
住所 電話番号 取扱品

北海道
シロクマ北海食品れもんベー
カリー

札幌市豊平区西岡3条1丁目 011-836-6080 米粉パン

北海道 ＇有（パウダーミリング
札幌市中央区单22条西9丁目
2-5-602

011-303-9088 米粉、米粉麺

北海道 株式会社日糧製パン
札幌市豊平区月寒東１条１８
丁目5-1

011-851-8488 米粉パン

北海道
株式会社あきもり＇茶遼あきも
り（

札幌市中央区单２条８丁目
11-1-232

011-233-2773 皮に米粉を使った餃子

北海道 ＇株（加藤粉体技術研究所 小樽市銭函3丁目522番地4 0134-61-2520 各種米粉加工食品

北海道 喫茶店　游心菴 小樽市堺町3-19 0134-33-8010
米粉洋菓子、その他＇ぜんざ
い、ｱｲｽｸﾘｰﾑ（

北海道 ＇有（六美 小樽市緑1丁目2番12号 0134-22-2697 米粉洋菓子

北海道 ＇株（オーエスケー食品 函館市旫町2番9号 0138-27-5330 米粉めん、米粉

北海道 トロイカ洋菓子店 函館市港町1-23-12 0138-42-2434 米粉洋菓子

北海道 ドゥアンジュ 函館市美原3丁目51番1号 0138-46-3266 米粉パン

北海道 パン・ケーキの店モンパリ 岩見沢市2条西2丁目3 0126-24-2840 米粉洋菓子

北海道 オムライス屋さん　喫茶タッチ 岩見沢市春日町1-2-4 0126-22-9671 その他＇ﾔｰｺﾝ+米粉のピタパン（

北海道 岩見沢米粉事業推進協議会
岩見沢市桜木1条1丁目＇JAい
わみざわ（

0126-22-6924 米粉

北海道 パン工房　すぎうら 美唄市東4条单4丁目4-10 0126-64-2089 米粉パン

北海道 ケーキと銘菓の店　ヤマシタ 美唄市東2条单1丁目 0126-63-2675 米粉洋菓子

北海道 菓子司　かいや
美唄市大通り東1条北3丁目1-
3

0126-63-2963
米粉洋菓子、その他＇まんじゅ
う（

北海道 ＇有（角屋 美唄市西2条北1丁目2-3 0126-62-7321 米粉麺

北海道 体験工房　よーいDON 美唄市進徳町2区 0126-62-6236 米粉・加工体験

北海道 水上農園＇つくしんぼう（ 夕張郡栗山町字富士560番地 0123-73-4528
米粉洋菓子(札幌市内西友4店
舗でも販売（

北海道 单幌町農業協同組合
空知郡单幌町栄町1丁目4番7
号

011-378-2400
米粉＇パン・ケーキ用ミックス
粉（、米粉パン

北海道
JAきたそらち女性部多度志支
部加工部会「こまめ会」

深川市多度志町1780番地 0164-27-2229 米粉洋菓子

北海道 ケーキの店　ボーダ 深川市4条3番1号 0164-22-4560 米粉洋菓子

北海道
イルムの郷 アグリ工房まあ
ぶ

深川市音江町音江600 0164-26-3333 米粉洋菓子

北海道 焼きたてのパン　プドウル 深川市西町４番１６号 0164-23-0008 黒米製品＇パン、シフォン（

北海道 まるみ食品合同会社 深川市納内町５０８２番地 090-9435-5516 米粉の焼きドーナツ

北海道 り・ふぁりーぬ
滝川市江部乙町西12丁目14
番9号

0125-75-6431
米粉洋菓子(道の駅、注文販売
等（

北海道 ＇株（三星 苫小牧市糸井141番地 0144-74-5221 米粉パン

北海道 クラム 登別市片倉町4丁目3-1 0143-88-3308 米粉パン
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住所 電話番号 取扱品企業名・店名

北海道 木村米穀店 勇払郡厚真町京町30番地 01452-7-2423 米粉洋菓子

北海道 華くらぶ 旫川市東鷹栖3線17号 0166-57-2708 米粉洋菓子

北海道 菓誌の森 旫川市錦町14丁目ｳｴﾉﾊｲﾂ1F 0166-51-8866 米粉洋菓子

北海道 ぱん工房　メルヘン 上川郡東川町東7号北3番地 0166-82-4733 米粉パン

北海道
POIRE ゝ 月 庵 ＇ て ん げ つ あ
ん（

上川郡東川町单町1丁目 0166-82-3004 米粉洋菓子

北海道 旫川製麺＇株（ 上川郡東川町西町6丁目2-1 0166-82-3545 米粉めん

北海道 パン工房　ポコ・ア・ポコ 上川郡東神楽町東2線20号 0166-83-3465
米粉パン、米粉洋菓子(注文販
売（

北海道
ギャラリーかたるべプラス｢森
のぱんやさん」

上川郡当麻町5条東3丁目7-
25

0166-58-8070 米粉パン

北海道 矢内菓子舗 上川郡下川町錦町81 01655-4-2113 米粉パン

北海道 米夢館
網走郡美幌町字鳥里4丁目1-
1

01527-3-5318 米粉洋菓子、その他＇餅菓子（

北海道 鉄板焼　うそ屋
斜里郡小清水町字小清水647
番地

0152-62-3559 お好み焼き

青森 ＇株（オーエスケー・高橋商店 青森市本町2-11-8 017-776-5624 米粉麺

青森 ザ・あっぱ～ズ
東津軽郡今別町大字大川平
字村元246-3

0174-35-3359 米粉麺

青森 風のファクトリー
東津軽郡外ヶ浜町字蟹田桂渕
1-3

0174-31-1112 米粉パン

青森
「道の駅」浅虫温泉　ゆ～さ浅
虫、ゆ～さ市場

青森市浅虫字螢谷341-19 017-737-5151 米粉麺、米粉洋菓子

青森 一野辺製パン＇株（ 八戸市城下3-1-5 0178-43-6178 米粉パン

青森 ＇株（大竹菓子舗 十和田市東一番町７-28 0176-22-4715 米粉洋菓子

青森 ＇株（御菓子のみやきん 上北郡七戸町字七戸329-1 0176-62-5100 米粉洋菓子

青森 金木観光物産館「マディニー」
五所川原市金木町朝日山
195-2

0173-54-1155 米粉麺、その他＇玄米粉（

青森
「道の駅」つるた　「鶴の里ある
じゃ」

北津軽郡鶴田町大字境字里
見176-1

0173-22-5656
米粉パン、米粉洋菓子、その他
＇ピザ（

青森
ベーカーショップ　パンロワー
ル

弘前市大字新町149 0172-33-5680 米粉パン、米粉洋菓子

青森
道の駅「ひろさき」　サンフェス
タいしかわ

弘前市大字石川字泉田62-1 0172-92-3366 米粉パン

青森 青森県観光物産館「アスパム」 青森市安方1-1-40 017-734-4550 米粉洋菓子、米粉

青森
＇株（ラグノオささき・青森空港
店

青森市大谷字小谷1-5 017-739-9888 米粉洋菓子

青森 ＇株（ラグノオささき　SAKI 弘前市百石町9 0172-33-2122 米粉パン

青森 デザートショップ 弘前市宮川3-17-1 0172-37-0188 米粉洋菓子

青森 デザートハウス 弘前市早稲田3-10-3 0172-29-2261 米粉洋菓子

青森 ペリゴール
弘前市表町２-11＇駅ビル　ア
プリーズ１Ｆ)

0172-37-1233 米粉洋菓子

青森
農産物直売所　野市里＇のい
ちご（

弘前市大字宮地字川添77-4 0172-82-1055 米粉麺

青森
食生活応援隊　パン・ド・カン
パニュー

弘前市青山2-1-1 0172-34-5996 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

青森 ＇有（清野製粉 弘前市小比内2-9-9 0172-27-6590 米粉

青森 ＇株（舘山 青森市問屋町1-3-15 017-728-4806 米粉

青森 道の駅とわだ　「とわだぴあ」
十和田市大字伝法寺字平窪
37-2

0176-28-3790 米粉パン

青森 ル・シュクル 弘前市大字早稲田4-3-4 0172-28-8668 米粉洋菓子

青森 宮野菓子店 弘前市松森96 0172-32-0092 米粉洋菓子

青森 ポニードール
青森市松原2-9-2＇青森県民
生協あじさい館内（

017-774-7381 米粉パン

青森 ブレッズコート
青森市浜田1-14-1＇イトーヨー
カドー青森店内（

017-729-2287 米粉パン

青森 ホルン青森店
青森市新町1-13-2＇さくら野青
森店内（

017-774-0818 米粉パン

青森 ジークフリート松原店 青森市松原2-11-14 017-723-0141 米粉洋菓子

青森 ジークフリート戸山店 青森市戸山荒井39-1 017-741-2020 米粉洋菓子

青森 イートファン 青森市本町4-4-8 017-732-1104 米粉パン

青森
JA津軽みらいパン工房もん・
ぷち

单津軽郡藤崎町大字常盤一
西田11

0172-65-4050 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース東青森店 青森市田屋敷字増田16-2 017-765-7100 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース三内店 青森市三内稲元120-2 017-781-9238 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース筒井店 青森市筒井八ッ橋73－1 017-738-8600 米粉パン

青森
＇株（ユニバースラ・セラ東バイ
パス店

青森市八重田4-2-1 017-737-1890 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース沖館店 青森市沖館1-1-44 017-782-0111 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース根城店 八戸市根城4-10-1 0178-44-7141 米粉パン

青森
＇株（ユニバース八戸ニュータ
ウン店

八戸市北白山台5-1-7 0178-70-1281 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース下長店 八戸市下長4-1-1 0178-28-9345 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース小中野店 八戸市小中野3-24－72 0178-22-5550 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース单類家店 八戸市单類家2-9-5 0178-41-2480 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース東一番町店 十和田市東一番1-60 0176-25-7038 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース五所川原東店 五所川原市唐笠柳藤巻645 0173-38-1300 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース松園町店 三沢市松園町3-5-1 0176-57-1118 米粉パン

青森 ＇株（ユニバース三沢堀口店
三沢市大字三沢字堀口117－
25

0176-50-1155 米粉パン

青森 ＇株（白十字砂糖 弘前市親方町48 0172-32-5656 米粉

青森 奈良農園 五所川原市田川字藪里56 0173-35-5979
米粉パン、米粉麺、米粉洋菓
子、米粉

青森 蟹田駅前市場「ウェル蟹」
東津軽郡外ヶ浜町字上蟹田
34-1

0174-31-1112 米粉洋菓子

岩手 糧玄食品＇株（ 盛岡市上の橋町1-48 019-652-3751 米粉パン、米粉



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

岩手 ベーカリー銀河夢 盛岡市紺屋町7-12 019-625-0979 米粉パン

岩手 岩手県パン工業組合 盛岡市新庄町7-50 019-622-7727 米粉パン、米粉

岩手 ＇株（丸基屋 盛岡市单大通1-12-21 019-653-5777 米粉洋菓子

岩手 (株)オリオンベーカリー 花巻市東宮野目12-4-5 0198-24-0222 米粉パン

岩手 岩手阿部製粉(株（
花巻市石鳥谷町好地3－85－
1

0198-45-4880
米粉麺、米粉、その他＇カステ
ラ（

岩手 夢の里工房はらたい
奥州市江刺区田原字稲荷89-
3

0197-35-0030 米粉パン

岩手 ＇株（黄金製パン 奥州市水沢区字谷地明円47 0197-24-3863 米粉パン

岩手 かな工房＇阿部加奈江（ 八幡平市松尾寄木2-512 0195-78-3002 米粉パン

岩手 菓子工房　三石 山田町川向町15-18 0193-82-1911 米粉パン

岩手 ＇株（小松製菓＇巌手屋（ 二戸市石切所前田41-1 0195-23-4315 その他＇煎餅（

岩手 道の駅「雫石あねっこ」 雫石町橋場坂本118-10 019-692-5577 その他＇ソフトクリーム（

岩手
社会福祉法人花泉さくら会　さ
くら学園

一関市花泉町花泉字阿惣沢
沖131番地

0191-36-1700 米粉パン

岩手 米ぱん屋 滝沢村鵜飼字大緩20－3 019-684-3256 米粉パン

岩手 一野辺製パン＇株（ 二戸郡一戸町一戸字本町38 0195-33-3131 米粉パン

岩手 松月堂ﾌﾞﾘｴ
岩手郡磐手町五日市11-134-
5

0195-62-2421 米粉洋菓子(ロールケーキ)

岩手 白石食品工業＇株（ 盛岡市黒川23-70-1 019-696-2111 米粉パン

岩手 みつ葉のクローバー 遠野市小友町15-7 0198-68-2233 米粉パン

岩手 ラウンド２小岩井 岩手郡滝沢村大釜42-129 019-686-2222 米粉パン

岩手 しずくいし森の粉屋さん 岩手郡雫石町西安庭43-59 019-692-5782 米粉

岩手 ＇株（西和賀産業公社
和賀郡西和賀町川尻40-73-
11

0197-82-2211 米粉

岩手 東日本産業＇株（
紫波郡紫波町犬渕字谷地田
116-7

019-676-4141 米粉

宮城
ベーカリーカフェデリーナ
タワービル店

仙台市青葉区一番町4-6-1
タワービル１F

022-267-5010 米粉パン

宮城 ぷちまるき　ろくえもん 仙台市若林区五橋3-5-48 022-266-7686 米粉洋菓子

宮城 ＇有（ヘルシーハット
仙台市宮城野区小田原1-4-
26

022-292-0355
米粉パン、米粉洋菓子、その他
(肉まん、たいやき)

宮城 パイ&シューすがわら 仙台市宮城野区原町2-4-44 022-256-6287 米粉洋菓子

宮城 ＇有（ケーキハウス　フレーズ 仙台市泉区将監1-7-5 022-372-5374 米粉洋菓子

宮城 しおんボンバイエ 仙台市太白区西中田2-2-2 022-242-2619 米粉洋菓子

宮城 杜のマドンナ 仙台市宮城野区扇町5-2-16 022-290-6427 米粉洋菓子

宮城 工房あえり
亘理郡亘理町字西郷221-1
＇おおくまふれあいｾﾝﾀｰ、Ａｺｰﾌﾟ吉田
駅前店（

0223-34-3756 米粉パン、米粉洋菓子

宮城 がぎゅうベーカリー 角田市角田字田町54-1 0224-61-1777 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

宮城 マルコー食品＇有（
伊具郡丸森町大内字三代河
原90-1

0224-73-3777 米粉麺

宮城
社会福祉法人みんなの輪
わ・は・わ大郷

黒川郡大郷町味明字原下34
味明分場

022-359-9501 米粉パン

宮城 ＇有（イーストファームみやぎ
遠田郡美里町二郷字前谷地
114

0229-58-2105 米粉パン、米粉麺

宮城 工房パルコ 大崎市古川单町3-4-34 0229-21-0355 米粉パン

宮城 農業生産法人＇有（ヒーロー 大崎市古川江合本町3-1-1 0229-23-7970 米粉麺

宮城 平和堂
大崎市古川下中目字小袋35-
1

0229-23-0798 米粉パン

宮城 たじり古代稲生産組合
大崎市田尻大貫字上曲田50-
1

0229-39-0080
米粉、米粉パン、米粉麺、米粉洋菓子、
その他(かりんとう)

宮城 ＇有（菅原商店 加美郡加美町字赤塚10-1 0229-63-2646 米粉

宮城 Bakery Shop　加美パルコ 加美郡加美町字穴畑59-1 0229-63-8130 米粉パン

宮城 本宮製粉製麺所 加美郡加美町百目木1-2-1 022-63-2340 米粉麺

宮城 ＪＡいわでやま
大崎市岩出山上野目字涎池
20

0229-72-0005 米粉麺

宮城 菓匠はんだ 登米市迫町佐沼字西佐沼92 0220-22-2065 米粉パン

宮城 もちっ小屋でん 栗原市一迫真坂本町2 0228-52-2602 米粉洋菓子

宮城
道の駅みなみかた　もっこりの
里パン工房マーマ

登米市单方町新橋石浦150-1 0220-58-3111
米粉パン、米粉洋菓子、その他
(ピザ（

宮城 ＇有（登米ライスサービス 登米市单方町原屋敷31 0220-58-5775 米粉

宮城 ポピンズベーカリー
登米市中田町石森字本町95-
1

0220-34-5403 米粉パン

宮城 米粉パン専門店 栗原市若柳字川北古川13-5 0228-32-2213 米粉パン

宮城 喜久乃屋 栗原市築館薬師3-1-20 0228-22-2357 米粉洋菓子

宮城 さぶん 栗原市栗駒岩ヶ崎六日町109 0228-45-2303 米粉洋菓子

宮城 洋菓子の店モア＆モア
登米市迫町佐沼字八幡1-13-
5

0220-21-1227 米粉洋菓子

宮城 (有)丸大商店
登米市中田町石森字野元
100-1

0220-34-8401 米粉麺

宮城
小花作農園
手づくりパンひまわり

栗原市栗駒猿飛来小花作14
＇JA直売所あやめの里、栗原市立栗
原中央病院（

0228-45-4453 米粉パン

宮城 ふくし工房かつらっぱ 栗原市高清水新桂葉278-2 0228-58-3880 米粉パン

宮城 米っ粉工房まっちゃん 栗原市築館中央1-1-3 0228-54-2276
米粉、米粉パン、その他(たいや
き（

宮城 小泉商事(株) 大崎市古川飯川字十文字33 0229-26-2838 米粉麺

宮城 おおいしや
大崎市田尻沼部字新富岡25-
4

0229-39-0348 米粉洋菓子

宮城 (株)大井川 大崎市田尻字町238 0229-39-0433 米粉

宮城 (有)菓子工房すわや
大崎市鹿島台平渡字西銭神
21

0229-56-3493 米粉洋菓子

宮城 気仙堂 大崎市三本木字北町73 0229-52-2068 米粉洋菓子

宮城 JAみどりの 遠田郡美里町字素山町1 0229-33-2131 米粉



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

秋田 ベルジェ 潟上市天王字追分西2-37 018-873-6646 米粉洋菓子

秋田 (有)平泉菓子本舗 能代市二ツ井町太田面26-5 0185-73-2605 米粉洋菓子

秋田 ＇株（ルーラル大潟
单秋田郡大潟村字北1-3＇代
表（

0185-45-3311 米粉麺

秋田
JAンビニANN・AN＇ジャンビニ
アンアン（

山本郡三種町鹿渡字町後270 0185-87-3002 米粉パン、米粉洋菓子、米粉

秋田 (株（淡路製粉
潟上市昭和乱橋字開上関田
122

018-877-3270 米粉

秋田 きみまち杉ちょくん
能代市二ツ井町小繋湯ノ沢
32-1

0185-73-6610 米粉パン

秋田 ケーキのメルヘン 能代市寿域長根1-1 0185-53-4128 米粉洋菓子

秋田
大潟村あきたこまち生産者協
会

单秋田郡大潟村字西4丁目88
番地

0185-45-2851 米粉麺

秋田
＇有（ライスロッヂ大潟・黒瀬農
舎

单秋田郡大潟村西1-4-7 0185-45-3088 米粉

秋田 松新堂菓子店
潟上市昭和大久保字街道下
37-14

018-877-2631 米粉洋菓子

秋田 ＇株（山田製パン工場 能代市栄町11-3 0185-52-6374 米粉パン

秋田 野の花シフォン 单秋田郡大潟村字西2-4-13 0185-45-2622 米粉洋菓子

秋田 パン工房　ハンド・シップ
单秋田郡井川町北川尻字下
村47

018-874-2929 米粉パン

秋田 (有)田中ファーム 单秋田郡大潟村字西3-2-11 0185-45-2086 米粉

秋田 岩谷製パン＇有（ 大館市花岡町字猫鼻10-6 0186-46-1126 米粉パン

秋田 ワールボンボン(有) 北秋田市花園町1-3＇代表（ 0186-62-2334 米粉洋菓子

秋田 (株（おぐら製粉所 大館市比内町扇田字倉下5-1 0186-55-3090 米粉

秋田 コミュニティー菓子工房KIMIKO 大館市川口字深沢岱79-11 0186-42-5577 米粉洋菓子

秋田 とれたて旪菜館 大館市根下戸新町8-3 0186-49-8833 米粉

秋田 小池製パン 大館市根下戸新町9-25 0186-49-1515 米粉パン

秋田 大正堂
秋田県大館市御成町1丁目
24-1

0186-42-0484 米粉洋菓子

秋田 北秋田名物(株) 北秋田市松葉町3-6 0186-84-8088 米粉洋菓子

秋田 ＇株（くらた 湯沢市黄金原1＇代表（ 0183-73-5185 米粉パン、米粉洋菓子

秋田 (資)佐藤製パン所
湯沢市杉沢字戸石崎112-5
＇代表（

0183-73-2921 米粉パン

秋田 よねや商事(株)
横 手 市 横 手 町 一 の 口 35-8
＇ハッピータウン店（

0182-35-2200 米粉パン

秋田 お菓子のてるい 湯沢市字中野50-1 0183-73-8235 米粉洋菓子

秋田 ＇有（Kotami
横手市平鹿町醍醐字西宮47-1＇代
表（

0182-25-3339
米粉麺、その他＇パスタ、マカロ
ニ（

秋田 (有)稲庭古来堂
湯沢市稲庭町字稲庭258-4
＇代表（

0183-43-2537 米粉麺

秋田 ＇株（メルコレディ
湯沢市吹張二丁目1-28＇代
表（

0183-72-9998 米粉麺

秋田 工房蔵の家
横手市大森町十日町字西二ッ
森4

0182-26-4131 米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

秋田 パン工房かつた 横手市寿町7-20 0182-32-2860 米粉パン

秋田 (資)六郷製パン
仙 北 郡 美 郷 町 六 郷 字 馬 場
155-6

0187-84-0258
米粉パン、その他＇米粉洋菓子
ミックス粉（

秋田 丸藤製パン・グレン 大仙市大曲上栄町10-26 0187-63-4524 米粉洋菓子

秋田 ＇有（いちご 仙北市角館町大風呂2 0187-54-1997 米粉洋菓子

秋田 物産中仙＇株（
大仙市北長野字茶畑98＇代
表（

0187-56-2661 米粉麺

秋田 こめっこ工房　輝楽里
仙北市西木町小渕野字後川
93

0187-47-3003 米粉パン、米粉洋菓子

秋田 米香房　お米でパン！ 仙北市角館町岩瀬39 0187-53-2100 米粉パン

秋田 (有)天然酵母パンアンシャンテ 秋田市御野場新町1-27-17 018-839-5818 米粉パン＇随時（

秋田 ＇有（パンハウス　エンゼル 由利本荘市岩渕下117-2 0184-23-3130 米粉パン

秋田 ＇株（四季菜
秋田市太平八田字和岱58-1
＇代表（

018-838-2570 米粉洋菓子、その他＇プリン（

秋田 パパ・パティシエ 秋田市御野場新町3-4-10 018-839-8883 米粉洋菓子

秋田 旫单高砂堂 秋田市旫单1-18-25＇代表（ 018-823-4021 米粉洋菓子

秋田
スタジオベーカリｰ　クレアシオ
ン

秋田市仁井田本町5-11-2 018-826-0421 その他＇プリン（

秋田 夢菓蔵
秋田市外旫川字小谷地25
グランマート　サンフェスタ店
内

018-868-2323 その他＇プリン（

秋田 (株)たけや製パン
秋田市川尻町字大川反233-
60＇代表（

018-864-3117 米粉パン

秋田 お菓子の郷　ジロー 秋田市御所野下堤2-1-8 0120-358-607 米粉洋菓子

秋田
白神こまち工房
＇＇株（はまなす（

秋田市土崎港相染町字沖谷
地153

018-845-2128 米粉パン、米粉洋菓子

秋田 かぼちゃ 秋田市保戸野鉄砲町9-58 018-865-8570 米粉洋菓子

秋田 ひまわり会
由利本荘市岩谷町字西越36
はーとぽーと大内「ぽぽろっ
こ」内

0184-62-0831 米粉パン、米粉洋菓子

秋田 菓子舗榮太楼 秋田市高陽幸町9－11＇代表（ 018-863-6133 米粉洋菓子

秋田 恵比寿菓子舗 秋田市土崎港中央1-1-2 018-845-0752 米粉洋菓子

秋田 勝月 秋田市保戸通町2-1 018-862-3045 米粉洋菓子

秋田 ぜんげつ堂 秋田市旫北栄町6－23 018-862-5959 米粉洋菓子

秋田 お菓子のかなや 秋田市新屋元町21-24 018-828-5047 米粉洋菓子

秋田 かおる堂
秋田市川尻町大川反170－82
＇代表（

018-864-4500 米粉洋菓子

秋田 光月堂 秋田市中通6-15-13 018-832-3352 米粉洋菓子

秋田 杉山壽山堂 秋田市川尻町大川反233-199 018-823-5185 米粉洋菓子

秋田 ポエム洋菓子店 秋田市八橋鯲沼4-3 018-823-0945 米粉洋菓子

秋田 シュガーキッチン 秋田市広面樋ノ沖17-2 018-831-6041 米粉洋菓子

秋田 スイーツ＆ベーカリー＠metro 秋田市中通７-1-2(トピコ内（ 018-835-4478 米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

秋田 ミルククラブ
由利本荘市鳥海町上笹子字
堺台100＇ほっといん鳥海（ 0184-59-2022

米粉洋菓子
＇10月～5月販売（

秋田 天然温泉ホテルこまち 秋田市卸町1-2-3 018-865-0001 米粉パン、米粉洋菓子

秋田
マックスバリュたかのす店
＇インストアべーカリー（

北秋田市栄字字中綱31-1 0186-62-5393 米粉パン

秋田
マックスバリュ能代北店
＇インストアべーカリー（

能代市落合字砂田71-1 0185-89-4115 米粉パン

秋田
マックスバリュ釈迦内店
＇インストアべーカリー（

大館市釈迦内字稲荷山下294 0186-45-2311 米粉パン

秋田
マックスバリュ大館单店
＇インストアべーカリー（

大館市餌釣字前田200番地 0186-49-8820 米粉パン

秋田
マックスバリュ能代長崎店
＇インストアべーカリー（

能代市字長崎41番地１ 0185-89-2515 米粉パン

秋田
マックスバリュ広面店
＇インストアべーカリー（

秋田市広面字堤敷19 018-834-2828 米粉パン

秋田
マックスバリュ港北店
＇インストアべーカリー（

秋田市土崎湊北7丁目2番20 018-880-5711 米粉パン

秋田
マックスバリュ茨島店
＇インストアべーカリー（

秋田市茨島4丁目3番地18号 018-896-5211 米粉パン

秋田
マックスバリュ琴丘店
＇インストアべーカリー（

山本郡三種町鹿渡字浜村下
131

0185-72-2121 米粉パン

秋田
マックスバリュ男鹿店
＇インストアべーカリー（

男鹿市脇本脇本字石館16番
地

0185-22-2050 米粉パン

秋田
ザビック大曲飯田店
＇インストアべーカリー（

大仙市飯田字屋敷257番地 0187-64-070７ 米粉パン

秋田
マックスバリュ十文字单店
＇インストアべーカリー（

横手市十文字町佐賀会字上
沖田286番地

0182-55-2226 米粉パン

秋田
マックスバリュ刈和野店
＇インストアべーカリー（

大仙市刈和野字沼田12-1 0187-87-0660 米粉パン

秋田
マックスバリュ新雄物川店
＇インストアべーカリー（

横手市雄物川町沼館字佐田
27

0182-22-3211 米粉パン

秋田
マックスバリュ西馬音内店
＇インストアべーカリー（

雄勝郡羽後町字单西馬音内
213

0183-78-7878 米粉パン

秋田
マックスバリュ本荘店
＇インストアべーカリー（

由利本荘市東梵天257 0184-23-3131 米粉パン

秋田
マックスバリュ本荘中央店
＇インストアべーカリー（

由利本荘市岩渕下18 0184-41-2345 米粉パン

秋田
マックスバリュ矢島店
＇インストアべーカリー（

由利本荘市矢島町元町字間
木123

0184-55-2243 米粉パン

秋田
マックスバリュにかほ店
＇インストアべーカリー（

にかほ市平沢字天ヶ町82番地 0184-32-3340 米粉パン

山形
(株)ベーカリー中村屋「中央
店」

米沢市中央3-2-5 0238-21-3833 米粉パン

山形 戸沢村こぶし会 戸沢村大字神田281-20 0233-72-2488 米粉パン

山形
戸沢村こぶし会「とざわ農楽
市」

戸沢村蔵岡3704-20 0233-72-2242 米粉パン

山形
(有)パンハウス庄内「本社工場
店」

鶴岡市播磨字助郷9 0235-25-5378 米粉パン

山形
(有)パンハウス庄内「馬場町
店」

鶴岡市馬場町1-17 0235-24-4868 米粉パン

山形
(有)パンハウス庄内「ＪＡ鶴岡
産直館」

鶴岡市白山西野191 0235-25-6665 米粉パン

山形
(有)パンハウス庄内「ＪＡ鶴岡
産直館 鶴岡駅前店」

鶴岡市日吉町3-3 0235-22-0202 米粉パン

山形
(有)パンハウス庄内「ＪＡ鶴岡
産直こまぎ」

鶴岡市日枝字小真木原88-1 0235-35-0660 米粉パン

山形 かねしげ「八森温泉ゆりんこ」 酒田市麓字緑沢29-8 0234-64-2001 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

山形 かねしげ「海の八百屋店」
酒田市船場町2-5-10＇さかた
海鮮市場内（

0234-26-7070 米粉パン

山形
かねしげ「Ｓ－ＭＡＬＬ(エス
モール（」

鶴岡市錦町2-21 0235-26-2155 米粉パン

山形
かねしげ「为婦の店イーネ駅
前店」

鶴岡市錦町14-3 0235-22-0374 米粉パン

山形 かねしげ「産直ららら」 酒田市升田字前田52-1 0234-64-3200 米粉パン

山形
東平田さくらグループ「産直の
店 ヨッテーネ」

酒田市中町1-14-31 0234-24-8371 米粉パン、米粉洋菓子

山形
東平田さくらグループ「ＪＡ庄内み
どり営農販売部みどり販売課」

酒田市曙町1-1 0234-26-5530 米粉パン、米粉洋菓子

山形
東平田さくらグループ「海の八
百屋店」

酒田市船場町2-5-10＇さかた
海鮮市場内（

0234-26-7070 米粉パン、米粉洋菓子

山形 企業組合米工房
最上町大字若宮字東野201-
10

0233-43-3141 米粉パン

山形
企業組合米工房「もがみ物産
館」

新庄市多門町1-2＇新庄駅ゆ
めりあ内（

0233-28-8886 米粉パン

山形
企業組合米工房「キャン☆ドゥ
店」

新庄市千門町1-33＇100円
ショップ キャン☆ドゥ内（

0233-28-8661 米粉パン

山形
企業組合米工房「県立新庄病
院」

新庄市若葉町12-55＇売店（ 0233-23-4768 米粉パン

山形
企業組合米工房「最上総合支
庁」

新庄市金沢字大道上2034＇売
店（

0233-23-2946 米粉パン

山形
企業組合米工房「ビックフレッ
ク新庄店」

新庄市新町9-21 0233-28-0310 米粉パン

山形 玄米おやつ工房mama's
天童市大字蔵増1005-2＇ﾌｧｰ
ﾑ･ｲﾝ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ内（

023-653-1388 米粉洋菓子

山形 鈴木製麺(株) 天童市大字清池東2-5-11 023-655-5060 米粉麺

山形 (株)全農ライフサポート山形 天童市長岡北4-7-18 023-655-3111 米粉麺

山形 (有)玉谷製麺所「つぉろの舗」 西川町大字睦合甲242 0237-74-2817
米粉麺、その他＇米粉洋菓子ミッ
クス粉（

山形 (有)庄司製麺工場
真室川町大字新町字小林
777-1

0233-62-2760 米粉麺

山形
(有)庄司製麺工場「真室川町
まごころ工房」

真室川町大字平岡894-1 0233-62-2316 米粉麺

山形
(有)庄司製麺工場「真室川駅
森の停車場」

真室川町大字新町131-31 0233-62-3099 米粉麺

山形
(有)庄司製麺工場「もがみ物
産館」

新庄市多門町1-2＇新庄駅ゆ
めりあ内（

0233-28-8886 米粉麺

山形
(有)庄司製麺工場「道の駅尾
花沢」

尾花沢市芦沢1195-1 0237-24-3535 米粉麺

山形
酒田米菓(株)「せんべい工房
瓦坊屋」

酒田市両羽町2-24 0234-22-6822 米粉麺、その他＇玄米しんこ餅（

山形
＇株（パウダーテクノコ－ポレー
ション

東根市大字東根甲5800-1 0237-43-8838 その他＇米粉洋菓子ミックス粉（

山形
農産菓子加工わかば会「あま
るめホッとホーム」

庄内町沢田＇ＪＲ余目駅舎内
売店（

0234-43-3900 米粉洋菓子

山形 ナカムラヤ「みどり町店」 鶴岡市みどり町8-15 0235-25-1987 米粉パン

山形 ナカムラヤ「駅前店」 鶴岡市末広町15-20 0235-24-6252 米粉パン

山形 農事組合法人りぞねっと 真室川町大字新町379 0233-62-4456 米粉麺

山形
農事組合法人りぞねっと「もが
み物産館」

新庄市多門町1-2＇新庄駅ゆ
めりあ内（

0233-28-8886 米粉麺

山形
農事組合法人りぞねっと「真室
川駅森の停車場」

真室川町大字新町131-31 0233-62-3099 米粉麺



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

山形 お米のパン家 村山市本飯田字中島1725-2 0237-58-2887 米粉パン、米粉洋菓子

山形
ＪＡ庄内みどり「Ａコープ庄内各
店」

鶴岡市宝田1-6-52(本社（ 0235-25-4040 米粉麺

山形
ＪＡ庄内みどり「みどりの里山
居館」

酒田市山居町1-3-1 0234-26-6222 米粉

山形 ＪＡ庄内みどり「夢の倶楽」 酒田市山居町1-1-20 0234-24-2233 米粉麺

山形 ＪＡ庄内みどり「めんたま畑」 酒田市飛鳥字堂之後83-3 0234-61-7200 米粉麺

山形
ＪＡ庄内みどり「アイアイひらた
直売所」

酒田市山楯字单山32-4 0234-61-7520 米粉麺

山形
ＪＡ庄内みどり「チェリーランド
さがえ」

寒河江市大字八鍬字川原
919-8

0237-86-3111 米粉麺

山形
ＪＡ庄内たがわ「Ａコープ庄内
各店」

鶴岡市宝田1-6-52(本社（ 0235-25-4040 米粉麺

山形
ＪＡ庄内たがわ「庄内観光物産
館」

鶴岡市布目字中通80-1 0120-79-5111 米粉麺

山形
ＪＡ庄内たがわ「米の粉の滝ド
ライブイン」

鶴岡市上名川字東山11-1 0235-54-6311 米粉麺

山形
ＪＡ庄内たがわ「産直 あさひ・
グー」

鶴岡市下名川字落合183 0235-58-1455 米粉麺

山形
ＪＡ庄内たがわ「四季の里楽々
＇らら（」

鶴岡市藤浪2-93 0235-78-2520 米粉麺

山形 ＪＡ庄内たがわ「夢の倶楽」 酒田市山居町1-1-20 0234-24-2233 米粉麺

山形
エキプ・ド・遊佐「ゆざ街かどサ
ロン」

遊佐町遊佐字单田筋51-7 0234-72-5720 米粉洋菓子

山形 吉田製粉＇株（ 長井市寺泉353-1 0238-88-3001 米粉

山形 山形のお米嵯峨野屋 金山町大字朴山163 0233-52-3770 米粉

山形 (株)おーばん「尾花沢店」 尾花沢市横町1-9-39 0237-22-1503 米粉麺

山形 (株)おーばん「村山店」 東根市温泉町3-14-11 0237-41-1111 米粉麺

山形 (株)おーばん「東根店」 東根市中央西5-20 0237-42-1129 米粉麺

山形 (株)おーばん「北天童店」 天童市乱川3-12-1 023-653-0123 米粉麺

山形 (株)おーばん「单天童店」 天童市東芳賀2-8-1 023-658-0511 米粉パン、米粉麺

山形 (株)おーばん「寒河江店」 寒河江市越井坂町145-3 0237-85-4711 米粉パン、米粉麺

山形 (株)おーばん「山形東店」 山形市五十鈴2-2-25 023-615-1234 米粉麺

山形 (株)おーばん「山辺店」
山辺町大字山辺字中丸1621-
1

023-667-1129 米粉パン、米粉麺

山形 (株)おーばん「山形嶋店」 山形市嶋北2-1-2 023-682-1129 米粉パン、米粉麺

福島 田中製粉＇株（
郡山市富久山町久保田字伊
賀川原100－１

024-932-9276 米粉(パン用ミックス粉)

福島 銀嶺食品(株) 福島市泉字道下16-15 024-557-0341 米粉パン

福島 ＇有（菓匠　清泉堂 福島市单沢又字柳清水19-16 024-557-1758 米粉洋菓子

福島 マザーヤマキ
伊達市梁川町中町30-2
伊達市梁川町東大枝1-2　ＪＡ
伊達みらい直売所コスモス

024-577-6626 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

福島 里山パン工房 ポレット 伊達市霊山町大石字細倉17 024-587-1032 米粉パン

福島
＇財（福島県観光物産交流協
会

福島市三河单町１番20号 024-525-4080 米粉パン

福島 郡山一麺会
郡山市富田町木葉山9-6
事務局：＇株（福福ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

024-961-2970 米粉麺

福島 お菓子の家 アリス 郡山市桜木2-22-6 024-922-3177 米粉洋菓子

福島 パン工房絆 田村市船引町東部台3-266 0247-82-5082 米粉パン

福島 玉木屋本舗 須賀川市大町302 0248-73-2393 米粉洋菓子

福島 田園の米パン屋 須賀川市矢沢字杉菜池下77 0248-65-2591 米粉パン、米粉洋菓子

福島 坂本屋総本店
白河市東釜子字本町89  ふれ
あいの里

0248-34-2014 米粉パン

福島 桜香
西白河郡西郷村大字小田倉
字上上野原１番地108

0248-25-5525 米粉パン

福島 夢菓子工房・かめまん 須賀川市西川町45 0248-73-2751 米粉洋菓子

福島
かしままち観光物産館　四季
彩

单相馬市鹿島区鹿島北田40 0244-46-1414 米粉パン

福島 ＇有（アンリーの家 白河市字影鬼越1-30 0248-22-5019 米粉パン、米粉洋菓子

福島 森のパン工房
相馬郡飯舘村関根字谷地向169-9
産直施設もりの駅まごごろ内

0244-42-1105 米粉パン

福島 大いなる田舎倶楽部
安達郡大玉村大山字下高野
86＇株（あだたら緑匠内

0243-48-3221 米粉パン、米粉麺、米粉

福島
ＪＡ新ふくしま四季のパン屋さ
ん

福島市荒井字上鷺西1-1 090-3647-6126 米粉パン

福島 ＇有（日の出屋
岩瀬郡天栄村飯豊字高崎22-
1

0248-83-2100 米粉パン

福島
はたけんぼ・㈱ジェイエイあぐ
りすかがわ岩瀬

須賀川市卸町54 0248-63-8088
米粉パン、米粉麺、米粉洋菓
子、米粉

福島 ＇株（高橋製麺 須賀川市桜岡24 0248-75-6494 米粉麺

福島 楽生都 白河市五郎窪40 050-1005-6393 米粉パン

福島 くらや 白河市中町24 0248-23-4992 米粉パン

福島 きつねうち温泉 白河市東釜子字狐47 0248-34-1126 米粉パン

福島 ティールーム高山 西白河郡西郷村前山東13 0248-23-3862 米粉パン

福島 ＇株（山田パン 白河市本町55 0248-27-3330 米粉パン

福島 パンの市川 白河市鬼超84-5 0248-24-1101 米粉パン、米粉洋菓子

福島 ホームベーカリーコビヤマ 会津若松市松山町307 0242-22-1898 米粉パン

福島 いいで工房
喜多方市松山町鳥見山字柳
道下4970-1

0241-24-2118 米粉パン

福島 まんまパン
单会津郡单会津町糸沢字居
平1906

0241-64-7330 米粉パン

福島 (株)ＪＡライフクリエイト福島
郡山市田村町金屋字下タ川原
76-1

024-942-2121
米粉パン、米粉麺、その他＇米
粉入り肉饅頭、米粉入り餃子（

茨城 コルン 東茨城郡大洗町桜道124-1 029-266-3780 「米粉」、「米粉パン」

茨城
ビアスパークしもつまウィマム＇新
食材部（

下妻市長塚70-3 0296-30-5121 「米粉」、「米粉洋菓子」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

茨城 みずほの村市場 つくば市柳橋496 029-856-1090 「米粉」

茨城 木之内製粉 神栖市賀1943 0299-92-0705 「米粉」

茨城 ボヌール洋菓子店 神栖市息栖2885 0299-93-4077 「米粉」、「米粉洋菓子」

茨城 ＇有（横田農場 龍ヶ崎市塗戸2047 0297-64-5813 「米粉」

茨城
ＪＡ水戸農産物直売所 つちっ子
河和田

水戸市河和田町3008 029-254-5025 「米粉」

茨城
ＪＡ水戸農産物直売所 内原のめ
ぐみ

水戸市内原175-13 029-259-3666 「米粉パン」

茨城 オノセダイコク＇株（ 常陸大宮市山方938-1 0295-57-2048 「米粉」

茨城 ＪＡ稲敷 新利根直売所 稲敷市中山4465-2 0297-87-5871 「米粉」

茨城 コラボレイトショップ ＣＯＭＣＯＭ 竜ヶ崎市川崎町５ 0297-60-8067 「米粉」

茨城 窯出しぱんほっかりこ 笠間市大渕1718 0296-72-4729 「米粉」、「米粉洋菓子」

茨城 道の駅いたこ 潮来市前川1326-1 0299-67-1161 「米粉洋菓子」

茨城 鹿島セントラルホテル 神栖市大野原4-7-11 0299-95-5511 「米粉洋菓子」

茨城 茨城ベーグル 通信販売 0297-22-1135 「米粉パン」

茨城 メープルリーフ 水戸市河和田町1-1513-50 029-254-8613 「米粉洋菓子」

茨城 ＪＡつくば市 茎崎農産物直売所 つくば市天宝喜419-3 029-874-6306 「米粉洋菓子」

茨城 ドックカフェ１６８ 稲敷郡阿見町阿見4926-5 029-888-2070 「米粉洋菓子」＇ペット用（

茨城 鯉渕学園直売所 水戸市鯉渕町5965 029-259-9004 「米粉パン」

茨城 ape world café
ひ た ち な か 市 新 光町 35 ニ ュー
ポートひたちなかファッションク
ルーズ１Ｆ

029-265-2633 「米粉洋菓子」

茨城 お菓子の久月土浦ピアタウン店
土浦市真鍋新町18-3ピアタウン１
Ｆ

029-823-7211 「米粉洋菓子」

茨城 鹿島製菓＇株（ 幸鹿堂 神栖市知手中央3-4-8 0299-96-4881 「米粉洋菓子」

茨城 洋風笠間菓子グリュイエール 笠間市下市毛285 0296-72-6557 「米粉洋菓子」

茨城 レストラン＋カフェ ダリア ひたちなか市高野583-7 029-285-7020 「米粉洋菓子」

茨城 クーへン バッケン 古河市仁連756 0280-76-8355 「米粉洋菓子」

茨城 ポケットファームどきどきパン工房 東茨城郡茨城町下土師1945 029-240-7777 「米粉パン」

茨城 アトリエ・マドレーヌ 日立市国分町3-2-28 0294-37-0767 「米粉洋菓子」

茨城 パン工房まんだら 土浦市神立町1216 029-831-0316 「米粉パン」

茨城 福祉の店「ポプラ」 土浦市大和町9-1ウララビル４Ｆ 029-827-1123 「米粉パン」

茨城
ＪＡ土浦農産物直売所「サンフレッ
シュ土浦」

土浦市粕毛705-2 029-821-4826 「米粉パン」

茨城
ＪＡ土浦農産物直売所「サンフレッ
シュ新治」

土浦市藤沢514－１ 029-862-3573 「米粉」

茨城
ＪＡ土浦農産物直売所「サンフレッ
シュ霞ヶ浦」

かすみがうら市深谷3467-4 029-897-0682 「米粉パン」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

茨城
ＪＡ土浦農産物直売所「さんふれ
はすの里」

土浦市木田余3140 029-846-7933 「米粉パン」

茨城
ＪＡ土浦農産物直売所「サンフレッ
シュイーアスつくば」

つくば市研究学園Ｃ50街区１ 029-828-8313 「米粉」

茨城 東京フード＇株（ 坂東市矢作2840 0297-38-1212 「その他＇カレールウ（」

茨城 パン工房 麦童 牛久市单４－１－１ 029-872-9899 「米粉パン」

茨城 ガトー・プーリァ つくば市水堀587-54 029-863-3767 「米粉洋菓子」

栃木 (株)日の本穀粉 小山市若木町3-2-15 0285-22-1157 「米粉」

栃木 (株)波里 佐野市村上町903 0283-23-7331 「米粉」

栃木 マルシェ小山店 小山市神鳥谷834 0285-30-7178 「米粉」

栃木 マルシェ足利店 足利市山川町766-1 0284-40-2878 「米粉」

栃木
「イオン」、「とりせん」及び「かまし
ん」

栃木県内各店舗＇一部取扱の無
い店舗有（

「米粉」

栃木 (株)タカサゴ 宇都宮市上田町1013 028-674-3367 「米粉パン」製造のみ

栃木 パン工房＇ろまんちっく村内（
宇都宮市新里町丙254＇ろまん
ちっく村内（

028-665-8834 「米粉パン」

栃木 滝乃金田屋 宇都宮市上金井898 028-665-0135 「米粉パン」製造のみ

栃木
栃木県済生会宇都宮病院売店
＇滝乃金田屋（

宇都宮市竹林911-1 028-626-5500(代)「米粉パン」

栃木 ＣＯ-ＯＰＢａｋｅｒｙ＇タカサゴ（
宇都宮市塙田1-1-20＇県庁東館2
階（

028-623-2530 「米粉パン」

栃木 ＇株（麺Ｓファクトリー鵜の木 宇都宮市徳次郎町2673 028-666-3737 「米粉麺」

栃木 文明軒 宇都宮市鶴田町3414 028-633-3444 「米粉パン」

栃木 富士重工生協(文明軒) 宇都宮市陽单1-1 028-659-2211 「米粉パン」

栃木 菓子工房吉野 宇都宮市上田原343-1 028-672-0605 「米粉洋菓子」

栃木 中国飯店 宇都宮市大寛1-3-4 028-634-9959 「その他＇餃子（」

栃木 中国飯店中央店 宇都宮市池上町3-8 028-634-7737 「その他＇餃子（」

栃木 焼きたて屋コパン 宇都宮市鶴田町3359 028-633-7455 「米粉」、「米粉パン」

栃木
たいらやエーリス滝谷店
＇滝乃金田屋（

宇都宮市滝谷19-8 028-636-1425 「米粉パン」

栃木
たいらやエーリス石井店
＇滝乃金田屋（

宇都宮市石井2800-57 028-660-6333 「米粉パン」

栃木 炉満亭 宇都宮市大塚町23-13 028-684-3341 「その他＇米粉焼（」

栃木
上三川町農産物加工所「ゆうが
お」

河内郡上三川町上郷2140-1 0285-56-0755 「米粉パン」

栃木
宇都宮市役所地下１階生協
＇滝乃金田屋（

宇都宮市旫1-1-5 028-632-2222(代)「米粉パン」

栃木 宇都宮製麺所 宇都宮市上籠谷3120 028-670-1365 「米粉麺」

栃木
まんま共和国
ドイツ麦酒館ホフブロイ・ハウス
＇宇都宮製麺所（

宇都宮市馬場通り2-2-6 028-610-7597 「米粉麺」＇ラーメン（

栃木
米粉ラスクのフルゴオリ＇下岡本
店（

宇都宮市下岡本町2503 028-673-2789
「米粉」、「米粉パン」、「米粉洋菓
子」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

栃木 米粉ラスクのフルゴオリ＇岩曽店（ 宇都宮市岩曽町1354-6 028-666-8191 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

栃木 お菓子の工房　めるしー 宇都宮市砥上町795-4 028-649-0607 「米粉洋菓子」

栃木 おかあさんの店(ゆうがお) 河内郡上三川町しらさぎ2-7 「米粉パン」

栃木
独協医科大学病院売店
＇滝乃金田屋（

壬生町北小林880 0282-86-1111(代)「米粉パン」

栃木 工房米夢 那須郡那珂川町北向田106-4 0287-92-8688
「米粉パン」、「米粉洋菓子」、「その
他＇米粉ピザ（」等

栃木 なかがわ水遊園(工房米夢) 大田原市佐良土2686 0287-98-3055
「米粉パン」、「米粉洋菓子」、「その
他＇米粉ピザ（」等

栃木 道の駅ばとう(工房米夢)
那須郡那珂川町北向田字宮内
183-1

0287-92-5711
「米粉パン」、「米粉洋菓子」、「その
他＇米粉ピザ（」等

栃木 久那瀬直売所(工房米夢) 那須郡那珂川町久那瀬784 0287-92-5061
「米粉パン」、「米粉洋菓子」、「その
他＇米粉ピザ（」等

栃木 (株)パン・アキモト 那須塩原市東小屋295-4 0287-65-3351 「米粉洋菓子」＇注文販売（

栃木 JAなすの経済部経済課 那須塩原市住吉町2-5 0287-62-5555 「米粉洋菓子」＇注文販売（

栃木 障害者自立支援センター桜花 さくら市氏家1799 028-681-6720 「米粉パン」製造のみ

栃木 道の駅きつれがわ(桜花) さくら市喜連川4145-1 028-686-8180 「米粉パン」

栃木 菜っ葉館(桜花) さくら市蒲須坂85-2 028-681-1022 「米粉パン」

栃木
知的障害者通所授産施設「いぶ
きの里」

塩谷郡高根沢町桑窪266-2 028-676-3500 「米粉パン」

栃木
たんたんプラザ光陽台(いぶきの
里)

塩谷郡高根沢町光陽台1-9-3 028-680-1910 「米粉パン」

栃木 元気あっぷむら(いぶきの里) 塩谷郡高根沢町上柏崎588-1 028-676-1126 「米粉パン」

栃木 栗田パン店 芳賀郡茂木町大字河井1703 0285-63-1321 「米粉パン」

栃木 道の駅もてぎ(栗田パン店) 芳賀郡茂木町茂木1090-1 0285-63-5671 「米粉パン」

栃木 ＇有（ロリアン生井パン店 芳賀郡茂木町大字茂木1648 0285-63-0175 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

栃木 ロリアン 芳賀郡茂木町大字茂木1648-2 0285-63-0501 「米粉洋菓子」

栃木 井頭公園(ロリアン) 真岡市下籠谷99 「米粉パン」

栃木 ちゃっぷりん 真岡市台町4656 0285-83-2891 「米粉洋菓子」

栃木 こうのや 芳賀郡益子町益子1697 0285-72-3150 「米粉パン」

栃木 益子町役場(こうのや) 芳賀郡益子町益子2030 0285-72-8825 「米粉パン」

栃木 ＪＡはが野益子支店(こうのや) 芳賀郡益子町益子1994-5 0285-72-3426 「米粉パン」

栃木 洋菓子のしばの 芳賀郡二宮町久下田950 0285-74-0938 「米粉パン」

栃木 井頭温泉(しばの) 真岡市下籠谷21 0285-83-8822 「米粉パン」

栃木 道の駅にのみや(しばの) 芳賀郡二宮町久下田2204-1 0285-73-1110 「米粉パン」

栃木 朝日屋パン店 市貝町市塙1662-2 0285-68-0045 「米粉パン」製造のみ

栃木 道の駅はが(朝日屋パン店) 芳賀町祖母井842-1 028-677-6000 「米粉パン」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

栃木 小林農産物直売所 日光市小林2796-1 0288-26-8031 「米粉パン」

栃木 手づくり米房　リ・ファリーヌ 今市市小倉97 0288-27-2789 「米粉パン」

栃木 今市農産物直売所(リ・ファリーヌ) 日光市今市本町25-1 0288-22-6020 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

栃木 落合農産物直売所(リ・ファリーヌ) 日光市文挟町422-4 0288-27-2662 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

栃木 パン　マルシェ 日光市吉沢504-16 0288-22-2217 「米粉パン」

栃木 チェリーボブ 日光市瀬尾33-5 0288-30-3111 「米粉洋菓子」

栃木
まちなか交流プラザ「ちゃみせ」(コ
パン)

鹿沼市下横町1302 0289-60-5770 「米粉パン」

栃木 鹿沼市学校給食パン工房 鹿沼市野沢町339 0289-75-1515 「米粉パン」

栃木
もろっこ農産物直売所(鹿沼市学
校給食パン工房)

鹿沼市西茂呂3-58-4 0289-65-0025 「米粉パン」

栃木
奈佐原農産物直売所(鹿沼市学
校給食パン工房)

鹿沼市奈佐原町527 0289-75-3311 「米粉パン」

栃木
自冶医科大学付属病院売店
＇滝乃金田屋（

下野市薬師寺3311-1 0285-44-2111＇代（「米粉パン」

栃木 (有)清水パン店・城東店 小山市城東4-1-27 0285-22-0901 「米粉パン」

栃木 (有（清水パン店・城单店 小山市東城单4-10-13 0285-27-9707 「米粉パン」

栃木 道の駅思川(清水パン店) 小山市下国府塚25-1 0285-38-0201 「米粉パン」

栃木 道の駅　思川 小山市大字下国府塚25-1 0285-38-0201 「米粉」

栃木 木村屋 小山市神鳥谷286 0285-22-3668 「米粉パン」製造のみ

栃木 道の駅思川(木村屋) 小山市下国府塚25-1 0285-38-0201 「米粉パン」

栃木 小山市まちの駅(木村屋（ 小山市中央町3-5-3 0285-25-5611 「米粉パン」

栃木
パン工房ランコントル＇道の駅思
川（

小山市下国府塚25-1 0285-38-0201 「米粉パン」

栃木 安田製麺所 小山市城山町2-11-12 0285-22-0262 「米粉麺」

栃木 小山市まちの駅(安田製麺所（ 小山市中央町3-5-3 0285-25-5611 「米粉麺」

栃木 道の駅思川(安田製麺所) 小山市下国府塚25-1 0285-38-0201 「米粉麺」

栃木 フランス菓子　モン・プチクール 小山市西城单6-13-30 0285-27-8189 「米粉洋菓子」

栃木 道の駅思川＇モン・プチクール（ 小山市下国府塚25-1 0285-38-0201 「米粉洋菓子」

栃木 iipan＇イイパン（ 小山市立木1323 090-7247-8251 「米粉パン」

栃木 (有)七福麺 佐野市植野町1968-3 0283-22-6571 「米粉麺」

栃木 プラッツおおひら(ＯＨ米パン) 下都賀郡大平町富田558-11 0282-43-0388 「米粉パン」

栃木 ゆうゆうプラザ(ＯＨ米パン) 下都賀郡大平町西野田666-1 0282-45-2601 「米粉パン」

栃木
JAしもつけ都賀地区女性会「ふる
里会」

下都賀郡都賀町大柿334-5 0282-27-1881
「米粉パン」、「米粉洋菓子」、「その
他＇米粉饅頭（」

栃木 大柿ほたるの里より処 下都賀郡都賀町大柿1331-1 0282-92-2314 「米粉洋菓子」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

群馬 けやき工房 前橋市富田町2407 027-263-2123 
「米粉」、「米粉パン」、「その他＇団
子（」

群馬 東毛フーズ＇株（ 太田市西本町13番6号 0276-31-8144 「米粉パン」

群馬 ＇有（ラムール 前橋市北代田町９－８ 027-234-9147 「米粉洋菓子」

群馬 欧風パン　グランボワ 前橋市川原町531－10 027-231-5656 「米粉パン」

群馬 ＇有（ル・クレール 太田市宝町799－２ 0276-31-8350 「米粉洋菓子」

群馬 ウェイブ 高崎市通町52 027-327-8556 「米粉洋菓子」

群馬 グンイチパン＇株（ 伊勢崎市除ヶ町10 0270-32-1351 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

群馬 欧風菓子工房ムーラン 富岡市内匠311－５ 0274-62-0731 「米粉洋菓子」

群馬 ミリオン洋菓子店 高崎市中居町４－30－７ 027-352-4147 「米粉洋菓子」

群馬 扇堂 安中市安中２－２－35 027-381-0079 「米粉洋菓子」

群馬 フランス菓子パルミエ 高崎市江木町1612－１ 027-327-8211 「米粉洋菓子」

群馬 ＇株（プルミエ 太田市鳥山下町395－１ 0276-32-6090
「米粉洋菓子」、「その他＇カステ
ラ（」

群馬 ルヴァンの森 前橋市鼻毛石町891－18 027-283-8415 「米粉パン」

群馬 フードライフ 桐生市稲荷町3-8 0277-44-7799 「米粉パン」

群馬 井上自然食品ｾﾝﾀｰ 前橋市本町1-12-13 027-224-1818 「米粉」、「米粉パン」

埼玉 JAほくさい　行田農産物直売所 行田市富士見１－８－１ 048-556-2203 「米粉」、「米粉洋菓子」＇要予約（

埼玉 JAほくさい　羽生農産物直売所 羽生市東７－15－３ 048-563-4609 「米粉」、「米粉洋菓子」＇要予約（

埼玉
JAほくさい 北川辺農産物直売所
「コメットハウス」

北埼玉郡北川辺町向古河
281－２

0280-62-3636 「米粉」、「米粉洋菓子」＇要予約（

埼玉 JAほくさい　加須農産物直売所 加須市浜町４－37 0480-61-3044 「米粉」、「米粉洋菓子」＇要予約（

埼玉
JAほくさい 騎西農産物直売所
「フレッシュセンター」

北埼玉郡騎西町騎西425 0480-73-6776 「米粉」、「米粉洋菓子」＇要予約（

埼玉 (有)中井農産センター 吉川市中井１－15 048-982-7875 「米粉」、「米粉洋菓子」＇要予約（

埼玉
和楽総本舗
川口芝園町直売所

川口市芝園町３－11－101 048-268-1313 「米粉」、「米粉麺」

埼玉 ｋoigAkubo 入間店 入間市東町１－２－27 04-2966-3409 「米粉」、「米粉パン」

埼玉 農産物加工組合　おおさと工房 熊谷市玉作3500－１ 0493-39-5844 「米粉洋菓子」

埼玉
JAくまがや ふれあいセンター大
里店

熊谷市津田新田816 0493-39-5574 「米粉洋菓子」

埼玉 パン工房ハミングバード 鴻巣市吹上富士見４－３－27 048-548-7889 「米粉パン」

埼玉 ＇株（松本屋製パン所
北葛飾郡杉戸町内田
３－17－８

0480-34-7521 「米粉パン」

埼玉 ＇有（ブランジェ・アプレ
北葛飾郡松伏町ゆめみ野
4-1-17

048-992-0290 「米粉パン」

埼玉 プードル洋菓子店
北葛飾郡松伏町ゆめみ野
6-1-50

048-992-4911 「米粉洋菓子」

埼玉 (有)アグリパークゆめすぎと
北葛飾郡杉戸町大字才羽
823－２

0480-38-4189
「米粉パン」、「米粉麺」、「米粉洋菓
子」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

埼玉 かわじま工房 比企郡川島町吹塚174－１ 049-291-0306 「米粉パン」

埼玉
さいたま新都心合同庁舎２号館１
階食堂＇キャフェテリア若菜（

さいたま市中央区新都心2-1 048-600-3166 「米粉パン」

埼玉 フーズテクノ＇株（ 深谷市白草台1565-14 048-578-2755
「米粉パン」、「米粉洋菓子」、「その
他＇パン粉（」＇ネット販売（

埼玉 げんき畑 越谷市赤山町1-96-3 048-967-2888 「米粉パン」

千葉 フードカルチャー　おおくら 千葉市中央区弁天1-18-2 043-255-7511 「米粉」

千葉
ＪＡ千葉みらい農産物直売所
 「しょいか～ご」

千葉市若葉区小倉町871 043-231-1831
「米粉」、「米粉パン」、「米粉洋菓
子」

千葉 ＇株（シーアールサプライ 浦安市猫実2-32-37 047-316-8828 「米粉」、「米粉パン」

千葉 ホワイトベル 市原市惣社3-4-12-101   0436-23-9955 「米粉パン」

千葉 あずの里 市原市浅井小向492-1 0436-37-8891 「米粉パン」

千葉
袖ケ浦市農畜産物直売所
 「ゆりの里」

袖ケ浦市飯富1635-1 0438-60-2550
「米粉」、「米粉パン」、「米粉洋菓
子」

千葉
ＪＡきみつ農産物直売所
 「味楽囲おびつ店」

君津市末吉238-1 0439-35-3144 「米粉」、「米粉パン」

千葉
農事組合法人
「かざぐるまファーム」

单房総市宮下1352-1 0470-46-3149 「米粉」、「米粉パン」

千葉 みんなみの里 鴨川市宮山1696 04-7099-8055 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

千葉 ＪＡ長生茂原経済センター 茂原市高師1153 0475-24-5170 「米粉」

千葉 ＪＡ長生農産物直売所 長生郡一宮町新地57-1 0475-40-1077 「米粉」

千葉 ＪＡ長生長柄直売所 長生郡長柄町立鳥850-2 0475-35-1831 「米粉」

千葉 ＪＡ長生長单東農産物直売所 長生郡長单町給田206-1 0475-40-7577 「米粉」

千葉 空と風～ＫＵＨＵ～ 山武市松尾町古和923 0479-86-3119 「米粉洋菓子」

千葉 房総食料センター 山武郡横芝光町上原368－１ 0479-84-1176 「米粉」

千葉 野楽里 匝瑳市栢田1248-1 0479-67-1577 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

千葉 ふれあいパーク八日市場 匝瑳市飯塚299-2 0479-70-5080 「米粉パン」

千葉 旫市農産物直売館 旫市琴田1064 0479-62-6048 「米粉」

千葉 ＇株（夢工場 佐倉市大崎台３－１－７ 043-486-4166 「米粉パン」

千葉 ＪＡいんば 野菜畑佐倉店 佐倉市寺崎761 043-485-6115 「米粉」

千葉 ＪＡいんば 野菜畑八街店 八街市八街ほ235 043-440-1341 「米粉」

千葉 ＇株（グリーブ 印旛郡印旛村山田1783-8 0476-98-2566 「米粉」、「米粉パン」

東京
文京製パン＇株（
店舗名「イーグル文京」

文京区小石川１－９－６ 03-3811-2874 「米粉パン」

東京 「ＣＵＰ’Ｓ」カフェカップス虎ノ門
港区虎ノ門２－９－９倉並ビル１
階

03-3597-0691 「米粉パン」

東京
衆議院第二議員会館売店「おか
め堂」

千代田区永田町２－１－２ 03-3592-1557 「米粉パン」

東京 「fast-slow food:HARU」 豊島区高田３－７－13 03-3986-2325 「米粉洋菓子」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

東京 (有)屋久三河屋製パン 荒川区東尾久４－15－10 03-3894-2190 「米粉パン」＇火・木曜日に販売（

東京 (有)ミナ・はやおき村
杉並区西荻单4-33-11富士ガー
デン内

03-5382-3875 「その他＇玄米スライス（」

東京
＇株（大潟村あきたこまち生産者
協会　東京支店

千代田区外神田２－２－17 共同
ビル８Ｆ－83

03-5298-2001
「米粉パン」、「米粉洋菓子」＇通信
販売・要照会（

東京 「洋菓子の栄楽堂」 昭島市玉川町４－３－２ 042-541-0155 「米粉洋菓子」

東京
｢産直の広場三本杉センター｣
(東都生活協同組合)

杉並区下高井戸５－４－４２ 03-3329-3667 「米粉」

東京
｢産直の広場グリーンハウス｣
＇東都生活協同組合（

小金井市本町１－１０－３生家ビ
ル１F

042-382-7361
「米粉」、「米粉パン」＇米粉パンは月
始め1回の販売（

東京 ｢プロの食品｣マントウ 台東区西浅草１－４－２ 03-3842-2316 「米粉」

東京 共立食品＇株（ 台東区東上野１－１８－９ 03-3831-0870
「米粉」全国の大手量販店、スー
パーマーケットにて販売中＇一部取
扱のない店舗もあり（

東京 米＇マイ（マイフーズ＇株（ 板橋区大谷口北町89-8-108 03-3955-4393 「米粉」＇通信販売・要照会（

東京 mix&mix＇ミックスアンドミックス（ 八王子市横山町１８－７－１０２ 042-623-3055 「米粉」

東京 ＇株（エス・ティー・ジー 板橋区小茂根１－２４－７ 03-3973-6524 「米粉」＇通信販売・要照会（

東京 ＇株（ABC Cooking Ｓｔｕｄｉｏ
千代田区丸の内3-1-1
国際ビルヂングB2F

03-5220-2633 「米粉」＇通信販売・要照会（

東京 ＇株（いさみや　要町店 豊島区要町１－１８－７ 03-3973-9561 「米粉」

東京 ＇株（いさみや　小竹向原店 板橋区向原３－１０－３７ 03-3958-2800 「米粉」

東京 ＇株（シガリオ 港区虎ノ門１－５－８ 03-5511-8871
「その他＇玄米粉、玄米粉パン（」＇通
信販売・要照会（

東京 ＇株（サラ秋田白神 八王子市松木７－４ 0426-79-7173 「米粉」＇通信販売・要照会（

東京
＇株（ジョナサン
ファミリーレストラン「ジョナサン」
各店舗

武蔵野市西久保１－６－１４ 0422-37-6111
「米粉パン」

東京
｢ティールグリーンinシードヴィレッ
ジ｣

大田区千鳥２－３０－１ 03-5482-7871 「米粉洋菓子」

東京 ｢マ・プリエール｣ 武蔵野市西久保２－１－１１－１F 0422-55-0505 「米粉洋菓子」

東京 ｢朝日堂｣ 文京区向丘１－１－１６ 03-3811-3438 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

東京 ｢リトルトリー｣ 町田市玉川学園２－８－２８ 042-728-5561 「米粉パン」

東京 ｢アンジェ｣ 町田市鶴川６－７－１－１－１０３ 042-734-7868 「米粉洋菓子」

東京 (株)サラ秋田白神 八王子市松木７－４ 0426-79-7173 「米粉」＇通信販売・要照会（

東京 山正食品(株) 府中市四谷5-6-13 042-363-0090 「米粉麺」

東京 (株)マゴメ 八王子市千人町4-9-22 042-661-1653
「米粉」、「米粉パン」＇米粉パンは要
予約（

東京 おこめパン工房MAGOME 八王子市散田町3-8-18 042-665-6538 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

東京 おこめパン工房MAGOME 国立市中1-15-8 042-571-0032 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

東京 白鳥精米店 世田谷区单烏山1-13-12 03-3302-4221 「米粉」

東京 益屋 日野市栄町1-3-18-102 042-585-6763 「米粉パン」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

東京 お米の生パスタ工房かくれん穂 荒川区町屋2-2-20斎藤ビル2F 03-6458-2432 「その他＇パスタ（」

東京 浅間ほわいと焼き 新宿区百人町1-14-3 03-5330-5378 「その他＇洋風お好み焼き（」

東京 ＇株（木村屋總本店
新宿区西新宿7-5-25西新宿木村
屋ビル15F

03-5338-5313
「米粉パン」首都圏の大手量販店・
スーパーマーケットにて販売中＇一
部取扱いのない店舗もあり。（

神奈川 志村屋米穀店 小田原市浜町4-3-3 0465-24-2224 「米粉」

神奈川 熊沢米店 伊勢原市伊勢原2-4-7 0463-95-0111 「米粉」

神奈川 パンの国　麦穂の香 横浜市旫区川島町2883-1 045-381-7836 「米粉パン」

神奈川 ケ・セラ 横浜市青葉区大場町356-1 045-973-1201 「米粉パン」(要予約（

神奈川
㈱セキグチベーカリー
　パン工房　クラムアンドクラスト

小田原市東町3-2-1 0465-32-7311 「米粉パン」

神奈川 ㈲ボナール洋菓子店 藤沢市湘单台2-17-2 0466-44-7830 「米粉洋菓子」

神奈川
㈲モリ・ワールド
　カフェ・ド・クルー

横須賀市根岸町3-2-4 046-835-6555 「米粉パン」

神奈川 ㈲デュークベーカリー 横浜市单区通町4-114 045-731-4565 「米粉パン」

神奈川
バーデンバーデン
＇横浜第二合同庁舎店（

横浜市中区北仲通5-57 045-211-1329 「米粉パン」

神奈川
バーデンバーデン
＇本店（

横浜市西区中央2-35-７ 045-321-1848 「米粉パン」

神奈川
バーデンバーデン
＇山田町店（

横浜市中区山田町4 045-261-3535 「米粉パン」

神奈川 イルカ屋 藤沢市本鵠沼3-12-29 0466-65-0114 「米粉パン」

神奈川 芦の屋 二宮町二宮890-8 0463-71-2293 「米粉洋菓子」

神奈川 西洋菓子　海援隊 相模原市共和1-13-7　サンハイツさがみ野102042-757-1187 「米粉洋菓子」

神奈川
JAかながわ西湘直売所[朝ドレ
ファーミ♪」

小田原市成田650－1 0465-39-1500 「米粉洋菓子」

神奈川 スワロー食品 藤沢市遠藤2022-1 0466-86-1090 「その他＇春巻き（」

山梨 ＇株（美好商会 甲府市城東1-7-6 055-231-1088 「米粉」

山梨 ＇有（モンセルヴァン 甲斐市篠原1417-4 055-279-1322 「米粉洋菓子」

山梨 ＇有（エルフィンインターナショナル 都留市四日市場132-1 0554-45-3215
「米粉パン」、「米粉洋菓子」、「その
他＇ピザ（」

山梨 タイムベイク 甲府市塩部4-10-7 055-254-0701 「米粉パン」

山梨 ㈱シャトレーゼ 甲府市中道町 055-266-5061 「米粉洋菓子」

山梨
山梨県庁地下食堂前
＇障害者通所授産施設　くぬぎの
森（

甲府市丸の内1-6-1
055-226-6615
山梨農政事務所

消費流通課
「米粉パン」、「米粉洋菓子」

山梨 アーヴェント 富士吉田市新西原1-8-1 0555-24-5888 「米粉洋菓子」

山梨 コーナーポケット 韮崎市中田町小田川154 0551-25-2366 「米粉パン」

山梨 ＇有（木村屋 富士吉田市上吉田２ 0555-22-3560 「米粉洋菓子」

山梨 ケーキハウスミサワ 笛吹市石和町市部461-3 055-262-2227 「米粉洋菓子」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

山梨
マロニエ通り　こめっ粉パンだ＇道
の駅はくしゅう（

北杜市白州町白須1308 0551-20-4711 「米粉パン」

長野 ＇株（高山製粉 諏訪市中洲神宮寺465-3 0266-52-1245 「米粉」

長野
ＪＡ中野市農産物物産館オラン
チェ＇ＪＡ中野市女性部　米パン倶
楽部（

中野市大字草間1543-5 0269-23-5595 「米粉」

長野 シャンピニオン 長野市北堀599 026-296-8366 「米粉パン」

長野 飯山市振興公社 飯山市大字常盤7425 0269-62-1887 「米粉パン」、「米粉麺」

長野 農産物直売加工所　きの実
下高井郡野沢温泉村大字豊郷
4791-1

0269-85-4220 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

長野
ＪＡ中野市女性部 「米パン倶楽
部」

中野市吉田519ＪＡアップル＇株（
内

0269-26-6900 「米粉パン」

長野 さみず農産物加工組合 上水内郡飯綱町倉井2891-1 026-253-0032 「その他＇おやき（」

長野 麦工房ノラ 上水内郡飯綱町倉井1335 026-253-6185 「米粉洋菓子」

長野 ＇社（まるこ福祉会 上田市生田5071-1 0268-43-2567 「米粉パン」

長野 農事組合法人 味工房ゆらり 東御市和3875-1 0268-64-1166 「米粉パン」

長野 ル・レガラン 北佐久郡軽井沢町軽井沢1-13 0267-42-7955 「米粉洋菓子」

長野 (有)高原のパンやさん 单佐久郡小海町大字豊里2098-1 0267-92-2121 「米粉パン」

長野 アサヒ酵母(株) 松本市和田单西原3967-69 0263-47-8066 「米粉パン」(学校給食用（

長野 M’ｓ Factory 松本市单松本1-9-4 0263-28-8099 「米粉洋菓子」

長野 加工組合　さくら 松本市梓川倭4175-１ 0263-78-6183 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

長野 たこ焼き　のまど 松本市空港東9084-6 0263-87-8221 「その他＇たこ焼き（」

長野 のざわ村パン工房 安曇野市三郷野沢606 0263-77-8188 「米粉パン」

長野 ＯＲＩＺＡ＇(株)シガリオ（ 安曇野市三郷小倉4144 0263-77-6788 「米粉パン」

長野 こめのこ工房 なごみや 北安曇郡松川村15-6 0261-62-4135
「米粉パン」、「米粉洋菓子」、「その
他＇ピザ、ラザニア（」

長野 ルシェルシェ 諏訪市高島2-1201-44 0266-57-2888 「米粉パン」

長野 手作りパン工房「麦の家」 伊那市西箕輪羽広3415 0265-74-1833 「米粉パン」

長野 ブレッドいいちゃん 上伊那郡飯島町七久保2252 0265-86-6585 「米粉パン」、「米粉洋菓子」

長野 どんパンの会 上伊那郡中川村片桐4377-１ 0265-88-2248 「米粉パン」

長野 高松製パン＇有（ 飯田市上郷黒田456 0265-24-1694 「米粉パン」

長野 小澤ファーム 下伊那郡豊丘村大字河野3840-1 0265-35-4368 「米粉パン」

長野 農事組合法人あなん 下伊那郡阿单町单條551 0260-22-2081 「米粉パン」

静岡 加戸米飯＇株（ 富士市一色１２８の８ 0545-21-8472 「米粉」(パン用ミックス粉（

静岡 シュクレ 静岡市葵区駿河町1-14 054-252-0502 「米粉」

静岡 とんちパン 焼津市西島１１９ 054-662-1026 「米粉」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

静岡 なべっち＇道の駅ふじおやま（ 駿東郡小山町用沢72－２ 0550-76-6600 「米粉パン」

静岡 新月堂 富士宮市青木325－12 0544-27-0114 「米粉洋菓子」

静岡 小麦畑　松林堂 富士市今泉１丁目12番９ 0545-52-0676 「米粉パン」＇おやき風（

静岡 (株)岡根谷＇本町店（ 富士市加島町５－17 0545-61-0355 「米粉パン」＇缶詰入り（

静岡 (有)グルッペ＇本町店（ 三島市本町２－27 055-973-1153 「米粉パン」

静岡 パティスリージョエラ 賀茂郡松崎町那賀110－７ 0558-42-3257 「米粉パン」＇黒米粉（

静岡 竹の子かあさんの店 伊豆市湯ヶ島892－６ 0558-85-1140 「米粉洋菓子」

静岡 リュバン 静岡市駿河区栗原35－２ 054-264-2626 「米粉洋菓子」

静岡 アオバベーカリー 静岡市葵区幸町10－１ 054-252-9841 「米粉パン」

静岡 モミの木 藤枝市志太１－６－10 054-645-2723 「米粉洋菓子」

静岡 ラック＆ウィンディ 焼津市中里417 054-628-6638 「米粉洋菓子」

静岡
サン・ドーレ
＇今村製パン所直営店（

袋井市高尾町１－１ 0538-43-5447 「米粉パン」

静岡
焼きたてパン専科Levure
＇ルビュール（

浜松市中区住吉２－23－25 053-473-5895 「米粉パン」・「その他＇おやき（」

静岡 菓匠　ふる里総本家 浜松市西区志都呂町5245－１ 053-449-8588 「米粉洋菓子」

静岡 和洋菓子司入河屋 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日230 053-525-0902 「米粉洋菓子」

静岡 めん処　杢屋入野店 浜松市西区入野町836 053-447-1280 「米粉麺」

静岡 ㈱グルッペ＇石渡食品(有)（ 三島市芝本町 055-979-3300 「米粉パン」

静岡 アンジュローブ 富士宮市城北町481 0544-26-4511 「米粉洋菓子」

新潟 ガトーシェフ三昧堂 新潟市西区寺尾前通り２-13-10 025-266-0112 米粉洋菓子

新潟 ボンオーハシ　有明台店 新潟市中央区文京町23-１ 025-265-4187 米粉パン、米粉洋菓子

新潟 寿栄堂
新潟県新潟市中央区本町通９
-1330　プロジェクトビル１F

025-226-7139 その他＇米粉バーガー（

新潟 アン レミュー　駅单店 新潟市中央区米山１-６-１ 025-290-5656 米粉洋菓子

新潟 甘美屋 新潟市中央区女池３丁目57-６ 025-283-6409 米粉洋菓子

新潟 東洋製パン＇株（ 新潟市江单区東船場５-４-23 025-381-7815 米粉パン

新潟 栗原製菓 新潟市北区葛塚3122 025-387-3315 米粉洋菓子

新潟 マロン洋菓子店 新潟市北区早通单１-３-７ 025-386-4178 米粉洋菓子

新潟 パン・ド・メルソー 新潟市中央区京王２-12-16 025-287-7117 米粉パン、米粉洋菓子

新潟 チャクリングカフェ 新潟市中央区紫竹山１-７-20 025-245-0919 その他＇米粉ドーナツ（

新潟 パティスリースイーニュ 新潟市秋葉区さつき野３-１-７ 0250-24-5773 米粉洋菓子

新潟 キッツェミサ 新潟市西蒲区福島1842 025-375-3756 米粉パン、米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

新潟 H.B パントリー 新潟市中央区米山４-17-17 025-248-3719 米粉パン

新潟 ボン・タケダ 新発田市豊町１丁目２-14 0254-22-5664 米粉パン

新潟 ロイヤル胎内パークホテル 胎内市夏井1191-３ 0254-48-2211 米粉パン、米粉洋菓子

新潟 ゆりの会企業組合 村上市九日市809 0254-66-8171 米粉パン

新潟 ＇株（カンパーニュ 阿賀野市保田3318-１ 0250-68-5370 米粉洋菓子

新潟 (有) ケン・リッチ 三条市東本成寺302-１ 0256-36-2134 米粉パン

新潟 サン・フォーレット 三条市北入蔵２-18-25 0256-38-4100 米粉パン、米粉洋菓子

新潟 ビアンポポロ 三条市石上２-15-７ 0256-36-0330 米粉洋菓子

新潟 ル・パティシエ マルコ 三条市鶴田３-３-20 0256-38-1263 米粉洋菓子

新潟 金子農園 三条市東新保６-10 0256-32-5642 米粉

新潟 ピーターパンながおか 長岡市宮関４丁目10-26 0258-27-6568 米粉パン

新潟 (有) 庄七商店 長岡市滝の下町８-19 0258-52-2531 米粉洋菓子

新潟 ボンオーハシ 長岡市大島新町２-２-60 0258-29-0084 米粉パン、米粉洋菓子

新潟 ＇株（美松＇ガトウ専科（ 見附市新幸町７-７ 0258-33-2637 米粉洋菓子

新潟 ロリアン 魚沼市小出島513 025-792-1808 米粉パン

新潟 (有) 芳林堂 魚沼市本町１-16 025-792-0258 米粉洋菓子

新潟 (有) 甘泉堂 魚沼市本町２-８ 025-792-0419 米粉洋菓子

新潟 お菓子工房 丸見屋 魚沼市親柄492-10 025-799-2112 米粉洋菓子

新潟 タワラヤ 魚沼市堀之内4078 025-794-3280 米粉洋菓子

新潟 ルージュ ブラン 单魚沼市五日町2314 025-776-4078 米粉パン

新潟 おかしとおやき　ことう 单魚沼市西泉田65-１ 025-773-2678 米粉洋菓子

新潟 四季彩館ベジぱーく 十日町市高山645 025-757-1549 米粉パン、米粉洋菓子

新潟 (株)菓心亭かまだ　新井店 妙高市柳井田町４-11-15 0255-70-6085 米粉洋菓子

新潟 ドゥリアン田嶋屋 妙高市諏訪町１-３-31 0255-72-1488 米粉洋菓子

新潟 もちや菓子舗 妙高市大字関川637-２ 0255-86-2260 米粉洋菓子

新潟 シャンピニオン 妙高市大字田口930-54 0255-86-4478 米粉パン、米粉洋菓子

新潟 パティスリー　リ・リ 上越市富岡3525 025-522-2300 米粉洋菓子

新潟 旪菜交流館あるるん畑 上越市大道福田135-１ 025-525-1183
米粉、米粉パン、米粉洋菓子、
米粉麺

新潟 ドルチェ小川 見附市单本町２-９-33 0258-62-5010 米粉パン

新潟 佐渡農業協同組合 佐渡市千種77 0259-63-3538 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

新潟 (株) プチドール 佐渡市河原田諏訪町182-８ 0259-57-2288 米粉洋菓子

新潟 ベジタブルズ 五泉市上野779 090-5313-8664 米粉洋菓子

新潟 JA全農にいがた 新潟市西区山田2310-15 025-232-1621 米粉

新潟 (株) 新潟ケンベイ 新潟市江单区亀田工業団地２-３-２ 025-381-1932 米粉

新潟 レストラン七彩 新潟市中央区新光町４-１　県庁１階 025-282-2567 米粉麺

新潟 丸榮製粉(株) 新潟市江单区東船場５-１-７ 025-382-3511 米粉麺

新潟 まつや(株) 新潟市北区葛塚3497-１ 025-387-3325 米粉、米粉麺

新潟 麺匠 高野 新潟市单区下塩俵1078-１ 025-362-0011 米粉麺

新潟 坂井製粉製麺(有) 新潟市東区山木戸２丁目３-９ 025-273-5819 米粉麺

新潟 新潟せんべい王国 新潟市北区新崎2661 025-259-3008 米粉麺

新潟 新潟らー麺 新潟市西区山田2307 025-230-3000 米粉麺

新潟 らーめん一 新潟市中央区万代島７-１ 025-249-2625 米粉麺

新潟 麺屋かるび亭 新潟市中央区万代島７-１ - 米粉麺

新潟 伝昔中華そば港 新潟市中央区万代島７-１ 025-249-9626 米粉麺

新潟 麺屋道楽 新潟市中央区万代島７-１ 025-249-5588 米粉麺

新潟 バターフィールド 新潟市中央区清五郎123 025-287-3150 米粉麺

新潟 アー・アッラ・ゼータ　新潟店 新潟市西区山田3378 025-232-1122 米粉麺

新潟 ノラ・クチーナ 新潟市北区葛塚市場通り3223 025-387-5200 米粉麺

新潟 ＳＰＳ 新潟市中央区神道寺单２丁目６-８ 025-255-1117 米粉麺

新潟 (株) 齋藤製粉 新発田市本町３丁目６-18 0254-22-2958 米粉

新潟 (有) 古山製麺所 新発田市岡田1807 0254-22-2225 米粉麺

新潟 新潟製粉(株) 胎内市近江新319 0254-47-3510 米粉

新潟 (株) 小国製麺 胎内市近江新115 0254-47-2121 米粉麺

新潟 みゆき庵 胎内市夏井1191-１ 0254-48-3818 米粉麺

新潟 单都屋 胎内市本町４-18 0254-43-2016 米粉麺

新潟 木徳神糧(株) 阿賀野市勝屋字横道下918-125 0250-61-2460 米粉

新潟 たかい食品(株) 見附市今町８-７-１ 0258-66-2487 米粉

新潟 越後製菓(株) 長岡市呉服町１-４-５ 0258-32-2358 米粉麺

新潟 アー・アッラ・ゼータ　長岡店
長岡市高畑町660　S.H.S長岡
店３Ｆ 0258-33-6667 米粉麺

新潟 (株) まるや君が代 長岡市脇野町2015 0258-42-2326 米粉麺



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

新潟 あづまや本店 魚沼市中原178-５ 025-792-0546 米粉麺

新潟 味乃家 魚野川 魚沼市下島70-１ 025-794-3012 米粉麺

新潟 北魚沼農業協同組合 魚沼市中原258-３ 025-793-1770 米粉

新潟 インターウィンドウ(株) 单魚沼市六日町106-１　ＦＭゆきぐに２Ｆ 025-788-1199 米粉

新潟 山徳商店 十日町市上山巳1478 025-763-2073 米粉

新潟 ラーメン すい龍 十日町市西寺町3-１ 025-752-5518 米粉麺

新潟 旨一食堂 十日町市八箇巳499-１ 025-757-6445 米粉麺

新潟 妙高製粉(株) 妙高市大字上四ッ屋17-１ 0255-78-7800 米粉

新潟 (株) 自然芋そばﾗｲｽｽﾀｼﾞｵ 上越市浦川原区長走848 025-599-2219 米粉麺

新潟 リラックス 上越市土橋1914-３ 025-526-2591 米粉麺

新潟 (株) 藤井商店 西蒲原郡弥彦村美山674 0256-94-3181 米粉

富山 高谷製パン 魚津市金浦町４-７ 0765-22-0838 米粉パン

富山 ＭＫ農産香jasmin片 魚津市島尻1687 0765-32-8485 米粉パン

富山 ＬＡ・ＰＡＩＮ 魚津市経田西町18-26 0765-22-4365 米粉洋菓子

富山 ＇有（古井ファーム 富山市押上15 076-429-1158 米粉洋菓子

富山
＇社福（めひの野園手づくりパ
ン工房やねのうえのガチョウ

富山市呉羽町2164番地９ 076-434-1017 米粉パン

富山 ＇有（キングパン 砺波市苗加4346－１ 0763-33-0125 米粉パン

富山 アグリテン＇アグリ10（ 单砺市細野256 0763-62-2900 米粉パン

富山 さわや食品(株（ 高岡市昭和町３－３－12 0766-22-2881 米粉パン

富山 ＇有（ファームこばやし 氷見市余川821－２ 0766-74-5130 米粉パン、米粉洋菓子

石川 川岸ベーカリー 加賀市黒瀬町へ50 0761-72-1142 「米粉パン」

石川 三共フーズ＇株（ 白山市鹿島町31－３ 076-278-8288 「米粉パン」

石川 ＇株（明治堂 七尾市大田町108部13－１ 0767-53-0713 「米粉パン」＇要予約（

石川 ジョンヌ 小松市串町東118 0761-43-0425 「米粉パン」(要予約)

石川 ＇有（創菓師庵 金沢市福久町ホ７－１ 076-257-6650 「米粉洋菓子」

石川 ＇有（長寿庵みのわ 小松市蓑輪町二－１－４ 0761-44-3120 「米粉洋菓子」

石川 広見製麺所 能美市大成町ロ51 0761-55-0254 「米粉麺」

石川 ＇株（北陸製粉 金沢市二ツ寺イ61－１ 076-267-3586 「米粉」

石川 ＇株（ヤマト醤油味噌 金沢市大野町４丁目イ170 076-268-1248
「その他(玄米あま酒)」「その他
(ソフトクリーム)」

石川 根上農業協同組合 能美市大成町リ40 0761-55-1104 「米粉洋菓子」



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

石川 ＇有（シャルドン 羽咋市川原町テ91－１ 0767-22-5168 「米粉洋菓子」

石川 ＇有（茶菓工房　たろう 金沢市弥生２－９－15 076-213-7233
「米粉洋菓子」「その他(どら焼
き)」

石川 ベン・ベーカリー 金沢市金石西３―２―43 076-268-4467 「米粉パン」

石川 ＇株（メープルハウス 金沢市東力町ニ173 076-291-4213 「米粉洋菓子」

石川 ブレッドハウスエピ 野々市町御経塚３－237 076-269-0603 「米粉パン」

石川 ふらんどーる 金沢市山科町１－３－17 076-243-5700 「米粉洋菓子」

石川 こめこ屋 七尾市松百新町１－19－２ 0767-52-2747
「米粉洋菓子」「その他(米粉ラー
メン)」「米粉」

石川 Beishinこめこキッチン 金沢市松島１－１ 076-249-5005
「米粉パン」「その他(米粉たいや
き)」「米粉」

石川 まままんま工房＇株（白山明峰 小松市日末町い59－１ 0761-43-0351 「米粉パン」

石川 ＇農（明峰ファーム 小松市大島町ホ－29－１ 0761-21-3100 「米粉」

石川 元気　源右ｴ門 小松市今江町９－461 0761-24-2485 「米粉パン」

福井 ＇有（ファームビレッジさんさん 福井市新保町17－28 0776-52-3354 米粉パン、米粉洋菓子、米粉

福井
(株（アジチファーム　米パン倶
楽部

福井市黒丸町10－16－１ 0776-29-7686
米粉パン、その他＇米パン冷凍
生地（

福井 ＇農（アバンセ乾側 大野市牛ケ原103－25-１ 0779-65-8078 米粉パン、米粉洋菓子

福井 手作り工房　フ・クレール 丹生郡越前町朝日22 0778-34-2121 米粉パン、米粉洋菓子

福井 美山そば工房 木ごころ 福井市獺ケ口町24-90-１ 0776-90-1866 米粉洋菓子

福井
とことんお米倶楽部　パン・菓
子工房DeRiz

越前市粟田部町９－１－９ 0778-43-0879 米粉パン、米粉洋菓子、米粉

福井 小麦工房　フー 坂井市春江町針原19-42-５ 0776-51-2979 米粉パン

福井 リトリートたくら 单条郡单越前町古木59－52 0778-45-1310 米粉洋菓子

福井
(株（アジチファーム　福井麺ズ
倶楽部

福井市黒丸町10－16－１ 0776-29-7686 米粉麺

福井
ＪＡ花咲ふくいファーマーズ
マーケットきららの丘

あわら市牛山25－56 0776-78-5133 米粉パン

福井 ＇有（氣ごころや
三方上中郡若狭町三宅44－
30

0770-62-1278 米粉パン、米粉洋菓子

福井
＇有（銘菓処　笑福堂　タンペラ
テュール196

敦賀市昭和町２－21－31 0770-22-4747 米粉洋菓子

福井 (株（高橋製粉所 福井市西開発３－701 0776-54-5681 米粉

福井
越前「田んぼの天使」有機の
会

丹生郡越前町江波89-51-１ 0778-32-3807 米粉パン、米粉

福井 (株（コロンバ 福井市林藤島町19号31-１ 0776-52-5608 米粉洋菓子

福井 米パン伍平 坂井市三国町川崎119-24-１ 0776-82-7906 米粉パン、米粉洋菓子

福井 福井パールライス株式会社 福井市高木中央２-4202 0776-54-0202 米粉

岐阜
(有)レイク・ルイーズ
米粉食品開発事業部

海津市单濃町奥条286-2 0584-55-0229 米粉麺、米粉

岐阜
道の駅「月見の里」加工組合：
自然パンの会

海津市单濃町羽沢字山田
673-1

0584-58-0258 米粉パン、米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

岐阜 マルセパン＇株（ 不破郡垂井町宮代441 0584-22-0606 米粉パン

岐阜 美濃町屋　Mam's 美濃市加治屋町1992-1 0575-35-0073 米粉パン、米粉洋菓子

岐阜 生活協同組合コープぎふ 各務原市鵜沼各務原町1-4-1 0583-70-6888 米粉パン

岐阜 きらきら工房
岐阜市上土居212-2(ＪＡぎふ
おんさい広場内)

058-296-6033 米粉パン

岐阜 青木屋製菓舗 安八郡輪之内町海松新田870 0584-69-3386 その他＇玄米カステラ（

岐阜 (有)てまひまグループ 加茂郡白川町河東3509-1 0574-75-2265 その他＇シフォンケーキ（

岐阜 (資)龍の瞳 下呂市萩原町宮田415 0576-54-1801 米粉麺

岐阜 アンテナショップ「半兵衛の里」
不破郡垂井町岩手764番地の
5

0584-22-1151
(垂井町役場

内線234)

その他＇シフォンケーキ（

岐阜 小林生麺(株) 岐阜市白山町2-23 058-262-9374 米粉麺

岐阜 (有)フランボワーズ
北方店：本巣郡北方町高屋条
里2丁目20番地
島店：岐阜市菅生7丁目4番地

058-323-3875

058-297-3993

その他＇ロールケーキ（

岐阜 菓子屋 安八郡輪之内町大藪503-2 0584-69-3436 その他＇玄米カステラ（

岐阜 桜井食品
美濃加茂市加茂野町鷹ノ巣
343

0574-54-2251 ホットケーキミックス

岐阜 八百重製粉＇株（ 岐阜市本町5-32 058-262-0941 米粉クッキー

岐阜 ＇株（ヌベール 揖斐郡大野町上磯16-1 0585-32-3800 米粉洋菓子＇バームクーヘン（

三重 グリーンピア虹工房
松阪市東黒部町天神1　きっす
る黒部内

0598-59-0538 米粉パン

三重 さるびの温泉 パン工房 伊賀市上阿波2953 0595-48-0269 米粉パン、米粉洋菓子

三重 ＇社（ 大山田農林業公社 伊賀市平田103番地 0595-47-0151 米粉洋菓子、米粉

三重 仏蘭西菓子「ルフラン」
津市丸の内34－21＇津地方裁
判所前（

059-226-4371 米粉洋菓子

三重 道の駅あやま「米工房鞆田」 伊賀市下友田2477 0595-43-0039 米粉パン、米粉洋菓子

三重 伊賀ふれあい市場 伊賀市新堂219-5 0595-45-8477 米粉麺、米粉

三重 ふるさと味工房アグリ 度会郡玉城町原4254-1 0596-58-8686 米粉パン

愛知 ホームベーカリー　epi(エピ（ 豊橋市北側町25-2 0532-31-6296 米粉パン

愛知 カトルセゾン 豊橋市佐藤１丁目1-10 0532-64-5800 米粉洋菓子

愛知 ＇株（　香恋の里 豊田市羽布町鬼ノ平５ 0565-90-4120 米粉麺、米粉洋菓子

愛知 オールドコース　こすたりか 豊橋市牛川通り3丁目14-14 0532-66-2882 米粉パン

愛知 さくらファーム 津島市愛宕町5丁目115 0567-28-5783 米粉パン

愛知
デキタッテ・トレッタッテ パン工
房

安城市赤松町梶1 0566-92-5512 米粉パン

愛知 昇匠＇ショウ（ベーカリー 豊田市大沼町根崎14－１ 0565-90-3888 米粉パン

愛知 石窯工房　童話作家 豊橋市船渡町字船渡137-1 0532-26-0087 米粉洋菓子

愛知 ＇株（　どんぐりの里いなぶ 豊田市武節町針原22-1 0565-82-3666 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

愛知 自然食品の店　野土歌 東海市大田町畑間40－３ 0562-32-4187 米粉洋菓子

愛知 ＇株（　ベルジュール 江单市布袋町单246番地 0587-56-3323 米粉パン

愛知 パ・パン 豊川市八幡町西赤土39-1 0533-88-7355 米粉パン

愛知 パンセ
宝飯郡御津町大字西方字源
農1-5

0533-75-2378 米粉パン

愛知
渥美どろんこ村・畑のケーキ
屋さん

田原市江比間町西砂畑21-1 0531-37-0996 米粉パン、米粉洋菓子

愛知
ベーカリーカフェ 　パンマル
シェ

豊田市平芝町２丁目8-1 0565-33-6050 米粉パン

愛知 ホームベーカリー　モア 名古屋市天白区原3-407 052-801-3721　 米粉パン

愛知 ら・ばるか 豊橋市菰口町4-2-2 0532-31-3120 米粉パン

愛知 リトルバード 豊橋市駅前大通3-9 0532-57-2307　 米粉洋菓子

愛知 米蔵 名古屋市中区栄3丁目5-1 052-252-1895　 米粉麺、ホットケーキミックス

愛知 ぱん茶家　わおん 豊橋市花田町字野黒43-2 0532-33-3211　 米粉パン

愛知 あぐりん村　パン工房 愛知郡長久手町前熊下田134 0561-64-2831 米粉パン

愛知
アンファリーヌ　＇刈谷ハイウェ
イオアシス内（

刈谷市東境町吉野55 0566-36-7795 米粉パン

愛知
げんきの郷　できたて館　パン
工房

大府市吉田町正右エ門新田
1-1

0562-45-4082 米粉パン

愛知 ミシマパン＇株（ 蒲郡市捨石町塩浜66 0533-69-2955 米粉パン

愛知 太田米松商店 清須市西市場4-12-28 052-400-3027 米粉パン、米粉洋菓子

愛知
社会福祉法人童里夢　ぱくぱ
くパン

豊橋市石巻町字野田6-5 0532-87-0800 米粉パン

滋賀  街のお米屋さん 大津市丸の内町4月41日 077-522-7352 米粉麺

滋賀  蓬莱の家 大津市单船路271-1 077-592-0185
米粉洋菓子
その他＇ペット用クッキー（

 農事組合法人

「万葉の郷ぬかづか」

滋賀  パンのカワバタ 東近江市上平木町2030-59 0748-23-5772 米粉パン

滋賀
 社会就労センターいきいきパン
工房サンベーカリー

近江八幡市加茂町3619  0748-36-7422 米粉パン

滋賀  アグリの郷栗東 栗東市出庭961-1  077-554-7621 米粉パン

 (株)山一パン総本店 大津市におの浜2-3-1

「サﾞ・カﾞｰテﾞン自由が丘」大津店  西武大津ショッピングセンター1F

高島市マキノ町海津897-27

道の駅「マキノ追坂峠」内

  ベーカリーショップ

「ミッキー」   

滋賀 野洲市冨波乙690-32 077-586-2171 米粉パン

滋賀 077-521-0111 米粉パン

滋賀  里山パン工房 0740-28-8128 米粉パン、米粉

滋賀 東近江市糠塚町1253 0748-23-6898 米粉パン
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住所 電話番号 取扱品企業名・店名

滋賀  ちゅうずドリームファーム 野洲市吉川2425 077-589-6272 米粉パン

滋賀  パン工房ツジカワ 大津市松本2-9-25 077-524-3223 米粉パン

滋賀  ワタヤ 野洲市高木639    077-586-3808 米粉パン、米粉菓子

滋賀  農業法人＇有（甲賀もち工房 甲賀市甲賀町小佐治2121-1 0748-88-5841 米粉麺

滋賀  創作菓匠なか里
 彦根市竹ヶ鼻46-2＇ビバシティ彦
根1F（

0749-24-7033  米粉洋菓子

滋賀
 FINE BREAD＇道の駅・藤樹の里
あどがわで販売（

高島市安曇川町四津川642 0740-34-0324  米粉パン

滋賀  SWEET FISH
守山市今浜町2620-5(ピエリ守山
1F)

077-584-1044 米粉洋菓子

滋賀  ゆきの農園 東近江市上平木町1508 0748-22-6510 米粉麺

滋賀  (有)菓子工房 ノンパレール大西 高島市今津町单新保482-16 0740-24-7112 米粉洋菓子

滋賀 竜王かがみの里 蒲生郡竜王町鏡1231-2 0748-58-8700 米粉パン

滋賀 パン工房・パンプキン 守山市立田町1260 077-585-2564 米粉パン

滋賀 福福 東近江市百済寺本町1420 0749-46-0895 米粉洋菓子

京都府   大正製パン所
 京都市上京区今出川通千本東
入般舟院前町136

 075-441-3888 米粉ハﾟン

京都
  メリッサリーガロイヤルホテル京
都

 京都市下京区東堀川通塩小路
下る松明町1

 075-341-1121 米粉ハﾟン

京都   ドンク　大丸京都店
 京都市下京区四条高倉西入る立
売西町79

 075-211-8111 米粉ハﾟン

京都  ＇株（　仙太郎
 京都市下京区寺町通仏光寺上る
中之町576

 075-344-0700 米粉洋菓子

京都 五感　京都高島屋店
 京都市下京区四条通河原町西
入真町52

 075-221-8811 米粉洋菓子

京都   (株)山一パン総本店  京都市单区久世築町264  075-921-7356 米粉ハﾟン

京都 ジェイアール京都伊勢丹 
 京都市下京区烏丸塩小路下る東
塩小路町901

 075-352-1111 米粉ハﾟン

京都    伏見サティ  京都市伏見区御堂前町616  075-611-7181 米粉ハﾟン

京都    北大路ビブレ      京都市北区小山北上総町49-1  075-495-8561 米粉ハﾟン

京都
   ライフコーポレーション＇株（壬
生店

 京都市中京区壬生西檜町23  075-323-2501 米粉ハﾟン

京都    パン工房　太子道
 京都市中京区西ノ京中御門東町
106

米粉パン

京都    京・流れ橋食彩の会  八幡市上津屋里垣内56-2     075-983-0128 米粉ハﾟン、米粉

京都 ＇株（山口屋穀粉 宇治市伊勢田町毛語９０－６ 0774-44-5567 米粉

京都    ケーキショップ　フリアン
 单丹市美山町鶴ヶ岡棚上新田4-
2

 0771-76-0751
米粉洋菓子＇不定期販売＇要予
約（（

京都    天然酵母パン　グリム
 亀岡市单ツツジヶ丘大葉台2-
15-8

 0771-25-3826 米粉パン

   アロン  亀岡市東別院町鎌倉中垣内6-1  0771-27-8088 米粉ハﾟン(卸売)

冬季のみ販売

京都    ブール上町店  綾部市本町一丁目33-1  0773-42-0239 米粉パン

京都
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住所 電話番号 取扱品企業名・店名

京都
NPO法人  KYO・ふるさと加佐　大
庄屋上野家

 舞鶴市字西方寺285   0773-83-0006 米粉ハﾟン

京都   道の駅「あぐり」   舞鶴市字下福井905   0773-75-9945 米粉ハﾟン

京都    フクヤ  伊佐津店    舞鶴市倉谷向ノ丁1904-1   0773-77-0991 米粉ハﾟン

京都    JA京都にのくに   加佐支店   舞鶴市字下東550-1  0773-82-0008 米粉ハﾟン

京都    夕市  (JR西舞鶴駅構内) 米粉ハﾟン

京都   八島産直マート  舞鶴市八島商店街三条～四条 米粉ハﾟン

京都   まつもと米穀  舞鶴市字引土164  0773-75-0881 米粉ハﾟン

京都   鯉ヶ窪京都堀川店
 京都市上京区西堀川通上長者
町下ル奈良物町48

 075-431-3488 米粉パン

京都 ブランジュリーマッシュ キョウト
 京都市下京区東洞院通り高辻下
ル燈籠町568

 075-352-0478 米粉パン

京都   Kanabun  京丹後市網野町網野2808-2  0772-72-6030 米粉洋菓

  農家cafe吉之业  单丹市美山町北宮ノ元3-2  0771-77-0217 米粉パン

 ＇かやぶきの里集落内、知井八
幡宮下（

京都   Homemade Cake Sielu
 船井郡京丹波町塩田谷大将軍
18

 0771-82-1517 米粉洋菓子

 自家米100％おいしふぉん 福知山市三俣1042-1 0773-35-0404 米粉洋菓子

(府道522上六人部小より北へ
300m)

＇日曜日のみ店頭販売

月～土は予約販売（

京都  ふらいぱん 单丹市美山町長尾20 0771-75-1785 米粉パン

大阪  青い麦「帝塚山店」 大阪市阿倍野区帝塚山1-9-8 06-6655-2077 米粉パン

大阪  青い麦「DELISTA店」
大阪市中央区天満橋京町1-1京
阪ヒﾞル地下2階

06-6947-1433 米粉パン

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 06-6624-1111 米粉パン

近鉄百貨店B1F

大阪  五感  北浜本館
大阪市中央区今橋2-1-1新井ビ
ル

06-4706-5160 米粉洋菓子

 五感うめだ阪急百貨店 大阪市北区角田町8-7 06-6361-1381 米粉洋菓子

阪急百貨店うめだ本店地階

大阪  パティスリーボン長居本店 大阪市住吉区長居東4-11-24 06-6697-0987 米粉洋菓子

大阪  パティスリーボン長居北店 大阪市住吉区長居東4-2-21 06-6692-5972 米粉洋菓子

大阪  パティスリーボンアビコ工場 大阪市住吉区我孫子1-8-1 06-6607-2660 米粉洋菓子

大阪  お菓子のアトリエハンブルグ 大阪市淀川区十三元今里2-19-2 06-6308-5570 米粉洋菓子

大阪  春日食品＇株（ 高槻市大畑町12-11 072-695-0051 米粉パン＇学校給食のみ（

大阪  コモ洋菓子店 高槻市松が丘3-8-29 072-687-8289 米粉パン

京都

大阪
 近鉄百貨店阿倍野店コクラン・エ
ネ

大阪

京都
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住所 電話番号 取扱品企業名・店名

大阪  アローム清水店    高槻市宮之川原5-20-1 072-687-1771 米粉パン

大阪  米粉三昧・ふっくら工房 高槻市野田4-30-10 072-676-3279 米粉パン

大阪
米粉三昧・ふっくら工房緑彩館セ
ンタ－店

高槻市野田4-30-10 072-671-3279
米粉パン＇予約販売＇月・水・金・
土（（

大阪
 米粉三昧・ふっくら工房緑彩館清
水店

高槻市浦堂3-1-2 072-687-3279
米粉パン＇予約販売＇月・水・金・
土（（

大阪
 農産物特売所・農風館＇JAたか
つき（

高槻市大手町1-23 072-646-3606 米粉パン＇販売日＇月・水・木（（

大阪  農事組合法人「見山の郷」 茨木市下音羽313   072-649-3328 米粉パン

大阪  ミエル 茨木市総持寺台1-6 072-637-9560 米粉パン

大阪  パン・デ・ママ 枚方市牧野本町2-19-2 072-397-2111 米粉パン

大阪  パン・ド・カンパーニュ 枚方市上野1-10-5 072-898-1271 米粉パン

大阪  藤乃屋 摂津市鳥飼銘木町3-18 072-654-7109 米粉麺＇もち米入り（

大阪  片山製粉＇株（ 八尾市亀井町2-4-44 072-922-7532 米粉パン＇食パン（、米粉

大阪  欧風レストランル・オータニ 羽曳野市向野211 072-936-5776 米粉パン

大阪  道の駅しらとりの郷 羽曳野市埴生野975-3 072-957-8318 米粉パン

大阪  道の駅かなん 单河内郡河单町神山523-1 0721-90-3911 米粉パン

大阪  ファームベーカリー米夢 单河内郡河单町神山523-1 0721-90-3313 米粉パン＇製造卸（ 

大阪  koigakubo百舌鳥店 堺市北区百舌鳥赤畑町4-317 072-254-8090 米粉パン

大阪  ＇有（いずみの里 和泉市北田中町204-4 0725-92-1050 米粉パン

大阪  手作りパン工房 aLzo 交野市私部西2丁目3-11 072-894-2221 米粉パン

大阪  Bread K 摂津市鳥飼上3丁目5-18 072-604-2528 米粉パン

大阪  パティスリー ブルス本店 八尾市天王寺屋7丁目54 072-948-1448 米粉洋菓子

大阪  パティスリー ブルス国分店 柏原市国分1丁目1-10 072-948-1448 米粉洋菓子

大阪 奈良祥樂　近鉄なんば店
大阪市中央区難波４－１－１７＇近
鉄難波駅構内（

06-4708-0068 米粉洋菓子

大阪
お菓子のあっぱれ堂　天神橋筋
店

大阪市北区天神橋４－１１－１２ 06-6352-5251 米粉洋菓子

兵庫  (株)ヒシヤ食品・ファミール 神戸市垂水区旫が丘2-1-10  078-707-4510 米粉パン

神戸市垂水区東舞子町10-1-102

Tio舞子1F

兵庫  koigakubo神戸異人館通店 神戸市中央区北野町2-10-10 078-291-5145 米粉パン

 にしたに村 ぐーちょきぱん 宝塚市大原野字炭屋1番1号 0797-91-1638 米粉パン

西谷ふれあい夢プラザ内

 JA兵庫六甲 三田市弥生が丘1丁目1-2    079-569-7622 米粉パン

078-787-1237 米粉パン

兵庫

兵庫

兵庫  ラ・サン・ミッシェル舞子店
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住所 電話番号 取扱品企業名・店名

(パスカルさんだフラワー店)

兵庫  NPO法人いちじま丹波太郎    丹波市市島町上垣25-3  0795-80-3750 米粉麺

兵庫  明植堂 明石市桜町11-17  078-912-3600 米粉洋菓子

兵庫  株式会社平野屋本舗  神戸市北区有馬町288番地 078-904-0601 その他＇米粉炭酸せんべい（

兵庫
 JA兵庫单ふぁ～みんSHOP　魚
住

明石市魚住町錦が丘4-11-5 078-948-5380
米粉パン、米粉麺＇うどん、ラーメ
ン、冷やし中華（、米粉＇天ぷら粉、
お好み焼粉、チヂミ粉、ピザ粉（

兵庫
 JA兵庫单ふぁ～みんSHOP　二
見

明石市二見町東二見210-1 078-942-1927
米粉パン、米粉麺＇うどん、ラーメ
ン、冷やし中華（、米粉＇天ぷら粉、
お好み焼粉、チヂミ粉、ピザ粉（

兵庫
 JA兵庫单ふぁ～みんSHOP　い
なみ

加古郡稲美町国岡3-21-3 079-497-0222
米粉パン、米粉麺＇うどん、ラーメ
ン、冷やし中華（、米粉＇天ぷら粉、
お好み焼粉、チヂミ粉、ピザ粉（

兵庫
 JA兵庫单ふぁ～みんSHOP　播
磨

加古郡播磨町野添187 079-437-3835
米粉パン、米粉麺＇うどん、ラーメ
ン、冷やし中華（、米粉＇天ぷら粉、
お好み焼粉、チヂミ粉、ピザ粉（

兵庫
 JA兵庫单ふぁ～みんSHOP　か
んき

加古川市東神吉町神吉1012-1 079-434-2201
米粉パン、米粉麺＇うどん、ラーメ
ン、冷やし中華（、米粉＇天ぷら粉、
お好み焼粉、チヂミ粉、ピザ粉（

兵庫
 JA兵庫单ふぁ～みんSHOP　八
幡

加古川市八幡町船町20 079-438-9595
米粉パン、米粉麺＇うどん、ラーメ
ン、冷やし中華（、米粉＇天ぷら粉、
お好み焼粉、チヂミ粉、ピザ粉（

兵庫
 JA兵庫单ふぁ～みんSHOP　高
砂

高砂市伊保1-4-1 079-447-0881
米粉パン、米粉麺＇うどん、ラーメ
ン、冷やし中華（、米粉＇天ぷら粉、
お好み焼粉、チヂミ粉、ピザ粉（

兵庫 寺家町特産館 加古川市寺家町144-7 079-425-3163
米粉パン、米粉麺＇うどん、ラーメ
ン、冷やし中華（、米粉＇天ぷら粉、
お好み焼粉、チヂミ粉、ピザ粉（

 JA兵庫みらい 小野市浄谷町1545-321 0794-64-8170 米粉ハﾟン

「サンパテオおの」

兵庫  魚司 小野市上本町237 0794-63-2396 米粉麺

兵庫  ボングール姫路单店 姫路市安田3丁目75 079-281-9345 米粉パン

兵庫  ボングール田寺店 姫路市田寺5-2-15 079-294-1093 米粉パン

兵庫  ボングール龍野店 たつの市龍野町富永458-4 0791-64-2263 米粉パン

兵庫  香寺ハーブガーデン 姫路市香寺町矢田部689-1 079-232-7316 米粉パン

兵庫  サン・ミッシエル 姫路市栗山町126イノウエヒﾞル1F 079-285-3260 米粉洋菓子

兵庫  大陸青山店 姫路市下手野3-5-16 079-294-0071 米粉パン

兵庫  ドーイングベーカリー 赤穂市加里屋89-5  0791-45-2627 米粉パン

兵庫  かみや本舗 赤穂市塩屋4-2  0791-42-0267 米粉洋菓子

 ピーターパン 養父市八鹿町八鹿1375-3   079-662-6506 米粉パン、米粉洋菓子

＇ここでは製造のみ、販売は、但馬
のまほろば、フルーツの里やぶ（

兵庫  イーゲル
神戸市有馬町滝畑1129-1有馬里
駐車場内

078-903-1024 米粉パン＇ 事前問い合わせ必要（

兵庫  シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 079-706-7784
その他＇米粉を使ったフランス料理
＇レストランメニュー（（

兵庫

兵庫

兵庫
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住所 電話番号 取扱品企業名・店名

 フルーツの里やぶ 養父市八鹿町八鹿1375-3 079-662-6506 米粉パン、米粉洋菓子

＇ピーターパンで製造（

 但馬のまほろば 養父市八鹿町八鹿1375-3 079-662-6506 米粉洋菓子

＇ピーターパンで製造（

兵庫 栗林食産＇株（　 加古川工場加古川市野口町坂井２９０0794-37-8464 米粉

兵庫 ＇株（　トマリ 三原郡单淡町福良甲５２５－３ 0799-52-0032 米粉

兵庫 前原製粉＇株（ 姫路市青山北３－１０ー１ 0792-66-0520 米粉

兵庫 五百城ニュートリイ＇株（ 姫路市亀山２丁目１８３ 0792-35-1727 米粉

兵庫 富士穀粉＇株（ 尼崎市西難波町２－１１－３７ 06-6417-4731 米粉

兵庫 丸宝穀粉＇有（ 加古川市志方町成井５２７ 0794-52-0168 米粉

兵庫 瑞穂食品＇株（　加古川工場 加古川市平岡町高畑８３０－１ 0794-24-6729 米粉

兵庫  ＇株（寶菓匠菅屋山本店 宝塚市山本東3-9-4 0797-89-0980 米粉洋菓子

兵庫  café CARTA tohnofarm
神戸市中央区京町67番地OTC神
戸ビル2階カフェカルタ

078-391-8900
その他＇米粉を使ったメニュー料
理、デザート他発芽玄米粉を使用し
たパンのランチセットメニュー（

兵庫 夢やかた 姫路市夢前町神種1281－2 079-336-1585 米粉パン、米粉洋菓子

兵庫 ラ・シゴーニュ 豊岡市戸牧37-10 0796-23-8666 米粉パン

兵庫 有限会社　高本農場 朝来市和田山町久世田257 079-674-1327 米粉麺

兵庫 とよおかまごころ市場 豊岡市下陰129 0796-23-0556 米粉洋菓子＇ピーターパンで製造（

兵庫 狩野牧場　ＫＡＮＯボク 豊岡市出石町伊豆788 　0796-52-3783
米粉洋菓子、その他＇米粉アイスク
リーム（

兵庫 狩野牧場　ＫＡＮＯボク出石店 豊岡市出石町内町104  0796-52-6603
米粉洋菓子、その他＇米粉アイスク
リーム（

兵庫 がおさん家のぱん屋 伊丹市昆陽東１－５－６ 072-743-4429 米粉パン

兵庫
Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　ｇｒｉｍｍ＇ブーラン
ジェリーグリム（

伊丹市西台3-7-27 072-779-8173 米粉洋菓子

兵庫
ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｓｏｕｒｉｅ　パティスリー
スーリール

伊丹市東野６－６－１ 072-772-5218 米粉洋菓子

兵庫 ぴゅあ樹(バーム（　光 西宮市青木町12-5 0798-73-8837 米粉洋菓子

兵庫 五穀七福　西宮北口店 西宮市甲風園1-5-11 0798-64-6057 米粉パン・米粉洋菓子

兵庫 ハウネベーヤー　門戸店 西宮市門戸荘１６－１９ 0798-53-1033 米粉パン

兵庫 カスカード、デュオこうべ店
神戸市中央区相生町3-2-1
デュオこうべ山の手

078-360-2147 米粉パン

兵庫 カスカード、西神单店
神戸市西区井吹台東町1-1
神戸市営地下鉄西神单駅構内

078-997-7637 米粉パン

兵庫 五穀七福　名谷店
神戸市須磨区中落合2-2-1
須磨パティオ内

078-792-5633 米粉パン、その他＇米粉ピザ（

兵庫 ハウネベーヤー　さんちか店
神戸市中央区三宮町1-10-1さん
ちか７番街ｽｲｰﾂﾒｲﾄ

078-391-3357 米粉パン

兵庫 穀物日和　学園都市駅店
神戸市西区学園西町1-13
神戸市営地下鉄学園都市駅構内

078-792-2568 米粉パン

兵庫

兵庫
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住所 電話番号 取扱品企業名・店名

兵庫 グーテン・アペティート 加東市单山２丁目3-19-103 0795-20-1021 米粉洋菓子

兵庫 いなみマイマイ工房 稲美町国岡５１９ 079-492-9877 米粉パン

 手作りパンの店 奈良市朱雀6-20-8  0742-71-1445

「フリブール」

奈良  べーカーショップみなみ 奈良市東紀寺町2-2-17 0742-27-0525 米粉ハﾟン

奈良  ベーカリーアンデス  奈良市紀寺町400-9  0742-27-6595 米粉ハﾟン

 カジュアルレストラン・ 大和郡山市大江町114-1 0743-52-6686 米粉ハﾟン

フジエダ

奈良  オランダ屋＇高田店（ 北葛城郡広陵町大塚62-1 0745-55-4610 米粉ハﾟン

 曽爾高原ファームガーデン 宇陀郡曽爾村大字太良路837 0745-96-2888 米粉パン

  お米の館

 阿騎野新鮮野菜直売所 宇陀市大宇陀区拾生714-1 0745-83-1300

＇道の駅 宇陀路大宇陀（ 

 パン工房麦の穂 天理市柳本町1384-1 0743-66-2069 米粉パン

＇だるま作業所（

 道の駅 葛城市新在家402-1 0745-48-7000 米粉洋菓子

ふたかみパーク當麻

 Pain d'or  葛城市北花内727-4 0745-69-7100 米粉パン

［パン・ドール］

奈良  アトリエプティ 宇陀市榛原区三宮寺393 0745-82-0922 米粉洋菓子＇受注生産のみ（

奈良  千葉製麩店 天理市福知堂149-1 0743-66-2548 その他＇米麩＇こめふ（（

奈良  竹西農園「遊茶庵」 奈良市中之庄町458 0742-81-0383
米粉洋菓子、米粉＇＇自家生産（＇平
日予約制。土・日営業（（

奈良  A×2＇エーツー（葛城店 葛城市单藤井88-1 0120-200-976 その他＇玄米粉のどら焼き（

奈良  なら和み館 奈良市高畑町1071 0742-21-7530 米粉洋菓子

奈良  ハーブクラブ 奈良市水間町3020-3 0742-81-0829 米粉パン

奈良  パン工房＜元＞moto 奈良市大宮町2丁目2-1 0742-33-8113 米粉パン

奈良  Aコープ橿原店 橿原市白橿2-31-22 0744-27-3302 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  Aコープ青山店 奈良市青山4-3 0742-23-3618 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  Aコープ櫟本東店 天理市櫟本町2260-1 0743-65-2008 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  Aコープハートフル五条 五条市田園3-1  0747-23-2801  米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良
米粉パン、米粉麺、米粉洋菓子、米
粉

奈良

奈良

奈良

奈良 米粉ハﾟン

奈良

奈良
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住所 電話番号 取扱品企業名・店名

奈良  Aコープ下市店 吉野郡下市町大字新住71-1 0747-52-8606 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  Aコープ榛原店 宇陀市榛原区額井1050-1 0745-82-7611 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  Aコープハートフルへぐり 生駒郡平群町福貴1248 0745-46-1600 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  コープおしくま 奈良市押熊町1115番地 0742-41-0777 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  コープ朱雀 奈良市朱雀六丁目9番5号 0742-71-2904 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  ディアーズコープたつたがわ 生駒郡平群椿井734-1 0745-45-8181 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  コープ学園前 奈良市中山町西1-716-3 0742-51-2900 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  コープ六条 奈良市六条2丁目17番6-11号 0742-45-7882 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  ディアーズコープいこま 生駒市俵口町758-1 0743-73-8833 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  コープいまご 大和郡山市今国府町 0743-57-0666 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  コープ真美ヶ丘 香芝市真美ヶ丘1丁目14-5 0745-77-8200 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  コープハーモニープラザ・たかだ 大和高田市曽大根196番地 0745-23-5757 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良  コープみみなし 橿原市新賀町478番 0744-24-1200 米粉パン＇奈良県産米粉30％（

奈良 patisserie N,atsuhiro 奈良市三条大路5-1-25 0742-33-3369 米粉洋菓子

奈良
奈良ロイヤルホテル
「茶良里」

奈良市西大寺国見町1-1-1
タイムズプレイスサイダイジ内

0742-36-7515 米粉洋菓子

奈良 千壽庵吉宗　近鉄奈良駅店
奈良市東向中町29番地
＇近鉄奈良駅地下１階構内東西通
路（

0742-27-8822 米粉洋菓子

奈良 千壽庵吉宗　学園前单店 奈良市学園大和町2丁目81 0742-49-0818 米粉洋菓子

奈良 千壽庵吉宗　押熊店 奈良市押熊町942-1 0742-51-8080 米粉洋菓子

奈良 お菓子工房　ブランベリー本店 奈良市六条西１丁目１－３４ 0742-43-5858 米粉洋菓子＇予約制（

奈良 ブランベリー恋の窪店 奈良市大安寺西３丁目１１－１４ 0742-35-3587 米粉洋菓子＇予約制（

奈良 パティスリーＫＡＲＡＫＵ 奈良市杉ヶ町７３ 0742-22-0050 米粉洋菓子

奈良 米粉のパンとお菓子 睦実 大和郡山市千日町２５－１ 0743-55-6551 米粉洋菓子

奈良 奈良祥樂法隆寺店 生駒郡斑鳩町興留７－４－１２ 0745-74-2800 米粉洋菓子

奈良 ボン・シック
生駒郡三郷町勢野東４－１１－１
８

0745-31-4335 米粉洋菓子

奈良 cafe braliva 香芝市瓦口2215 0745-51-0270 米粉洋菓子

奈良 志都美園芸組合直売所 香芝市平野５９５－２ 無
米粉パン＇小麦：米＇香芝市100％（
＝２：８（
＇米粉パンは毎月第２・４土曜（

奈良 ふれあい朝市 香芝市下田西１－３２８－１ 0745-70-5851
米粉パン＇小麦：米＇香芝市100％（
＝２：８（
＇米粉パンは毎月第２・４土曜（

奈良 ふたかみ朝市－出張朝市
香芝市旫ヶ丘
＇旫ヶ丘メディカルスクエア駐車
場（

無
米粉パン＇小麦：米＇香芝市100％（
＝２：８（
＇米粉パンは毎月第２・４土曜（
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住所 電話番号 取扱品企業名・店名

奈良 キャパトル西大和店
北葛城郡河合町中山台２－６－１
３

0745-72-1213 米粉洋菓子

奈良 トロトワール・コープみみなし店 橿原市新賀町４７８番地 0744-24-7255
米粉パン＇小麦：米＇香芝市100％（
＝２：８（

奈良 cafe ことだま 高市郡明日香村越540 0744-54-4010 米粉洋菓子

奈良 ＇有（荒神の里笠そば処 桜井市笠４４０８ 0744-48-8410 米粉洋菓子＇農閑期のみ　要問合（

奈良 ローゼの菓瓶 桜井市戒重３３５－２ 0744-46-1518 米粉洋菓子

奈良 ケーキハウス　adorer 葛城市笛吹５２８－１ 0745-62-7700 米粉洋菓子

奈良 粉源製粉所 奈良市大宮町４－２９３－７ 0742-35-1157 米粉

和歌山 Ｒｏｌｌ＆Ｒｏｌｌ＇イズミヤ店（
和歌山市川辺220番　イズミヤ紀
伊川辺店東入口すぐ

073-464-5911 米粉洋菓子

和歌山 Ｒｏｌｌ＆Ｒｏｌｌ＇take゛A゛cafe店)
和歌山市元寺町1-25 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃﾋﾞ
ﾙ2F

073-433-8755 米粉洋菓子

和歌山 青洲の里「ヒルベーカリー」 紀の川市西野山473 0736-75-6008 米粉ﾊﾟﾝ

和歌山 ホームベーカリー　コッペ 那智勝浦町朝日3-70 0735-52-4407 米粉ﾊﾟﾝ  

和歌山 いなほ作業所 那智勝浦町中里575 0735-57-0335 米粉ﾊﾟﾝ

和歌山 マーブル 田辺市本宮町切畑263 0735-43-0574 米粉ﾊﾟﾝ

和歌山 フジカメヤパン 田辺市宝来町23-10 0739-22-0737 米粉ﾊﾟﾝ  

和歌山 産直広場　よってって 田辺市稲成270-1 0739-25-4741 米粉ﾊﾟﾝ  

和歌山 レピ　マルカ 有田市箕島135 0737-82-3547 米粉洋菓子

和歌山 ＇有（ヤナギヤ 御坊市薗77-7 0738-22-0137 米粉洋菓子

和歌山 万定製菓 有田川町吉原８５８－４ 0737-32-2845 米粉ﾊﾟﾝ

和歌山 どんどん広場 有田川町庄１００３－２ 0737-52-6661 米粉ﾊﾟﾝ  

和歌山 マリブ洋菓子店 田辺市神島台２－１５ 0739-26-0367 米粉洋菓子

和歌山 マリブ・シーサイド店 田辺市新庄町３０２７ 0739-25-1403 米粉洋菓子

和歌山 プティ・アシェット 橋本市隅田町垂井５１１－４ 0736-32-2957 米粉洋菓子

和歌山 Ａ×２＇エーツー（高野口店
橋本市高野口町名倉２５１－１
＇よってって内（

0120-200-976 その他＇玄米粉のどら焼き（

和歌山 洋菓子　アンブローシア 岩出市川尻216-1 0736-63-6640 米粉洋菓子

鳥取 パン工房大地の恵み 鳥取市国府町宮下1012 0857-37-2117 米粉パン、米粉

鳥取 君司食品＇株（【予約販売】 鳥取市布勢103-１ 0857-28-1202 米粉パン

鳥取 ＇有（亀井堂 鳥取市徳尾122 0857-22-2100 米粉パン

鳥取 ぽるとがる湖山店
鳥取市湖山町東２－133
(サンマート湖山店内) 0857-38-3700 米粉パン、米粉

鳥取 ぽるとがるシャミネ店
鳥取市東品治町111－１
(シャミネ鳥取店内)

0857-27-6580 米粉パン、米粉

鳥取 真栄農産 倉吉市関金町大鳥居1680 0120-46-2615 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

鳥取 フルテリア
倉吉市駄経寺町198－２
(倉吉パークスクエア食彩館
内)

0858-23-2602 米粉パン、米粉

鳥取 大山ガーデンプレイス
西伯郡伯耆町丸山1800番地
26

0859-39-8111 米粉パン

鳥取 JAグリーン千代水店＇愛菜館（ 鳥取市安長252-1 0857-37-0178 米粉パン、米粉

鳥取 おひさま市場 鳥取市吉成单2-1-11 0857-51-7877 米粉パン

鳥取 ふれあいかろいち 鳥取市賀露1757-1283 0857-37-3933 米粉パン

鳥取 ＇有（倉吉木村屋 倉吉市昭和町2-157-1 0858-22-2411 米粉パン

鳥取 道の駅犬狭 倉吉市関金町山口2030-46 0858-45-1313 米粉パン

鳥取
JA鳥取中央湯の関ふれあい
ハウス

倉吉市関金町関金宿1560-2 0858-45-3730 米粉パン

鳥取 湯命館 倉吉市関金町関金宿1139 0858-45-2000 米粉パン

鳥取 楽市楽座 東伯郡三朝町大柿591 0858-43-2286 米粉パン

鳥取 JA鳥取中央フルテリア西郷店 倉吉市八屋150-1 0858-47-4197 米粉パン

鳥取 JA鳥取中央ハワイ夢マート 東伯郡湯梨浜町久留26-1 0858-35-3535 米粉パン

鳥取 あぐりポート琴浦 東伯郡琴浦町別所243 0858-55-6336 米粉パン

鳥取 パンカフェののな 鳥取市薬師町26-3 0857-21-3260 米粉パン

鳥取 自然堂＇じねんどう（の森 鳥取市福部町八重原676-1 0857-38-1777 米粉パン

鳥取 JＡグリーンこくふ 鳥取市国府町新町2-232 0857-29-2777 米粉パン

鳥取 茶房　遥か 倉吉市魚町2516-4 0858-22-3869 米粉パン、米粉洋菓子

鳥取
JAグリーンせいぶふれあい村
アスパル

西伯郡日吉津村日吉津1450 0859-27-0313 米粉パン

鳥取
SUPERCENTERPLANT-5境港
店

境港市竹内団地276 0859-47-5600 米粉パン

鳥取 いなかのパン屋さん 日野郡日单町霞785 0859-82-0087 米粉パン

鳥取 ジャコム大栄店 東伯郡北栄町由良宿561 0858-49-1153 米粉パン

鳥取 サンマート湖山店 鳥取市湖山町東２－133 0857-38-8011 米粉、米粉パン

鳥取 中嶋米穀＇株（ 鳥取市千代水4丁目３ 0857-28-9220 米粉

鳥取 内藤製あん所 鳥取市行徳2-112-2 0857-23-5251 米粉

島根 ＇有（瀬尻製パン店 安来市広瀬町広瀬1694-2 0854-32-2539 米粉パン

島根
松江こだわり市場
「ＪＡくにびき稲香家」

松江市朝日町伊勢宮484－４ 0852-20-7288 米粉麺

島根 Ａコープ　ふるえ店 松江市西浜佐陀町246－１ 0852-36-6676 米粉麺

島根 ＇株（永江製粉
松江市西嫁島町１丁目１番11
号

0852-26-0123 米粉

島根 藤原共力堂 奥出雲町亀嵩1513 0854-57-0013 その他＇米粉カステラ（

島根 ＪＡ雲单　仁多加工所 奥出雲町三沢1947－８ 0854-54-1355 米粉麺



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

島根 ＪＡ雲单　大東餅加工所 雲单市大東町飯田41－12 0854-43-6686 米粉洋菓子

島根 ＇株（ほんき村 浜田市黒川町3733－１ 0855-22-0994 米粉

島根 松月堂マリード 益田市本町１－57 0856-22-0350 米粉パン

島根 はたのパン屋さん 鹿足郡津和野町池村1826－２ 0856-74-1530 米粉パン

島根 しふぉん　ながた 安来市赤江655 0854-28-7654 米粉パン・米粉洋菓子

島根
社会福祉法人
四ツ葉園福祉会パン工場

松江市古志町1551－４ 0852-36-5353 米粉パン

島根 ＪＡグリーンおおだ 大田市長久町長久口265-1 0854-84-9130 米粉麺、米粉洋菓子

島根
高橋建設株式会社
スカイファーム

益田市遠田町1261-3 0856-22-7777 米粉洋菓子

島根 道の駅　サンエイト美都 益田市美郡町字津川口585 0856-52-3644 米粉麺

島根
＇株（朝山ファミリー工房ＭＯＤ
E

出雲市所原町1642-２ 0853-48-9679 米粉パン

岡山 ＇株（中国リス食品販売 岡山市北区野田３－12－25 086-246-2525 米粉

岡山 ＪＡ岡山パン工房 岡山市北区下足守３－１ 086-295-0235 米粉パン

岡山 米粉Ｓweetsくぉ～れ 岡山市北区平野1093－3 086-293-3030 米粉洋菓子

岡山 レタージュ　みるく舎 高梁市横町1045－4 0866-22-3692 米粉洋菓子

岡山
フレッシュべーカリー　エンゼ
ル

倉敷市水島東弥生町6-6 086-448-9174 米粉パン、米粉洋菓子

岡山 こめ工房
新見市哲西町矢田3585-1
(道の駅鯉が窪内)

0867-94-2205 米粉パン

岡山 遊夢 倉敷市黒崎296－18 086-462-5800 米粉洋菓子

岡山 Patisserie ＷＡＫＡＮＡ 苫田郡鏡野町吉原695－2 0868-54-3721 米粉洋菓子

岡山
＇株（半鐘屋
本店、津山上河原店、岡山店

(本店)
津山市伏見町23

(本店)
0868-22-5128

米粉
(各店舗で取り扱い内容が違いま
す)

岡山 SWEET FACTORY アンジェ 津山市山北400－4 0868-22-1819 米粉洋菓子

岡山
＇有（ブーランジェリエノルムパ
ン　パン工房エピ

津山市山北488－2 0868-24-6877 米粉パン(毎週水・金販売)

岡山 くらや総本舗 津山市沼77ー７ 0868-22-3181 米粉洋菓子

岡山 パン工房　天＇そら（ 真庭市本郷1802-12 0867-44-6170 米粉パン、米粉洋菓子

岡山 une＇あん（ 総社市清音上中島184-10 0866-93-8855 米粉パン

岡山 TEPPAN KU-YA 岡山市北区野田屋町1-1-17 086-224-8880 その他(米粉たこ焼き)

岡山 茶房　和三盆 岡山市北区問屋町12-101 086-241-5598 米粉洋菓子

岡山 T’s　ＣＬＯＶＥＲ 倉敷市船倉街1125-3 086-425-8686 米粉洋菓子

岡山
(有)フレッシュベーカリーヒラマ
ツ

倉敷市藤戸町天城736-7 086-429-0141 米粉パン

岡山 クロワッサン 岡山市北区北方1-4-4-3 086-224-0041 米粉パン、米粉洋菓子

岡山 道の駅　久米の里 津山市宮尾563-1 0868-57-7234 米粉パン、米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

岡山 ベルファーム三角屋根 赤磐市桜が丘西10-29-9 086-956-0539 米粉パン

岡山 パンの館＇赤坂店（ 赤磐市西軽部1116-2 086-957-4525 米粉パン

岡山
道の駅醍醐の里こねっとクラ
ブ

真庭市鹿田391-1 0867-52-8040 米粉パン

岡山 ㈱スズキ麺工 浅口郡鴨方町鴨方984-1 0865-44-2129 米粉麺＇イベント等で販売（

岡山
米粉パン専門店
 和良 大元工房

岡山市北区野田2-10-15 086-238-1180 米粉パン

岡山 倉敷かさや農業協同組合 倉敷市西阿知町1040-5 086-460-4601 米粉パン

岡山 天満屋ハピータウン岡单店 岡山市单区築港新町1-18-5 086-264-6111 米粉パン

岡山 那岐山麓　山の駅 勝田郡奈義町高円591-1 0868-36-8080 米粉パン

岡山
プチ・メゾン
(生パスタ専門製麺所)

岡山市单区福浜町16-22 086-262-2282 米粉麺

岡山
㈱マルイ
(津山地区、久世、勝山、湯
郷、勝央の１１店舗)

(本店営業部)
津山市戸島893-15

0868-28-8111 米粉

岡山
道の駅　鯉ヶ窪
　㈱アクティブ哲西

新見市哲西町矢田3585-1
(道の駅　鯉ヶ窪内)

0867-94-9017 米粉

岡山 ジャスコ岡山店 岡山市北区青江2-7-1 086-226-2001 米粉

岡山 ジャスコ津山店 津山市河辺1000-1 086-21-7200 米粉

岡山 イトーヨーカドー岡山店 岡山市北区下石井2-10-2 086-233-1001 米粉

岡山
天満屋ハピータウン・ハピーズ
(全店舗)

(本部)岡山市北区岡町13-16
(本部)

086-232-7271
米粉

岡山 (有)オフコ 倉敷市松江2-13-38 086-455-3807 米粉

岡山 (株)プロフーズ 岡山市北区厚生町3-5-1 086-234-0700 米粉

岡山

(株)仁科百貨店
(本店食品センター、西阿知
店、三門店、中島店、矢掛小
田店、水島北店、連島单店、
西大寺店、西原店、玉島柏島
店、堀单店、笠岡店、児島下
の町店、羽島店、单輝店、福
島店、真備店、連島中央店、
児島柳田店、中畝店、花尻
店、玉野長尾店、加須山店、
中仙道店、総社東店、東畦店)

(本社)
倉敷市連島町連島1990

(本社)
086-466-7710

米粉

岡山 我流たつみ 岡山市北区東島田町1-6-5 086-227-3308
その他
(角煮マン、肉マン、プリン)

岡山
NPO法人岡山社会就労セン
ター協議会
岡山県セルプセンター

岡山市北区单方2-13-1
岡山県総合福祉・ボランティア
NPO会館　きらめきプラザ2F

086-222-0300 米粉洋菓子

岡山
(株)哲多すずらん食品加工
(千屋牛サンド)

新見市哲多町花木161-1 0867-96-2862 米粉パン

岡山
(有)備前メディアネット衆楽館
(全店舗)(備前バーガー)

(本店)備前市伊部597 0869-63-1019 米粉パン

岡山
(有)備前メディアネット衆楽館
閑谷店

備前閑谷676-2 0869-67-2466 その他(ソフトクリーム)

岡山 (有)中村屋 美作市林野397 0868-72-1256 米粉洋菓子

岡山 4-Smile
津山市阿波1216-1
(財)阿波グリーン公社加工工
場内

0868-46-7070 米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

岡山 落合道の駅　醍醐の里 真庭市鹿田391-1 0867-52-8040 米粉洋菓子

岡山 源吉兆庵(店舗限定)
(岡山本店)
岡山市单区築港新町1-24-21

0120-277-327 米粉洋菓子

広島 三良坂パン工房麦麦 三次市三良坂町三良坂2120 0824-44-2661 米粉パン

広島 カントリーグレイン 東広島市福富町下竹仁225-2 0824-35-2326 米粉パン

広島
＇株（和泉光和堂米麦工房めぐ
み21

庄原市新庄町291-1 08247-5-4515 米粉パン

広島 サンパラソル
安芸高田市吉田町常友1270-
3

0826-47-4012 米粉パン

広島 ＇株（ピーターパン 福山市明神町1-14-41 084-924-2424 米粉パン

広島 ジパング
世羅郡世羅町大字津口1072-
1

0847-27-0241 米粉パン

広島 ショパン
広島市安佐单区大町東1-2-
22

082-877-0041 米粉パン

広島 JAとれたて元気市
広島市安佐单区大町東2-14-
12

082-831-1831 米粉パン

広島 パン工場 広島府中店
安芸郡府中町大須2-1-1＇ジャ
スコ内（

082-561-0936 米粉パン

広島 東城きんさい市 庄原市東城川東877 08477-2-4840 米粉パン

広島 巴屋＇小島米穀（ 呉市阿賀北8丁目16-25 0823-71-9032 米粉パン

広島 ベーカリーピース 広島市单区段原4-15-5 082-261-1340 米粉パン

広島 小麦工房　全店 三原市宮浦３－31－６ 0848-67-6308 米粉パン

広島 東城きんさい市 庄原市東城川東877 08477-2-4840 米粉洋菓子

広島 三上貫栄堂 三次市畠敷町84-13 0824-62-6940 米粉洋菓子

広島 白ばら 福山市御門町2-3-19 084-922-0811 米粉洋菓子

広島 世羅の洋菓子店 サンマルク 世羅郡世羅町本郷906-12 0847-22-0838 米粉洋菓子

広島 Early Bird アーリ・バード 広島市单区翠3-17-12 082-250-2202 米粉洋菓子

広島 香る堂春長
広島市東区牛田早稲田1-5-
12

082-221-2762 米粉洋菓子

広島 マザーベア 尾道市西藤1601-2 0848-46-3277 米粉洋菓子

広島 小麦工房　全店 三原市宮浦３－31－６ 0848-67-6308 米粉洋菓子

広島 風季舎＇＇有（渡辺精進堂（ 三次市三次町1534-1 0824-65-2888 米粉洋菓子

広島 ＇有（大和 (おこめん工房（ 三原市大和町萩原2582-1 0847-33-1456 米粉麺

広島 食協(株) 安芸郡坂町横浜東1丁目21ノ29 082-886-3108 米粉麺

広島 カドーレ＇ジェラードアイス（ 東広島市上竹仁605 082-435-3018 その他＇アイス（

広島
縄文あいす ひとは館＇古代米
アイス（

安芸高田市向原町長田1857 0826-46-2960 その他＇アイス（

広島 増田製粉(株)
広島市西区商工センター7-3-
23

082-277-5741 米粉

山口 ＇有（プチシャトー 萩市橋本町21 0838-26-6058 米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

山口 日置農業高等学校 長門市日置上401-2 0837-37-2511 米粉パン

山口 藤井製麺＇株（ 岩国市玖珂町5328 0827-82-2101 米粉麺

山口 伊賀地の郷　味工房 山口市徳地伊賀地 0835-52-0886 米粉パン・米粉洋菓子

山口 Ｂoulangerieまろん
山口市大字仁保中郷1034番
地
(「道の駅仁保の郷」内)

083-929-1555 米粉パン

山口 ＇有（トレビ 山口市堂の前町３番９号 083-920-0770 米粉パン・米粉洋菓子

山口 野々花 美祢市美東町赤355 08396-2-0947 米粉パン

山口 ＇有（お菓子のピエロ 宇部市大字西岐波1529－20 0836-51-5687 米粉洋菓子

山口 ＇株（幸月堂
山陽小野田市大字鴨ノ庄93－
１

0836-72-0304 米粉パン

山口 企業組合うつい工房 下関市内日下1137 083-289-2344 米粉パン・米粉洋菓子

山口 楠農産物加工所 宇部市西万倉宮ノ下 0836-67-2205 米粉洋菓子

山口 田布施地域交流館 熊毛郡田布施町中央单1-8 0820-51-0222 米粉パン・米粉洋菓子

山口 手づくり教室・キッチン彩 光市岩田2423-1 090-4108-8838
米粉パン、その他＇米粉パン教
室（

山口
こむぎ畑＇ＪＡ周单八代加工
所（

周单市大字八代826 0833-91-0727 米粉パン

山口 道の駅「阿武町」パン工房 阿武郡阿武町大字奈古2249 08388-2-0355 米粉パン

山口 いきいきファーム美和 岩国市美和町生見1141-1 0827-97-0501 米粉パン・米粉洋菓子

山口 ホルン道場門前店
山口市道場門前１丁目１-18
＇コープどうもん店内（

083-901-0133 米粉パン

山口 ホルンやまぐち泉店
山口市泉町150-１
＇コープいずみ店内（

083-920-0971 米粉パン

山口 PATISSERIE K．E．KAJIWARA
山口市矢原町13-５maisonひ
まわり

083-932-5677 米粉洋菓子

山口 かぼちゃの馬車
山口市大字仁保中郷1034番
地
＇「道の駅仁保の郷」内（

080-5611-9551 米粉洋菓子

山口 桜屋 下関市豊浦町川棚湯町5158 083-772-0078 米粉洋菓子

山口 伝助 山陽小野田市西高泊676-３ 0836-83-9060 米粉洋菓子

山口 ふたば園成人部 萩市大字河添222-１ 0838-22-9717 米粉洋菓子

山口 ナギサ 周单市若宮町２-29 0834-21-1728 米粉洋菓子

山口 エムテックス＇有（ 柳井市新市２-32 0820-22-0654 米粉麺

徳島
＇株（昌栄
イルローザ＇单沖州工房店（

徳島市单沖洲５丁目６－20
＇イルローザ全店で販売（

088-664-1900 米粉洋菓子

徳島 mother's　bakery 徳島市北田宮2丁目132-２ 088-632-1183 米粉パン

徳島 ベンチタイム
鳴門市撫養町黒崎字宮津48-
２

088-685-0006 米粉パン

徳島
みはらしの丘「あいさい広場」
内ＪＡ東とくしま農産物直売所

小松島市立江町炭屋ｹ谷47－
３

0885-38-0112 米粉

徳島
きよみちゃんのおこめパン＇みはらしの丘
「あいさい広場」内ＪＡ東とくしま農産物直売
所（

小松島市立江町炭屋ｹ谷47－
３

0885-38-0112 米粉パン

徳島
ゆっこちゃんのお米のパン＇みはらしの丘
「あいさい広場」内ＪＡ東とくしま農産物直売
所（

小松島市立江町炭屋ｹ谷47－
３

0885-38-0112 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

徳島
アントハウス
＇株（あおぎワークホーム

吉野川市山川町前川120-４ 0883-42-6365 米粉パン

徳島
大谷の手作りパン
＇JA美馬ふれあいセンター
「ふれあい産直市」内（

美馬市脇町字拝原460 0883-52-1833 米粉パン

徳島 ㈱パパベル 徳島市住吉４丁目５－92 088-625-4267 米粉パン

徳島
吉田さんちの米粉ロールケー
キ(JA徳島市直売所「なっとく
市場」内（

徳島市大松町榎原外77－11
088-636-3077 米粉洋菓子

徳島
徳島グランヴィリオホテル内
　ローソン万代町３丁目店

徳島市万代町３－５－１ 088-624-1111 米粉パン

徳島 ＪＡ東とくしま「こめっ娘工房」 小松島市小松島町門田２-１ 0885-32-7855 米粉

香川 ベイクショップ　カレンズ
仲多度郡まんのう町吉野下
1486-１

0877-75-6158 米粉パン

香川 甘露の店　アムリタ
さぬき市寒川町石田東甲
1971-15

0879-43-0006 米粉パン

香川
全日空ホテルクレメント高松
ベーカリーショップ

高松市浜ノ町１-１ 087-811-1111 米粉パン

香川 (有)あさひ堂 丸亀市中津町508-４ 0877-23-3601 その他(玄米粉蒸しパン)

香川 (株)春風堂　本店 高松市丸亀町4-7 087-821-3810 米粉パン

香川 ＫＡＧＥＴＳＵＤＯ
仲多度郡まんのう町吉野宮東
846

0877-79-3307 米粉パン、その他(米粉カステラ)

香川 ベーカーシェフ坂出店
坂出市京町1丁目4-18-1F(坂
出サティ内)

0877-45-4915 米粉パン

香川 ヘルメス宇多津店
綾歌郡宇多津町浜5－49－1
＇コープうたづ店内（

0877-49-5033 米粉パン

香川
石窯パン工房ベーカリー・アウ
ラ

観音寺市大野原町大野原1727
販売所：Ａコープホウナン産直市

0875-54-4524 米粉パン

香川 (株)エリート洋菓子店 高松市高松町2310-４ 087-841-6070 米粉洋菓子

香川 (株)きさらぎ 丸亀市飯山町東坂元107-3 0877-98-3394 米粉洋菓子

香川 ラ・メゾンド・ファミーユ
高松市太田下町1596-３
サンフラワー通り

087-868-3755 米粉洋菓子

香川 かあさん茶屋 さぬき市寒川町石田東833-1 0879-43-1211 米粉洋菓子

香川 松風庵　かねすえ 高松市扇町1丁目24-36 087-851-5888 米粉洋菓子

香川 マ・シェリ　イワクラ
高松市西内町2-6
イワクラビル1F

087-821-5147 米粉洋菓子

香川 ファリーナコーポレーション 坂出市高屋町1150-5 0120-16-4591 米粉麺

香川 木下製粉(株) 坂出市高屋町1086-1 0877-47-0811 米粉麺

香川 ＇株（めりけんや 綾歌郡宇多津町浜3-36-２ 0877-49-6111 米粉麺

香川 香川県食糧事業協同組合 高松市福岡町3-17-22 087-851-0571 米粉

香川
生活協同組合コープかがわ
コープうたづ

綾歌郡宇多津町浜5－49－1 0877-56-7100 米粉

香川 四国旅客鉄道(株)事業開発部 高松市浜ノ町8-33 087-825-1663 その他(玄米粉入りスープ)

香川 (株)オカウチＡＰＩ 高松市一宮町906-１ 087-815-6700 その他(玄米粉ピザ)

愛媛
＇株（ハタダ
イベント時のみの販売

新居浜市船木甲2131番地 0897-41-4141 米粉洋菓子

愛媛 ＪＡ西条あぐり工房
西条市神拝甲488-５
＇ときめき水都市内（

0897-56-8833 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

愛媛 大西町米っ粉パングループ 今治市大西町九王1586番地 0898-53-3139 米粉パン

愛媛
大西町米っ粉パングループさ
いさいきて屋今治店

今治市別宮町９-１-27
＇さいさいきて屋今治店内（

0898-32-3551 米粉パン

愛媛
大西町米っ粉パングループＡ
コープおおにしアシスタ

今治市大西町紺原754-１
＇Ａコープおおにしアシスタ内（

0898-53-2286 米粉パン

愛媛 ＇有（内田パン 松山市二番町１丁目10-８ 089-921-4383 米粉パン

愛媛 ＇有（篠崎ベーカリー 伊予市灘町137 089-983-4020 米粉パン

愛媛
＇有（篠崎ベーカリー＇まさき
村（

伊予郡松前町大字筒井850番
＇まさき村内（

089-985-5088 米粉パン

愛媛
＇有（篠崎ベーカリー＇手づくり
交流市場「町家」（

伊予市米湊827番地４
＇手づくり交流市場「町家」内（

089-946-7245 米粉パン

愛媛 ぶぅ～ふぅ～うぅ工房 伊予郡砥部町高市1154番地 089-969-5903 米粉パン

愛媛
ぶぅ～ふぅ～うぅ工房＇ぎんこい
市場（

松山市湊町３丁目７－１
＇ぎんこい市場内（

050-3432-6040 米粉パン

愛媛 ＪＡ周桑直売所周ちゃん広場 西条市丹原町池田290番地 0898-76-2022
その他＇電子レンジでできるお米
のケーキ用米粉（

愛媛 宮脇書店どんぐり王国
伊予郡砥部町拾町22
＇リバーサイド内（

089-956-8081 米粉洋菓子

愛媛
ＪＡえひめ单手作りパン工房み
なみ

宇和島市弁天町１丁目318－
16
＇きさいや広場内（

0895-28-6373 米粉パン

愛媛
Coeur Coeur ＇ キ ュ ー ル ・
キュール（

松山市古川北４丁目６－３ 089-914-8085 米粉洋菓子

愛媛 パティスリー ラフ＆ラフ
伊予郡松前町大字筒井876－
12

089-985-3366 米粉洋菓子

愛媛
ブーランジェリー プース・ド・
シェフ

松山市单江戸2丁目7－15丹
下ハイツ2 1F

089-923-2070 米粉パン

愛媛 しげかわランドスケープ＇有（ 伊予郡松前町昌農内74番地 089-984-8156 米粉

高知 ＇株（あぐり窪川 高岡郡四万十町平串284－１ 0880-22-8848 米粉パン、米粉洋菓子

高知 すえひろショッピングセンター 土佐郡土佐町田井1353－２ 0887-82-0128 米粉パン、米粉洋菓子

高知 すえひろ屋 高知市福井扇町1189-1 088-821-4047 米粉パン＇水・土曜のみ販売（

高知 ＇株（丸三　マルコ 高知市はりまや町2-11-8 088-882-0151 米粉

高知 ベーカリー　サンモア 高知市宝町19-20 088-872-1555 米粉パン、米粉洋菓子

高知 パン工房　フォンティーヌ
单国市後免町144-2＇ｻﾝｼｬｲﾝ
ｶﾙﾃﾞｨｱ内（

088-864-1987 米粉パン

高知 ＪＡ土佐れいほく米粉工場 土佐郡土佐町土居70-1 0887-82-1677 米粉、米粉麺

高知 米米ハート 土佐郡土佐町田井1495-1 0887-82-0074 米粉パン、米粉洋菓子

高知 関西麺業株式会社 高知市八反町2-8-24 088-864-1987 米粉麺

福岡
スベンスカ 呉服町店　他６店
舗

福岡市博多区上呉服町10-1 092-282-8547 米粉パン

福岡 左衛門 本店 他10店舗 福岡市中央区天神2-7-22 092-741-3616 米粉洋菓子

福岡 シモン 福岡市中央区港2-15-5 092-741-6175 米粉パン

福岡 (有)岩佐商店 福岡市中央区清川1-3-4 092-531-3683 米粉

福岡 唐人ベーカリー ポエム本店 福岡市中央区唐人町1-10-1 092-761-0751 米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

福岡 エクラタン
福岡市中央区天神2-5-35 岩
田屋本館地下2階

092-761-5081 米粉洋菓子

福岡 ムーン・テーブル 福岡市中央区平尾1-7-16 092-526-8500 米粉パン

福岡 クオカショップ福岡 福岡市中央区今泉1-18-25 092-737-3991 米粉

福岡 モンブラン フクオカ 福岡市中央区大名2-1-58 092-741-0710 米粉洋菓子

福岡 (有)屋部商店 福岡市城单区友丘2-2-45 092-871-3397 米粉パン

福岡 アップル 花畑店 他1店舗
福岡市单区花畑1-10-10　F
コープ花畑店内

092-561-8422 米粉洋菓子

福岡 パティスリー コイデ 福岡市单区長丘5-25-10 092-511-3987 米粉洋菓子

福岡 パティスリー・ポッシュ 福岡市西区野方1-19-28 092-811-0024 米粉洋菓子

福岡 ラデッシュベーカリー 福岡市早良区小田部7-20-7 092-846-1100 米粉パン

福岡
北九東部農業協同組合 グル
メハウス 他４店舗

北九州市小倉单区曽根新田
北1-1-1

093-471-0631
米粉、米粉パン(グルメハウスを
除く)

福岡 フランス菓子 果摘
北九州市小倉北区竪町1-6-
17

093-582-8765 米粉洋菓子

福岡 とみの菓子工房 ブレーメン
北九州市小倉北区上富野5-
3-19

093-511-6264 米粉洋菓子

福岡 米屋吉兵衛(小倉伊勢丹)
北九州市小倉北区京町3-1-1
小倉伊勢丹地下1階

093-514-1111 米粉

福岡
パン工房リトルクラウン(小麦
畑のパン屋さん)

北九州市小倉北区黄金2-1-1 093-951-0831 米粉、米粉パン

福岡 ブレッツェル2.3.2
北九州市小倉北区黒原3-20-
3

093-951-8829 米粉、米粉洋菓子

福岡 パン工房 天秤座 北九州市門司区本町2-10 093-321-3411 米粉、米粉パン

福岡 自然食品の店 [玄]
北九州市八幡西区折尾4-4-
10

093-603-5574 米粉

福岡 健康工房 えこわいず村
北九州市八幡西区馬場山東
2-1-6

093-617-2444 米粉パン

福岡 タルト＆スイーツ F
嘉麻市上臼井328-1 道の駅う
すい内

0948-62-2848 米粉洋菓子

福岡 歓遊舎 ひこさん
田川郡添田町大字野田1113-
1

0947-47-7039 米粉、米粉パン

福岡 石窯パンの店 森ん子 飯塚市八木山259 0948-25-3801 米粉パン

福岡 ぱん工房 菜の実 飯塚市潤野1311-2 0948-28-8841 米粉パン

福岡 パン工房 拾伍 田川郡福智町伊方4449-1 0947-22-5522 米粉パン

福岡 JA筑紫ゆめ畑 太宰府店 太宰府市石坂1-22-15 092-921-8600 米粉パン、米粉洋菓子

福岡 にじの耳納の里 うきは市吉井町福益130-1 0943-75-8111 米粉パン

福岡 焼きたてパンダ屋 大野城市下大利1-9-30 092-589-3270 米粉パン

福岡 シャロン洋菓子店
北九州市小倉北区中井3-4-
28

093-591-0190 米粉洋菓子

福岡 メリッサ
北九州市小倉北区浅野2-14-
2 リーガロイヤルホテル小倉

093-531-1121 米粉パン

福岡 Leaf
福岡市西区周船寺２丁目７－
８筑前ビル１Ｆ

092-807-5300 米粉パン

福岡 リョーユーパン㈱　　他８店舗
福岡市西区大字徳永１１３－１
＇イオン福岡伊都内（

092-802-0508 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

福岡 ふらんす館
福岡市中央区六本松４－９－
３９

092-714-2272 米粉パン

福岡 パン工房　麦蔵 大野城市若草１－４－１４ 092-595-8089 米粉パン

福岡 sweet jam 福岡県朝倉市宮野１７８４－１ 0946-52-3456 米粉洋菓子

福岡 ときめきショップ　ありがた屋
福岡市中央区渡辺通２－６－
１　西鉄薬院駅ビル１Ｆ

092-717-1177 米粉洋菓子

福岡 KOMEKO CAFE COMEDOR 福岡市西区吉武７９３ 092-812-4083
スープ、デザート等
各種米粉料理

福岡 博多じょうもんさん　福重市場 福岡市西区福重１－１６－６ 092-884-3344 米粉パン

福岡 Your' Tree 福岡市東区香椎台５－１６－２ 092-662-2243
米粉パン、米粉洋菓子
＇注文販売（

福岡 お菓子の店　ぷぷる 福岡市東区青葉２－１１－９ 092-663-2833 米粉洋菓子

福岡 dannno 久留米市通町１１２－９ 0942-33-4108 米粉

福岡
筑前町ファーマーズマーケット
みなみの里

朝倉郡筑前町三並８６６ 0946-42-8115 米粉パン

福岡 菓子材料　そのだ 柳川市三橋町下百町９７ 0944-72-2657 米粉

佐賀 ＇株（丸菱　佐賀営業所 佐賀市鍋島町大字森田917 0952-34-5120 米粉

佐賀 ＇有（エコ・サンキ
佐 賀 市 巨 勢 町 大 字 修 理 田
1114-1

0952-24-7639 米粉

佐賀 安部商事＇株（ 佐賀市大和町川上5254 0952-20-2323 米粉

佐賀 ＇株（イケマコ 佐賀郡川副町犬井道969-3 0952-45-0460 米粉

佐賀 ＇有（アサヒアグリ佐賀 佐賀市三瀬村三瀬315 0952-56-2813 米粉、米粉パン

佐賀 ゆうきの里「だいちの家」 杵島郡江北町大字山口1334 0952-86-5505 米粉パン

佐賀 メープルベーカリー 佐賀市鍋島3-2-13 0952-30-2206 米粉パン

佐賀 天空の郷とんこば 唐津市浜玉町東山田4144-2 0955-56-6390 米粉パン

佐賀 アルベリー寿
三 養 基 郡 基 山 町 大 字 宮 浦
186-26

0942-92-6358 米粉パン

佐賀 モネ堀江パン 佐賀市唐人1-5-42 0952-22-8155 米粉パン

佐賀 さがＳａｇａＲｅｔｒｏｋａｎ 佐賀市城内2-8-8 0952-97-9300 米粉パン、米粉洋菓子

佐賀 ケーキのハルツ
佐賀市大和町大字尼寺1611-
4

0952-62-0028 米粉洋菓子

佐賀 マウンテン枳小路 佐賀市水ヶ江2丁目9-22 0952-29-8760 米粉洋菓子

佐賀 菓子舗＇有（城月堂 伊万里市新天町475-12 0955-22-5813 米粉洋菓子

佐賀 緑風堂本舗 杵島郡江北町上小田4424 0952-86-2687 米粉洋菓子

佐賀 道の駅山内「黒髪の里」
武雄市山内町大字三間坂甲
14697-2

0954-45-6009
その他＇黒米入りパン、黒米入り
カステラ、黒米入りそうめん（

長崎 菓房長正堂 長崎市宝町6-26 095--844-0484
その他＇米粉カステラ、どらや
き、羊羹（

長崎 菓房　長正堂チトセピア店 長崎市千歳町５－１ 095-847-1231
その他＇米粉カステラ、どらや
き、羊羹（

長崎 おおむら夢ファームシュシュ 大村市弥勒寺町486 0957-55-5288
米粉パン、その他＇米粉と人参
を使用したカステラ（



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

長崎 メルヘン洋菓子店
西彼杵郡時津町本村郷継石
855

095-881-2055 米粉洋菓子

長崎 ＇株（丸菱　長崎営業所 長崎市田中町1201 095-837-8585 米粉

長崎 野の花　新大工本店 長崎市新大工町1-6 095-823-5097 米粉

長崎 野の花　滑石店 長崎市滑石5-1-15 095-857-1587 米粉

長崎 野の花　山里店 長崎市平和町9-4 095-843-4887 米粉

長崎 野の花　住吉店 長崎市住吉町4-29 095-846-8709 米粉

長崎 ウィルキンソン 清水町の民家ガレージ販売 095-847-8993 米粉パン

長崎 ファーマーズ大戸 長崎市築町5-3 095-822-5736 米粉パン

長崎 Ａコープ西諌早店 諫早市山川町1-5 0957-26-7783 米粉パン　米粉麺

長崎 パティスリーボヌール 諫早市上野町523 0957-22-0457 米粉洋菓子

長崎 もぎたて市ｉｎ森山
諫早市森山町大字森山慶師
野名1959

0957-35-2717 米粉洋菓子、米粉

長崎 はっぴいあうるのパン屋さん 西海市西海町木場郷496-1 0959-32-1764 米粉パン

長崎 田中米穀店 雲仙市愛野町乙321-1 0957-36-0254 米粉

長崎 菓子処うちやま 佐世保市福石町9-1 0956-31-9321 米粉洋菓子

長崎 ストロベリースタイル 北松浦郡江迎町長坂免138-4 0956-73-1115 米粉洋菓子

長崎 春菜 平戸市田平町古梶免37-38 0950-57-1258 米粉パン

長崎 パティスリーカミーユ
長崎市茂里町1-55みらい長崎
ココウォーク１Ｆ

095-801-5327 米粉洋菓子

長崎 洋菓子工房 長崎市花丘町14-11 095-846-9711 米粉洋菓子

長崎 ＢＡＫＥ　新大工店 長崎市新大工町６－２４ 095-829-1910 米粉パン

長崎 ニューヨーク堂 長崎市古川町3-17 095-822-4875 米粉洋菓子

長崎 万寿庵 長崎市桜馬場２丁目４－１０ 095-822-6526
その他＇米粉を使用したおやき
風和菓子（

長崎 お菓子のいわした 西海市西海町七ツ釜５６７ 0959-33-2535 米粉洋菓子

長崎 もぎたて市ｉｎ森山 諫早市森山町慶師野名1959 0957-35-2717 米粉

長崎 きん彩 諫早市鷲崎町３３７－１ 0957-24-2199 米粉

長崎 のむら米店 長崎市飽の浦町１－５６ 095-861-5636 米粉

長崎 Ｓ東美 長崎市浜の町１－２２ 095-826-0121 米粉

長崎 マルタマ住吉店 長崎市若葉町4-23 095-846-1371 米粉

長崎 道の駅夕陽が丘そとめ 長崎市東出津町１４９番地２ 0959-25-1430 米粉

熊本 アントルメ菓樹 熊本市東野１－５－５ 096-368-2800 米粉洋菓子

熊本 白藤天明堂 熊本市白藤町３丁目６－１ 096-274-0606 米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

熊本 木いちご
熊本市武蔵ヶ丘２丁目１－33
重岡ビル

096-339-9277 米粉洋菓子

熊本 大盛堂 合志市須屋672－16 096-344-8124 米粉洋菓子

熊本 お菓子のあさい 熊本市池上町1537－３ 096-352-0607 米粉洋菓子

熊本 とくとみ製菓 水俣市浜町１－１－11 0966-62-3211 米粉洋菓子

熊本 中原松月堂 菊池市迎町角 0968-25-2413 米粉洋菓子

熊本 ＇有（ミルキー 宇城市小川町江頭111－１ 0964-43-4010 米粉パン

熊本 ＇有（ラ・パンセ 八代市永碇町1355 0965-33-9910 米粉洋菓子

熊本 工房　こめっ子 人吉市瓦屋町1852－１ 0966-22-3607 米粉パン

熊本 (有)ガトー宝来堂
球磨郡多良木町多良木378－
６

0966-42-2242 米粉洋菓子

熊本 宮田果樹園直売所
球磨郡あさぎり町免田西3003
－39

0966-45-6315 米粉パン

熊本
水辺プラザかもと＇地麦工房
かんぱーにゅ（

山鹿市鹿本町梶屋1257 0968-46-1126 米粉パン

熊本
水辺プラザかもと＇産地アイス
工房（

山鹿市鹿本町梶屋1257 0968-46-1126
米粉洋菓子、その他＇お米アイ
ス、お米クレープ（

熊本 パティスリー　ＭＩＹＵＫＩ 阿蘇市内牧224番地 0967-32-0153 米粉洋菓子

熊本 菓舗　松陽軒 熊本市魚屋町２－13 096-353-2022 その他＇米粉カステラ（

熊本 水車物語 菊池郡大津町室125 096-293-2025 米粉洋菓子

熊本 カトルズジュイエ 熊本市大江1-1-14 096-371-0714 米粉洋菓子

熊本 ベーカリーさくら 熊本市小山４丁目９－８８ 096-388-2606 米粉パン

熊本 ティア～土と命に愛ありて～ 熊本市本山１４３－４ 096-363-8081
米粉パン、その他＇米粉蒸し
ケーキ、クッキー（

熊本 熊本製粉＇株（式会社 熊本市花園１－25－１ 096-355-1221 米粉

熊本
スイートキッチン
＇MARUBISHI（

熊本市上通り９－13 096-353-3441 米粉

熊本 ＇資（中村製粉 菊池郡大津町室125 096-293-2025 米粉

熊本 ＇資（栄宝製粉 菊池郡大津町室254－１ 096-293-2826 米粉

熊本 (資（塚本製粉 菊池郡大津町杉水2781 096-293-2539 米粉

熊本 パピーノ 宇城市松橋町曲野１５２番地 0964-33-5500 米粉パン

熊本 赤い屋根のラ・タント 合志市幾久富１７５８－７６６ 096-247-0608 米粉洋菓子

熊本 菓心　なかむら 阿蘇市黒川坊中１４９０ 0967-34-0321 米粉洋菓子

熊本 阿蘇菓子想い「ノジ」 熊本市武蔵ヶ丘４－１６－２２ 096-337-1542 米粉洋菓子

熊本
カドリードミニオン＇阿蘇デリ
シャス（

阿蘇市２１６３ 0967-34-0447 米粉パン

熊本 焼きたてパン　ショコラ
宇土市北段原73ショッピング
センターピア内

0964-22-6013 米粉パン

熊本 パンの宝屋 熊本市九品寺３丁目１５－１０ 096-364-1579 米粉パン



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

熊本 フードプラザにしだ城单店 城单町東阿高１８－１ 0964-28-0001 米粉パン

熊本 フレッシュにしだフレンド店 宇城市松橋８７８ 0964-33-4736 米粉パン

熊本
シフォンケーキと焼き菓子の
店
パティスリーポルタ

宇城市松橋町曲野2163-1松
久工業ビル1F

0964-32-0505 米粉洋菓子

熊本 洋菓子工房　森と山 菊池市隇府８６１－１ 0968-25-4234 米粉洋菓子

熊本 フランス菓子赤毛のアン 熊本市帯山６丁目３－５９ 096-387-3331 米粉洋菓子

熊本 いわもと 熊本市川尻６丁目２番２４号 096-357-7465 米粉洋菓子

熊本 ケーキのお店モンレーブ 熊本市薬園町８－３７ 096-345-8162 米粉洋菓子

熊本 (株（エーコープくまもと農畜産物市場 熊本市高平２丁目２５－５７ 096-341-7070 米粉

熊本 菊池観光物産館 菊池市隇府１２７３番地の１ 0968-25-5477 米粉

熊本 健康農園＇堤公博（ 菊池市袈裟尾５７７－２ 0968-25-5322 米粉

熊本 隅倉米菓 菊池市隇府１７１３ 0968-25-2090 米粉

熊本 かき揚げうどん　くーかい 熊本市新市街７－２５ ３月中旪開店 米粉めん、ほか米粉食品各種

大分 ライスアルバ＇株（
大分市豊海3-2-1　大分市公設卸
売市場内　関連商品棟310号

097-537-0050 米粉パン、米粉洋菓子

大分 道の駅　「原尻の滝」 豊後大野市緒方町原尻936-1 0974-42-4140 米粉麺

大分 单河内加工所　夢ボタル 竹田市荻町单河内498-1 0974-68-3466 米粉パン、米粉洋菓子

大分
大分農業文化公園
豊の国物産館カフェ

杵築市山香町大字日指１－１ 0977-28-7111 米粉洋菓子

大分 ＇有（楽四季舎
杵 築 市 山 香 町 大 字 内 河 野
2552-1

0977-75-1335 米粉パン、米粉洋菓子

大分 由布の元＇はじめ（ 湯布院町川上字宮尻2417-1 0977-85-3539 その他＇米粉バーガー（

宮崎 松のパン
西臼杵郡高千穂町大字三田
井10-5

0982-72-5004 米粉パン

宮崎
洋菓子工房トゥトゥ＇ＴＯＵＴＯ
Ｕ（

延岡市松山町1221－295 0982-32-3390 米粉洋菓子

宮崎 みどりの地球手づくりパン 延岡市稲葉埼町3-7463 0982-26-2741 米粉パン、米粉

宮崎 ホルン单延岡店 延岡市浜町4792 0982-26-2291 米粉パン

宮崎 パンドミー 延岡市塩浜町１丁目1594-8 0982-33-1288 米粉パン

宮崎 パン工場岡富店
延岡市中川原町２丁目4920-
1F

0982-35-5061 米粉パン

宮崎 お菓子の清香堂 日向市本町9－12 0982-52-3518 米粉洋菓子

宮崎
フレッシュベーカリーアップル
日知屋店

日向市大字日知屋14798-1 0982-54-0131 米粉パン

宮崎
リンガーハットジャスコ延岡
ニューシティ

延岡市旫町2-2-1 0982-23-1792 米粉餃子

宮崎 リンガーハット宮崎延岡店 延岡市別府町4413 0982-21-8263 米粉餃子

宮崎 リンガーハット日向ジャスコ店
日向市大字日知屋字古田町
61-1

0982-55-8263 米粉餃子

宮崎 リンガーハット宮崎日向店 日向市大字財光寺225-1 0982-52-8022 米粉餃子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

宮崎 ムーミンベーカリー
児 湯 郡 高 鍋 町 大 字 北 高 鍋
1359-1

0983-23-2764 米粉パン

宮崎 あさ・ひる・パン屋
児 湯 郡 高 鍋 町 大 字 北 高 鍋
4735

0983-23-7577 米粉パン

宮崎 ケーキハウスミルフィーユ 児湯郡新富町三納代2197-1 1983-33-6377 米粉パン

宮崎 えびす堂 西都市有吉町２丁目49-1 0983-43-1026 米粉洋菓子

宮崎 パン工場うきのじょう店 宮崎市柳丸町167 0985-26-3831 米粉パン

宮崎 ベーカーシェフ中央通店 宮崎市中央通3-42 0985-27-7611 米粉パン

宮崎 菓子工房彩
宮崎市花ヶ島町新地橋1132-
6-101

0985-27-8163 米粉洋菓子

宮崎 リューヌ・ドゥ・プランタン 宮崎市船塚２丁目72-1F 0985-28-5637 米粉洋菓子

宮崎 パン工場宮崎駅東店 宮崎市宮崎駅東３丁目1-2 0985-29-9811 米粉パン

宮崎
ボンフール＇宮崎山形屋本館
地階（

宮崎市橘通東３丁目4-12 0985-31-3392 米粉パン

宮崎 ブランジェール平和台店 宮崎市下北方町平田903 0985-38-6060 米粉パン

宮崎 ＇株（私の台所 宮崎市恒久５丁目2-11 0985-51-9890 米粉

宮崎 ＇有（らいふのパン 宮崎市大坪町倉の町4410-1 0985-53-6661 米粉パン、米粉洋菓子、米粉

宮崎 ＇有（らいふのパン広島通店 宮崎市広島1-3-12 0985-32-9338 米粉パン

宮崎 サントノ－レ船塚本店 宮崎市船塚１丁目120-2 0985-60-5789 米粉洋菓子

宮崎 サントノ－レジャスコ宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-
1F

0985-62-1120 米粉洋菓子

宮崎 ブレットハウス・パティ佐土原
宮崎市佐土原町下那珂中溝
2711

0985-72-2356 米粉パン

宮崎
ブレットハウス・パティ新名爪
店

宮崎市新名爪1836 0985-39-0073 米粉パン

宮崎 パン工房エピ清武店 宮崎郡清武町大字木原50 0985-84-1021 米粉パン

宮崎 ＇株（丸菱　宮崎営業所
宮崎郡清武町大字今泉字岡
甲815-3

0985-84-1177 米粉

宮崎 お菓子のル・パン 宮崎市田野町乙7737－11 0985-86-1700 米粉パン、米粉洋菓子

宮崎 レイクショップアルル 宮崎市橘通西2-6-1 0985-24-7847 米粉パン

宮崎 ドイツ菓子・パン・バイエルン 宮崎市大塚町窪田3315-4 0985-51-6160 米粉洋菓子

宮崎 セ・ボン＇百姓村（ 宮崎市大塚町樋ノ口2003 0985-53-0828 米粉パン

宮崎 長田製パン工場 宮崎市佐土原町下田島9199 0985-73-0046 米粉パン

宮崎 御菓子処　日向橘 宮崎市佐土原町松小路4-3 0985-73-2551 米粉洋菓子

宮崎 リンガーハット宮崎大島店 宮崎市大島町前田320-1 0985-31-9260 米粉餃子

宮崎 リンガーハット宮崎大工町店 宮崎市大工1-1-24 0985-20-7510 米粉餃子

宮崎 リンガーハット宮崎本郷店 宮崎市本郷北方大丸13-1 0985-63-9685 米粉餃子

宮崎 リンガーハット宮崎大淀店
宮崎市大字恒久字小橋4398-
4

0985-54-3044 米粉餃子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

宮崎 四季彩館 小林市大字单西方1191-1 0984-22-8005 米粉パン、米粉洋菓子

宮崎 パン工房エピ小林店 小林市大字堤3614-1 0984-23-8551 米粉パン

宮崎 セ・ボン＇百姓村（ 小林市大字水流迫648 0984-23-5632 米粉パン

宮崎 セ・ボン＇のじりこぴあ内（ 西諸県郡野尻町東麓5160 0984-44-3000 米粉パン

宮崎 セ・ボン＇ゆ～ぱるのじり内（
西 諸 県 郡 野 尻 町 三 ヶ 野 山
4347-1

0984-44-2210 米粉パン

宮崎 单国屋今門 小林市本町67 0984-22-3074 米粉洋菓子

宮崎 アヴェロン 都城市広原町18-7-3 0986-24-8878 米粉パン

宮崎 パン工場都城店 都城市早鈴町1990 0986-46-2201 米粉パン

宮崎 さめしま華香
北諸県郡山田町大字中霧島
3169-11

0986-64-2027 米粉洋菓子

宮崎 ＇株（きりしまベーカリー 都城市都北町7538 0986-38-2300 米粉パン

宮崎 紙ひこーき　都原店 都城市都原町21-1 0986-46-2002 米粉洋菓子

宮崎 紙ひこーき　広原店 都城市広原町15-14-1 0986-23-2355 米粉洋菓子

宮崎 ふくろうの森 都城市下川東3-5-3-2 0986-22-7707 米粉洋菓子

宮崎 リンガーハット宮崎都城店 都城市前田町3-16 0986-25-7438 米粉餃子

宮崎
リンガーハットミエル都城駅前
店

都城市栄町4672-5 0986-46-5640 米粉餃子

宮崎 コジマヤ和洋菓子店 都城市花繰町12-9 0986-22-2560 米粉洋菓子

宮崎 お菓子の单香 都城市甲斐元町1-26 0986-22-4670 米粉洋菓子

宮崎 十字屋
北諸県郡三股町大字稗田30-
11

0986-52-1379 米粉洋菓子

宮崎
手作り焼き菓子とパンの店
みうら＇マルショク店（

日单市材木町1 0987-22-2339 米粉パン

宮崎
手作り焼き菓子とパンの店
みうら＇油津店（

日单市岩崎３丁目21-4 0987-22-2581 米粉パン

宮崎
手作り焼き菓子とパンの店
みうら＇星倉店（

日单市大字星倉4553-1 0987-24-0724 米粉パン

宮崎 パン工房エピ 串間市大字西方5590 0987-71-1527 米粉パン

宮崎 リンガーハット宮崎日单店 日单市中央通1-6-15 0987-21-1415 米粉餃子

鹿児島
ボンフランス
　＇タイヨー草牟田店･武町店（

鹿児島市草牟田2-19-6
鹿児島市武1-17-7

099-226-8220
099-252-9173

お米ロール＇草牟田店（
お米パン＇武町店（

鹿児島
ファータセレーノ城西店
＇生協コープかごしま城西店（

鹿児島市原良1-2-3 099-254-3438 米粉もちもちドーナツ

鹿児島
小麦畑
＇生協コープかごしま吉野店)

鹿児島市吉野町2381-6 099-243-8221 ライスケーキ

鹿児島 マックスバリュ武岡店 鹿児島市武岡1-115-1 099-283-3371 お米と玄米＇フランソア（

鹿児島 Ａコープ
＇本社（
鹿児島市西別府町3200-9

099-284-8600
クリームパン＇米粉40%（
ロールパン＇米粉40%（

鹿児島 (株)大田ベーカリー 鹿児島市伊敷8-21-20 099-220-6181
安納芋あん米粉入りパン
米粉入りロールパン

鹿児島
風揺来
＇プーク（

鹿児島市伊敷台5-10-2 099-228-9795 米粉洋菓子



住所 電話番号 取扱品企業名・店名

鹿児島 草紫庵やまぐち 鹿児島市下伊敷3-14 099-229-1188 米粉洋菓子

鹿児島 ポンポン邑みずほ通り店 鹿児島市荒田2-3-4 099-253-4840
米粉食パン
米粉ブール

鹿児島 バッハとピカソ 鹿児島市住吉町13-6-1F 099-219-1231 米粉洋菓子

鹿児島 リッチモンドベーカリー 鹿児島市真砂町35-7 099-285-0505
お米パン＇食卓パン（
お米あんぱん

鹿児島
ホームベーカリーオヤマ真砂
支店

鹿児島市真砂本町52-8 099-251-2131 黒米食パン

鹿児島 パルマ 鹿児島市西田3-14-2 099-206-6089 米粉パン

鹿児島
イオン鹿児島
＇パン工場)

鹿児島市東開町7 099-263-1800 お米パン

鹿児島 菓子工房ルセット 鹿児島市山田町305-53 099-266-2431 米粉洋菓子

鹿児島 がいあ 田上店･宇宿店
鹿児島市田上4170-7
鹿児島市宇宿町873-22

099-264-0393
099-265-6822

米粉洋菓子

鹿児島 ＇有（クラランス 鹿児島市西千石町6-21 099-239-8194
ＷｅＬｏｖｅロール
天街マドレーヌショコラ

鹿児島 あぐり工房あらとん村 单九州市川辺町野崎2400 0993-56-0591
お米のラスク
お米のしふぉんけーき

鹿児島 ＇有（山崎パン 指宿市東方8790-18 0993-22-3047 ナン＇米粉30%（

鹿児島 ケーキハウスアンデルセン 指宿市十町888-1 0993-22-4505 米粉洋菓子

鹿児島
パンとお茶の館
｢茶楽里｣

单 九 州 市 川 辺 町 知 覧 町 郡
17850-1

0993-83-3006
もちっこパン
米入りメロンパン

鹿児島
小城製粉(株)
｢のせ菓楽｣

薩摩川内市隇之城1892 0996-22-4161 フレシュール・ブッセ＇米粉55%（

鹿児島 ル・プレジール 薩摩川内市中郷4-17 0996-22-1461 米粉洋菓子

鹿児島 モン･シェリー松下＇有（ いちき串木野市大里5550-1 0996-36-2521 米粉洋菓子

鹿児島 宮之城ちくりん館 さつま町時吉40 0996-52-4911
お米ブレット
お米ピザ

鹿児島 ＇有（单州製菓 薩摩川内市平佐町3512 0996-22-2577
米粉食パン
米粉あんぱん

鹿児島 ㈱イケダパン 姶良郡姶良町平松5000 0995-65-8611
米粉ロールケーキ＇米粉10%（
米粉入り食パン＇米粉5%（

鹿児島 ベーカリーハコス 姶良郡姶良町永池町28-1 0995-65-0318 米粉洋菓子

鹿児島 かしの樹 霧島市隼人町内山田1-7-11 0995-42-8102 米粉洋菓子


