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⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮ 田布施地域交流館 パン･菓子

つねまつ菓子舗　伝助 菓子

ベーカリーショップ　レ・ザンジュ パン

エムテックス有限会社 麺

sweets & café miyabi 菓子

手づくり教室・キッチン彩 料理教室

８７浪漫（ﾊﾅﾛﾏﾝ） 菓子

藤井製麺（株） 麺

光市農業振興拠点施設　里の厨 米粉

楠こもれびの郷 パン 株式会社　ネティエノグループ　食施設 米粉料理

Ｂoulangerieまろん パン

Coutry Sweets優風 菓子 株式会社　ネティエノ 米粉

（有）お菓子のピエロ 菓子 純真米粉バウムクーヘンと占いの店　ぱう 菓子

米粉取扱

企業組合うつい工房 パン 道の駅「阿武町」パン工房 米粉・パン

（有）梅寿軒 菓子 米粉パン工房 golmarl （ゴルマール） パン

米粉食品販売店

山口県 のお店
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米粉パン・ケーキ
①企業組合うつい工房

米粉生菓子
②（有）梅寿軒

米粉ロールケーキ
③Coutry Sweets優風

米粉ケーキ
④（有）お菓子のピエロ

米粉パン
⑤楠こもれびの郷

米粉パン
⑥Ｂoulangerieまろん

国道１９０号線

お菓子のピエロ

アルク

寿し日和

至常磐

西岐波交番

仁保郵便局

仁保小学校

仁保中学校

Boulangerieまろん

道の駅「仁保の郷」

〒

至菊川

ＪＡ下関内日支所

至下関市街

企業組合うつい工房

内日ＲＣ

唐戸

亀山八幡宮

至下関駅
カモンワーフ 唐戸市場

梅寿軒

至吉部

至船木

沖田橋

JA山口宇部万倉支所

宇部市万倉地区ふれあい市場
JA野菜集荷所

楠こもれびの郷

Country  Sweets優風

楢崎郵便局

道の駅きくがわ

至小月IC

至豊田方面

竜王社

県道２60号線

国道491号線

田部高校

地元の食材を使用した米粉パン、ケーキづくりに取り組んでいます。ケー
キは内日産のコシヒカリを使用。卵は菊川の桜たまごを使用しています。
月･木曜日はパン、水･金曜日はケーキ、土曜日は午前中のみ営業。ＪＡ下

関本所（下関市秋根町）の「フルンとクリンのときめき夢市場」にも出店していま

す。

住所：下関市内日下1137
電話、ＦＡＸ：083-289-2344

定休日：水曜日

営業時間：8時30分～17時
HP：http://www.utsui-kobo.co.jp/index.html

「晴るる」と言う粘りのある良い米で蓬を入れて作っています。
美味しいです。ぜひ、ご賞味ください。

住所：下関市中之町8番24号
電話：083-222-2372

定休日：日曜日

営業時間：8時～18時
下関大丸店（地下）は営業しています。
HP：http://www.baijuken.com/

米粉ロールケーキ（まんまろーる）に使用する米粉は、自ら「あいがも農
法」で生産し、近くの製粉施設で加工したものです。

主な原料の小麦粉、卵、牛乳についても下関産を使用しています。

住所：下関市菊川町大字吉賀501-1
電話：080-4262-5622

定休日：月曜日、木曜日

営業時間：10時～18時（なくなり次第終了）

山口県産の米粉で作ったソフトで軽い仕上がりの安全・安心、無添加の
ケーキです。
本店、道の駅「きららあじす」、シルク・ド・ピエロ（インターネット）、株式会

社アデリーで販売しています。

住所：宇部市大字西岐波1529-20
電話：0836-51-5687

定休日：水曜日

営業時間：10時～19時30分

HP：http://www.pierro.jp/

地元のお米から米粉を作り、菓子パンを製造しています。
農産物直売所に隣接の古民家の、「田舎のパン屋さんcouleur」（クルー

ル）にて、焼き立てパンを製造販売しています。

住所：宇部市大字西万倉沖田1662-1
電話：0836-67-2617

定休日：第3水曜日

営業時間：9時～19時

HP：http://www.c-able.ne.jp/~kk-sato

食感はお米の風味を損なうことなくモチモチして、それでいて、ちゃんと
「パン」ということを主張しています。
発売開始以来、変わらない人気を維持しています。

住所：山口市仁保中郷1034番地 道の駅「仁保の
郷」内
電話：083-929-1555

定休日：水曜日



米麺
⑦藤井製麺（株）

　県内の道の駅で販売しています。
　　

米粉
⑧光市農業振興拠点施設　里の厨

米粉パン教室
⑨手づくり教室・キッチン彩

　　

米粉ケーキ
⑩８７浪漫（ﾊﾅﾛﾏﾝ）

　　

米粉麺・その他
⑪エムテックス有限会社

　　

至柳井市

丸久

岩田駅

キッチン彩

JR山陽本線

至周南市

カンロ

至下松 至田布施県道63号線

里の厨

至下関方面 至長門方面

油谷オート

キャンプ場

国道191号線

８７浪漫

至熊毛

県道１4４号線

県道159号線

郷土の米「山口県産米」を使用した無添加のお米麺です。
お米独特のコシと風味が特徴！
ぜひ、ご賞味ください。

住所：岩国市玖珂町5328
電話：0827-82-2101

HP：http://www.okomeramen.co.jp/

光市で生産されたお米で作った米粉、米粉クッキー等を販売しています。
週末には、米粉を使った惣菜も販売してます。
皆様のご来店をお待ちしています。

住所：光市大字束荷2391-19
電話：0820-49-0831
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
営業時間：９時～１８時（１０月～３月までは１７時）

住所：長門市油谷伊上４４１８－１
電話：０８３７－３２－２００９
定休日：木曜日
営業時間：９時～２０時

住所：光市岩田２４２３－１
電話：０９０－４１０８－８８３８
定休日：不定休

米粉パンの作り方を基礎から教えます。
3名以上でクラスを開校！
お友達と手作り始めませんか？

住所：柳井市新市２番３２号
電話：０８２０－２２－０６５４

HP：http://jinenjo-mura.com

地元の長門市油谷地区で生産される古代米（黒米・赤米・緑米）から作られた
米粉を使った、米粉ケーキ等製造しています。
皆様のご来店をお待ちしています。

当社の商品には、主に地元柳井産の「米粉」と「自然薯」及び国産の「こん
にゃく」を使って、開発・販売しています。
しあわせギフト工房まつもと（柳井市）、ゆめタウン（県内各店）で購入すること
ができます。
また、インターネットでも注文できます。是非ご利用下さい。



米粉ロールケーキ
⑫sweets & café miyabi

　　

和菓子・米粉ロールケーキ
⑬つねまつ菓子舗　伝助

米粉パン
⑭ベーカリーショップ　レ・ザンジュ

米粉パン・米粉ロールケーキ
⑮田布施地域交流館

米粉パン・米粉
⑯道の駅「阿武町」パン工房

米粉パン
⑰米粉パン工房 golmarl （ゴルマール）

道の駅「阿武町」

パン工房
１９１号線

至益田市

JR山陰本線

至萩市

奈古駅

砂田

至田布施

町役場
田布施図書館

マックスバリュ

田布施店

田布施地域交流館

市役所

至下関方面 至宇部方面

セブン・

イレブン

アルク

国道190号線

つねまつ菓子舗 伝助

コスモス

県道70号線

ミスターマックス

県道22号線

sweets & cafe miyabi

柳井駅

レ・ザンジュ

ピクロス

田布施駅

県道631号線

至熊毛

住所：柳井市古開作４２８－５
電話：０８２０－２２－０９７７
定休日：月曜日、火曜日
営業時間：１０時～１８時

住所：山陽小野田市西高泊６７６－３
電話：０８３６－８３－９０６０
定休日：水曜日
営業時間：９時～１９時３０分

住所：熊毛郡田布施町大字波野３６０－２０
電話：０８２０－５２－５１２０
定休日：毎月第１、３、５の日曜日
営業時間：７時～１９時

HP：https://lesanges-pain.com/

住所：熊毛郡田布施町中央南１－８
電話：０８２０－５１－０２２２
定休日：１月１日～１月５日
営業時間：８時～１６時３０分

HP：https://tabuse.biz/shokai-access/

住所：阿武郡阿武町大字奈古２２４９
電話：０９０－４８０３－８５３１（池田）
定休日：月曜日、火曜日（祝日を除く）
営業時間：１０時～１７時

柳井をＰＲする「柳井ロール」を製造販売しています。
米粉で作った生地と生クリームに柳井名産「甘露しょうゆ」を加えています。
さらにチョコレートにも「甘露しょうゆ」が加えられています。どうぞお試しくださ
い。

ふんわりもっちり焼き上げた「伝助焼き」（カステラ）、米粉１００％の生地に和
三盆糖で生クリームを調整した「ロールケーキ」など、米粉を使ったお菓子を販
売しています。
皆様のご来店をお待ちしています。

米粉を使用した「米粉食パン」やもっちもっちの「しらかばスティック」などを製
造販売しています。
皆様のご来店をお待ちしています。

田布施町産のお米を使用しています。
米粉パンは、田布施地域交流館が独自に開発した「イチジク天然酵母」を使

用して製造しています。クリームパンは、カスタードクリームも米粉を使ってお
り、丸ごと「米粉」で好評です。

当店では、県産米の米粉を８割、小麦グルテンを２割の配合で作った、お米の
ピザ、ベーコンエピ、チーズカレー、お米のクリームパン、フォカッチャ及びお米
のロールパンの６種類を販売しています。

ノングルテン認証取得の「やのくに純真米粉」を100％
使用し、しかもアレルゲン28品目をすべて使用しない安
心安全なノングルテン生米粉食パンです。
商品名：やのくに純真米粉パン（食パン 1.5斤・0.5斤）

やのくに純真米粉パン（コッペパン）
やのくに純真米粉パン（冷凍バンズ）

住所：山口県熊毛郡田布施町大字上田布施221ｰ21
電話：0820-25-1556
ＦＡＸ：0820-25-1856

定休日：火曜日

営業時間：10時～売り切れまで
HP：http://golmarl.yanokuni.org/
https://www.rakuten.co.jp/golmarl/

至田布施駅
至 光

岸田団地

米粉パン工房golmarl 

（ゴルマール） 駐車場

県

道

22

号

県道163号線



米粉
⑱株式会社　ネティエノ

米粉菓子
⑲純真米粉バウムクーヘンと占いの店　ぱう

米粉料理
⑳株式会社　ネティエノグループ　食施設

自家農地を耕し、稲を育て収穫した米を自社で加工し、米粉専用工場
にて湿式気流粉砕機で製粉した、きめの細かなよく膨らむ米粉です。
自社終始一貫生産の「やのくに純真米粉」は、ノングルテン認証取得の
混じりけのない真っ白な純度100％の米粉です。
製粉工程の洗米・浸漬では、自社のロングセラー商品である浄活水器
「のあな」を使用しています。安心・安全な米粉です。

住所：山口県熊毛郡田布施町大字下田布施682ｰ8
電話：0820-53-2100（本社代表）
定休日：水曜日

営業時間：10時～18時まで
HP：http://www.yanokuni.co.jp/

http://www.netin.vc

やのくに純真米粉
10kg・１kg・500g
・用途別１番・２番

品種：ひとめぼれ
・用途別２番・３番

品種：ミズホチカラ

田布施川

株式会社

ネティエノ

田布施駅

ノングルテン認証取得の「やのくに純真米粉」と（株）ネティエノオリ
ジナル浄活水器「のあな」の水を飲んで育ったニワトリが産んだ「あ
さひ卵」を使用しています。
製造は、米粉バウムクーヘン工房 未来図さんの熟練の技で製造

していただいています。グルテンフリーのスイーツとして小麦アレル
ギーのかたをはじめ、みなさんに喜んで頂けるバウムクーヘンです。
商品名：純真米粉バウムクーヘンぱう（１ホール化粧箱入り）

住所：山口県熊毛郡田布施町大字下田布施704ｰ1（ピクロス前）
電話：0820-25-1280
定休日：日曜日

営業時間：10時～18時まで
駐車場：有（20台）
HP：http://www.yanokuni.co.jp/

田布施駅

純真米粉バウムクーヘ

ンと占いの店 ぱう

田布施川

小麦粉の代替品として、自社終始一貫生産で製造
のノングルテン認証取得「やのくに純真米粉」を全て
の各食施設で使用しています。工夫を凝らし様々な
料理やスイーツを提供しています。揚げ物・フライ・と
ろみ付け・グラタン・薬膳料理等々。特に米粉のカ
レーは、各店舗独自の味わいがあります。また、自社
の米を使った米粉めん(細めん)も好評です。

住所：山口県熊毛郡田布施町地域周辺
電話：0820-53-2100（本社代表）
定休日：各店舗ごとに異なる

営業時間：各店舗ごとに異なる。本社は、10時～18時
駐車場：有（5～20台）
HP：http://www.netin.vc/

・フランス食堂：水曜定休

0820-52-4042

・仕出しよわもんのうらめし屋：水曜定休

0820-52-4042

・米粉うどんの大好き昭和亭：水曜定休

0820-53-4400

・フォーク酒場 どんじゃらほい：日曜定休

0820-52-8098

・喫茶 望（も）：木曜定休

0820-51-3788

・Cafeのも：火曜定休

0820-53-8686                 

・アンテナショップのそ：火曜定休

0820-25-1158

・OCHIAI（おちあい）：火曜定休

0820-25-1511                 



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）


