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はじめに 

 201１年5月23日～27日の期間中、農林水産省「消費者の部
屋」にて米粉特別展示（展示名：米粉 ～しっとりもちもちヘル
シーライフ～）を開催致しました。 
 我が国に於いて、パンや麺類の主原料となっている小麦は大半を
輸入に頼っており、世界的な食料需給の影響を受けて将来の安定供
給に不安を残しているのが現状です。日本の食料自給率の向上のた
めにも豊富な水田を最大限活用する必要がありますが、その有効活
用方法のひとつとして米粉が注目されています。 
 昨年の特別展示報告書の『はじめに』でも記載させて頂きました
が、地域に密着したパン屋さん・道の駅等から大手のコンビニ・
スーパー・外食チェーン等まで、米粉は幅広い業界で取扱って頂け
るようになりました。 
 そのため、米粉の更なる普及のためには、米粉自身の新規性とい
うよりは、米粉自身の良さを生かした、機能性・利便性等をしっか
りとＰＲする時代に突入したと考えています。実際、ご来場者様か
ら『米粉食品の新しいバリエーションは？』との声を多数頂戴しま
した。その期待に応えるかのように、出展企業様も昨年の特別展示
と比べて、パッケージをスタイリッシュにリニューアルしたり、レ
シピ提案を強化したりといった工夫が多く見られたのが今年の特別
展示の特徴です。 
 今年の展示開催は、東日本大震災後ではありましたが、昨年と同
様多数の米粉関連企業様にご出展頂くことができました。その特別
展示内で、『食べて応援しよう！』キャンペーンに連動した東北関
連企業様の米粉食品展示も行いました。今後とも、米粉業界の更な
る発展とともに、米どころ東北の早期復旧・復興の一助にも繋がる
よう、引き続き米粉普及に務めて参ります。                                       
                  /食糧部計画課企画第一班 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 
 「米粉 ～しっとりもちもちヘルシーライフ～」  
 

◆開催期間 
 2011年5月23日＇月（～27日＇金（ 
 

◆入場者数 
 5月23日/309人 24日/336人 25日/423人    
    26日/413人 27日/338人    
 計1819人 ＇昨年比 -7（  平均364人/日 
 

◆ご出展企業数 60社(昨年比 -2) 
  うち、試食ご提供企業数 16社＇昨年比 ＋1（ 
 

◆日本食糧新聞に取材頂きました。 
  2011年5月20日 10487号 5面 、2011年6月13 日 10497 号  4 面 
 

◆フードアクションニッポンのモグマガに取材頂きました。 
 http://syokuryo.jp/mogumaga/2011/06/syouhiroom1106.html 

【展示内容】 
 ・米粉商品の展示 ＇東北の米粉商品も積極的に展示（ 
  ＇粉、パン、めん、ケーキ、クッキー、こんにゃく、 
    米粉ドリンク、カレー粉、スナック、かりんとう等（ 
 ・米粉商品の試食 
   ＇パン、めん、ケーキ、クッキー、スナック等（ 
 ・パネル及びポスターの展示 
 ・ＤＶＤ放映  
  ＇米粉製粉映像、米粉倶楽部CM映像（ 
 ・パンフレットの配布 
  ＇企業、米粉レシピ、米粉販売スーパーの紹介等（ 
 ・学校給食への米粉取組例の紹介 
 ・米粉倶楽部販促ツール活用例の紹介 
  ・食堂「咲くら」「日豊庵」期間限定米粉メニュー 
   ＇冷し山かけ米粉うどん、米粉のブランマンジェ（ 
 ・卓上型超小型製粉機を用いて米粉を製粉し、 
  その米粉の細やかさを体感して頂く。 

 

試食は今年も 
盛況でした！ 

http://syokuryo.jp/mogumaga/2011/06/syouhiroom1106.html


※水色は、製粉機の紹介ＤＶＤをご提供頂いた製粉機メーカー様です。 

※黄色は、試食もご提供頂けた企業様です。 

【参考】ご出展企業様一覧＇都道府県別（ 

今年もＤＶＤで製粉過程を詳しく紹介。 

※緑色は、超小型卓上製粉機本体をお借りした製粉機メーカー様です。 

会社・団体名 都道府県 

一野辺製パン㈱ 岩手県 

㈱純情米いわて 岩手県 

盛岡正食普及会 岩手県 

㈲ファーム菅久 岩手県 

㈱メルコレディ 秋田県 

㈱おぐら製粉所 秋田県 

㈲菅原商店 宮城県 

マルコー食品㈱ 宮城県 

㈱山本製作所 山形県 

㈲玉谷製麺所 山形県 

吉田製粉㈱ 山形県 

㈲庄司製麺工場 山形県 

㈱ＪＡライフクリエイト福島 福島県 

㈱波里 栃木県 

みたけ食品工業㈱ 埼玉県 

フーズテクノ㈱ 埼玉県 

㈱文明堂東京 埼玉県 

㈱夢みるぱさり 埼玉県 

㈲中井農産センター 埼玉県 

井上スパイス工業㈱ 埼玉県 

㈱ケツト科学研究所 東京都 

槇野産業㈱ 東京都 

北陸製菓＇株（ 東京都 

㈱増野製作所 東京都 

㈱ニチレイフーズ 東京都 

㈱木村屋總本店 東京都 

㈱シガリオ 東京都 

㈱アップクオリティ 東京都 

インターウィンドウ㈱ 新潟県 
㈱タイナイ 新潟県 
まつや㈱ 新潟県 
㈱ワンウェイ 新潟県 
㈱自然芋そば 新潟県 
㈱小国製麺 新潟県 
㈲上原製麺所 新潟県 
力泉酒造㈲ 福井県 
㈱髙橋製粉所 福井県 
㈱白山明峰 まままんま工房 石川県 
お菓子の工房 クルトン 石川県 
㈱ぶどうの木 石川県 
㈱金沢大地 石川県 
むらのもちや 石川県 
広見製麺所 石川県 
㈱SS製粉 富山県 
㈱ボン・リブラン 富山県 
㈱高柳製茶 静岡県 
㈱田町梅月  静岡県 
㈱豊製作所 愛知県 
㈱名古屋食糧 愛知県 
八百重製粉㈱ 岐阜県 
酵母工業㈲ 岐阜県 
㈲レイク・ルイーズ 岐阜県 
粉源製粉所 奈良県 
㈱西村機械製作所 大阪府 
グリコ栄養食品㈱ 大阪府 

㈱中国リス食品販売 岡山県 
㈱サタケ 広島県 
米マイフーズ㈱ 広島県 
市岡製菓㈱ 徳島県 
熊本製粉㈱ 熊本県 

超小型卓上製粉機で製粉された米粉
の細やかさを来場者に体感頂きました。 

珍しい米粉商品も！ 

＇カラフルなハート型パスタ、 
 米粉使用こんにゃく、米粉ドリンク等（ 



【参考】試食ご出展企業様詳細 

今年も試食はバリエーション豊かでした！ 消費者の生の声が企業様に届きます。 

開催日 企業名＇日付別（ 企業所在地 試食米粉製品名 

5月23日 

㈱SS製粉 富山県 米粉入りパン＇ベジブレッド（ 

㈱田町梅月 静岡県 バームクーヘン 

八百重製粉㈱ 岐阜県 岐阜県産ハツシモ米粉のクッキー 

5月24日 

㈱夢みるぱさり 埼玉県 
彩の国マイシュッキー 

米粉シフォンケーキ 

㈱白山明峰 まままんま工房 石川県 米粉パン＇マラケシュ、アップルフランス（ 

グリコ栄養食品㈱ 大阪府 米粉ドーナッツ 

5月25日 

㈱木村屋總本店 東京都 
米粉パン(黒カレー、たっぷり黒豆) 

ふんわりむしケーキ プレーン 

㈱金沢大地 石川県 玄米フレーククッキー＇大豆＆チョコレート、レーズン＆くるみ（ 

㈲レイク・ルイーズ 岐阜県 
べーめん 

純米カステラ 

5月26日 

㈱ニチレイフーズ 東京都 
九州唐津産アジフライ＇米衣（ 

いかリングフライ 

㈱自然芋そば 新潟県 越のかおり米の麺 

㈱髙橋製粉所 福井県 デコメCAKE＇米粉のカップケーキ（ 

5月27日 

㈱メルコレディ 秋田県 こまち麺 細麺 

㈲中井農産センター 埼玉県 
埼玉県ふるさと認証食品の米粉１００％ロールケーキ＇４種類（ 

米粉チップス 

㈱高柳製茶 静岡県 お茶つみダックワーズ 

酵母工業㈲ 岐阜県 米粉入りクロワッサン 


