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はじめに

2014年９月１日（月）～５日（金）、農林水
産省「消費者の部屋」にて米粉特別展示（展示
名：新発見！米粉の魅力）を開催いたしました。
米粉は、一般消費者への認知度は高まってきた

ものの、調理方法がわからないなどの声も聞かれ、
消費者に情報が十分に行き届いているとはいえな
い状況にあります。
このため、食卓に並ぶ食材として手軽に使用さ

れるよう、簡単レシピの配布、米粉製粉技術紹介
動画の上映、新商品も含め、全国で販売されてい
る様々な米粉商品の紹介を行うことにより、消費
者への米粉の使い方や商品の認知度を高め、今後
の食生活に採り入れて頂くきっかけの場とし、単
に小麦粉の代わりとして利用するのみでなく、食
感や吸油性といった特性・機能性などについての
訴求にも努めることを目的に今年度の展示をおこ
ないました。

生産局農産部穀物課新用途米穀推進班
米粉特別展示の看板



様々なバリーエーションの
米粉製品が並びました。

【概要】

◆ 農林水産省 消費者の部屋 特別展示
「新発見！米粉の魅力」

◆ 開催期間
２０１４年９月１日（月）～５日（金）

◆ 入場者数 １,４０６名 （５日間計）
１日/２０１人、２日/３５４人、３日/２７３人、
４日/２４４人、５日/３３４人

平均２８１人/日

◆ ご出展企業数 ３０社
うち、試食ご提供企業数 １１社

【展示内容】
１） 家庭用レシピの配布（約２０種類）

米粉料理レシピ配布

（米粉倶楽部・米穀安定供給確保支援機構提供）

２）米粉商品の展示

調理素材（家庭用米粉、天ぷら粉、唐揚げ粉、パンケーキ用ミッ

クス粉など）、パン、麺、スイーツ、菓子（スナック、クッキーなど）

３）試食コーナー（昼時間帯）

パン、麺、菓子・スイーツなど

【各社150食程度（1日3～4社程度）】

４）パネル・ポスター・動画上映による米粉のＰＲ

ＰＲパネル（米粉のここがスゴイ！）設置、簡単レシピ動画（米粉

倶楽部提供）の上映

製粉メーカーの製粉技術などについての動画上映

５）米粉関連企業のパンフレット配布

製品紹介・会社案内のパンフレット 各企業 100枚程度

６）省内食堂にて米粉メニューの提供
食堂（第一食堂北の大地、咲くら、日豊庵、北のグリル）に協力
いただき米粉メニューを提供

試食は今年も盛況でした！

農林水産省消費者の部屋２０１４ 米粉展示レポート



ご出展企業様一覧
展示品一覧

会社・団体名 都道府県 分類 商品名

米粉 お米でつくったカレールゥ中辛

米粉 お米でつくったカレールゥ甘口

米粉 お米でつくったコーンクリームシチュー

米粉 お米でつくったハヤシライスルゥ

米粉 奈良のお米　ケーキ用米粉　500ｇ

米粉 奈良のお米　パン用米粉　500ｇ

米粉 奈良のお米　米粉ホットケーキミックス　300ｇ

米粉 国産ケーキ用米粉スペシャル　500ｇ

米粉 国産米粉パンミックス　300ｇ

米粉 奈良県産　フランスパン用米粉　500ｇ

米粉 奈良県産　菓子パン用米粉　500ｇ

米粉 国産　炒り玄米粉末　300ｇ

米粉 米粉パン調整剤　Ｐａｃｏｍミックス　600ｇ

3 (株)上万糧食製粉所 広島 その他 米粉フレーク

4 エムズファクトリー 長野 菓子 米粉ワッフル（展示用）

麺 こまち麺

麺 こまち麺　拉麺

米粉 お米の粉　お料理自慢の薄力粉

米粉 お米の粉　手作りパンの強力粉

米粉 お米の粉　手作りお菓子の薄力粉

米粉 米粉ホットケーキミックス

米粉 米粉パンミックス（白米）

米粉 米粉パンミックス（玄米）

米粉 お米のからあげ粉

米粉 焙煎玄米粉

7 敷島製パン(株) 愛知 パン 米粉入り食パン（展示用）

パン 米粉入りハニーロール３個入（展示用）

パン もっちりパンケーキﾒｰﾌﾟﾙ＆マーガリン２個入（展示用）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　白米ラーメンウェーブ）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　白米ラーメンストレート）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　白米うどん）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　白米スパゲティー）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　白米フェットチーネ）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　白米やきそば）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　白米そうめん）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　玄米うどん）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　玄米スパゲティー）

麺 米粉麺　(グルテンフリーヌードル　玄米フェットチーネ）

10 木下製粉(株) 香川 麺 玄米うどん

12 (株)にしき堂 広島 菓子 すこやかもみじ

1 東京フード(株) 茨城

2 粉源 奈良

岐阜

5 (株)波里 栃木

岐阜県産ハツシモ米粉のクッキー

6 八百重製粉(株)

米粉 洋菓子用米粉プレミアムライスパウダー雪

菓子

9 小林生麺（株） 岐阜

8 （株）木村屋總本店 埼玉

その他 『第４回米粉フェスタinたいない』ポスター新潟11 胎内市・米級グルメの祭典実行委員会

会社・団体名 都道府県 分類 商品名

米粉 米粉パウダー300ｇ

米粉 お米で作ったからあげ粉

米粉 米粉天ぷら粉

米粉 お米と大豆のパンケーキミックス

米粉 お米と大豆のお好み焼粉

米粉 大豆粉と米粉のパンケーミックス

菓子 ７０ｇさやえんどう

菓子 ８５ｇサッポロポテトつぶつぶベジタブル

菓子 ８５ｇサッポロポテトバーベQあじ

菓子 ６０ｇちびむすび香ばししょうゆ味

菓子 ６０ｇちびむすび明太子味

米粉 パウダーライス　強力粉

米粉 パウダーライス　薄力粉

米粉 パウダーライス　ホットケーキミックス

その他 ＤＶＤ（会社案内・製粉工程）

16 バウムハウス樹凛 栃木 菓子 バウムクーヘン

パン 米粉で作った乾パン

パン 米粉乾パン

パン 米パン粉

米粉 米粉シフオンロール

米粉 しあわせ 米粉

その他 米粉シフオンロール製品　

その他 しあわせ米粉製品　

その他 会社案内

菓子 野菜旬菜　ごぼう味

菓子 野菜旬菜　かぼちゃ味

その他 コンテストポスター

その他 コンテストパンフレット

21 (株)オリエンタル 愛知 米粉 米粉カレールウ

22 (株)高柳製茶 静岡 菓子 お茶つみダックワーズ

パン グルテンフリー米粉パン　バンズ

パン 　　　　　　〃　　　　　　　　ローフ

24 十日町市 新潟 パン 食パン及びバゲット

その他 FANのぼり

その他 FANポスター

その他 FANパンフレット

その他 FANうちわ

その他 米粉米級グルメ王座決定戦

その他 米粉米級グルメ王座決定戦

その他 ＤＶＤ

その他 食品機械装置　最新の米粉製造技術動向

その他 パン・麺用の米粉製造の紹介

その他 旋回気流式微粉砕機

その他 会社案内・旋回気流式微粉砕機

29 槇野産業(株) 東京 その他 会社案内

30 (株)豊製作所 愛知 その他 相対流粉砕機

13 みたけ食品工業(株） 埼玉

14 カルビー(株)

15

東京

18 (株)淡路製粉 秋田

17 （有）ｴﾙﾌｨﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾝﾅﾙ 山梨

静岡

20 CAP NET 東京

19 亀田製菓(株) 東京

新潟製粉(株) 新潟

28 (株)山本製作所 山形

27 (株)西村機械製作所 大阪

26 関東米粉食品普及推進協議会 埼玉

25 フードアクションニッポン 東京

23 石渡食品(有)



展示写真（１）



展示写真（２）



展示写真（３）



展示写真（４）



展示写真（５）



展示写真（６）



展示写真（７）



試食ご出展企業様詳細

試食提供

１（月） ２（火） ３（水） ４（木） ５（金） 本社 会社・団体名 商品内容 商品名

菓子 ７０ｇ　さやえんどう

菓子 ８５ｇ　サッポロポテトつぶつぶベジタブル

菓子 ８５ｇ　サッポロポテトバーベQあじ

菓子 ６０ｇ　ちびむすび香ばししょうゆ味

菓子 ６０ｇ　ちびむすび明太子味

菓子 野菜旬菜　ごぼう味

菓子 野菜旬菜　かぼちゃ味

3 ● 広島 (株)にしき堂 生菓子 すこやかもみじ

4 ● 静岡 (株)高柳製茶 菓子 お茶つみダックワーズ

5 ● 栃木 バウムハウス樹凛 菓子 バウムクーヘン

6 ● ● 静岡 石渡食品(有) パン グルテンフリー米粉パン　ﾐﾆﾊﾞﾝｽﾞ

7 ● ● 岐阜 小林生麺（株） 麺 米粉麺(グルテンフリーヌードル）

8 ● 山梨 （有）ｴﾙﾌｨﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 菓子 米粉で作った乾パン

9 ● 愛知 (株)オリエンタル カレー 米粉カレールウ

10 ● 愛知 敷島製パン(株) 食パン 米粉入り食パン

11 ● 新潟 十日町市 米粉パン 食パン及びバゲット

●

試食提供日

● ● ● ● ●1

2

カルビー(株)

亀田製菓(株)

東京

新潟● ● ● ●



カルビー(株)
スナック５種

亀田製菓(株)
野菜旬菜

(株)にしき堂
すこやかもみじ

(株)高柳製茶
お茶つみダックワーズ

バウムハウス樹凛
バウムクーヘン

石渡食品(有)
グルテンフリー米粉パン ﾐﾆﾊﾞﾝｽﾞ

試食内容



小林製麺(株)
米粉麺（グルテンフリーヌードル）

(有)ｴﾙﾌｨﾝ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
米粉で作った乾パン

(株)オリエンタル
米粉カレールウ

敷島製パン(株)
米粉入り食パン

十日町市
食パン ・ バケット

試食内容



食堂期間限定メニュー

第一食堂 北の大地
北海道産 縞ほっけの米粉フライ

北のグリル
米粉のチキンミックスグリル

日豊庵
米粉入りうどん

咲くら
塩麹 米粉から揚げ

咲くら
米粉の鶏から黒酢


