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はじめに 
 201２年5月２１日～２５日の期間中、農林水産省「消費者の部
屋」にて米粉特別展示（展示名：～広がってるね、米粉商品～）を
開催致しました。 
 我が国に於いて、パンや麺類の主原料となっている小麦は大半を
輸入に頼っており、世界的な食料需給の影響を受けて将来の安定供
給に不安を残しているのが現状です。日本の食料自給率の向上のた
めにも農地（水田）を最大限活用する必要がありますが、その有効
活用方法のひとつとして米粉が注目されています。 
 米粉は自給率向上や地産地消に寄与する点や、独特のもちもちし
た食感、低吸油などの特徴を売りに、学校給食をはじめ、地域に密
着したパン屋さん・道の駅等から大手のスーパー・コンビニ・外食
チェーン等まで、幅広い業界に取扱って頂けるようになりました。 
 今回の展示商品では、天ぷら粉やお好み焼き粉といった専用粉が
充実するとともに、加工品ではパンや麺のほか、プリンやシフォン
ケーキといったスイーツ類や、スナックやトルティーヤチップスと
いった菓子類など、幅広いジャンルに渡って米粉商品の広がりがみ
られました。  
 また、全国の米粉商品が一同に集まったことで、地域性豊かなも
のから、斬新なデザインの商品まで、個性豊かな商品が数多くみら
れ、ご来場者からも「この場で商品が買えないのか？」といったお
声を多々頂戴するなど、展示各社様の企業努力により、消費者の米
粉商品への関心がますます高まっている印象を受けました。 
 最後に、今回の展示を通して、改めて全国各地の取組の素晴らし
さが実感できたとともに、まだまだ消費者が知らない取組が多く、
引き続きこのような取組をPRしていくことで、今後の米粉の需要
拡大を図っていきたいと思います。 
               /生産局穀物課新用途米穀推進班 米粉特別展示の看板 

◆消費者の部屋特別展示
平成24年5月21日（月）～5月25日（金）まで

（21日は12：00より 25日は13：00まで）



様々なバリーエーションの 
米粉製品が並びました。 

  

【概要】 
◆農林水産省 消費者の部屋 特別展示 
 「～広がってるね、米粉商品～」  
 

◆開催期間 
 2012年5月21日（月）～25日（金） 
 

◆入場者数 1,172名（5日間計） 
 5月21日/257人、22日/188人、23日/218人、  

 24日/270人、25日/239人   

 平均234人/日 
 

◆ご出展企業数 52社 
  うち、試食ご提供企業数 13社 
 

◆日本農業新聞に取材頂きました。 
   2012年5月22日 17面 

【展示内容】 
１） 米粉商品の展示  

  粉、パン、麺、ケーキ、こんにゃく、米粉清涼飲料水、 

  カレー粉、プリン等）  

２）試食品 

  パン、麺、カステラ、プリン、クッキー、スナック等  

３）パネル及びポスターの展示  

４）ＤＶＤの放映  

  米粉製粉映像、米粉レシピ動画  

５）パンフレットの配布 

  企業、米粉レシピ、米粉のミニパンフレット等 

６）実演 

  卓上製粉機の製粉実演 

７）食堂「咲くら」「日豊庵」「第一食堂」期間限定米粉メニュー 

      米粉カレー、つけカレーうどん、米粉の野菜あげ餃子、 

        米粉のから揚げさっぱりおろし等 

  

試食は今年も 
盛況でした！ 

農林水産省消費者の部屋２０１２ 米粉展示レポート 



※水色は、製粉機の紹介ＤＶＤをご提供頂いた製粉機メーカー様です。 

※黄色は、試食もご提供頂けた企業様です。 

今年もＤＶＤで製粉過程を詳しく紹介。 

※緑色は、超小型卓上製粉機本体をお借りした製粉機メーカー様です。 

会社・団体名 都道府県 

㈱ショクレン北海道 北海道 

㈱大潟村あきたこまち生産者協
会 

秋田県 

㈱淡路製粉 秋田県 

一野辺製パン㈱ 岩手県 

㈱山本製作所 山形県 

㈲玉谷製麺所 山形県 

㈱波里 栃木県 

クリタ食品㈱ 群馬県 

㈲中井農産センター 埼玉県 

㈱夢みるぱさり 埼玉県 

みたけ食品工業㈱ 埼玉県 

㈱龍勢の町よしだ 埼玉県 

㈱丸和製作所 埼玉県 

蕨商工会議所 埼玉県 

㈲食生活 埼玉県 

槇野産業㈱ 東京都 

㈱ＧＵＥＳＴ 東京都 

日本ニーダー㈱ 東京都 

㈱増野製作所 東京都 

㈱シガリオ 東京都 

㈱日本製粉 東京都 

㈱山崎製パン 東京都 

日本たばこ産業㈱ 東京都 

㈱木村屋總本店 東京都 

カルビー㈱ 東京都 

㈲上原製麺所 新潟県 

㈲大幸 新潟県 

長岡製粉㈱ 新潟県 

たいまつ食品㈱ 新潟県 
㈱自然芋そば 新潟県 
㈱小国製麺 新潟県 
新潟製粉㈱ 新潟県 
亀田製菓㈱ 新潟県 
㈱金沢ジャーマンベーカリー 石川県 
㈱ＳＳ製粉 富山県 
㈱田町梅月 静岡県 
吉村穀粉㈱ 愛知県 
㈱豊製作所 愛知県 
㈱どんぐりの里いなぶ 愛知県 
㈲レイク・ルイーズ 岐阜県 
八百重製粉㈱ 岐阜県 
片山製粉㈱ 大阪府 
㈱西村機械製作所 大阪府 
グリコ栄養食品㈱ 大阪府 
㈱中国リス食品販売 岡山県 
㈱メゾンフード 岡山県 
㈲亀井堂 鳥取県 
香川県食糧事業協同組合 香川県 
ＪＡ土佐れいほく 高知県 
㈱サタケ 広島県 
重光産業㈱西原工場 熊本県 
小城製粉㈱ 鹿児島県 

超小型卓上製粉機で製粉された米粉
の細やかさを来場者に体感頂きました。 

ご出展企業様一覧（都道府県別） 



開催日 企業名（日付別） 企業所在地 試食米粉製品名 

5月21日 
（月） 

㈱大潟村あきたこまち生産者 
協会 

秋田県 湯戻りめん 

㈱淡路製粉 秋田県 藻なかサブレ 

八百重製粉㈱ 岐阜県 岐阜県産ハツシモ米粉のクッキー 

5月22日 
（火） 

㈲レイク・ルイーズ 岐阜県 
べーめん 

純米カステラ 

㈲食生活 埼玉県 米粉入りベーグル 

亀田製菓㈱ 新潟県 おこめチップス、えだ豆スナック、トマトスナック 

5月23日 
（水） 

㈱ＳＳ製粉 富山県 
米粉入パン 

米粉入インスタント麺 

㈱丸和製作所 埼玉県 米粉麺 

㈱小国製麺 新潟県 米粉とおからのトルティーヤチップス 

5月24日 
（木） 

吉村穀粉㈱ 愛知県 米粉麺 

蕨商工会議所 埼玉県 蕨市ご当地スイーツ埼玉県産米粉のスフレをのせた米粉プリン 

亀田製菓㈱ 新潟県 おこめチップス、えだ豆スナック、トマトスナック 

5月25日 
（金） 

㈱田町梅月 静岡県 米粉スイーツ「こめのこ」（１０種類） 

㈱シガリオ 東京都 リブレカンパーニュ 

亀田製菓㈱ 新潟県 おこめチップス、えだ豆スナック、トマトスナック 

試食ご出展企業様詳細 



５月２１日（月） 
大潟村あきたこまち生産者協会様 

 
淡路製粉様 八百重製粉様 

湯戻りめん 藻なかサブレ 岐阜県産ハツシモ米粉のクッキー 

 

５月２２日（火） レイクルイーズ様 食生活様 亀田製菓様 

べーめん 米粉入りベーグル おこめチップス他 

５月２３日（水） 丸和製作所様 ＳＳ製粉様 小国製麺様 

米粉麺 米粉インスタント麺 米粉とおからのトルティーヤチップス 

米粉入りベーグル おこめチップス他 

試食内容（１） 



５月２４日（木） 
 

吉村穀粉様 蕨商工会議所様 亀田製菓様 

米粉麺 蕨市ご当地スイーツ埼玉県産米粉
のスフレをのせた米粉プリン 

おこめチップス他 

５月２５日（金） 
 

田町梅月様 シガリオ様 亀田製菓様 
米粉スイーツ「こめのこ（10種類）] 

 
リブレカンパーニュ おこめチップス他 

試食内容（２） 



咲くら 
 

めだいの玄米焼き 米粉のから揚げ塩ダレソース 米粉の鶏唐黒酢 

米粉の野菜揚げ餃子 極なめらかプリン 

第一食堂 
 

米粉カレー 米粉ざるうどん 
 

 

日豊庵 米粉ざるうどん 

食堂期間限定メニュー 



展示写真（１） 



展示写真（２） 


