域の交流拠点を目指し旧浦知小学校

へ店舗を移転しました。移転した店舗などでも

販売しています。特に米粉で作るデニッシュパ

ンは人気の商品です。

また、店舗内のカフェでは米粉料理もランチの

一部として提供しています。
56



おこめん、米粉（グルテンなし）、米粉パン、米粉ケーキ
⑧ＪＡ周桑　周ちゃん広場(産直市場)

米粉たこ焼き、米粉ドーナツ
⑨たこ焼　笑屋（しょうや）

米粉の焼き菓子、米粉の蒸しパン、米粉のパンケーキミックス
⑩自然をほおばる「sola」

米粉の焼き菓子、米粉入りパン
⑪街の小さなパン屋さんCOPAN（コパン）

おいもさん工房

信州そば久保田

たこ焼

笑屋(しょうや)

愛媛県民

文化会館

周ちゃん広場

(産直市場)

東予

丹原ＩＣ

西条市西消防署

住所：西条市丹原町池田290

電話：0898-76-2022

営業時間：9:00～17:00（定休日：1月1日～4日）

駐車場：有（215台）

HP：http://www.ja-syuso.or.jp/syuchan/

住所：今治市高市甲267-2

電話：090-9456-5125

（※焼きに20分、揚げは6分程度かかりますので、お急ぎの

方は、電話注文して頂けると助かります。）

営業時間：11:30～19:00（不定休）

駐車場：１台

住所：松山市祝谷6-1190-1

電話：089-926-3888

営業時間：9:00～18:30（平日）

8:00～18:30（土・日・祝日）

駐車場：有（28台）

HP：http://www.sola-obasan.com

県道187号線

大黒屋道後店

伊予銀行緑台支店

自然をほおばる

「sola」

松山

ベテル病院

珈琲館蔵

のらのカフェ

「愛媛県産ヒノヒカリ」を使った「おこめん」は、米粉
100％（グルテンフリー）、もっちりとした食感が特徴で、麦
アレルギーのある方でもお召し上がり頂けます。
店長のおすすめは「押し出しめん（丸めん）」で、”のどご

し”が良く、これからの季節にうってつけだそうです。
直売所には、「おこめん」、「米粉」の他に、JA組合員手

作りの「米粉パン」、「米粉ケーキ」等も販売しておりますの
で、是非お越し下さい。

◎米粉入りたこ焼き
伯父が丹精込めて作った地元（今治）産米をたっぷり使った

米粉入りのたこ焼きです。
◎米粉入り揚げたこ焼き

一度焼いたたこ焼きをもうひと手間！米粉は油の吸収率が
低いのでサクッとヘルシー。女性にも人気です。
◎米粉ドーナツ【米星（マイスター）】

米粉ドーナツはいかがですか？小麦粉・乳製品は不使用、
グルテンフリーで低カロリーです。

良質の素材を厳選して試作を重ね、出来るだけ食品添加物を使用

しない体にやさしい商品作り目指し、お客様に提供させていただいて

います。

米粉についても、産地（秋田県仙北郡美郷町）と品種（あきたこま

ち）と生産者を限定したものを仕入れており、市販されている米粉よ

りも微細粒となった米粉を使用していますので、きめ細かくふっくらし

た仕上がりになります。

また、店内の商品は旬の素材を使った、その季節ならではの商品

を販売しておりますので、是非ご賞味いただき本物の良さを体感して

いただきたいと思います。

村上耳鼻咽喉科

JA周桑総合
選果場

JAF西条基地

県道２０号線

住所：松山市辻町13-15

電話：089-926-3888

営業時間：9:00～17:00

定休日：土日・祝祭日

街の小さなパン

屋さんCOPAN

国産米粉を使用し、毎日食べても飽きのこない焼き菓子

（ブール・ドｳ･ネージュ、カリカリ黒糖、米粉のマドレーヌ）、米

粉入りパン（きんぴらおやき、あんおやき、明太子マヨ、ちくわ

パン）を作っています。安心しておいしい焼きたてパンを召し上

がっていただくために、素材・メニューにこだわっています。

是非お越しください。

予
讃
線

松山駅

ドラッグストアコスモス エディオン

松山地方合同庁舎

フジグラン松山



米粉ロールケーキ
⑫道後の町屋

米粉
⑬玉井産業㈱

住所：松山市道後湯之町14-26

電話：089-986-8886

営業時間：10:00～21:00

定休日：火曜日・第三水曜日

道後温泉駅近くで道後商店街内にある古民家を改装したレトロモダンな

カフェです。グルテンフリーのしっかりした噛みごたえのある食感は、口の

中でやわらかくなって、いろんなものと合わせやすい米粉ロールケーキで

す。ロールケーキに添えられたソースは、季節によって変わり、地元でと

れた食材を使っています。

店内にある奥座敷は、ゆっくりくつろげる居心地の良い空間になっており、

時代を超えた風景を感じさせてくれます。

是非お立ち寄りいただき、この空間を味わってみてください。

道後郵便局

伊予鉄道市内電車

道後の町屋

道後公園

道後温泉駅

道
後
商
店
街

住所：松山市森松町650-1

電話：089-956-0065

営業時間：8:00～19:00

定休日：第２日曜日

米粉の原料米は、愛媛県産のあきたこまち・コシヒカリ・ヒノヒカ

リを使用し、「国産グルテンフリーの米粉」で販売しています。

他には、もち米粉・ 焙煎玄米粉・焙煎黒大豆きな粉・焙煎青大豆

きな粉・食べる肌ぬかパウダー・焙煎はったい粉を製造販売して

います。

販売先は、当店と東温市見奈良にある「あさつゆマルシェ」です。

また、２台の製粉機で委託製粉（米・各種雑穀）も行っていますの

でお問い合わせ下さい。

森松重信線

玉井産業㈱

県道194号線

松山南警察署 松山南郵便局

伊予銀行



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）


