
○ 米粉の取組事例（大手企業その１）

○最近の大手企業等の動向

団体・機関・会社 商品（シリーズ）名 取 組 内 容

エーコープ
（ＪＡ全農グループ）

もちもちミルクパン
JA（グループ）が経営するスーパーマーケットで米粉入りパンの販売。

㈱ローソン
ウチカフェシリーズ

実りベーカリーシリーズ
ローソンセレクトシリーズ

各シリーズ毎に全国で米粉を使用したパンを販売。

㈱セブン＆アイ・
ホールディングス

「セブンプレミアム」シリーズ
全国のセブンイレブンで、米粉を使用したスナック米粉のふんわり揚げを販売。
（一部扱いの無い店舗もあります）

㈱ポンパドウル もちもちお米パン
米粉独特のもちもちとした食感と味わいを活かすため、生地の使用粉総量のうち国産米
粉を60%配合。ほんのり甘く、もっちりとした食感に。全国店舗で販売。

㈱良品計画 「自分でつくる」シリーズ

自分でつくる米粉のパンケーキ、フライパンでつくる米粉入り薄焼きピザを、一部無印良
品店舗で販売。

㈱リンガーハット 国産米粉配合の餃子
全国の「リンガーハット長崎ちゃんぽん」店舗で、国産の野菜と米粉を使用した餃子を販
売。

㈱大地を守る会
雲南米線

（うんなんべいせん）

グループ会社の東湖㈱が運営するラーメン店「雲南米線」にて国産米粉を使用したラー
メンを販売。

パルシステム生活協同組合
連合会

米粉もちもちロール
パルシステムオリジナル商品。米粉配合比率80％の「産直米粉もちもちロール」を2009
年から発売。生地に国産米粉を加えて焼き上げ、もちもちした食感が楽しめる。

㈱すかいらーく ジョナサン 米粉パン
ジョナサン業態全店にて米粉パンを提供。

流通・外食
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○ 米粉の取組事例（大手企業その２）

○最近の大手企業等の動向

メーカー

団体・機関・会社 商品（シリーズ）名 取 組 内 容

日本ハム㈱ みんなの食卓シリーズ

みんなの食卓米粉パン。小麦グルテンも使用せず、独自の技術でふんわりと焼き上げ、特
定原材料（卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに）を使用しない食物アレルギー対応の商
品を販売。

山崎製パン㈱ 米粉入り食パン

宮城県産（50％）と岩手県産（50％）のお米を使った米粉を使用。東北地区で販売中。

敷島製パン㈱

超熟シリーズ

ちぎりパンシリーズ

通販限定シリーズ

超熟はクラスト（みみ）までやわらかく、もっちり、しっとりして、サラッとした口どけ。シンプル
な味わいだから、生でも、焼いても、サンドイッチでもおいしく召し上がれる食パン、ロールを
販売。

新潟産コシヒカリの米粉と北海道産牛乳で仕込み、つなげて焼き上げることで水分を逃が
さず、ふんわり、しっとり仕上げたちぎりパンを販売。

パン用に開発された新品種「ゆめふわり」と国産小麦「ゆめちから」を使用した米粉入り食
パンを通販限定にて販売。

㈱ニチレイフーズ
米粉ドッグミニ

（キャラメルクリームFiber入り）
35g×40本/3合

小麦粉の代わりに新潟県産の米粉を使って焼き上げた学校給食向けミニワッフルドッグで
す。お子様に人気の『キャラメルクリーム』入り。不足しがちな食物繊維も補えます。

㈱木村屋總本店 木村屋の「米粉パン」シリーズ
新潟県見附市産米粉を約８５％配合。菓子パン等を中心に、大手スーパーを中心に取扱
店を順次拡大。

エースコック㈱ 米粉でもちもちラーメン

新潟県のPRロゴである“うまさぎっしり新潟”を商品名に冠した新シリーズ。小麦粉の10%を
新潟産コシヒカリの米粉に置き換え練り込んだ、もっちりと強いコシの袋めんを全国販売。
フードアクションニッポンアワード2014商品部門 優秀賞受賞
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○ 米粉の取組事例（大手企業その３）

○最近の大手企業等の動向

メーカー

団体・機関・会社 商品（シリーズ）名 取 組 内 容

亀田製菓㈱ 野菜旬菜シリーズ

成長している素材系スナック市場に向け、米粉の味にクセがなく、素材の味を出しやすい
点をメリットに健康やこだわりへのニーズを狙う商品として2014年9月より野菜スナックを全
国販売。２５％米粉含有

岩塚製菓㈱ ふわっとシリーズ

2013年発売以来好評な新潟県産米粉使用の「ふわっとシリーズ」えび味に続き、トマト味、
枝豆味、黒こしょう味、ごぼう味を全国販売。

カルビー㈱

サッポロポテトシリーズ
さやえんどうシリーズ

ちびむすびシリーズ

「サッポロポテトシリーズ」バーベＱあじ（米粉含有：2.7％）、つぶつぶベジタブル（米粉含
有：1.4％）、「さやえんどうシリーズ」（米粉含有：7.4％）共に全国販売。

国産米粉100％を使った「ちびむすびシリーズ」おむすびを思わせる味に仕上げ、新しい味
のスナックとして差別化して販売。現在（2014年9月現在）は「香ばししょうゆ味」「明太子味」
の2種類を近畿、中国、四国、九州地区にて販売。
フードアクションニッポンアワード2014商品部門 優秀賞 受賞

㈱モスフードサービス 低アレルゲンシリーズ

お子様向けに低アレルゲンシリーズとして、特定原材料を使用しないで作った米粉のバン
ズで、ケチャップ味のポークハンバーグを挟んだハンバーガー、ポークソーセージを挟んだ
ホットドッグを2014年7月より販売。

㈱神戸屋 米粉パン各種

国産米粉を使用した商品の開発に力を入れており、2013年の使用量は前年比の約3倍、
6.1トンに達し、国産米粉の消費拡大に寄与。東北地方で盛んに生産されている黒米等を使
用した商品の開発、販売を継続。
フードアクションニッポンアワード2014商品部門 優秀賞受賞
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（参考） 米粉の取組事例

㈱ポンパドウル㈱木村屋總本店

 定期的に米粉パンの新商品を発売している。

敷島製パン㈱

 米粉専用品種「ゆめふわり」と国産小麦「ゆめちから」を
使用した食パンを通販限定にて販売。 メインブランドの
「超熟」シリーズにも国産米粉を使用。

 新潟県産米粉使用。商品パッケージに米粉倶楽部ロゴ
マークを掲載。

㈱ローソン

 プライベートブランド ウチカフェ、ローソンセレクト等で
米粉入りパンを販売。
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（参考） 米粉の取組事例

リンガーハットジャパン㈱

 全国展開の飲食店「長崎ちゃんぽんリンガーハット」約
600店舗弱にて米粉餃子を販売。

小林製麺㈱

 27品目のアレルゲン物質不使用のグルテンフリーヌー
ドル10種類に米粉を使用。

㈱餃子計画

 全国展開の飲食店「ひとくち餃子ﾁｬｵﾁｬｵ」にて米粉餃子
を提供。また、店名「研ちゃん餃子本舗」にてｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売。

エースコック㈱

 新潟県産コシヒカリを使用した「もちもちでしっかりした
コシのある麺」が特徴の即席めん。
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（参考） 米粉の取組事例

㈱セブン＆アイ・ホールディングス

日本たばこ産業㈱（JT）

 国産米粉を糖化した原材料（米粉糖化液）を使用した、
まろやかな味わいの清涼飲料水。

 セブンプレミアム米粉シリーズとして、セブン＆アイグル
ープ各店舗で販売。

カルビー㈱

㈱モスフードサービス

 特定原材料を使用しないで作った米粉のバンズで、低
アレルゲンメニューを開発。お子さま向けのセットも販売。

 カルビー各種シリーズのスナックに米粉を使用。一部
商品を除き全国販売。
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○ 米粉の取組事例（地域その１）

○地域での主な取組

所在地 団体・機関・業者 取組内容

北海道 まるみ食品合同会社
深川産米「ふっくりんこ」を１００％使用した「米粉の焼きドーナツ」を道の駅・物産館等で販売している。

北海道 米夢館
北見市の食品加工研究センターで製粉した米粉を使い、シフォンケーキを製造販売している。

青森
道の駅つるた
鶴の里 あるじゃ

鶴田町で制定された「朝ごはん条例」を契機に、地産地消、米消費拡大及び農家所得向上を図ることを目的に、地
元産（つがるロマン、県特別栽培認証米）を自社において製粉し、米粉パン、ピザ、麺等を販売。

青森 有限会社 丸井精米工場

新規需要米の実需者として取り組み、米粉を製造販売。平成２２年８月に、国の補助事業（食農連携推進整備事
業）を活用し、微細粒の米粉（４０ミクロン程度）を製造できる機械施設を導入。製品開発に努め、２６年３月には「十
和田の米粉から揚げ粉」などの商品の販売を開始。このほか、学校給食米粉パン・めん用の米粉も販売。

岩手
株式会社 一野辺製パン
・ＪＡ岩手ふるさと・岩手県

独自の取組として岩手県が米粉用米の生産者と食品メーカーのマッチングを推進。平成２１年から一野辺製パンと
岩手ふるさと農協が連携し、岩手県産ひとめぼれ（新規需要米）を原料とした米粉パンの製造販売を開始。

岩手 ひころいちファーム麺工房

自らが取組む新規需要米を使用した米粉麺を販売。平成26年からは米粉を使用したパスタを製造し、ネット、県内
デパート及び道の駅で販売。

宮城 有限会社 ヘルシーハット

食物アレルギー対応の店舗として1986年に仙台で開店。災害時にアレルギー患者も一般の方も一緒においしく食
べられる小麦・卵・乳を使用しない缶入り米粉クッキー「まいこ」を開発。また、様々なアレルギー対応米粉食品を製
造・販売。

宮城 有限会社菅原商店

緊急時非常食としての「安心君」を製造し、店頭及びＨＰを通じて販売。
また、菓子用米粉やパン用米粉等も製造販売（ＨＰ上でも販売）をしている他、宮城の学校給食用の米粉パン用の
米粉の製造や米粉料理の普及活動推進を行っている。

秋田 ＪＡンビニann・an
全国初のＪＡ直営のコンビニ。三種町産あきたこまちを使ったコメワッサンなど米粉パンを製造販売。
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○ 米粉の取組事例（地域その２）

○地域での主な取組

所在地 団体・機関・業者 取組内容

秋田 こめっこ工房輝楽里
仙北市の農業者が生産した、特別栽培米のあきたこまちを使い米粉80％の米粉パンを製造販売。

秋田 株式会社 相川ファーム

平成22年から新規需要米の取組を行い、自家生産の米を用いて自社工房で米粉パン等を製造。自社のほか県内
のスーパー、病院売店、駅売店等で販売。

山形
山形県米粉利用拡大プロ
ジェクト推進協議会

山形県及び県内関係団体により、山形県産米を使った米粉の利用拡大を目的として組織された協議会。
平成26年度の取組としては、米粉利用の推進・拡大に関する事業として、「やまがた米粉Ｘmasケーキキャンペーン」
の実施（11月25日～12月25日）や、米粉の普及啓発、家庭利用拡大に関する事業、米粉の需要拡大・販路開発に向
けた取組等を通年で実施。

山形
農事組合法人
いずえむ

自家生産したひとめぼれの米粉を生地に使用した、全国でも珍しい「米粉たこ焼き」と「米粉たい焼き」を製造・販売。
その場で軽食ができる専門店を営業し対面販売をしている。また、各種イベントで露店販売も行っている。

福島 バウムラボ樹楽里

小麦を一切使用せず、米粉のみを使用し、さらにその他原料についても小麦由来を使用していないバウムクーヘン
の製造・販売。
2013年9月からは福島県産の特別栽培米（減農薬）を使用したライスバウムの提供をスタート。ライスバウムは、小
麦では味わう事が出来ないしっとり＆モチモチした食感と独特の風味が特徴。
また、期間限定で、地元福島明成高校生とコラボした、ライスバウムを発売。

福島 株式会社 たふぃあ

福島県産の米粉を使用したカレールゥ（小麦粉・動物性原料・化学調味料不使用）や米粉めん（小麦粉・食塩・そば
粉・保存料不使用）、米粉ワンタン（小麦粉・食塩・保存料不使用）を販売している。特に原料のお米は、顔の見える農
家さんと安心安全な栽培に取り組み、農家さんとともに商品開発をしている。
※商品はいわき市の観光施設や道の駅で販売中。

茨城
農家レストラン
「どんぐりてい」

坂東市産コシヒカリを使った米粉シフォンケーキの製造販売と、学校への出前講習会を含む米粉料理講習会を随時
開催し、米粉利用拡大の啓発を行っている。また、店舗に旋回気流式微粉砕機を設置し小ロットの受託製粉に対応し
ている。

茨城 常陸太田市
新規需要米の取組み推進のため、学校給食で米粉パンを供給。原料の米粉は、常陸太田市が製粉機を導入し、地
場産米を製粉して米粉パンに利用。

栃木
公益財団法人

栃木県学校給食会

栃木県産米粉を使用し学校給食用米粉パンを県内の小中学校に供給している。米粉パンの種類は食パンやコッペ
パン以外に栃木県産のイチゴをピューレにして加えたイチゴ入りパンや、麦焦がしパンなどアレンジを加えたパンも開
発。

22



○ 米粉の取組事例（地域その３）

○地域での主な取組

所在地 団体・機関・業者 取組内容

栃木 バウムハウス樹凜

地産地消の理念で栃木の素材にこだわり、契約農家の特別栽培米の米粉と栃木産の卵を使用し、生産者の顔が見
える商品作りを心がけ、栃木のお土産・大切な方への贈り物といったコンセプトの下、高付加価値手作り米粉バウム
クーヘンを製造・販売。

栃木
栃木県地域婦人連絡協議

会

「家庭に米粉一袋常備」を合言葉に、県内婦人会と連携して地域で米粉料理教室を開催し、一般家庭への米粉料理
の浸透を推進している。また、地域婦人連絡会館では米粉を販売。

群馬
公益財団法人

群馬県学校給食会

群馬県産「あさひの夢」を使った米粉パン「こめっこぱん」を、丸型パンとコッペ型背割りパンの２種類の形で学校給
食に供給。

埼玉
埼玉県米消費拡大推進

連絡協議会

行政機関、生産者、販売業者、消費者、実需者の35団体で構成する同協議会は、県産米の消費拡大事業の１つと
して、地域の消費者団体等の活動を通じ、米粉料理の調理の手軽さや多様な料理法について、県民の理解促進を図
るなど米粉利用の推進に取組んでいる。また、県民が集まるイベントを活用して米粉のPRを実施し、認知度の向上を
図っている。

埼玉
JA埼玉みずほ
さくらファーム

農産物直売所と隣接する加工所で、地元農産物による６次産業化に取り組み、手作り加工品として地元米粉100%、
あんは地元野菜を基本に使用した「米粉中華まん」や地元商工会と連携し開発した「米粉スフレチーズケーキ」等を製
造販売。

埼玉
有限会社

中井農産センター

「生産」、「加工」、「販売」を一環とした農業形態をとり、自家栽培米100％使用の米粉及びそれを利用した米粉カ
レーを製造販売。また、米粉好適品種の米を栽培し、委託先製粉業者と協力してユーザーの製粉品質要望に対応。

千葉 匝瑳市学校給食センター
学校給食に地元産の米粉を積極的に取り入れ、こども達が苦手な食材を一緒に食べられるよう工夫した、特産品の
「赤ピーマン」を練り込んだバーガーパンスタイル「米粉のあっぴいパン」は好評メニューの一品となっている。このよう
な取組により、「第７回地産地消給食等メニューコンテスト」において、関東農政局長賞を受賞。

東京 澤井農場
八王子市高月町で自ら生産したキヌヒカリ（新規需要米）を原料として、米粉、米粉ケーキを製造し、道の駅八王子
滝山で販売。

山梨
有限会社 エルフィン
インターナショナル

農村漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用し、米粉パン・米粉麺等の製造工場を設立。学校給食や生協に販売
しているアレルギー対応のパンや米粉スイーツのほか、県産米を使用した米粉うどん、パスタ等の麺類も製造販売。

長野 加工組合さくら
地元産の味噌と米粉を利用した「やわらかみそパン」は信州味のコンクールで最優秀の県知事賞を受賞。米粉を
使った料理教室や講習会を定期的に開催し地産地消に取り組むとともに、常に美味しい米粉商品の開発に取り組ん
でいる。

長野
産直の駅

まつもと自然村

農産物直売所に併設された「米粉パン工房」にて、米粉サンドイッチや米粉ロールケーキなど、原材料の全てを地元
の素材にこだわった米粉商品の製造販売。

静岡 百姓のパン工房
米粉パン専門店として、自家栽培の米を原料に焼き上げた手作り米粉パンを製造販売。また、新たに小型微細米粉
製粉機、製麺機を使用して米粉めん「富士山しらゆきめん」を製造販売。
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○ 米粉の取組事例（地域その４）

○地域での主な取組

所在地 団体・機関・業者 取組内容

新潟 新潟ふるさと村
県内の物産を販売する「新潟ふるさと村」では、米粉のパスタとうどんを提供。売店でも米粉製品を扱う。また、アンテ
ナショップ「ガタリバ」で米粉のパン、ドーナツ、ケーキを販売。米粉の魅力をＰＲ。

新潟 胎内市
全国で初めて米粉専用の製粉工場が設立された「米粉発祥の地」。食材としての米粉の使い方や米粉の優れた点
等を広く発信。米粉ぐるめ食べ歩きMAPで市内店舗を地図付きで紹介。

富山
株式会社

新湊かまぼこ

地元・富山県立大学と「かまぼこチップス」を共同開発。富山名産の「かまぼこ」の原材料に富山県産の米粉、富山湾
産の海洋深層水を使用してチップス状に仕上げた。サックリとした新食感が特徴。プレーン、白えび、昆布、ワサビ、マ
ヨネーズ味の５種類で、製造・販売。

石川 広見製麺所
米粉麺はよもぎ入り、ごま入り、ギャバ入りの各うどん。そして米粉１００％（デンプン含む）のうどん、パスタ、ラーメン
の６種類で、石川県学校給食会にもプレーンの冷凍米粉うどんを県内全域に納入。

福井
株式会社

西洋菓子倶楽部

福井発祥のブランド米「コシヒカリ」を活用し、2010ジャパンケーキショー米粉ロール部門で銅賞受賞。他に洋風饅頭、
和風クッキー等も製造。県内５店舗、福井駅構内の他、ネットでも販売。

岐阜
有限会社

レイクルイーズ

岐阜県産のハツシモ米を使用した「米麺（べーめん）」をインターネットや道の駅、地元生協等で販売。

岐阜 桜井食品 株式会社
品質面の付加価値を高めた商品作りを目指し、また、海外への販路拡大も視野に商品開発。地元農家が生産した
米粉用米を使用し、ホットケーキミックス粉・動物性原材料を使わないプリンミックス粉等を製造・販売。現在、新製品
（ホームベーカリー用ミックス粉）開発中。

愛知
道の駅

どんぐりの里いなぶ

愛知県豊田市の山あい稲武で、地産地消をコンセプトに地元産の米粉パンを販売。「カレーパン」や「カスタードク
リームパン」など、しっとりした優しい食感に、１時間に一度の焼き上がり時間には行列ができます。また、「どんぐり食
堂」のうどんは全て米粉入りの「末広うどん」、柔らかなのにコシがあります。

三重 株式会社 ミルズカトウ
洋菓子原料用として県産米粉用米を使用した各種米粉を製造（湿式気流）・販売。また、この米粉入りの糸こんにゃく
や、米粉を使った料理レシピの作製にも取り組む。さらに、アレルギー対応、米粉の特徴・食感を活かした製品の開発
にも取り組む。

滋賀
農業法人 有限会社
甲賀もち工房

甲賀産キヌヒカリと滋賀羽二重糯を95％原料とした米粉麺「近江米めん」や豆乳、牛乳、卵等で焼き上げた「米粉た
い焼」、「米粉ロール」や地元産いちじくや梅ジャムを使用した「米粉どら焼」等菓子類の製造・販売を行っている。

大阪
有限会社
いずみの里

道の駅「いずみ山愛の里」で地元の米や農産物を使った種類豊富な米粉パンを毎週日曜日に製造販売している。
また、JAいずみの農産物直売所「愛彩ランド」においても米粉パン・米粉ラスクを製造販売している。

兵庫
JA兵庫みらい

山田錦米パン工房

小野市の特産品である酒造好適米「山田錦」の米粉から作ったパンを製造販売する米粉パン専門店。米粉パンの種
類は豊富で、市の特産品、旬の食材をその時々に取り入れる等、アイデアをこらした商品展開（６０アイテム）を行って
いる。
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○ 米粉の取組事例（地域その５）

○地域での主な取組

所在地 団体・機関・業者 取組内容

鳥取 鳥取県
鳥取県産米の消費拡大及び水田の有効活用を図るため、学校給食への米粉パン導入補助、学校給食用物資

開発費用の助成、米粉無償交付事業助成等県内全域に普及促進活動を展開。

鳥取 鳥取県パン 協同組合
傘下の会員に対して米粉パン製造技術講習会等を開催し、学校給食の米粉パン（米粉８０％、グルテン２０％）

供給に対応。

島根 株式会社 ほんき村
地元産の旬の野菜と米粉を使用した米粉ピザ作り体験やかまど炊きご飯体験の開催。米粉のお菓子工房も整

備し、地域の起業や販路拡大を推進。

島根 島根県
県産「きぬむすめ」の米粉供給スキームが確立。需要の拡大を図るため、給食施設等における利用促進セミ

ナー等の実施。

岡山 株式会社 アクティブ哲西
道の駅「鯉が窪」において、地元産のお米を敷地内で米粉にし、同敷地内の米粉パン専門店「こめ工房」で製造

した焼成冷凍米粉ピザ生地を使用し、地元産野菜・ベーコンをトッピングして本格石窯で焼き上げる体験型米粉ピ
ザ工房を実施。

岡山 赤磐商工会
赤磐特産館アグリにおいて、赤磐産朝日米を使用した「あさひ米米粉」、「朝日米らーめん」、「朝日米冷麺」及び

「かりんとこめ子」を販売。併設しているらーめん茶屋はリニューアルし、引き続き「朝日米らーめん」、「朝日米冷
麺」を提供。

岡山
公益財団法人

岡山県学校給食会
平成２２年度から岡山県内の学校給食に岡山県産米の米粉２０％を配合した米粉パン「岡山っ子こめこパン」を

導入したのに引き続き、平成２６年度から岡山県産米の米粉３０％を配合した「米粉めん」を新たに導入。

広島
三次産米粉活用促進

プロジェクト
三次市の商工会・会議所・ＪＡの関係機関が連携し、行政の財政支援で地元産米粉の普及・促進を実施。また、

地元の家庭を対象に米粉料理教室を開催。

広島 食協 株式会社
米粉７０％に馬鈴薯でんぷん３０％を配合した米粉麺「おこめん」シリーズを製造し、広島県内を主体に首都圏の

一部スーパーで販売。

山口 企業組合 うつい工房
地元産コシヒカリ１００％を使用したかわいいロールケーキＫＯＭＥＫＯＲＯ（コメコロ）や地元の食材を使用した米

粉パン、ケーキをうつい工房店舗内で製造・販売。

山口 協同組合 田布施地域交流館
田布施町特産のイチジクを使って開発した「イチジク天然酵母」と地元で製粉した米粉を使って、田布施地域交

流館で米粉パンを製造・販売。

山口
公益財団法人
山口県学校給食会

平成２４年１２月から県内全ての学校給食パンについて、山口県産米の米粉１０％、山口県産の小麦粉９０％を
使用した米粉パンを導入。

徳島
ＪＡ東とくしま
「こめっ娘工房」

ＪＡ東とくしまが米粉製粉プラントを設置し、地元産米を米粉に製造・販売。その米粉を使った新商品の開発や料
理教室の開催。また、米粉ＰＲカー「徳島こめっ娘あいさい号」を導入し、各種イベントで調理実演や試食会の開催、
米粉パン・洋菓子を販売。

徳島
障害者地域生活自立支援

センター・花畑
（ばんそうＳ＆Ｓ）

たこ焼き店「米っ粉たこ坊」をオープンさせ、施設が所有する農園で栽培した米から作った米粉を使用したたこ焼
きを販売。住民や観光客と施設利用者との交流を図っている。
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○ 米粉の取組事例（地域その６）

○地域での主な取組

所在地 団体・機関・業者 取組内容

香川 香川県 県に事務局のある 「玄米粉・米粉利用推進部会」を通じての情報提供や、各種イベント等での米粉のPRを実施。

香川 香川県食糧事業協同組合
学校給食関係者と連携して学校給食へ米粉パン導入を支援。食生活改善推進員等と連携して米粉料理講習会

を開催。食品加工業者・量販店・飲食店への米粉に関する情報提供と新商品開発を支援。

愛媛
JAえひめ南

手作りパン工房みなみ
学校給食への取組等、米粉で地元の活性化を推進。米粉１００％使用したパウンドケーキ、焼きドーナツ、塩クッ

キー等のスイーツを販売。また、シーズン限定の地元産食材を使って季節感のある新しい米粉パンを企画販売中。

愛媛 パティスリー ラフ＆ラフ
飼料用米で育てた鶏の黄身の白い卵「米っ娘たまご」と米粉をコラボしてして作った真っ白なロールケーキ「白壁

ロール」を製造・販売。

愛媛 企業組合 津島あぐり工房
店舗部門の「あすも」での米粉を使ったパンや菓子の製造販売はもとより、店内で提供するランチメニューにも米
粉をふんだんに使用。小麦粉を使った料理には全て米粉で代用できると提案する。米粉の可能性を日々追及。

高知 株式会社 あぐり窪川 地元四万十町の仁井田米を使った米粉のパン、カステラ、ロールケーキ、シフォンケーキ、蒸しパン、大福を販売。

高知 米米ハート 地元れいほく産米の米粉にこだわり、米粉パン、洋菓子を製造・販売。（「アイスメロンパン」が１番の人気商品。）

福岡 JAむなかた
宗像市、福津市で生産した新規需要米を使用した米粉パンを、直営の米粉パン工房「穂の香」「姫の穂」の2ヶ所で
製造、販売。

福岡 パン工房 米っこ 農村女性の経済的自立と女性ならではの発想を活かした地産地消の一環として米粉パンの販売。

福岡
JAにじの農産物直売所

「にじの耳納の里 パン工房」
農産物直売所において、米粉を使ったパンの販売。また、うきは市内のすべての小学校に試験的に米粉パンの供
給。

佐賀 江北町ゆうきの里だいちの家
地元の特別栽培米の米粉を使った米パンを販売。その他に、佐賀県産小麦に黒米粉など七種類の穀物を練りこん
だ古代七穀米パンも販売。

佐賀
有限会社

アサヒ・アグリ佐賀
三瀬産米１００％を原料に使用した米粉・米粉麺・そば越えうどんなどを、米粉麺専門店「いい・麺亭」にて販売。小
麦アレルギーの方も安心して召し上がれます。

佐賀 佐賀県農業協同組合
佐賀県産ヒノヒカリの米粉を衣に使った若鶏の唐揚げを、佐賀県内Ａコープ等にて販売。鶏肉や塩・醤油も佐賀県
産を使用。

佐賀 ケーキのハルツ
佐賀県産米『ひのひかり』１００％の米粉使用（小麦粉・添加物未使用）、小麦粉アレルギーの方も安心。地元の食
材にこだわり10年以上の年月をかけ開発されたふわふわ、しっとりのシフォンケーキを販売。

長崎 パティスリーオオムラ
地元千々石町の棚田米の米粉を１００％使用し、雲仙市瑞穂町産お茶を使った「米こめロール」を開発。店頭で販
売する他、県内の各種物産展などに出展。

長崎 石窯工房 アグリ工房
九州産米粉１００％使用したグルテンフリーの米粉パンを、別府大食物栄養科の協力のもと開発。店頭販売及び米
粉パン教室を行う。

長崎 株式会社 米粉屋
グルテンフリーの「長崎県産米１００％米粉」、水で混ぜて焼くだけの「米粉のパンケーキミックス粉」を製造販売。長
崎県内の学校給食に米粉使用の物資を販売。各種イベントに出店したり、米粉を使った料理教室を開催し米粉の
普及に努めている。
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○ 米粉の取組事例（地域その７）

○地域での主な取組

所在地 団体・機関・業者 取組内容

大分 大分市
米粉の使い方を学ぶ料理講習会等を開催する個人もしくは、団体に米粉料理インストラクターの派遣と米粉の補助を
実施。米粉の消費拡大を図るため、学校給食への米粉パン導入補助。

大分 楽四季舎
地元の山香産米を使った米粉パン、串団子、饅頭等を製造・販売。直売所・ドライブイン・スーパーなどでも販売。

大分 大分農業文化公園
「物産館」では米粉、米粉麺、米粉パンを販売。「物産館カフェ」では「米粉を使った米粉バーガー」を販売。「研修館」で
は「米粉料理講座」を開催。

大分 ライスアルバ 株式会社

米粉の製粉のほか米粉パン加工品の製造・販売。小麦アレルギーの方も安心して食べられる米粉・玄米粉１００％の
「米粉半生麺」や「米粉麺（乾麺）」も委託製造・販売。米粉を使った地域振興の取り組みに積極的に協力し、製粉の受
託や商品開発、米粉料理教室などの開催に協力。「大分から揚げ粉（米粉ブレンド）」は「大分から揚げ（宇佐、中津市
名産品）」ブームで好調な販売。

熊本 熊本県
熊本県産米粉の販売促進キャンペーン(販売会やプレゼント企画）、くまもと米粉甲子園(高校生等のアイデアを商品
化）、くまもと米粉インストラクターの派遣、学校給食用米粉パンの利用助成などを行う。

熊本
古木家 株式会社

熊本県立鹿本農業高校
鹿本農業高校生が考案した「コメロンパン」を、地元企業の古木家㈱と連携し販売・ＰＲを行っている。

熊本
有限会社 くぎのむら
あそ望の郷くぎの

久木野産米の米粉で作った｢米粉ロールケーキ」のほか、米粉特有の食感がくせになる｢ぽにょぽにょ」スイーツを考
案・販売。
また、米粉パンに、地元あか牛の肉をサンドした「あか牛サンド」「AKVバーガー｣の製造・販売。

熊本 水辺プラザかもと
地元鹿本産の米粉を使い、独自の製法(湯捏ね製法と長時間冷蔵発酵）で米粉パンを製造・販売。
｢米」の字から｢八十八(やそはち）パン」と命名。地元小・中学校の学校給食にも使用されている。

熊本
NPO法人二見

わっしょいファーム
地元二見の棚田の米を米粉にし、地元農産物直売所での販売のほか、各種イベントでの実演販売を行いながら米粉
のPR・普及拡大と棚田の保全活動を行っている。

熊本 米粉パン屋きるん
自家農園で無農薬栽培したヒノヒカリを使って独自のブレンドを行った米粉を使用。
米粉パンは約30種類ほどあり、石釜で焼き上げている。平均して月に１度は新作パン・季節のパンを提供。

宮崎 株式会社 バーバクラブ
米消費拡大及び地産地消の取組み推進のため、地元町産の新規需要米を活用した米粉パンを製造し、町内７校の学
校給食に供給。

宮崎
高鍋町役場産業振興課
「たかなべ食彩工房」

高鍋町が製粉室、加工室、コイン精米機を備えた施設を設置。持ち込みの米やそばを製粉することが出来、家庭で
の米粉利用拡大に取り組んでいる。また、それを使ってのミニ講習（米粉パン作り、そば打ち）も開催。

鹿児島
「かごしまの米」
プロジェクト会議

県内在住の２人一組を対象とした「米粉を使ったランチメニューコンテスト」を開催。受賞作品のレシピは県庁ホーム
ページにて公開。

鹿児島 小城製粉 株式会社
「グルテン」を全く使用しないパン、パイ、洋菓子用の米粉を開発し、海外展開も視野に米粉の消費拡大に精力的に取
り組んでいる。

沖縄 株式会社ジミー
国産米粉を使用した「ライスクッキー」を空港等、各店舗で販売
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