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お米を粉にした“米粉”からパン・
めん・ケーキなどが作られています。

これまで小麦粉で作られていた製
品に“米粉”を使用することで、新た
な食感を持った新製品の開発や地

－１－

な食感を持った新製品の開発や地
域で生産されたお米や、その他の
食材を活用した“地産地消”への取

り組みも期待されています。



米粉って何？

米粉とは文字通り、お米を粉末にしたものです。古くは奈良時代からせん

べいや和菓子などで使われていましたが、最近では製粉技術の向上により、
パンやケーキ、麺類など、従来小麦粉を原料としていた食品に使われるよう
になっています。

米粉って何？

◆くちどけが良い！
◆ソフトな食感！
◆モチモチ感！

米粉食品の特徴

なぜ米粉が注目されているの？

お米の消費量は年々減少し、今では主食用のお米は国内の水田の60％でまかな
える量になっています。

一方、パンや麺の原料である小麦はそのほとんどを輸入していますが、世界的な
食料需給（生産と消費）の影響を受けて、将来の安定供給に不安を生じています。食料需給（ 産 消費）の影響を受けて、将来の安定供給 不安を じて ます。

今後、食料を安定供給していくためには、水田を最大限に活用して、自給率の向
上につなげていく必要があります。有効活用の方法の一つに主食用以外のお米の
栽培があり、その中でもパンや麺など様々な食品への利用の可能性がある米粉は
自給率向上にうってつけなのです！

カロリーベース

生産額ベース
６5

41

8６

73

昭和４０年以降の食料自給率の推移

平成２０年度の食料自給率は4１％。自給率向上には、みんなで力を合わせることが大切
です。できることからはじめてみませんか？

資料：農林水産省「食料需給表」

－２－



米粉のヒミツ米粉のヒミツ
ここでは米粉が持つ様々な特徴についてここでは米粉が持つ様々な特徴について、
詳しくお伝えします！！これであなたも

明日から米粉博士！？

米粉製品の食感の米粉製品の食感の

プ

★米粉パン・麺等→ もっちりします

米粉製品の食感の米粉製品の食感の
主な特徴主な特徴

• 米粉は小麦粉よりも、もっちり感のあるデンプン
（アミロペクチン）を多く含みます。

★米粉パン・洋菓子等→ しっとりします

• 米粉は小麦粉よりも、水分を吸収します。このため、
しっとりなめらかな食感になります。

★天ぷら・唐揚げの衣等→ サクサクになります

• 米粉は小麦粉より油を吸いません。このため、時間
がたってもサクサク感が続きます。

天ぷら 唐揚げの衣等 サクサクになります

• 米粉のデンプンに多量の水を加えて加熱すると、さ
らりとしたとろみが出ます。

★カレー・シチュー等→ とろみが出ます

－３－



消費者の皆様からのよくあるご質問

「米粉製品の魅力が知りたい」
との皆様からのご質問にお答え
しますします。

Ｑ１、米粉って栄養価はどうなの？

Ａ１、米粉は小麦粉に比べ、たんぱく質の成分
のひとつである必須アミノ酸（リジン）が多い特
徴があります。アミノ酸のバランスが良く、たん
ぱく質の栄養価が高い特徴があります。

カロリーは？（その１）

米粉と小麦粉そのもののカ
ロリーは、ほぼ同じです。

Ｑ２、米粉でどんな効
果があるの？

Ａ２、米は国内で自給できる貴重な食料です。米
粉を利用することで、自給率の向上や地域農業の
活性化につながります。

カロリーは？（その２）

米粉は小麦粉に比べ水分を
多く含むのでボリューム感
があり満足感が得られます。

Ｑ３、米粉パンなどが
固くなったら？

アレルギーは？
Ａ３、米粉は小麦粉に比べ、日にちをおくと固く
なりやすい性質があります。固くなったらレンジな
どであたためるとおいしくいただけます。

－４－

アレルギーは？

米粉１００％の製品であれば小麦ア
レルギーの方も安心して召し上がれ
ます。なお、製品によって、小麦粉、
小麦粉グルテン等を含む場合があり
ますので、必ず表示をご確認くださ
い。



平成２２年１月１５日現在

新潟県米粉食品販売店マップ
＝パン・洋菓子 編＝

米どころ新潟は米粉の王国！
北から南まで米粉の食品がこんなにたくさん！

しっとり、もちもち感なパンやお菓子を召し上がれ！

（注）

北陸農政局新潟農政事務所
○食糧部消費流通課 新潟市中央区船場町２－３４３５－１ ０２５－２２８－５２１３

○地域第一課 長岡市古正寺町字中割５１－３ ０２５８－２７－２０１１

○地域第二課 新発田市豊町２－６－２６ ０２５４－２２－４１０１

○地域第三課 燕市井土巻４－９７－１ ０２５６－６１－６０１３

○地域第四課 上越市東雲町２－６－１ ０２５－５４３－４５７４

○地域第 課 魚沼市青島

お問い合わせ先

掲載の取扱い店は、新潟農政事務所による取材に

応じていただいたお店です。（順不同）

取扱い商品の詳細や食物アレルギー等に関しては、

各販売店へ直接お問い合わせください。

－５－

○地域第五課 魚沼市青島６３４－５ ０２５－７９２－８２１１



1.ガトーシェフ三昧堂（洋菓子）

2.ボンオーハシ（パン・洋菓子）

3.寿栄堂（ハンバーガー）

4.アンレミュー（洋菓子）

5.甘美屋（洋菓子）

6.東洋製パン株式会社（パン）

7.栗原製菓（洋菓子）

8.マロン洋菓子店（洋菓子）

9.ﾊﾟﾝ・ﾄﾞ・メルソー （パン・洋菓子）

10.チャクリングカフェ（ドーナツ）

11.パティスリースイーニュ（洋菓子）

12.キッツェミサ（パン・洋菓子）

13.Ｈ．Ｂパントリー（パン）

14.ボン・タケダ（パン）

42.佐渡農業協同組合（パン）

43.㈱プチドール（洋菓子）

15.ロイヤル胎内パークホテル
（パン・洋菓子）

㈲

16.ゆりの会企業組合 （パン）44.ベジタブルズ（洋菓子）

17. 菓子工房 カン

パーニュ（洋菓子）

（注）

23.ピーターパンながおか（パン）

24.㈲庄七商店（洋菓子）

25.ボンオーハシ（パン・洋菓子）

26.㈱美松（ガトウ専科 本店）

（洋菓子）

32.ルージュ ブラン（パン）

33.おかしとおやき ことう（洋菓子）

27.ロリアン（パン）

28.㈲芳林堂（洋菓子）

29.㈲甘泉堂（洋菓子）

30.お菓子工房 丸見屋（洋菓子）

31.タワラヤ（洋菓子）

18.㈲ケン・リッチ（パン）

19.サン・フォーレット

（パン・洋菓子）

20.ビアンポポロ（洋菓子）

21.ル・パティシエ マルコ

（洋菓子）

22.金子農園（米粉）

39.パティスリー リ・リ（洋菓子）

40.旬菜交流館あるるん畑

（米粉・パン・洋菓子・米麺）

41.ドルチェ小川（パン）

35.菓心亭かまだ（洋菓子）

36.ドゥリアン田嶋屋（洋菓子）

37.もちや菓子舗（洋菓子）

38.シャンピニオン（パン・洋菓子）

34.四季彩館ベジぱーく

（パン・洋菓子）

掲載の取扱い店は 新潟農政事務所による取材に応じていただいたお店です （順不同）

－６－

（注） 掲載の取扱い店は、新潟農政事務所による取材に応じていただいたお店です。（順不同）

取扱い商品の詳細や食物アレルギー等に関しては、各販売店へ直接お問い合わせください。



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

米粉パン、米ビスケット

新潟市中央区文京町２３－１

０２５－２６５－４１８７

７：３０～１９：３０（休：元日のみ）

新潟ミニロール、新潟マドレーヌ
ガトーセレクシオン（稲穂づくし）

新潟市中央区本町通9-1330
プロジェクトビル1F

０２５－２２６－７１３９

新潟市中央区米山１－６－１

１０：００～２０：００（年中無休）［営業］

０２５－２９０－５６５６

4.アン レミュー（駅南店）

http://www.un-lemieux.jp/

１１：００～１４：００
１７：３０～２２：００
（日曜は15時まで）
（休：第３日曜）

1.ガトーシェフ三昧堂 2.ボンオーハシ（有明台店）

新潟市西区寺尾前通り2-13-10

０２５－２６６－０１１２

１０：００～１８：００　（休：火曜）

越のラスク、もちもちシュー、
トキめき新潟花サブレ

3.寿栄堂 新潟バーガー

第四銀行

南口

ﾊﾟﾜｰｽﾞ

フジミ

坂井輪小

大堀店

本店

＝商品の紹介＝

米粉ラスクはサクサク感があると

喜ばれており、全国菓子大博覧

会姫路菓子博2008では、日本経

済団体連合会会長賞を受賞。

小麦アレルギーの方をはじめリ

ピーターのお客さんも多いです。

＝商品の紹介＝

新潟を代表する「新潟コシヒカリ」を

使用して新潟を表現すべく開発しま

した。全国菓子大博覧会姫路菓子

博2008では、ガトーセレクシオン

（稲穂づくし）が全日本菓子協会会

小針駅

＝商品の紹介＝

おいしい地元のお米を原料にした

米粉と佐渡沖の海洋深層水を使

用したパンを製造・販売しています。

少しずつ米粉パンのファンが増え

ています。アーモンドと米粉だけで

作った米ビスケットもあります。

中央局

柳都大橋

ｻｰｸﾙＫ
＝商品の紹介＝

本来バーガーは中食的要素が強

いものですが、「新潟バーガー」は

「ごはんとおかず」をテーマに食事

として考え、「新潟バーガー」をメイ

ンとしたコース感覚で提供していま

新潟駅

関
屋

分
水
路

有明大橋
新潟有

明台

ローソン

パチンコ

キング

関屋中

国道１１６号

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］ ９：００～１９：３０（休：月曜）

米粉パン（オレンジピール・
レーズン・クルミ・チーズ）

０２５－３８７－３３１５

5.甘美屋 米カステラ、米粉ロール、こしひかりラスク

０２５－３８６－４１７８

新潟市北区早通南１－３－７

6.東洋製パン株式会社

新潟市中央区女池３丁目５７－６

０２５－２８３－６４０９

９：００～１８：３０（休：水曜）

平日８：００～１９：００（休：元日）
日曜・祝日８：００～１８：００

０２５－３８１－７８１５

8:00～17:00 （休：土・日・祝祭日）

http://www.toyopan.co.jp/

米粉ロールケーキ、米粉シュークリーム8.マロン洋菓子店

新潟市江南区東船場5-4-23

7.栗原製菓 もっちりカステラ

新潟市北区葛塚３１２２

アピタ

第四銀行

ドンキホーテ

＝商品の紹介＝

米の良さを見直し、米のおいしさと

栄養を洋菓子にして伝えてみまし

た。地元新潟の旬の食材をロール

ケーキにしています。今後も技術

を磨き続け、技術の伝承にも心を

くばっていきたいです。

＝商品の紹介＝

新潟県産コシヒカリを微粒粉にして

作ったパンです。モチッとした食感

で歯ごたえが良く、かみしめるほど

甘みが感じられ、腹持ちが良いの

が特徴です。学校給食用米粉パン

に積極的に取り組み、研究・改良を

加えています。

＝商品の紹介＝

新潟県産コシヒカリにこだわりを

持って作りました。もっちり、しっと

りしたカステラの味わいは、一度食

べればご理解いただけるようで

＝商品の紹介＝

品質、味わい、素材を厳選して丹

念に作り上げています。

米粉の特色を生かして作り上げた

（稲穂づくし）が全日本菓子協会会

長賞、新潟ミニロールが農林水産

省総合食料局長賞を受賞しました。三越 萬代橋

す。さらに新潟産の食材を使って

地産地消を推進したいと考えてい

ます。

桜木ＩＣ８号新潟バイパス

新潟女池局

女池小

サンキ

南出張所

亀
田
駅

亀
田
バ
イ
パ

江南署

亀田局

日本海東北

自動車道

豊

曽我歯科
早通駅

豊栄早通局

ＪＲ白新線

－７－

べればご理解いただけるようで、

常にこのカステラを注文される方も

多いです。

ロールケーキは新潟県外への販

売も多く、大変好評をいただいて

います。

豊
栄
駅

白新町

ＪＡ豊栄早通

吉副歯科



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］

［営業］ ［電話］

［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

０２５－２８７－７１１７ 紫竹山レジデンス１Ｆ

０２５－２４５－０９１９

１０：００～１９：００（休：水曜）

平日：８：００～１９：００
日曜：８：００～１８：００
（休：火曜、月１日不定休）

０２５－３７５－３７５６

９：３０～１９：３０（休：月曜） １０：００～１７：００（休：水曜）

11.パティスリースイーニュ
よもぎロール、リ・ファリーヌ
クッキー　ほか 12.キッツェミサ 米粉パン、米粉ピザ

米米チュイール

新潟市西蒲区福島１８４２

10.チャクリングカフェ 米粉ドーナツ

新潟市中央区京王2-12-16

http://paindemersoleile.com/

新潟市中央区紫竹山１－７－２０

米粉のシフォンケーキ
雑穀と米粉のチャバッタ

新潟市秋葉区さつき野3-1-7

０２５０－２４－５７７３

9.パン・ド・メルソー

＝商品の紹介＝

米粉パンと米粉ピザは、モチモチ

感があり、和洋中問わずどんな食

材ともマッチします。素材にこだ

わった商品の開発に努めており、

お客様から好評をいただいていま

＝商品の紹介＝

新潟県内産の米粉、よもぎ、桑の

葉パウダーなどを使った商品です。

生地とクリームのバランスを楽し

んでいただきたいです。米粉と体

さ
つ
き
駅

Ｊ
Ｒ

北上新田

氏子会館

中之口

幼稚園

長善寺

亀
田
バ
イ
パ
ス

＝商品の紹介＝

近郊農家の方々との顔の見える

付き合いを大切にし、タカツカ農

園のコシヒカリ米粉を使っていま

す。米粉の特徴を も出せたの

がシフォンケーキでした。しっとり、

もちもち感が特徴です。今後は

クッキーも商品化したいです。

＝商品の紹介＝

新潟に貢献したい気持ちで素材を

探していたら米粉と出会い、米粉と

小麦粉２種類を１／3ずつブレンドし

て生地にしています。米粉の魅力で

あるモチッとした食感を味わってもら

いたいです。今後はしっとりとした

ケーキドーナツに挑戦したいです。

姥ヶ山 ＩＣ

東新潟病院

桜が丘小山潟中

新潟しんきん

新潟駅

新潟バイパス

新潟中央

自動車学校

原信

弁天ＩＣ

事業創造

大学院大学

紫竹山小

ドンキホーテ

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

　

新発田市豊町１丁目２－１４

胎内市夏井１１９１－３

０２５４－２２－５６６４

　６：００　～　１９：００

　７：３０　～　２１：００　（売店）

　（休：正月・お盆の３日間）

　（年中無休）

16.ゆりの会企業組合 米粉食パン（テンペ、ゴマ、よもぎ）

調理パン（カレー、揚げあんぱん）

村上市九日市８０９

０２５４－４８－２２１１ ０２５４－６６－８１７１

８：１５　～　１７：１５　（野菜市）

（休：年末年始（12/30頃～1/3））

http://www.royal-tainai.jp　

14.ボン・タケダ ライブレ、グルテンレス米粉
パン（ニューライブレ）

15.ロイヤル胎内パークホテル 米粉パン、ショコラ胎内、リオレ

13.H.Bパントリー 米粉のスイートブレット
米粉のクロワッサン　ほか

新潟市中央区米山4-17-17
ヴィラ平成１Ｆ

０２５－２４８－３７１９

８：００～１８：００（休：日曜）

＝商品の紹介＝

平成４年３月に全国で初めて米粉

パンの販売を開始しました。普通

小麦粉に近づけようと努力しまし

たが、米粉の個性をいかした製品

を作ることとしました。グルテン無

添加で名実ともに米粉１００％の

パンがアレルギー・アトピーの

方々に好評をいただいています。

＝商品の紹介＝

小麦粉の代替品ではない新しいス

イーツを作ろうと考え、「ショコラ胎

内」と「リオレ」を作りました。「ショ

す。ハーブとのマッチングもポイン

トが高いようです。

んでいただきたいです。米粉と体

に良い食材との組み合わせという

ことでリピーターも多いです。

＝商品の紹介＝

もちもちした食感の良さと、米の消

費拡大の観点から商品化しました。

米粉パンブームもあって、 初は

Ｒ
信
越
線

中之口中

新発田駅

新発田高校 農政事務所

新発田庁舎

２ 胎内川 国羽

道の駅 穂波の里

＝商品の紹介＝

米粉を使ったところ、ふんわり・しっ

とりとしたパンが出来上がり、お客

様からも喜ばれています。これから

もどんどん米粉を使ってヘルシーな

パンを作り、「これが米粉なの？」と

思われるパンを作っていきたいです。

日本海不動産

南口

新潟駅

長谷川写真館

けやき通り

笹出線

紫鳥線なんじゃ村

紫竹山小

－８－

コラ胎内」は一年を通じて売れ行

きが好調で、「リオレ」はリピーター

のお客さんが多いです。

興味本位で購入されていましたが、

今はリピーターのお客さんが多い

です。

９
０
号
線

胎内スキー場

ビール園

国
道
７
号

越
本
線 ＪＡかみはやし



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

19.サン・フォーレット 米粉食パン、米粉あんぱん
ラスク 20.ビアンポポロ 蜜コシヒカリロール、米米clum

http://www.sunforet.com/

三条市石上２－１５－７

阿賀野市保田３３１８－１

０２５６－３６－２１３４

９：００～２１：００（休：月曜）

18.有限会社ケン・リッチ
天然酵母のこしひかりパン
グルテンフリー米粉パン

三条市東本成寺３０２－１

キャラメルバーム米粉仕立て

０２５６－３８－４１００ ０２５６－３６－０３３０

７：００～１９：００　（休：火曜） １０：００～２０：００　（休：水曜）

http://www.c-sweets.com/ http://www.kenrich.jp/index.html

http://www.bienspopolo.com/

三条市北入蔵２－１８－２５

０２５０－６８－５３７０

１０：００～１９：００（休：月曜）

17.菓子工房 カンパーニュ

＝商品の紹介＝

地産地消と食の安心安全をコンセ

プトに天然酵母でこしひかりパンを

作りました。日本全国の小麦アレ

ルギーのお客様に、小麦のパンに

近いと大変喜んで頂いております。

通信販売も行っています。

＝商品の紹介＝

新潟のおいしいコシヒカリを使用し

た食パンとあんパンは、もちもち感

と腹持ちの良さが好評です。食パ

ンはトーストすると表面がカリカリ、

＝商品の紹介＝

蜜コシヒカリロールは小麦粉を一

切使わず、お餅のシートと特産ル・

レクチェを巻いた新潟ならではの

ロールケーキです。米米clumは濃

三条大橋

国道８号

ビデオ１

スバル

ブックバーン

← 長岡

新潟県央工

信
濃
川

三条中央自

動車学校 信
濃
川

国
道
８
号

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー

ふるかわ

歯科医院

Ｎ
１

三
条
市
消
防
署

サントピアワールド

磐越自動車道

コメリ

安田支所

＝商品の紹介＝

新潟といえば米であり、新潟を盛

り上げたい気持ちで商品化しまし

た。キャラメル味にしたことで幅広

い年齢層でお買い求め頂いている

人気商品です。

安田ＩＣ

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］月～土曜　７：００～１８：３０

23.ピーターパンながおか 米粉食パン　ほか３０種類 静御菓（しふぉんけーき）

長岡市宮関４丁目１０－２６

０２５８－５２－２５３１

24.有限会社庄七商店

長岡市滝の下町８－１９

８：００～１９：００（休：日曜）

日曜　　　　７：００～１０：００

三条市鶴田３－３－２０

０２５６－３８－１２６３

三条市東新保６－１０

０２５６－３２－５６４２

９：００～１９：３０（休：月曜） 特に決まっていません

０２５８－２７－６５６８

21.ル・パティシエ マルコ
米粉醤油あんこロール
こしひかりチーズケーキ 22.金子農園（田んぼのぱん屋）

米粉（コシヒカリ１００％）
　※パンとケーキはお休み中です

中はもちもちとして好評です。ラス

クはさくさくして香りが良いです。

ロ ルケ キです。米米clumは濃

厚なチーズブリュレの上に米粉で

作ったスポンジをのせました。

＝商品の紹介＝

「米粉醤油あんこロール」は新潟

県産の米粉、国内産有機大豆の

醤油、砂糖はすべて種子島産の

無漂白の砂糖を使用しています。

これからは焼きものにも米粉を

使っていきたいです。

＝商品の紹介＝

米の良さを見直してもらうため、お

いしさと栄養のある米を粉にして

消費者に伝えたいと思いました。

農園のコシヒカリを１００％使用し、

品質と安全性の高い商品を提供し

ていきたいです。

＝商品の紹介＝

ＪＡからの依頼があり米粉１００％

のパンを開発し、現在は全３０種

類の商品を揃えました。もちもち感

があり腹持ちも良く 特に中高年・

＝商品の紹介＝

米粉の特性を生かした新しい食感

のお菓子として商品化しました。新

潟県産米粉１００％の安心・安全

感から好評をいただいています。

さらにバリエ シ ンを増やし 米

東三条駅
JR信越線

国道２８９号

東三条駅
JR信越線

三条中央自

動車学校

三
条
東
高

コロナ

高福寺

長岡造形大
長

岡

大

橋
原信宮関店

上川西小

原信栃尾店

秋葉ﾄﾝﾈﾙ

－９－

があり腹持ちも良く、特に中高年・

体の不自由な方・小麦アレルギー

の方に喜ばれています。

さらにバリエーションを増やし、米

粉のおいしさをアピールしたいで

す。



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

http://www.bon-ohashi.co.jp/

８：３０～２０：３０（年中無休）

http://gateausenka.jp/

25.ボンオーハシ

27.ロリアン
魚沼市小出島５１３

米粉カステラ、米粉ロールケーキ

８：３０～１８：３０
（休：日曜、月２日不定休）

28.有限会社芳林堂

8:30～19:00(月～土曜）
8:30～18:00(日・祝祭日）
 （休：元日）

米粉パン、お米のロールケーキ

ライスブレッド

魚沼市本町１－１６

０２５８－２９－００８４

各取扱店によりことなります

長岡市大手通２－４－１

０２５８－３３－２６３７

長岡市大島新町2-2-60

０２５－７９２－０２５８０２５－７９２－１８０８

※長岡市内７店舗、新潟市内５店舗、三条市内・
見附市内・小千谷市内各１店舗がございます

26.株式会社美松
    （ガトウ専科 本店）

雪見銀座、白銀（しろがね）サンタ
ほか

＝商品の紹介＝

お米のロールケーキは、小麦粉を

使用しない、米粉１００％使用のお

米のロールケーキです。 マスカル

ポーネチーズを使用した生クリー

ムをたっぷり巻きました。

＝お店紹介＝ ＝お店紹介＝

小麦粉パンとは違う食感や美味し

さを味わってもらいたいです。

今後は菓子パンやダンドイッチを

提供 き 考 す

小出局

国道１７号

魚 魚沼市役所

＝商品の紹介＝

小麦粉パンとは違う食感や美味し

さを味わってもらいたいです。

今後は菓子パンやサンドイッチを

提供 き 考 す

小出局

国道１７号

魚 魚沼市役所

大光

＝商品の紹介＝

グルテンを使用せず、米粉１００％

で作っていることから、小麦アレル

ギーのある方にも喜ばれています。

も も 喉ご が良 を

小出局

大

パンの取扱店
原信、ナルス全店舗で購入できま

す。

ケーキ、焼き菓子の取扱店
原信紫竹山店・関屋店・豊栄店・

新津店・水原店・白根店・五泉店・

宮内店・川崎店・今朝白店・十日

町店・新保店・岩上店・柏崎東店・

新井中川店、ナルス鴨島店

＝商品の紹介＝

雪見銀座は雪景色をイメージした

真っ白な米粉入りスポンジを使用。

白銀サンタは米粉入りの生地で雪

だるまの形をデザインしたソフト

クッキーです。雪国・新潟を代表す

る洋菓子として販売しています。

長岡局

信越本線

大和百貨店

第四

長岡駅

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

魚沼市親柄４９２－１０

31.タワラヤ 米粉ロールケーキ、魚沼サブレ

０２５－７７６－４０７８

魚沼市堀之内４０７８

０２５－７９４－３２８０

http://www.marumiya-net.com/index.html

32.ルージュ ブラン 米粉食パン、米粉プチパン

30.お菓子工房 丸見屋

０２５－７９９－２１１２

魚沼市本町２－８

９：００～１８：３０(月～金曜）
９：００～１８：００(土・日・祝祭日）
（休：月曜）

10:00～19:30  (休：第３月曜日） 9:00～19:00(休：月曜、第３火曜）

南魚沼市五日町２３１４

９：００～２０：００（休：火曜）

http://www.geocities.co.jp/Foodpia/7729/

０２５－７９２－０４１９

29.有限会社甘泉堂 魚沼窯出しかすてら　輝き　こしひかりう米！（クッキー）

提供していきたいと考えています。

＝商品の紹介＝

魚沼産コシヒカリの米粉を使用し、

もち米の粉を粒状にして加えるこ

とにより特色ある食感に仕上げて

います。今後も地元産米粉を原料

にしたお菓子を作っていきたいで

す。

＝商品の紹介＝

魚沼産コシヒカリの米粉を使用し

ており、独特の甘みともちもち感が

好評で、観光客のお土産に喜ば

れています。今後はマドレーヌや

クッキーに米粉を使用していきた

いです。

＝商品の紹介＝

魚沼産コシヒカリの玄米を米粉に

しているため、ぬか層に含まれる

油・栄養分が含まれた米粉パンで

野
川

小出局魚
野
川

魚沼市役所

大光

国道１７号

広神西小

２５２号

和田集落開

発センター

五日町病院

国道１７号

提供していきたいと考えています。
魚
野
川

もちもちして喉ごしが良いと好評を

いただいています。

＝商品の紹介＝

地元魚沼産コシヒカリの米粉を使

用しています。米粉ロールケーキ

は、お客様から“しっとりとしてモチ

越後堀之内駅

ＪＡ北魚沼
堀之内支店

レストラン

－１０－

す。今後はグルテンを使わない米

粉パンを作っていきたいです。 五十嵐バッティ

ングセンター

モチしている”と言われます。一度

購入されたお客様が、知人に送り

たいからと購入していきます。

セブンイレブン きりんこ
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［電話］ ［電話］
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［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

クロス１０

下島バイパス

ジャスコ十日町店

信濃川

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

35.菓心亭かまだ（新井店）
公園通りの花クッキー、もちもちカ
ステラ、メイプルシフォンケーキ

９：００～２０：００　（年中無休）

33.おかしとおやき　ことう 米粉カステラ「極上の一斤」

南魚沼市西泉田６５－１

０２５－７７３－２６７８

妙高市諏訪町１－３－３１

米粉のロールパン、食パン、
ケーキ、菓子　等

36.ドゥリアン田嶋屋 笹まき｢和」ロール
米粉シフォンケーキ

十
日
町
橋

０２５５－７２－１４８８

34.四季彩館ベジぱーく

妻
有
大
橋

十日町市高山６４５

０２５－７５７－１５４９

８：００～１９：００　（年中無休）

妙高市柳井田町４－１１－１５

０２５５－７０－６０８５

※上越市内に大手町店、子安店、エ
ルマール店があります

http://www.okashinokoto.co.jp/

国道１１７号

10:00～16:00  (休：水曜）

http://www.ja-tokamachi.or.jp/

９：００～２０：００　（年中無休）

http://www.kasintei-kamada.com/

＝商品の紹介＝

お勧めの押し花クッキーは、こだ

わりの地元妙高産（矢代米）コシヒ

カリを使い、ザクッとした食感が特

徴です。妙高産（矢代米）コシヒカ

＝商品の紹介＝

平成１９年５月にＪＡ十日町は「食

農教育プラン」を策定し、十日町産

米を粉にして提供することや、農

産物直売総合施設にパン工房を

設置して米粉パンを製造・販売し

ていくこととしました。現在１５種類

のパンを提供しています。製粉の

受託も受け付けています。

＝商品の紹介＝

常にお客様の目線に立ち、心のこ

もったお菓子を作っています。地

元の米粉を使ったお菓子や、卵ア

レルギーの方には卵を使わないス

十日町駅

国道１８号

新井自動

車学校

国
道

新井消

防署

ワークマン

渋
江

北越銀行

新

国
道
２
９
２
号

＝商品の紹介＝

地域の特産品である魚沼産コシヒカ

リの米粉と、ヨード卵、和三盆糖、天

然蜂蜜１００％を加えて焼き上げたカ

ステラです。お客様からは、小麦粉カ

ステラと違った、しっとりした歯ごたえ

のあるカステラだと喜ばれています。

南魚沼

地域振興局

国道１７号

セーブ
オン

南魚沼市

消防署

魚野川

Ｊ
Ｒ

ＪＡ十日町本店

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

37.もちや菓子舗 米粉バターシフォン

妙高市大字関川６３７－２

http://www.riz-riz.jp/

http://www14.ocn.ne.jp/~mochiya/

８：００～１９：００　（休：日曜）

０２５５－８６－２２６０

38.シャンピニオン  米粉のナン、妙高クッキー　ほか

40.旬菜交流館あるるん畑

１０：００～１９：００　（毎日営業）

とみおかロール、お米のフィナン
シェ、お米焼き菓子各種

米粉、米粉パン、クッキー、米麺

妙高市大字田口９３０－５４

０２５５－８６－４４７８

１０：００～１８：３０（休：日曜）

上越市富岡３５２５

http://www.ja-ej.com/arurun/index.html

上越市大道福田１３５－１

０２５－５２５－１１８３０２５－５２２－２３００

９：００～１９：００　（休：火曜）

39.パティスリー　リ・リ

リ１００％使用したシフォンケーキ

やもちもちカステラなどもあります。

＝商品の紹介＝

つくる人（生産者）と食べる人（消

費者）のふれあいを大切にした地

産地消の拠点です。生産者が自

分 作 た米粉 米粉パ 米粉

関
川

上
越
警
察

リージョンプラザ上越

＝商品の紹介＝

新潟産の米粉を使った商品を作っ

ています。「米粉のナン」はカレー

やシチューに合うと好評です。妙

高クッキーは地元妙高産米を使用

しています。各種米粉パンも揃え

ています。

レルギ の方には卵を使わないス

ポンジケーキを作り、大変喜ばれ

ています。

＝商品の紹介＝

創業５０年の和洋菓子店。黄身餡

入りかすてら饅頭「初霜」や北海

道小豆の「きんつば」も好評です。

「米粉バターシフォン」は新潟県産

コシヒカリを使用しており、妙高市

の「あっぱれ逸品認定品」に選ば

れています。

＝商品の紹介＝

米どころ新潟にちなみ、上越富岡

産の米「こしいぶき」の米粉を使っ

たケーキや焼き菓子を多数取り揃 Ｊ‐ＭＡＸ

北陸自動車道

ジャスコ上越店

国
道

新井ショッピ

ングセンター

道
２
９
２
号

妙高高

原中
県立妙高病院

国
道
１
８
号

妙高高

原支所

第一保育園
江
川

井
駅

第一スーパー

妙
高
高
原
駅

国
道
１
８
号

妙高高原北小

わかば

保育園

上越総

Ｒ
信
越
線

妙
高
ホ
テ
ル

妙
高
高
原
駅

－１１－

分で作った米粉、米粉パン、米粉

クッキーを提供しています。製粉

の受託も受け付けています。
北陸自動車道

署えております。小麦粉とはまた違っ

た風味・食感を是非ご賞味ください。

道
１
８
号

上越総

合病院



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［fax］

０２５９－６３－３５３８

五泉市上野７７９番地

０９０－５３１３－８６６４０２５９－５７－２２８８

http://www12.ocn.ne.jp/~dolce_o/index.html

８：００～２０：００（休：不定休）

42.佐渡農業協同組合 マイマイパン　ほか

佐渡市千種７７

佐渡市河原田諏訪町１８２－８

見附市南本町２－９－３３

０２５８－６２－５０１０

０２５０－５８－６０２０

44.ベジタブルズ 米粉ケーキ、クッキー、スコーン

41.ドルチェ小川 米粉パン（食パン）

43.株式会社プチドール
古代米米（マイマイ）ロール
古代米ラスク　ほか

９：００～１９：３０（休：元日のみ）８：３０～２０：００

＝商品の紹介＝

新潟米１００％の米粉食パンを提

供しています。お米特有のもちも

ち・しっとり感が好評です。お米の

特性をいかした商品を作っていき

たいです。

※道の駅「ネーブルみつけ」でも販

売しています。

＝商品の紹介＝

佐渡産のコシヒカリと古代米を使

用しています。ロールケーキは素

朴で香ばしい中にコクのある甘さ

が広がります。ラスクは黒米がい

かされモチモチとした食感が好評

で リピーターも多いです またシ

＝商品の紹介＝

佐渡米コシヒカリ１００％を原料にし、

美味しいお米の産地として米粉パ

ンの販売を始めました。食パン、菓

子パンを中心に販売を行っていま

す。添加物を加えていない健康食

品なので固定客も多いです。

３５０号

河原田小

佐
和
田
局

佐渡高

国
道
３
５
０
号

佐渡市役所

佐渡総合病院

金井小

金井中

北越 第四

見附小

棚織神社

県
道
８
号

原信

見
附
市
役
所

大光

＝商品の紹介＝

農家という立場から米の消費拡大

につながり、子供たちが安心して

食べられるおやつを作りたいと思

いました 自家産野菜を使い保存

【商品の注文方法】

FAXか電話にて承ります。

ご注文を頂いてから４８時間

以内に折り返し電話にて確

認の上、製作・発送となりま

す。
※なお、お菓子は旧村松町「さく

らんど温泉」駐車場内 農産物直

Ａコープ金井店

        ※ 記載記事、写真等の無断掲載はご遠慮願います。

で、リピ タ も多いです。またシ

フォンケーキはしっとりした食感が

うけています。
佐和田海水浴場

いました。自家産野菜を使い保存

料などは使用しないシンプルな材

料による手作りお菓子です。

らんど温泉」駐車場内 農産物直

売所「よりね家」【通年】 にてお

買い求めいただけます。

－１２－



平成２２年１月１５日現在

新潟県米粉食品販売店マップ
＝ 米粉・麺 編 ＝

米どころ新潟は米粉の王国！
北から南まで米粉の食品がこんなにたくさん！

もっちり、しこしこ感なラーメンやパスタを召し上がれ！

（注）

北陸農政局新潟農政事務所
○食糧部消費流通課 新潟市中央区船場町２－３４３５－１ ０２５－２２８－５２１３

○地域第一課 長岡市古正寺町字中割５１－３ ０２５８－２７－２０１１

○地域第二課 新発田市豊町２－６－２６ ０２５４－２２－４１０１

○地域第三課 燕市井土巻４－９７－１ ０２５６－６１－６０１３

○地域第四課 上越市東雲町２－６－１ ０２５－５４３－４５７４

○地域第 課 魚沼市青島

お問い合わせ先

掲載の取扱い店は、新潟農政事務所による取材に

応じていただいたお店です。（順不同）

取扱い商品の詳細や食物アレルギー等に関しては、

各販売店へ直接お問い合わせください。

－１３－

○地域第五課 魚沼市青島６３４－５ ０２５－７９２－８２１１



1.ＪＡ全農にいがた（米粉）

2.㈱新潟ケンベイ（米粉）

3.レストラン七彩（麺各種）

4.丸榮製粉㈱（米粉麺）

5.まつや㈱（米粉・ラーメン）

6.麺匠 高野（うどん）

7.坂井製粉製麺㈲（麺各種）

8.新潟せんべい王国（米粉麺）

9.新潟らー麺（ラーメン）

10.ときめきラーメン万代島

・らーめん 一（ラーメン）

・麺屋かるび亭（ラーメン）

・伝昔中華そば 港（ラーメン）

・麺屋 道楽（ラーメン）

11.バターフィールド（パスタ）

12.アー・アッラ・ゼータ（パスタ）

13.ノラ・クチーナ（パスタ）

14.ＳＰＳ（パスタ）

15.㈱齋藤製粉（米粉）

16.㈲古山製麺所（ラーメン）

17.新潟製粉㈱（米粉）

18.㈱小国製麺（麺各種）

19.みゆき庵（米粉麺）

20.南都屋（米粉麺）

（注）

23.越後製菓㈱（麺各種）

24.アー・アッラ・ゼータ（パスタ）

25.㈱まるや君が代（麺各種）

26･あづまや本店（ラーメン）

27.味乃家 魚野川（そば・パスタ）

28.北魚沼農業協同組合（米粉）

22.たかい食品㈱（米粉）

21.木徳神糧㈱（米粉）

33.妙高製粉㈱（米粉）

30.山徳商店（米粉）

31.ラーメン すい龍（ラーメン）

32.旨一食堂（ラーメン）

掲載の取扱い店は 新潟農政事務所による取材に応じていただいたお店です （順不同）

29.インターウィンドウ㈱（米粉）

36.㈱藤井商店（米粉）

34.㈱自然芋そばライススタジオ
（米粉麺）

35.リラックス（米粉麺）

－１４－

（注） 掲載の取扱い店は、新潟農政事務所による取材に応じていただいたお店です。（順不同）

取扱い商品の詳細や食物アレルギー等に関しては、各販売店へ直接お問い合わせください。



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

3.レストラン七彩（にじ） 米粉ラーメン、米粉パスタ、米粉そうめん

新潟市中央区新光町4-1　県庁１階

０２５－２８２－２５６７

１０：００～１８：００（休：土・日・祝日）

1.JA全農にいがた 米粉ミックス粉、きらゆき（パ
ン用・ケーキ用）

新潟市西区山田2310-15

０２５－２３２－１６２１（生活部）

８：３０～１７：００

http://www.nt.zennoh.or.jp

2.株式会社新潟ケンベイ 新潟のこめ粉

4.丸榮製粉株式会社 麺知人うどん、麺知人そうめん

新潟市江南区亀田工業団地2-3-2

０２５－３８１－１９３２

０２５－３８２－３５１１

新潟市江南区東船場５－１－７

８：３０～１７：２０（休：土・日・祝日）

８：３０～１７：３０（休：第２第４土曜・日曜・祝日）

http://www.kenbei.co.jp/

http://www.maruei-s.co.jp/

＝商品の紹介＝

新潟県産うるち米１００％のこめ粉

を作りました。パンやお菓子はもち

ろん、和洋中さまざまな料理に使

えます。小麦粉に比べて油を吸収

しにくいのでヘルシーに、また、小

麦粉アレルギーの方に対応した食

品作りにお使いいただけます。

＝商品の紹介＝

国内産小麦粉に新潟県産コシヒカ

リを１０％配合しました。コシの強

さとモチモチした食感が好評です。

郵便局の通信販売やスーパーウ

商品の取扱店

・ウオロク全店舗

・マルイ全店舗

・ハピー（奴奈川店）

・新潟駅ＣｏＣｏＬｏ万代

・カトウ食材 （業務用のみ）

アピタ

亀
田
バ
イ
パ

江南警察署

日本海東北

自動車道

＝商品の紹介＝

米粉ミックス粉（１袋２ｋｇ）は、てん

ぷら粉、パン生地、お菓子作りとし

て使える万能粉です。特にパン作り

に適しています。きらゆき（１袋３００

ｇ）にはパン作りに最適な「パン用」、

ケーキ作りに最適な「ケーキ用」が

あります。

商品の取扱店
県内のＪＡ各販売店で販売されて

います。詳しくは各店舗へお問い

合わせください。

また、インターネット「ＪＡタウン」で

も扱っています。

http://www.ja-

town.com/shop/f/f305070/

＝商品の紹介＝

県のＲ１０プロジェクトをきっかけに、

ラーメン、パスタ、そうめんの順番

でメニューに加えました。パスタは

季節に応じたメニューにし、秋～冬

はアオソを練り込んだクリームパ

信濃川
新潟中央

病院

千
歳
大
橋

日本海

新潟第一高

亀

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

９：３０～１７：００　（年中無休）

 http://senbei-oukoku.jp/

8.新潟せんべい王国米粉入り つけ麺、モロヘイヤうど
ん、パスタ、揚げ麺　ほか

5.まつや株式会社 越の豪麺、もっちもちつけ麺、
介護食、ベビーフード

０２５－３８７－３３２５ ０２５－３６２－００１１

10:00～18:00　（休：土・日・祝祭日） 5:00～15:00　（休：日曜・祝日）

 http://www.niigata-matsuya.com/

９：００～１８：３０（休：日曜・祝日）

０２５－２５９－３００８

開運ばかうけ麺、柿の種かき揚げ

6.麺匠 高野 コシヒカリ米粉入り 匠うどん

新潟市北区葛塚３４９７－１ 新潟市南区下塩俵１０７８－１

7.坂井製粉製麺有限会社

新潟市山木戸２丁目３－９

０２５－２７３－５８１９

新潟市北区新崎2661番地

＝商品の紹介＝

「越の豪麺」は契約栽培米１００％

を使用。白米・玄米・黒米入りの３

種類を用意しました。「もっちもちつ

け麺」は小麦粉に県産米粉をブレ

ンド。「ごっくん粥」は介護施設の人

からも好評をいただいています。

＝商品の紹介＝

美味しいお米の産地として、地元

のお米をいかした商品開発に１９

９５年から取り組んできました。現

在は６種類の米粉麺を開発・販売

しています ２００９年から県内の

＝商品の紹介＝

小麦粉にコシヒカリの米粉を混ぜ、

つなぎに布海苔（海藻）を使いまし

た。コシヒカリの米粉により、モチ

モチとした食感があり、太さを平麺

にしたことで茹で上がりが早く、喉

ごしも良いものとなりました。

＝商品の紹介＝

新潟の食文化の代表である「米」を、

別の切り口から表現した結果、美し

い白さ、モチモチした食感、爽快な

喉ごしの麺が出来上がりました 今

ベイシア

ひらせい

ホームセ

ンター

かなめや

酒店

県
道
４
６

国道８号 新潟バイパス

阿
賀
野

濁川ＩＣ

たわら屋

白根大通店

鈴木建

具店 大通小

安藤自動車

県道３号

新栗ノ木川 新潟東

自動車学校東新潟中

北越製紙

新潟工場

国道８線

至黒崎

郵便局の通信販売やス ウ

オロク、新潟ふるさと村、新潟空港

売店などで販売しています。

江南警察署

亀田局

はアオソを練り込んだクリ ムパ

スタです。お客様からはモチモチし

て美味しいとの声を聞いています。

新潟バイパス

デッキー

４０１

豊
栄
自
動
車
学
校

アミューズメントス

クエアチャンス

亀
田
駅

東署

－１５－

しています。２００９年から県内の

学校給食用としても提供していま

す。

喉ごしの麺が出来上がりました。今

後は、パスタ風、中華風などのメ

ニューを作っていきたいです。

野 濁川中



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

平日１１：００～１６：００
土・日１０：３０～１６：３０
※冬期間は変更があります。

ランチ　　11：30～14：30
ディナー　17：30～22：00
休：月曜、第三火曜

12.アー・アッラ・ゼータ新潟店

新潟市中央区万代島７－１

米粉パスタ

http://www.a-alla-z.jp/

新潟市西区山田3378

０２５－２３２－１１２２

１１：００～２２：００（年中無休）

http://www.butterfields.jp/

米粉パスタ、米粉ピザ

新潟市中央区清五郎１２３

０２５－２３０－３０００

０２５－２８７－３１５０

11.バターフィールド

・らーめん　一：025-249-2625
・麺屋かるび亭：電話なし
・伝昔中華そば　港：025-249-9626
・麺屋　道楽：025-249-5588

10.ときめきラーメン万代島
米粉ラーメン、つけ麺　等
　※店舗によって異なります。9.新潟らー麺 新潟らー麺

新潟市西区山田２３０７

http://www.tokimesse.com/
facilities/09.php

＝商品の紹介＝

米粉の将来性を感じ、米粉３０％の

パスタと米粉５０％のピザを、旬の

食材を使い提供しています。新潟が

「米粉パスタの県」と言われる日が

＝商品の紹介＝

日本の食料自給率アップにつなが

ればと思い、自家製麺による米粉

パスタに挑戦してみました。一過性

のブ ムに終わらせず 米粉パス

＝商品の紹介＝

新潟ふるさと村のバザール館にお

いて米粉らー麺を提供しています。

市内の製麺会社から麺を仕入れ、

お客様からはモチモチ感があって

美味しいと好評をいただいていま

す。

ビッグスワン

鳥屋野潟

信
濃
川

黒崎ＩＣ

新潟

ふるさ

と村

北
陸
自
動
車
道

国
道
８
号 萬代橋

柳都大橋

信濃川

朱鷺メッセ＝商品の紹介＝

ときめきラーメン万代島４店舗で話

し合い、「新潟らしい食材を使った

ラーメンを作りたい」との考えから一

斉に始めました。各店舗それぞれ

特徴のあるメニューを提供していま

す。

黒埼

信濃川

国道８号

佐川急便

１
１
３
号

【ビッグスワン前店】女池ＩＣ

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

　

14.ＳＰＳ 米粉パスタ

０２５－２５５－１１１７

13.ノラ・クチーナ 米粉パスタ

０２５－３８７－５２００

１１：３０～２３：００（年中無休）

米粉（稲穂のかほり、こめの
粉、パン用ミックス粉　等） 16.有限会社古山製麺所

ランチ　   11:30～14:30
ディナー　18:00～22:30
（休：日曜・月曜）

新潟市北区葛塚市場通り3223 新潟市神道寺南２丁目６－８

15.株式会社齋藤製粉 稲穂のかほり（ラーメン）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.menyasan.jp

新発田市本町３丁目６－１８ 新発田市岡田１８０７

０２５４－２２－２９５８ ０２５４－２２－２２２５

８：００～１７：００（休：土・日・祝日） ８：００～１７：００（休：木曜・日曜）

 http://www.noracucina.com/

http://www.ib-
system.co.jp/saito-
seifun/index.htm

来ることを目指して、地元産の食材

を使ったメニューを作っていきます。

のブームに終わらせず、米粉パス

タを新潟から発信していきたいです。

＝商品の紹介＝

食料自給率を引き上げたく、地元の

お米を３０％ブレンドした自家製麺

を提供しています。ほんのりとお米

の香りがし、どんなソースにも良く

合います。今後も米粉の特徴をい

かしたメニューを開発していきます。

＝商品の紹介＝

米粉は難しい食材だと思いますが、

米粉を差別化させず自然に食べ

てもらっています。米の持つふとこ

ろの深さを表現し、米粉を入れた

方が美味しい！と言われるように

進化させた商品を提供したいです。

新潟テルサ

桜木ＩＣ

国道８号 新潟バイパス

鳥屋野総合体育館

紫竹山小

豊栄駅

北区役所

明正寺

豊栄局

＝商品の紹介＝

平成４年に新潟県食品研究所の

アドバイスを受け、これまで小麦

粉でしかできなかった製品を、全

国 初め 米粉 能 しました

＝商品の紹介＝

数年間の試行錯誤を重ね、小麦

粉を使わない米粉ラーメンを完成

させました。小麦粉のラーメンと

違ったもっちり感が好評です 今

新潟西IC

カルチャ

加治川

鳥屋野潟

県立新発

田病院

－１６－

国で初めて米粉で可能にしました。

「稲穂のかほり」のブランド名で発

売しています。

違ったもっちり感が好評です。今

後は何とかして小麦グルテンを使

わない麺を作りたいです。新発田駅

カルチャー

センター
新発田商

業高校

栗山米菓
至五十公野公園

病院



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

 

 

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］
年末年始とランチは日・月・祝が休み

から胎内リゾートガイド→食べるへ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

０２５４－４７－３５１０

胎内市近江新３１９

17.新潟製粉株式会社 米粉ミックス粉、きらゆき（パ
ン用・ケーキ用） 18.株式会社小国製麺 米粉の生パスタ、うどん、

ラーメン、焼きそば

胎内市夏井１１９１－１ 胎内市本町４－１８

０２５４－４８－３８１８

１１：３０～２２：００　（予約に応じて）

８：３０～１７：３０（休：土・日・祝日）  ８:00～17:00　(定休日なし) 

胎内市近江新１１５

０２５４－４７－２１２１

１１：００～１７：００（休：水曜）

19.みゆき庵 たいないめん 20.南都屋 米粉めんの鳥汁（季節限定）

０２５４－４３－２０１６

http://www.nantoya.jp

http://www.oguniseimen.com/

http://www.city.tainai.niigata.jp/

＝商品の紹介＝

米粉ミックス粉は米の新規用途拡

大のため、ＪＡ新潟中央会・ＪＡ全

農にいがたの支援により開発しま

した。米粉を手軽にパンや天ぷら

粉等に利用できます。ドーナツを

揚げるとカリッとして油っぽくなく揚

がります。天ぷらも吸油が少なくて

ヘルシーです。

＝商品の紹介＝

新潟産の食材を使って麺を作りたいと

考えていたところ〈米粉〉と出会いました。

生パスタはゆで時間が１～２分と短く、

お店からは調理しやすく回転が早いと

喜ばれています。ブームに乗るだけで

なく新商品を開発していきたいです。

平
木
田
駅

国
道
７
号

黒川病院

＝商品の紹介＝

米の消費拡大と日本の食料自給率

向上が製品開発のコンセプトです。

野菜の王様であるモロヘイヤを練り

込んだ完全手打ちの中太麺に仕上

＝商品の紹介＝

米麺はのびて食感が変わりやすい

特性があるため、茹でた後冷水で締

めたモロヘイヤ米麺を、温かい鳥汁

として出しています。今は季節限定

国
道
７
号

平
木
田
駅

黒川病院

２
９

胎内川
ビール園

中
条

北越銀行

神田味噌

簡易郵便

７

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

米粉パスタ23.越後製菓株式会社 米粉麺各種 （細麺・太麺・うどん・餃子の皮）

長岡市呉服町１－４－５

24.アー・アッラ・ゼータ長岡店

８：３０～１８：００（休：土・日・祝日）

 長岡市高畑町６６０　S.H.S長岡店３Ｆ

http://www.echigoseika.co.jp/

０２５８－３３－６６６７

１１：００～２１：００　（不定休）

http://www.a-alla-z.jp/

０２５８－３２－２３５８

８：００～１７：００（年中無休）

http://www.kitoku-shinryo.co.jp

０２５０－６１－２４６０ ０２５８－６６－２４８７

22.たかい食品株式会社

８：３０～１７：００（休：土・日・祝日）

阿賀野市勝屋字横道下９１８－１２５ 見附市今町８－７－１

21.木徳神糧株式会社 米粉ファイン こしひかり上新粉、菓子種上新粉

＝商品の紹介＝

日本の食料自給率アップにつなが

ればと思い、自家製麺による米粉パ

スタに挑戦してみました。一過性の

ブームに終わらせず、米粉パスタを

新潟から発信 きます

込んだ完全手打ちの中太麺に仕上

げました。そばアレルギーの方や女

性のお客様から喜ばれています。

＝商品の紹介＝

気流式粉砕・気流乾燥方式に、独

自のノウハウを加えて米デンプン

の細胞の損傷を限りなく少なくする

ことに成功しました。米デンプンの

細胞損傷が少ないので、硬化が遅

く、老化しにくいのが特徴です。

＝商品の紹介＝

和菓子に限定することなく米粉の

多彩な用途を追求し、「こんな商品

を作りたい」というお客様のご要望

に応えるため、地域性や時代性を

取り入れた自社開発製品を提案し

ています。

ですが、米麺の種類が増えれば季

節ごとの料理を考えていきたいです。

高畑南 Ｓ Ｈ Ｓ

高畑簡易

０
号
線

胎内スキー場 駅
７
号
線

国
道
２
９
０
号

国
道
４
６
０
号

♨月岡温泉

♨出湯温泉

上
越
新
幹
線

国
道
８
号

北
陸
自
動
車
道

今町中

今町地区

体育館
今町小

ひ
ら
せ
い

＝商品の紹介＝

弊社は戦後まもなく長岡市で製

麺業を営んだことに始まります。

麺は業務用、学校給食用、イベ

ント用等各種ご要望にお答えして

製造しており、今後は一般消費

者向けの販売も考えています。イ

ベント用としては３０食から受付し
山本五十六

記念館

長岡局

東北電力

ＮＴＴ

長岡呉

服町局

瓢湖

長

岡

東

バ

イ

パ

－１７－

新潟から発信していきます。１００％

地元食材の“長岡パスタ”を作りた

いです。
ＪＡカントリー

エレベーター

Ｓ．Ｈ．Ｓ

長岡保養園

ベント用としては３０食から受付し

ています。今後も新しい食文化の

提案をしていきたいです。

記念館

長岡駅
信越本線

ス



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

魚野川

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

０２５８－４２－２３２６

１０：００～１７：００（休：12/31～1/3）

長岡市脇野町２０１５番地

越後のコシヒカリ仕込み
雪つららそうめん・ひやむぎ

コシヒカリラーメン
コシヒカリつけめん26.あづまや本店25.株式会社まるや君が代

０２５－７９２－０５４６

０２５－７９４－３０１２

１１：００～２１：００　（年中無休）

１１：００～２１：００　（休：不定休）

http://www.kimigayo.co.jp/

魚沼産コシヒカリ米粉

魚沼市中原１７８－５

http://www2.ocn.ne.jp/~uon
ogawa/index.html

魚沼市中原２５８－３

http://www.ja-kitauonuma.com/

魚沼市下島７０－１

８：３０～１７：３０（休：土曜・日曜）

27.味乃家 魚野川 魚沼コシヒカリそば
コシヒカリ米粉ピザ　ほか 28.北魚沼農業協同組合

０２５－７９３－１７７０

＝商品の紹介＝

「小麦粉の旨味をそのままに、米粉

は隠し味」というコンセプトで、コシ

ヒカリの特徴ある粘りを麺のもっち

り感として表現しました（米粉１０％

使用）。弾力感、もっちり感が増して

いて多くの皆様に好まれています。

＝商品の紹介＝

地元魚沼産コシヒカリを原料とし

た麺です。小麦粉に比べると粘り

がないため、食感等思案しながら

作りました。米粉麺に合うスープも

作りました。麺に米の味があり、も

ちっとした食感が好評をいただい

ています。

＝商品の紹介＝

県による魚沼地域米粉プロジェク

ト協議会が立ち上がり、魚沼産コ

シヒカリの米粉を特産品にしようと

活動を進めています。地域で生産

された米を使って地元の食品関連

業者に使っていただけるよう供給

＝商品の紹介＝

県の魚沼地域米粉プロジェクト協

議会に参加し、そば、ピザ、スパ

ゲッティの原料の一部に米粉を使

用しました 今後は米粉パンを

脇野町小

三島中

国道352号

至小出インター
コメリ小出店

JA北魚沼

国道１７号

小出支店

セブンイレブン

堀之内除雪

魚野川

至
南

至
長
岡

丸紅ＧＳ

国道１７号

至小出インター

コメリ小出店

国道１７号

セブンイレブン

本店

魚野川

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］

０２５－７５７－６４４５

11:00～20:30　(休：火曜）

29.インターウィンドウ株式会社 南魚沼産コシヒカリ玄米米粉
南魚沼産こがねもち玄米米粉

十日町市西寺町３－１

南魚沼市六日町１０６－１　ＦＭゆきぐに２Ｆ

32.旨一食堂 コシヒカリラーメン

０２５－７８８－１１９９

９：００～１８：００（休：土・日・祝日）

30.山徳商店

http://www.jupiterlink.info/y
amatoku/index.htm

http://www.interwindow.jp

十日町市八箇巳４９９－１

8:00～19:00　(休：日曜）

米粉（あんぼっこ）

［営業］

０２５－７５２－５５１８

11:00～15:00
17:00～22:00　(休：水曜）

十日町市上山巳１４７８

31.ラーメン すい龍 真手打ちらぁめん（妻有麺）

０２５－７６３－２０７３

＝商品の紹介＝

米の香と食感を求めて麺づくりに

試行錯誤したところ、自ら製粉して

理想の米粉を作り、小麦粉・布海

苔を加えた自家製の手打ち麺を

業者に使っていただけるよう供給

していきたいです。

製粉の受託も受け付けています。

＝商品の紹介＝

米屋を営んでおり、精米過程で出

てくる破砕米の有効活用を考えて

いたところ、地域で特産加工品（あ

んぼ）作りの話があり、当店で粉に

して提供していくことから始まりま

した。家庭でもあんぼや笹団子作

りなどが出来ることから喜ばれて

用しました。今後は米粉パンを

作ったり、玄米を米粉にして商品

を作っていきたいです。

堀之内除雪

ステーション

北堀之内駅

魚
沼
市

岡
市

田沢小

国道１１７号

国
道
３
５
３
号

至
津
南
町

至
小
千
谷
市

ユーモール 十日町市役所

中里支所

十日町駅

卍智泉寺

国道１１７号

クロス１０

六日町

あおき花えん

＝商品の紹介＝

地元南魚沼米の消費拡大・自給率

向上を目指しています。玄米（玄米

米粉）が病気になりにくい体をつくり、

将来を担う子どもたちの教育的な効

果をもたらすと考えています。お客様

からは素材の損傷が少なく美味しい

ものが作れると喜ばれています。

国道１７号

ＦＭゆきぐに

南魚沼市役所

本庁舎

八箇小
国道２５３号

国
道

至
南
魚

＝商品の紹介＝

地元のコシヒカリ米粉を使用した

ラーメンを提供したいと思い、自家

製平打ち麺・コシヒカリラーメンを

商品化しました。平打ちのためお

客様により麺の好みがありますが

十
日
町
市
役
所

－１８－

苔を加えた自家製の手打ち麺を

作りました。 米は産地がわかる

生産者から仕入れています。

下島バイパス JA十日町本店

ジャスコ十日町店

信濃川

道
１
１
７
号

魚
沼
市

客様により麺の好みがありますが、

ほんのりお米の甘さが感じられる

麺と好評をいただいています。



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

36.株式会社藤井商店 藤井のおすすめ新潟産米粉

西蒲原郡弥彦村美山６７４

※商品は「あるるん畑」「新潟三越」なら
びに通信販売にて販売しています。

０２５５－７８－７８００

35.リラックス 上越わーめん

http://www.jinenjosoba.co.jp/

シトギミックスライスフラワー
コシヒカリライスフラワー

http://www.plaza-joetsu.jp/

上越市浦川原区長走８４８

上越市土橋1914-3 上越市市民プラザ１Ｆ

０２５－５９９－２２１９

８：００～１７：００　（休：日曜）

１１：００～１８：００（休：第３水曜） ８：００～１７：３０（休：土・日・祝日）

http://www.fujiishoten.co.jp/

http://park10.wakwak.com/~wadaseifun/

０２５－５２６－２５９１

８：００～１７：０５（休：土・日・祝日）

０２５６－９４－３１８１

34.株式会社自然芋そば
ﾗｲｽｽﾀｼﾞｵ

越のかおり米の麺（細麺）
越のかおり米の麺（平麺）

妙高市大字上四ッ屋１７－１

33.妙高製粉株式会社

＝商品の紹介＝

主食としてのお米の消費が減退す

る中、粉にすることにより用途が広

がり、小麦粉と置き換えられるまで

に技術が進歩しました。（資）和田

商店が中心となり新規用途向け米

粉の新会社「妙高製粉株式会社」を

設立しました。

＝商品の紹介＝

日本を代表するような米麺を作り

たいとの思いで開発しました。また、

日本の食料自給率の向上を図る

ため、米粉商品の普及を積極的に

進めることが必要と考えました。今

後は鍋の具材やスイーツ、パスタ、

フリーズドライスープなどを開発し

ていきたいです。

＝商品の紹介＝

食材は安全性を重視したものを使い、幅

広い年齢層にご利用頂けるカフェ＆ダイニ

ングです。話題の「上越わーめん」は、㈱

自然芋そばライススタジオが、上越産「越

のかほり」を主原料に製造した「米の麺」を

保倉川

国道253号

ナルス

浦川原店

上越市

市民プラザ

関
川

ＪＡえちご上越

本店

新長岡

マツダ

矢
代
川

イチコ

矢代川

水辺公園

大江口土地

改良区

ダ
イ
セ
ル
新
井

ケ
ミ
カ
ル

＝商品の紹介＝

家庭用のホームベーカリーで簡単に焼

けるパン用ミックス粉です。中はモチモ

チ、外はカリッとした食感で、よく噛むと

“ふんわり”と米本来の甘みを楽しめま

す。 吉田駅

吉田消防署
コスモ石油

田中産業使用しています。ラーメンではない、まった

く新しい麺のメニューです。卵、小麦アレル

ギーの方にも食べていただけます。 原信

市民プラザ
す。

※県内外の量販店にて販売いたします。

詳しくは当社へお問い合わせ下さい。 マクドナルド

日石三菱 国道１１６号

ＪＲ越後線
田中産業

       ※ 記載記事、写真等の無断掲載はご遠慮願います。

－１９－



４．”粒々” 畑のキッチンこめっこ（パン）

３．さわや食品株式会社（パン）

６．MK農産香jasmine片（パン）

７．LA・ＰＡＩＮ（洋菓子）
８．清水製パン（パン）

氷見市

高岡市

魚津市 朝日町

２．アグリ１０（パン）

１．（有）古井ファーム（洋菓子）

５．有限会社キングパン（パン）

富山市

南砺市

砺波市

（注） 掲載の取扱い店は、富山農政事務所による取材に応じていただいたお店です。（順不同）

取扱い商品の詳細や食物アレルギー等に関しては、各販売店へ直接お問い合わせください。

また、掲載希望のお店がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

※ 記載記事、写真等の無断掲載はご遠慮願います。

（平成２２年１月１９日現在）
北陸農政局 富山農政事務所

食糧部 消費流通課

℡ (076)441-9318 【内線:274】

noboru_hashimoto
テキストボックス
　　　－20－



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［販売］ ［店休］

［ＨＰ］

米粉パン

南砺市細野２５６

１４：００～１７：００

アップルパイは金曜日のみ販売

１．（有）古井ファーム 2．アグリ１０（ｱｸﾞﾘﾃﾝ）

富山市押上１５

０７６－４２９－１１５８

富山県産コシヒカリ使用
アップルパイ

０７６３－６２－２９００

８：３０～１０：００

フレッシュ佐武（ｽｰﾊﾟｰ） 他

http://homepage2.nifty.com/saw
ayasyokuhinn/

米粉パン3．さわや食品㈱ 米粉パン

氷見市余川８２１－２

4．”粒々” 畑のｷｯﾁﾝ こめっこ

高岡市昭和町３－３－１２

０７６６－５５－２８８１

米粉パンは電話予約が必要です。

０７６６－７４－５１３０

毎週水曜・第４日曜 定休日

営業時間 10：00～16：00

＝商品の紹介＝
パイ独特の「サックリ感」と米粉の

「もっちり」とした食感で美味しいと

好評を得ています。

アルビス大沢野店、サンコー本郷店、

など様々なところで販売されております。

＝商品の紹介＝
自社で生産した米を中心に、野菜・果

樹をたっぷり使ったパンです。米粉

100％の丸パンは、まるでもちを食べて

＝商品の紹介＝
米粉パンの特徴である「もっちり感」が

好評を得ています。

月曜日は【じょうはな座】、木曜日は【Ａ

コープセフレ】など様々なところで販売

されております。

＝商品の紹介＝
米粉パンならではの食感が好まれ、リ

ピーターも多く大変好評を得ています。

また、地元農産物の使用をアピールし

神
通
川

総合運動公園

前里酒店

新成子橋

トナミロイヤル

ゴルフ倶楽部

福居交差点

国道41号県道６９号

県道３５号

新保大橋

県道２８４

県道２９４

西明神社

吉松神社

皆念寺

浄円寺

細野会館

昭和町交差点

片原町交差点

大
JA

圓光寺

国

稲積交差点余川川

県道304号

県道70号国道１５６号

国道８号 GS

千保川

ウイングウイング

能越自動車道

”つぶつぶ”

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［休日］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［休日］ ［営業］

7．LA・PAIN 米っ粉ロール

魚津市経田西町18-26

８：００～１７：００

０７６３－３３－４５８８

米粉パン

営業時間:7:30～最終焼き上げ16:30～売り切れまで

０７６５－３２－８４８５

毎週日・水曜日、祝日

5．有限会社キングパン 6．ＭＫ農産香jasmine片

毎週水曜日、第二・第四日曜日

8．清水製パン 食パン

朝日町金山４０６

０７６５－８２－０５０７

年中無休

０７６５－２２－４３６５

魚津市島尻１６８７砺波市苗加４３４６－１

米粉パン

ア

ッ

プ

ル

ヒ

ル

＝商品の紹介＝
米を上新粉の状態で使用することを前

提に商品開発をされたパンは、「もっち

り」とした食感で好評を得ています。

米粉パンをお求めになる方は、【ヴァ

ローレ】砺波店、戸出店、庄川店で販

売されております。

＝商品の紹介＝
ＭＫ農産の米粉と放し飼いの有精卵を

使ったパン約５０種類。菓子パンや惣

菜パン、フランスパン、デニッシュなど

地元の米と野菜・果物を使用し、季節

限定商品もたくさんある。時間帯によっ

ては売り切れの時も。

いるようです。コーヒー等と一緒に静か

な田園風景の中でお召し上がり下さい。
ているので県生協・農協・各消費者団

体からも注文があります。

北
陸
自
動
車
道

片
貝
小
学
校

魚

津

Ｉ

高岡駅

国

道

１６０

号

氷見北 北部中

県道70号

＝商品の紹介＝
ミラージュ米（魚津産コシヒカリ）100％

を微細粉砕した米粉と稲森ファーム（魚

津市）のさくら卵を使い地元産にこだ

わってつくられた純生ロールです。口の

蜃
気
楼
ロ
ー
ド 道下小

＝商品の紹介＝
地元農家がつくった米粉用品種「ササ

郷」を５０％使用した食パンです。お米

は無農薬で栽培され、消費者の方に

安心して食べていたただけるよう米生

至新潟

ＪＡみな穂 あさ

至
魚
津
駅

至黒部 ８
号
線
バ
イ
パ
ス

ス
ー
パ
ー
農
道

至黒部

北
陸
自
動
車
道

九本杉交差点

北陸自動車道

国道３５９号

苗加東

交差点

シマヤ

東野尻

－２１－

わって くられた純生 ルです。口の

中で溶けていく食感が最高です。また、

竹炭入りロールも販売されております。

産者と共に作り上げたパンです。モッ

チリした食感が味わえます。 県道大家庄上飯
魚
津
駅

道



３． ㈲ シャルドン（パン、洋菓子）

１． ㈱ 明治堂（パン、ピザ）

２． こめこ屋（米粉、パン、麺、洋菓子）

１３． ブレッドハウス エピ（パン）

七尾市

羽咋市

野々市町

（注） 掲載の取扱い店は、北陸農政局による取材に応じていただいたお店です。（順不同）

取扱い商品の詳細や食物アレルギー等に関しては、各販売店へ直接お問い合わせください。

また、掲載希望のお店がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

※ 記載記事、写真等の無断掲載はご遠慮願います。

（平成２２年１月１９日現在）

４． ㈲ 創菓師庵（洋菓子）

５． ㈱ ほくりく製粉（米粉）

６． ㈱ ヤマト醤油味噌（あま酒）

７． ㈲ 茶菓工房 たろう（洋菓子、和菓子）

８． ベンベーカリー（パン）

９． ㈱ メープルハウス（洋菓子）

１０． しあわせお菓子 ふらんどーる（洋菓子）

１１． ㈱ ボストン（洋菓子）

１２． Ｂｅｉｓｈｉｎこめこキッチン（米粉、パン）

１４． 三共フーズ 株式会社（パン）

１７． まままんま工房

㈱ 白山明峰（パン）

１８． 農事組合法人明峰ファーム（米粉）

１９． 長寿庵みのわ（洋菓子）

２０． 元気 源右ェ門（パン）

１５． 根上農業協同組合（洋菓子）

１６． 広見製麺所（麺：うどん）

２１． 川岸ベーカリー（パン）

北陸農政局 食糧部 消費流通課

℡ (076)241 3151 【内線:262】

能美市

小松市

加賀市

金沢市

白山市

－２２－

℡ (076)241-3151 【内線:262】

fax (076)244-2466



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

3.(有)シャルドン 米粉シュークリーム、こしひかりラスク、ブッセ、
クワイシフォン、ロールケーキ 4.(有)創菓師庵 米粉ロールケーキ

羽咋市鶴多町五石高21 バロー羽咋店内 金沢市福久町ホ７－１

０７６７－２２－８６４８ ０７６－２５７－６６５０

９：００～１９：００（休：第４火曜）平日　９：３０～２０：００
日曜　９：００～２０：００
（年中無休）

０７６７－５３－０７１３ ０７６７－５２－２７４７

７:００～１８:００（年始除き無休） １１:００～１７:００

http://www.meijidou.com/ http://komekoya.com/

1.㈱明治堂 米粉コシヒカリ食パン、お米
ピザ等 2.こめこ屋 米粉、米粉カステラ、米粉クッ

キー、米粉ラスク、米粉麺等

七尾市大田町108部13-１ 七尾市松百新町1-19-2

＝商品の紹介＝

米粉ケーキは米粉に保水性があるため

油脂を少なくしてもしっとりしてローカロ

リーです。また、グルテンには膨らませ

る働きと劣化が早くなる働きがあります

が グルテンを使用していないため味が

＝商品の紹介＝

ローソン

福久
サティ

リサイクルショップ

至かほく市

吉野

国道８号線

＝商品の紹介＝

能登赤土米コシヒカリ（旧田鶴浜町産）

にこだわり米粉4割をパン生地に練り込

だ山型の食パンとお米ピザの常時製造

販売を行っています（お米あんぱん・お

米カレーパンについては予約販売になっ

ております）。

また、和倉温泉の朝市でも好評販売中

です。

七尾公設市
能登食彩市場

矢田新町

七 尾 湾

160号
七尾駅

至金沢

七尾駅至

和

倉

温

泉

赤浦踏切

159号

至

金

七 尾 湾

＝商品の紹介＝

米粉は石川県産コシヒカリにこだわり自

社工場で製粉しています。また、製法に

研究を重ねた米粉１００％のカステラ、

クッキー、ラスク等を販売するほか、店

内で米粉麺のラーメンを食べることもで

きます（米粉麺の販売もおこなっていま

す）。

小丸

249号

七尾市役

＝商品の紹介＝

シュークリームは、神子原米を使用したクッ

キー生地がちりばめられ米独特の風味あり、

カスタードクリームととてもよい相性で大好評

の商品です。

「滝谷発さざれ石（シュークリーム）」

「能登 咋かりんとう けた かり

羽
咋

羽咋署

能
登
道
路

415号

五石高

中

央

町

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

金沢市二ツ寺町イ６１－１ 金沢市大野町４丁目イ１７０

０７６－２６７－３５８６ ０７６－２６８－１２４８

８：００～１７：００（休：土曜） １０：００～１７：００（休：水曜、第２第４火曜）

5.㈱ほくりく製粉 米粉 6.㈱ヤマト醤油味噌 米粉あま酒（玄米あま酒）

金沢市弥生2-9-15 金沢市金石西３丁目2-43

０７６-２１３－７２３３ ０７６－２６８－４４６７

８：３０～１８：００（休：日曜） ７：００～１８：３０（休：日曜）

http://www.hokurikuseifun.jp/index.html http://www.yamato-soysauce-miso.co.jp

7.茶菓工房たろう　弥生店 米粉どらやき・ショコラ 8.ベンベーカリー 米粉食パン・ベーグル

http://www.sakakobo-taro.com 　　　　　日本海　

が、グルテンを使用していないため味が

かわりにくく日持ちがします。米粉は地

元のもの（石川県産コシヒカリ）を使用し

ているので地産・地消にもなります。

＝商品の紹介＝

玄米の豊富な栄養と添加物を加えてい

ない米糀の甘味のみで、ノンシュガー・ノ

ンアルコール、さらりとしたのどごしと

なっています。子供さんから年配の方ま

でおいしく飲んでいただける健康ドリンク

としてお楽しみ頂けるものです。また、そ

のまま飲むだけでなくアイスやホット、ほ

かの飲物と割ったり、お菓子作りや料理

の材料としていろいろと活用していただ

けるものです。

＝商品の紹介＝

当初、行政の働きかけにより米粉パン

等の原料米粉を製造するようになりまし

た。 日本の米を食べてもらいたい、国

内産一等米を推進したいとの思いが強く

あることから、国産米にこだわっていま

す。国産米であれば生産者の利益につ

ながり消費者にもおいしさと安心を提供

できる。これからも国内産にこだわって

いきます。

＝商品の紹介＝

米粉を使用した食パンの美味しさを伝え

られたと思います。特にシンプルに食べ

たほうが美味しいです。

また、ベーグルも商品化しています。

＝商品の紹介＝

米粉の持つ風合いや特性が和菓子に

は最適と考え、こしひかり米粉を使用し

た「どらやき」を商品化。好評につき、洋

菓子にも取り組みチョコレート味の「米粉

シ も販売 ます

至野町

北國銀行

泉
野
図
書
館 県庁

金沢西署

金石中学校

金石バスターミナル

至金沢東ＩＣ

ココ

福久南
国道８号線

至金沢港

至白山市

犀川

観音堂南

観音堂南
二ツ寺橋

赤土町東

赤土町

稚日野北 稚日野

いしかわ総合ス

ポーツセンター

金城

温泉

済生会

病院

海側環状線

袋畠

大野口

至桂町

いきいき魚
大野町

小学校

金沢港

至からくり記念館

お台場公園

至金

至金沢港

「能登に羽咋かりんとうみつけたこしひかり」

「神子原米こしひかりラスク」「ブッセ」

「純米ロール」「ちりはまなぎさロール」

「お米クワイシフォン」 249号
至金沢

－２３－

ショコラ」も販売しています。

有松 泉野

至横川
金沢駅

至金沢西ＩＣ 北陸自動車道

チューリップ



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

金沢市東力町ニ１７３ 金沢市山科1-3-17

０７６－２９１－４２１３ ０７６－２４３－５７００

１０：００～２３：００（年始除き無休） １０：００～１９：００（休：火曜）

9.㈱メープルハウス 米粉ケーキ(米粉ロール） 10.しあわせお菓子　ふらんどーる 米粉ロールケーキ

０７６－２４２－４７１１

８：００～２０：００（年中無休）

http://www.e-maplehouse.com http://www.ｆrandore.jp

11.㈱ボストン 米粉焼菓子「金沢望郷歌」 12.Ｂｅｉｓｈｉｎこめこキッチン 米粉パン、米粉シュークリーム等

金沢市松島1-1

０７６－２４９－５００５

１０：００～１８：００

金沢市寺町２－２－３

http://www.beishin-i.co.jp/

＝商品の紹介＝

「コシヒカリ和生ロール」は、しっとり・

ふっくらと仕上げるため、米粉を使用、

別立製法です。また、よりきめ細かい生

地・口どけの良さを引き立てるため、低

脂肪生クリームを使用し、あっさりとした

後味に仕上げています。

金沢赤十字病

＝商品の紹介＝

小麦のスポンジがふんわりしているのに

対し米粉スポンジはしっとり、もっちりと

全く違う食感が楽しめることを活かし、新

感覚のケーキを生み出すことを目的とし

ました。スポンジの存在感を活かすため

に、甘さをひかえめ、コクのある生クリー

ムを使用し、中には黒豆と栗を巻き込み

「和」の雰囲気をかもし出し、幅広い年齢

層に対応しています。

＝商品の紹介＝

石川県産コシヒカリの米粉を使用し、

ペースト状にした加賀野菜（五郎島金

時・加賀れんこん・打木赤皮甘栗かぼ

ちゃ等）が練りこまれた焼菓子「金沢望

郷歌」を販売しています 寺町本店

円

光

寺

山側環状線

富樫小

錦丘中・高

至寺町

至有松 南大通り

至小松

犀川

至片町

寺町

５丁目

野町

広小路

寺町３南

山

科

西部市民プール

至野々市

文苑堂書店

ナルックス

至長田

くら寿司

入江３

至

国

道

８

号

線

至

新

神

田

野田専光寺線

東力

＝商品の紹介＝

石川県産にとことんこだわり、精米から製

粉・生地作り・焼き上げまで自社一貫生産の

米粉パンを製造しています。「こめこドッグ」

は、県産米の米粉使用はもちろん、挟み込

むウインナやサラダ菜等も県産を使ってい

ます 種類 米粉パ もあ ぱ

農業

会館北

陸

自

動 北陸朝

至富山

野

田

専

光

寺

線

古府南農業会館前

古府南第２

古府東

古府１

松島南

松島北

国

道

８

号

線

テルメ金沢

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］

０７６－２６９－０６０３

７：３０～１９：００（休：月曜）

13．ブレッドハウス　エピ
米粉パン
（食パン、あんパン、丸パン） 14.三共フーズ　株式会社 蝶屋こしひかりパン

15.根上農業協同組合 米粉ロールカステラ

石川郡野々市町御経塚３－２３７

能美市大成町ロ５１

16.広見製麺所 米粉うどん（元気のひみつ、よもぎ：ゴマ）

白山市鹿島町３１－３

能美市大成町リ４０

０７６－２７８－８２８８

０７６１－５５－１１０４

７：００～１９：００（年始除き無休）

０７６１－５５－０２５４

８：３０～１７：００
（土日祝休み）【要予約】

＝商品の紹介＝

米粉食パンとあんパン、丸パンを販売し

ています。米粉ならではのモチモチの食

感に驚き、はら持ちも栄養もあるので大

変満足したリピーターも増えて、口コミで

も広がりを得ています。また卵、添加物

を使用していないのでアトピーや卵アレ

ルギーの方に是非おすすめです。

郷歌」を販売しています。 寺町本店

以外にＪＲ金沢駅百番街でも常時販売し

ています。

＝商品の紹介＝

＝商品の紹介＝

至野町

丁目広小路

＝商品の紹介＝

平成１４年４月より米粉パンの研究開発

に着手し、当時は県外産を使用していた。

何とか地元産米を利用することが出来

ないかという地元生産者からの声も有り、

地元農協、製粉会社と連携して開発しま

した。販売は、地元のAコープの地元農

産物利用品として販売しています。

至美川ＩＣ

至国道８号線

鹿島スポーツ広場

小松精練

至金沢

＝商品の紹介＝

地元産米の米粉、根上特産加賀丸いも

の個性を活かしたこだわりのロールカス

テラです。

米粉100％の生地はモッチリとソフトに、

丸 もを混ぜ込んだ生ク ムはなめら

寺井駅

至国道 号線

＝商品の紹介＝

地元能美市産のコシヒカリ、丸いもを配

合した、地産地消を目的にしたうどんで

す。栄養価的にも、お米の栄養に、よも

ぎパワー又は、ごまパ－ワが加えられ

寺井駅

大成町

大成町

至金沢

至福井

御経塚北矢木町

至美川
サティ御経塚西

御経塚

サンクス
コメヤ薬局

ローソン

モリワン

ワールド

ヤマト運輸

国道８号線

ます。１０種類以上の米粉パンもあんぱん

のあんは能登大納言、クリームパンの牛乳

まで県産です。その他、久安店と鞍月店で

は２種類の米粉たいやきも販売しています。

倉庫精練

車

道
日本郵政

至福井
至野々市

森戸１

＝販売店＝

・マルエー ３店舗

・県内Ａコープ １５店舗

・新鮮市場大浜店

－２４－

丸いもを混ぜ込んだ生クリームはなめら

かに仕上がっています。 総合文化会館

至国道８号線 たことで、薬膳的な健康食品と言ってよ

いでしょう。 JA根上

至国道８号線



［商品］ ［商品］

［住所］  ［住所］

［電話］  ［電話］

［営業］  ［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］  

 

  

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

http://www.iaca.jp/member059.html

８：００～２０：００（休：月曜）

17.まままんま工房　㈱白山明峰 米粉メロンパン・食パンなど 18.農事組合法人明峰ファーム 米粉

小松市大島町ホ－２９－１小松市日末町い５９－１

19.長寿庵みのわ 米粉ロールケーキ・
シュークリーム

小松市蓑輪町二の１の４

０７６１－４３－０３５１

http://www. is‐ja.jp/komatsushi/aguri.asp

８：３０～１８：００（休：火曜）

０７６１－２４－２４８５

１０：００～１８：００（年始除き無休）

20.元気　源右ェ門 米粉パン（食パン、その他）

小松市今江町９－４６１

０７６１－２１－３１００

０７６１－４４－３１２０

＝商品の紹介＝ ＝商品の紹介＝

＝商品の紹介＝

＝商品の紹介＝

地域で愛情をこめてつっくた米を使用し、

食パン・ロールパン・コッペパン・あんパ

ン・クリームパン・メロンパンなど ８種類

の米粉パンを製造販売しています。現

在、ＪＡ小松市の直売所（左写真）のほ

かＡコープ粟津・今江・国府店で販売し

ております。問屋町２９番地の工房に店

舗を併設し販売を開始しました。

串川

日末東

御幸中

御幸

体育館

村松東

至小松ＩＣ

宮本三郎ふるさと館

＝商品の紹介＝

地域活性化の取り組みとして、米の生

産から米粉への加工まで一貫した作業

体系により自信を持って消費者へ提供

していきたいと考えております。また、当

法人で製粉した米粉を使って㈱白山明

峰で、色々な米粉パンの製造販売を

行っております。
新小松ジャスコ

至能美市至小松IC

＝商品の紹介＝

地元小松市の山間部で育てられた「蛍

米」の米粉を使用したシュークリームと

ロールケーキを販売しています。また、

ロールケーキをカットし、デコレートした

ショ トケ キも新発売しました

粟津駅

＝商品の紹介＝

北陸産コシヒカリの米粉８５％使用した

パンです。素材の持つもっちり感、しっと

り感をお客様に味わっていただけるよう

製法にもこだわっています。今、小松、

能美で移動販売もいたしておりますので

『 』 ク 移動 売車が通 たら

至小松

石川県加南

自動車学校

至寺井

長田南

ダイソー
ＪＲ線

長崎中

小松市民

センター 御館町

駅前

Ｊ

Ｒ

線

［商品］

［住所］

［電話］

［営業］

21.川岸ベーカリー 米粉パン

０７６１－７２－１１４２

８：００～１８：００（休：日曜）

加賀市黒瀬町へ５０

ショートケーキも新発売しました。

JAあぐりでも販売しておりますので是非

お寄りください。
小松南消防署

Aコープ粟津店

『源』マークの移動販売車が通ったら是

非お買い求めください、今後金沢でも販

売の予定です。

至福井

百万石

リゾートレーン

＝商品の紹介＝

米と言えば北陸、その米を生かしたパン

づくりをしていきたいという思いで始めま

した。ロールパン、菓子パンを製造販売

している。菓子パンには、ご飯入りの製

品もあります。

JAグリーン加賀農産物直売所「元気村」

でも販売しております。

至福井

至山中温泉

至大聖寺

至金沢

加賀ホンダ販売

黒瀬町

黒瀬

駅前
至小松

－２５－



8．小麦工房フー （パン）

9．米パン伍平（パン・洋菓子）

1．㈱ アジチファーム 米パン倶楽部（パン・冷凍生地）

2．㈱ 髙橋製粉所（米粉）

3．㈲ ファームビレッジさんさん（パン・洋菓子）

4．美山そば工房木ごころ（洋菓子）

5．㈱ コロンバ（洋菓子）

6．福井パールライス（株）（米粉）

10．手作り工房 フ・クレール（パン）

11．越前「田んぼの天使」有機の会（パン・米粉）

7．ＪＡ花咲ふくい

きららの丘 米ぱん花咲（パン）

福井市

あわら市

坂井市

越前町

越前市

（注）

13．アバンセ乾側（パン・洋菓

掲載の取扱い店は、福井農政事務所による取材に応じていただいたお店です。（順不同）

取扱い商品の詳細や食物アレルギー等に関しては、各販売店へ直接お問い合わせください。

※ 記載記事、写真等の無断掲載はご遠慮願います。

（平成２２年１月１９日現在）

12．とことんお米倶楽部

パン・菓子工房 ＤｅＲｉｚ（パン・洋菓子）

14．リトリートたくら（パン・洋菓子）

16．㈲ 氣ごころや（パン・洋菓子）

15．㈲ 銘菓処 笑福堂 （洋菓子）

敦賀市

若狭町

南越前町

大野市

北陸農政局 福井農政事務所

－２６－

食糧部 消費流通課

℡ (0776)35-3225 【内線:264】

fax (0776)36-1796



［商品］ ［商品］

［住所］

［電話］ ［住所］

［営業］ ［電話］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

０７７６－２９－７６８６

福井市獺ケ口町２４－９０－１

注文販売、各種イベント販売　

http://echizen-konaya.com/

http://www.fv-sansan.com/

０７７６－９０－１８６６

９：００～１７：００

９：００～２１：００（土・日・祝日）

福井市新保町１７－２８

０７７６－５２－３３５４

１.（株）アジチファーム
　　　　　     米パン倶楽部 ２.（株）髙橋製粉所

３.（有）ファームビレッジさんさん
米粉パン
米粉の野菜シフォンケーキ ４.美山そば工房木ごころ

米パン、冷凍米パン生地
ミルク米粉パン､揚げﾊﾟﾝ生地

http://www2.fctv.ne.jp/~yoshimo-/

福井市西開発３－７０１

福井市黒丸町１０－１６－１

９：００～１８：００（平日）

デコメcake,Oh!!米パン、調理
用米粉、パン用米粉、うどん
用米粉、ケーキ菓子用米粉

（休：第２・４土曜、日曜祝日）予約販売と宅配を行っています。

８：００～１７：００（休：水曜）

米粉シフォンケーキ

０７７６－５４－５６８１

＝商品の紹介＝

福井県産ひとめぼれ米粉を使用

した米パンは、もっちりとした食感

で大好評です。「地産地消の仕事

人」と共に地産地消につとめ、地

元の野菜をた ぷりと入れたシ

上新橋
＝商品の紹介＝

米粉のみのプレーンなシフォン

ケーキのほか、そば・よもぎ・かぼ

ちゃを加えた４種類を販売していま

至大野市内

ごっつおさん亭

みやま長寿

そば道場あいくいてえ

若鮎の里

＝商品の紹介＝

美味しいお米との評価を得ている

大野市乾側（いぬいかわ）の米を使

用し、安心して食べていただける

パンを作っています。また、季節に

あった商品展開をしています。（い

ちごジャム、カボチャなどを使った

＝商品の紹介＝

自社が栽培した安心・安全のお米

で米粉パンを自社が作る「お米づ

くり⇒精米⇒製粉⇒製パン」の一

貫した天然酵母でつくる米パンで

す。全国どこへでも天然酵母の冷

凍米パン生地（食パン、ロールパ

＝商品の紹介＝

簡単米粉シリーズのデコメcakeや
oh!!米パン、用途別の米粉各種、

消費者のニーズに合わせた米粉

シリーズを企画展開しています。

商品の取扱店

・喜ね舎（ＪＡ福井市）

・丹生膳野菜（ＪＡ越前丹生）

・ハーツ学園（直売所）

足羽川

商品の取扱店

ホームページ及びスーパー

にてお問い合わせください。

国道４１６号線国

ワイプラザ

福井市

中央卸売市場

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ホームページ］ http://www.fpr.co.jp/

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

越前こしひかり　米ロール

福井市林藤島町１９号３１－１

（休：不定休・月１回）

９：００～２１：００

５.（株）コロンバ 福井県産コシヒカリ使用
米の粉

福井市高木中央２丁目４２０２番地

７.JA花咲ふくいﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ

      きららの丘 米ぱん花咲

１０：００～１7：００

０７７６－７８－５１３３

４月～１１月（休：第３水曜）
１２月～３月（休：毎週水曜）

０７７６－５２－５６０８

あわら市牛山２５－２６

ミニＫＯＭＥワッサン
おさつ食パン

米粉パン

坂井市春江町針原１９-４２-５

８.小麦工房フー

８：００～１８：３０ (休：月曜・第１日曜)

０７７６－５１－２９７９

６.福井パールライス（株）

8：00～16：30（土曜、祝日）

8：30～17：00(平日) (休：日曜)

0７７６－５４－０２０２

＝商品の紹介＝

米粉パンの種類は、絹米パン、よもぎ

小倉あんパン、米パンの３種類です。

米粉パンには、小麦パンにはない「も

ちもち感 がある そ 特徴を生

元の野菜をたっぷりと入れたシ

フォンケーキは、色も鮮やかでリ

ピーターの多い商品です。 至福井市
至池田町

す。原材料は、全て福井市美山地

区（旧美山町）産を使用しています。

鷲

塚
ローソン

春江針原店

三

国

芦

原

線

ＪＡはるえ本店

芦
原
街
道

え

ち

ぜ

ん

鉄

道

春江西小

国道４１６号線

至 福井北 Ｉ．Ｃ
道
８
号
線

ネッツトヨタ

福井 ＧＳ

至

加

賀

市

＝商品の紹介＝

「ミニＫＯＭＥワッサン」は、ひと口サ

イズで食べやすく、もっちり、しっと

り甘みがあり当店一番の人気商品

国

道

８

号

ワ

イ

プ

ラ

ザ

国道３０５

号線

福井国際ＣＣ

福井県

自治会館

経済連

ＧＳ

ＧＳ
すき家

国

道

８

号

線

＝商品の紹介＝

銘柄こしひかりは、福井発祥で

あることを全国に発信したいと

考えています。従来のロール

ケーキにはなかった「しっとり

感」と「自然な甘さ」がケーキ党

以外の人も引き付けています。

北

陸

自

動

車

道

ＪＲ

北

陸

本

線

＝商品の紹介＝

当社の「米の粉」は、県産コシヒカリ

を使用し、パールライスの精米をそ

のまま米粉にしているので、色は白

く・風味が良く、さらに製粉の履歴が

分かるのが特徴です。商品は２５０ｇ、

５００ｇ入りです。なお業務用に１０㎏

入りもご用意しています。

国道４１６号線

至 福井北 Ｉ．Ｃ

国
道
８
号
線

ネッツトヨタ

福井

ワイプラザ

福井市

中央卸売市場

ＧＳ

－２７－

ちもち感」があるので、その特徴を生

かせるような製品を作り、安全で安心

な米粉パンを販売していきたいです。

塚

針

原

駅

春江針原店
ＪＡ福井市

河合支店
福

井

駅

↓

です。「おさつ食パン」は、おさつダ

イズと胡麻の香ばしさが良く合うと

好評です。全商品米粉８０％使用。

号

線
フルーツライン

三国競艇

金津

Ｉ．Ｃ



［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

１０：００～１９：００（休：月曜）

http://okomeclub.org/

０７７６－８２－７９０６

米粉パン､有機米使用こめ粉
有機米使用玄米こめ粉

丹生郡越前町江波８９－５１－１

０７７８－３２－３８０７

米粉パンは土曜日のみ販売

９.米パン伍平 米粉パン、米粉ケーキ

坂井市三国町川崎１１９－２４－１

11.越前「田んぼの天使」有機の会

米粉パン、ドーナツ10.手作り工房　フ・クレール

０７７８－３４－２１２１

12.とことんお米倶楽部
　　　パン・菓子工房　ＤｅＲｉｚ

丹生郡越前町朝日２２

（休：土・日・祝日）

０７７８－４３－０８７９

 注文販売が中心　

米粉パン、ドーナツ、ラスク、
シフォンケーキ、クッキー

越前市粟田部町９-１-９

８：００～１７：００　（休：水曜）

道の駅パークイン

丹生ヶ丘福井総合植物園

プラントピア朝日

越前町役場

＝商品の紹介＝

福井県産米を使用し、米粉パンを

製造販売しています。現在、地元

産の野菜を使用したパンも製造し

ています。もちもちリングは、なた

ね油で揚げ、きな粉を付けて作り

人気商品の一つになっています。

丹生高

国道４１７号線

道の駅パークイン

丹生ヶ丘福井総合植物園

プラントピア朝日

＝商品の紹介＝

福井県産米を使用し、米粉パンを

製造販売しています。現在、地元

産の野菜を使用したパンも製造し

ています。もちもちリングは、なた

ね油で揚げ、きな粉を付けて作り

人気商品の一つになっています。

丹生高

＝商品の紹介＝

地元産のコシヒカリ（減農薬、無農

薬）を使ったパン、お菓子などを製

造販売しています。お米パンは、

地場産の野菜などを使った、和の

商品の取扱店

・ＪＡみどり館（ＪＡ越前たけふ）

・百姓の館 村国店

・百姓の館 南店

・百姓の館 シピィ店

・風ものがたり

・プリズム福井

＝商品の紹介＝

農薬、化学肥料を一切使用しない

有機米１００％を利用した米粉パン

（あんパン、豆乳カスタードクリーム

売

＝商品の紹介＝

自分で栽培したコシヒカリ１００％

の米粉を使用し、現在は３５種類

以上のパンを作っています。

また、シフォンケーキ、スティック

ケーキ、パフケーキ、パウンド

ケーキなど各種米粉ケーキも販

売しています。

商品の取扱店

・Ａコープジェスタ 「イーザ店」

・道の駅 「みくに」

・ユース（株）金津店

・ユース（株）春江店

商品の取扱店

〔米粉パン、米粉〕

・丹生膳野菜（ＪＡ越前丹生）

・みやざきおもいでなファーム

〔米粉〕

・ハーツたけふ

・百姓の館 村国店

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［商品］ ［商品］

［住所］ ［住所］

［電話］ ［電話］

［営業］ ［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

敦賀市昭和町２－２１－３１

０７７０－２２－４７４７

１０：３０～２０：００(金・土と祝日の前日)

http://www.shoufukudou.com

１０：３０～１９：００（休：ほぼ無休）

０７７８－４５－１３１０

０７７０－６２－１２７８

９：００～１７：００（休：水曜）

８：３０～１６：３０

http://r-takura.com/
ネット注文受け付けています。

15.（有）銘菓処 笑福堂 お米の竹炭ロール

南条郡南越前町古木５９-５２

三方上中郡若狭町三宅４４－３０

14.リトリートたくら
米粉シフォンケーキ
米粉パン、米粉ドーナツ

16.（有）氣ごころや 米粉パン、米粉シフォンケーキ

８：００～１７：００（平日）

大野市牛ケ原１０３－２５－１

８：００～１０：００（土・日・祝日）

０７７９－６５－８０７８

13.アバンセ乾側 米粉パン、米粉シフォンケーキ

＝商品の紹介＝

美味しいお米との評価を得ている

大野市乾側（いぬいかわ）の米を使

用し、安心して食べていただける

パンを作っています。また、季節に

あった商品展開をしています。（い

ちごジャム、カボチャなどを使った

商品の取扱店

・ハニー新鮮館おおの

・ハニー新鮮館こぶし通り

・ハニー新鮮館かつやま

・ハニー新鮮館つくし野

・平成大野屋

お惣菜パンが多く、菓子も、和のラ

スク、ココナッツクッキー、シフォン

ケーキなど種類が豊富です。

スーパープリズムマート

・北陸自動車道 北鯖江下りパー

キングエリア(ハイウェイショップ)

＝商品の紹介＝

竹炭入り無添加ケーキ「お米の竹

炭ロール」は、第２回「新しいふく

いの味」県加工食品コンクールに

おいて最優秀賞を受賞しました。

福井県産コシヒカリを使用し、膨

張剤などを使用せず 竹炭を加え

Ｊ

Ｒ

北

陸

本

線

今
庄
駅

今庄 Ｉ．Ｃ
＝商品の紹介＝

地元たくら産の米から作った米粉

を使用したシフォンケーキ・パン・

ドーナツを販売。シフォンケーキは

古代米（黒米・赤米・緑米）を使った

新商品を開発。自然な色合いとそ

れぞれの持つ特性からの味の違い

をお楽しみ下さい。

国

道

３

６

５

号

線

＝商品の紹介＝

原材料にこだわりの安心安全な自

作米を使用し自家製粉した米粉で

パン（カンパーニュ）・シフォンケーキ

を作っています。プレーン、チーズ、

商品の取扱店

・たいしたもん屋 鳥羽店

・たいしたもん屋 野木店

・ＪＡふれあい市場（ＪＡ若狭）

パンなど１２種類）を販売しています。

また、栄養価が高く健康に良い「玄

米こめ粉」も製造販売しています。

敦
賀
駅 Ｊ

Ｒ

敦賀市役所

敦

賀

街
東洋紡

アルプラザ

敦賀

・百姓の館 南店

・百姓の館 シピィ店

至 敦賀 Ｉ．Ｃ

－２８－

張剤などを使用せず、竹炭を加え

た真っ黒な生地は、白い生クリー

ムとの組み合わせがとてもユニー

クな外観にも仕上がっております。

ごま、レーズン、の４種類と季節の

味をお届けしています。若狭町内の

学校給食にも使用して頂いています。

・ハーツ 敦賀店
北

陸

本

線

街

道
東洋紡



みんなで作ろう！！

米粉レシピ集米粉レシピ集

「米粉でどんな料理が作れる
の？」こんな疑問を持っている
方も多いはずです。ここでは身
近な食材で作れるレシピから近な食材で作れるレシピから
ちょっと意外な取り合わせまで、
試してみたくなるようなレシピ
を集めてみました。

米粉バナナケーキ

材料
米粉（小麦粉グルテン未使用） 100ｇ米粉（小麦粉グルテン未使用） 100ｇ
ベーキングパウダー 小さじ１
砂糖 ５０ｇ
卵 ２個
無塩バター ５０ｇ
バナナ １本
レモン １/２個

作り方作り方
①レモンは皮をすりおろし、果汁を絞っておく。
②オーブンを１８０℃で予熱しておく。
③バターは溶かしておく。
④バナナはフォークでつぶすか、包丁でザクザク切っておく。
⑤ボールに卵を割り入れ、砂糖を加え、泡だて器でよく混ぜる。
⑥米粉とベ キングパウダ を合わせ ボ ルに加える⑥米粉とベーキングパウダーを合わせ、ボールに加える。
⑦③のバターに①のレモンを混ぜてから、ボールに加える。
⑧②のバナナを加え、さっと混ぜ、型に入れる。
⑨１８０℃のオーブンで約４０分焼く。

資料提供：森田美美さん（石川県）

－２９－



米粉チーズスフレ

米粉レシピ集

材料
米粉（小麦粉グルテン未使用） ６ｇ
クリームチーズ １２５ｇ
牛乳 ６０ｇ
砂糖 ３０ｇ
卵（Ｌ） １個
無塩バター １０ｇ
レモン（果汁） 大１

ダサラダオイル 少量

作り方
①レモンは、果汁を絞っておく。型に薄くサラダオイルを塗っておく。
②クリームチーズは室温に戻し、卵黄と卵白に分けておく。
③ボールに卵黄を入れ、砂糖１０ｇと米粉を加え、よくすり混ぜる。
④牛乳を加え、火（弱火）にかけクリーム状にする。
⑤火からおろし、チーズとバター、①レモンを加える。
⑥卵白と砂糖２０ｇをしっかり泡立て⑤にさっと混ぜ型に流し入れる。
⑦オーブン１８０℃、湯煎で５０分焼く。

資料提供：森田美美さん（石川県）

米粉蒸しパン 材料（紙コップ１８５～２０５ｍｌ５個）
＝抹茶＝

米粉（小麦粉グルテン未使用） １００ｇ
ベーキングパウダー 小さじ１
砂糖 ５０ｇ
卵 １個
牛乳 １００ｃｃ
サラダオイル 小さじ１
抹茶 小さじ１
チョコチップ 適宜

作り方
①米粉、抹茶、ベーキングパウダーをよく混ぜる。①米粉、抹茶、ベ キングパウダ をよく混ぜる。

②ボールに卵、牛乳とサラダオイルを混ぜ、砂糖と①の粉類を加え、よくすり
混ぜる。
③型かカップに流し込み、チョコチップをトッピング。
④蒸気の上がった蒸し器に入れ、強火で１０～１２分蒸す。

資料提供：森田美美さん（石川県）

－３０－



米粉倶楽部発足のお知らせ
（推進パートナー募集）

農林水産省で実施している食料自給率向上に向けたキャン
ペーン「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」の取り組みの一環とし
て、米粉の消費拡大を目指し「米粉倶楽部」を１０月に発足し
ました。詳細は、こちらのウェブサイトへアクセスしてください。
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｓｙｏｋｕｒｙｏ．ｊｐ／ｋｏｍｅｋｏ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ

☆冊子についての問い合わせ先
北陸農政局食糧部食糧調整課
金沢市野町３丁目１－２３
ＴＥＬ076－241－3151（代）

☆米粉倶楽部についての問い合わせ先☆米粉倶楽部についての問い合わせ先
北陸農政局企画調整室
金沢市広坂２丁目２番６０号
広坂合同庁舎
ＴＥＬ076-232-4206（直）
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