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【ご出展企業別インデックス】 

※出展商品掲載許可を頂いているご出展企業様の数＇19社（は、 

  2011年8月時点の情報です。追加変更された場合随時更新予定です。 



①会社名： 有限会社ファーム菅久 

③会社ホームページＵＲＬ： 無し 
 

④商品名： しずくいし米粉めん＇精米麺・玄米麺（ 
 

②会社所在地： 岩手県岩手郡雫石町 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://furusatomura.com/  

⑨商品納入店情報：  
◆岩手県産らら・いわて 
◆道の駅雫石あねっこ 
 
 
 

⑩商品の補足： 

無塩・無添加・無小麦、コラーゲン入りでツルツルの喉ごし。雫石町の水田で育った「たんたん米」を使用。自慢の
お米で作ったお米の風味が香る、米粉めんを召し上がれ。 
 

⑤商品問い合わせ電話番号： ０１９－６９２－３３１０ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 菅原＇すがわら（  

⑥商品問い合わせ部署名： 営業部販売課 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://furusatomura.com/


①会社名： 有限会社ファーム菅久 

③会社ホームページＵＲＬ： 無し 
 

④商品名： 久ちゃんの米粉スナック チーズ味  

②会社所在地： 岩手県岩手郡雫石町 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://furusatomura.com/  

⑨商品納入店情報： 
◆岩手県産らら・いわて  
 
 
 
 
 

⑩商品の補足： 
岩手県雫石町の田んぼで育ったひとめぼれ「たんたん米」の米粉を使用。たんたん米で作った玄米スティック菓子。 
 

⑤商品問い合わせ電話番号： ０１９－６９２－３３１０ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 菅原＇すがわら（  

⑥商品問い合わせ部署名： 営業部販売課 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://furusatomura.com/


①会社名： 一野辺製パン株式会社  

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.ichinobe-pan.jp/   
 

④商品名： 米粉入りパン＇山ぶどうジャム（  
 

②会社所在地： 岩手県二戸郡一戸町  

⑧インターネット通販ＵＲＬ： 無し 

⑨商品納入店情報： 
◆ユニバース各店、NEWDAYS盛岡駅各店、いわて生協各店、ジョイス一戸店、二戸店、長崎屋八戸店、農林水産
省B1F総合売店（東京都千代田区） 
 
 
 

⑩商品の補足： 米の食味ランキング特A受賞。全国的に高い評価の平成22年岩手県産ひとめぼれ米粉40％使用。

超微粉末米粉のためザラついた食感がありません。また平泉の文化遺産が世界遺産登録されたことを記念し、平
泉のロゴを表示すると共に売上の一部を東日本大震災の義援金に充てる取り組みをしています＇平成23年12月ま
で（ 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0195-33-3131  

⑦商品問い合わせ担当者名： 一野辺崇＇いちのべたかし（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 営業企画 

※商品情報は２０１１年７月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.ichinobe-pan.jp/
http://www.ichinobe-pan.jp/
http://www.ichinobe-pan.jp/


①会社名： 株式会社メルコレディ 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.mercoledi.jp/   
 

④商品名： こまち麺 白 
 

②会社所在地： 秋田県湯沢市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.mercoledi.jp  

⑨商品納入店情報：  
イトーヨーカ堂、サミット、ヤオコー、ヨークベニマル 
秋田ふるさと館＇有楽町交通会館（、あきた美彩館＇品川（ 
 
 
 
 

⑩商品の補足：  
秋田県あきたこまち使用のお米の麺です。蒸気で米粉を練り上げる 
蒸錬製法によるコシの強さとお米特有のもちもち食感が特徴です。 
食べ方はうどん同様にお好みの麺つゆで。七大アレルゲン不使用です。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0183-72-9998  

⑦商品問い合わせ担当者名： 倉田 忠 ＇くらた ただし（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 営業部  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.mercoledi.jp/
http://www.mercoledi.jp/


①会社名： 株式会社メルコレディ 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.mercoledi.jp/   
 

④商品名： こまち麺 細麺 
 

②会社所在地： 秋田県湯沢市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.mercoledi.jp  

⑨商品納入店情報：  
イトーヨーカ堂＇アレルギー対応商品コーナー（、ヤオコー、 
秋田ふるさと館＇有楽町交通会館（、あきた美彩館＇品川（ 
 
 

⑩商品の補足：  

秋田県あきたこまち使用のお米の麺を細麺に仕上げましたです。蒸気で米粉を練り上げる蒸錬製法によるコシの
強さとお米特有のもちもち食感が特徴です。食べ方はうどん同様にお好みの麺つゆで、またはサラダ風など色々な
レシピに応用できます。七大アレルゲン不使用です。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0183-72-9998  

⑦商品問い合わせ担当者名： 倉田 忠 ＇くらた ただし（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 営業部  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.mercoledi.jp/
http://www.mercoledi.jp/


①会社名： 株式会社メルコレディ  

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.mercoledi.jp/   
 

④商品名： こまち麺 ＣＩＡＯ＇チャオ（ 
 

②会社所在地： 秋田県湯沢市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.mercoledi.jp  

⑨商品納入店情報： 
イトーヨーカ堂、クイーンズ伊勢丹、秋田ふるさと館＇有楽町交通会館（、あきた美彩館＇品川」（ 
 
 
 
 
 

⑩商品の補足：  

秋田県あきたこまち使用のお米をフィットチーネ風平麺に仕上げました。蒸気で米粉を練り上げる蒸錬製法による
コシの強さとお米特有のもちもち食感が特徴です。食べ方はパスタ風、きしめん風など色々です。七大アレルゲン
不使用です。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0183-72-9998  

⑦商品問い合わせ担当者名： 倉田 忠 ＇くらた ただし（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 営業部  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 

7 

http://www.mercoledi.jp/
http://www.mercoledi.jp/


①会社名： 有限会社 玉谷製麺所   

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.tamayaseimen.co.jp/ 
 

④商品名： 月山黒米うどん 
 

②会社所在地： 山形県西村山郡西川町 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.tamayaseimen.co.jp/products/detail.php?code=02301 
 

⑨商品納入店情報： 
・(有)玉谷製麺所 直売店 つぉろの舗＇山形県西村山郡西川町睦合甲242（ 
・月山銘水館 売店＇山形県西村山郡西川町水沢2304（ ・滝の湯ホテル 売店＇山形県天童市鎌田本町1-1-30（ 
・山形県村山総合支庁 売店＇ 山形県山形市鉄砲町２－１９－６８（ 
・よねおりかんこうセンター 高畠地産館＇山形県東置賜郡高畠町大字福沢７-１０７２（ 
・山形大沼デパート本店 地下＇山形市七日町1-2-30（ 
・ファーマーズマーケット トマト中山店＇山形県東村山郡中山町長崎6118-20（ 

⑩商品の補足： 

黒米の玄米を自社の石臼で挽き、美しい紫色の麺に仕上げました。米粉を入れたことによるもちもちの食感、アント
シアニンが含まれていることが特徴です。黒米は、山形県河北町のエコファーマーの方が栽培。小麦粉は国内産
小麦を原料としています。2010年「やまがた米粉食品コンクール」、最優秀賞「山形県知事賞」受賞。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0120-77-5308  8：30～17：30＇除く火曜（  

⑦商品問い合わせ担当者名： 玉谷＇たまや（貴子  

⑥商品問い合わせ部署名： 販売グループ つぉろ通部門  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.tamayaseimen.co.jp/
http://www.tamayaseimen.co.jp/products/detail.php?code=02301


①会社名： 有限会社 玉谷製麺所   

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.tamayaseimen.co.jp/ 
 

④商品名： 月山黒米パスタ 

②会社所在地： 山形県西村山郡西川町 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.tamayaseimen.co.jp/products/detail.php?code=01030 
 

⑨商品納入店情報： 
・(有)玉谷製麺所 直売店 つぉろの舗＇山形県西村山郡西川町睦合甲242（ 
・月山銘水館 売店＇山形県西村山郡西川町水沢2304（ ・滝の湯ホテル 売店＇山形県天童市鎌田本町1-1-30（ 
・山形県村山総合支庁 売店＇ 山形県山形市鉄砲町２－１９－６８（ 
・よねおりかんこうセンター 高畠地産館＇山形県東置賜郡高畠町大字福沢７-１０７２（ 
・山形大沼デパート本店 地下＇山形市七日町1-2-30（ 
・ファーマーズマーケット トマト中山店＇山形県東村山郡中山町長崎6118-20（ 

⑩商品の補足： 

黒米の玄米を自社の石臼で挽き、低温乾燥製法で丁寧に造り上げることにより、モチモチの食感の美しい紫色の
パスタに仕上げました。黒米特有のアントシアニンが含まれていることが特徴です。国産の黒米玄米と、厳選した
デュラム小麦粉を原料としています。山形県米粉食品コンクールの審査員の声により生まれた一品です。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0120-77-5308  8：30～17：30＇除く火曜（  

⑦商品問い合わせ担当者名： 玉谷＇たまや（貴子  

⑥商品問い合わせ部署名： 販売グループ つぉろ通部門  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.tamayaseimen.co.jp/
http://www.tamayaseimen.co.jp/products/detail.php?code=01030


①会社名： 株式会社波里 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.namisato.co.jp 
 

④商品名： お米の粉 薄力米粉500g 
 

②会社所在地： 栃木県佐野市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.namisato.co.jp 
 

⑨商品納入店情報：  
◆イオン 佐野新都市店、与野店、大宮店、太田店 他。 
◆フレッセイ フォリオ佐野店 他。 
◆イトーヨーカドー食品館阿佐谷店。  
 
 

⑩商品の補足： 

天ぷらのバッター液、シチューのとろみづけ、から揚げの衣などの料理からケーキ、クッキー、パンケーキなどのお
菓子まで幅広くお使いいただけます。だまになりにくく扱いやすい。吸水率が高い為お菓子などはしっとり感や口ど
けが良い。また揚げ物などは吸油率が低くヘルシーで冷めてもカリッと。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0283-23-7331 

⑦商品問い合わせ担当者名： 中山＇ナカヤマ（、齋藤＇サイトウ（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 企画室 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.namisato.co.jp/
http://www.namisato.co.jp/


①会社名： 株式会社波里 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.namisato.co.jp 
 

④商品名： お米の粉 強力米粉500g  

②会社所在地： 栃木県佐野市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.namisato.co.jp 
 

⑨商品納入店情報： 
◆イオン 佐野新都市店、与野店、大宮店、太田店 他。 
◆とりせん 佐野西店、栃木店 他。 
◆ベルク 中青木店、東所沢店、さいたま櫛引店 他全店。 
◆イトーヨーカドー 食品館阿佐谷店。  

⑩商品の補足： 
もっちり・しっとりした米粉パンがお手軽に仕上がります。 
その他ピザ生地、餃子の皮などにもお使いいただけます。 
またお米なので、腹持ちが良いです。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0283-23-7331 

⑦商品問い合わせ担当者名： 中山＇ナカヤマ（、齋藤＇サイトウ（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 企画室 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.namisato.co.jp/
http://www.namisato.co.jp/


①会社名： みたけ食品工業株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.mitake-shokuhin.co.jp 
 

④商品名： 米粉パウダー 

②会社所在地： 埼玉県戸田市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.mitake-shokuhin.co.jp 

⑨商品納入店情報： 
イトーヨーカドー、ヤオコー、いなげや、ライフ、ユーコープ、東急ストア、ダイエー、ベイシア、相鉄ローゼン、マミー
マート他各全店 
 
 

 
 

⑩商品の補足： 様々な料理にお使いいただける料理用微粉米粉。国産米100％＇埼玉産（使用でトレースのしっか
りした原料のみを使用しています。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 048-441-3420 

⑦商品問い合わせ担当者名：  

⑥商品問い合わせ部署名： 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.mitake-shokuhin.co.jp/


①会社名： みたけ食品工業株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.mitake-shokuhin.co.jp 
 

④商品名：米粉パウダーホームベーカリー用 

②会社所在地： 埼玉県戸田市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.mitake-shokuhin.co.jp 

⑨商品納入店情報： 
イトーヨーカドー、ヤオコー、いなげや、ライフ、ユーコープ、ベルク、サミット他各全店 
 

 
 

⑩商品の補足： 米粉コースのついたホームベーカリーに対応した米粉パン用ミックス粉。米粉コースがなくても、
強力粉と50：50で使用することにより、米粉パンがご自宅でも作れます。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 048-441-3420 

⑦商品問い合わせ担当者名：  

⑥商品問い合わせ部署名： 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.mitake-shokuhin.co.jp/
http://www.mitake-shokuhin.co.jp/
http://www.mitake-shokuhin.co.jp/
http://www.mitake-shokuhin.co.jp/


①会社名： みたけ食品工業株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.mitake-shokuhin.co.jp 
 

④商品名： 日本の米ラーメン 

②会社所在地： 埼玉県戸田市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.mitake-shokuhin.co.jp 

⑨商品納入店情報： 
イトーヨーカドー、そぴあ＇埼玉県物産観光協会（、ローソン新宿店 
 
 
 

 
 

⑩商品の補足： 30％米粉を使用した麺に、あっさりしたしょうゆ味で正統派ラーメンに仕上げました。 
 
 

⑤商品問い合わせ電話番号： 048-441-3420 

⑦商品問い合わせ担当者名：  

⑥商品問い合わせ部署名： 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 株式会社夢みるぱさり 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.pasari.jp/ 
 

④商品名： 彩の国米シュッキー 
 

②会社所在地： 埼玉県児玉郡上里町 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： 無し 
 

⑨商品納入店情報：  
・夢みるぱさり 埼玉県児玉郡上里町三町828-4  
・三芳サービスエリア 旬撰倶楽部店 関越自動車道上り 
 
 
 
 

⑩商品の補足： 
地元埼玉県産の米粉100％使用した焼き菓子です。また添加物を一切使用せずひとつひとつ手作りしています。
さっくりと軽い口当たりに「米粉？」とよく驚かれます。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0495-34-0010 

⑦商品問い合わせ担当者名： 萩原＇はぎわら（ 

⑥商品問い合わせ部署名： クリエイト事業部 

※商品情報は２０１１年７月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.pasari.jp/


①会社名： 株式会社夢みるぱさり 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.pasari.jp/ 
 

④商品名： マイシフォン 

②会社所在地： 埼玉県児玉郡上里町 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： 無し 
 

⑨商品納入店情報：  
・夢みるぱさり 埼玉県児玉郡上里町三町828-4  
 
 
 
 
 

⑩商品の補足： 
地元埼玉県産の米粉100％使用したシフォンケーキです。また添加物を一切使用せずひとつひとつ手作りしていま
す。米粉を使うことにより「しゅわっ」としっとり焼き上がります。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0495-34-0010 

⑦商品問い合わせ担当者名： 萩原＇はぎわら（ 

⑥商品問い合わせ部署名： クリエイト事業部 

※商品情報は２０１１年７月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.pasari.jp/


①会社名： 株式会社ニチレイフーズ  

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.nichireifoods.co.jp/  
 

④商品名： いかリングフライ   
 

②会社所在地： 東京都中央区築地6-19-20 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： 
  

⑨商品納入店情報：  
最寄のお取り扱い店舗がご不明な場合は弊社お客様相談センターにお問い合わせください＇受付時間 9：00～
17：00 ※土日祭日は除く（ 
 
 
 
 

⑩商品の補足： 
●いか全体に切り込みを入れているので筋を感じることなく小さなお子さまでも安心して召し上がれます。 
●衣には国産の米を使用した米粉を配合しました。●着色料・保存料・化学調味料を使用しておりません。 
●いか原料は日本国内で水揚げされた原料です 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0120-69-2101 

⑦商品問い合わせ担当者名：  

⑥商品問い合わせ部署名： お客様相談センター 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 株式会社文明堂東京 

③会社ホームページＵＲＬ：  http://www.bunmeido.co.jp 
 

④商品名： 米粉カステラ 

②会社所在地： 東京都中央区 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：  http://www.bunmeido.co.jp 

⑨商品納入店情報： 
朝霞台店・和光店・ふじみ野店・パサール三好サービスエリア・浦和工場売店・朝霞工場売店 

 
 
 
 
 

⑩商品の補足：  

埼玉生まれ埼玉育ちのうるち米「彩のかがやき」を１００％使用して焼き上げた新食感のカステラ。小麦粉とはひと
味違う米粉に甘みや風味をお楽しみ下さい。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 048-852-0002 

⑦商品問い合わせ担当者名： 菅原＇すがはら（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 外商部 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 株式会社自然芋そば  

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.jinenjosoba.co.jp/   
 

④商品名： 越のかおり麺  
 

②会社所在地： 新潟県上越市  

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.jinenjosoba.co.jp/  
  
 
⑨商品納入店情報： 
◆表参道・新潟館ネスパス内、新潟食楽園 
◆らでぃっしゅぼーや株式会社 
◆関西よつ葉連絡会 
 
 
 
 
⑩商品の補足：  
◆新潟県上越市産の高アミロース米「越のかおり」100％で造った米粉麺です。 
◆麺幅3mmで茹で時間がは3分です。 
◆米粉麺専用工場で製造しているのでアレルギーをお持ちの方にも安心してお召し上がり頂けます。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 025-599-2219  

⑦商品問い合わせ担当者名：   

⑥商品問い合わせ部署名： 営業部 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 株式会社自然芋そば  

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.jinenjosoba.co.jp/   
 

④商品名： 越のかおり 米の麺 細麺  
 

②会社所在地： 新潟県上越市  

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.jinenjosoba.co.jp/  
  

⑨商品納入店情報： 
◆表参道・新潟館ネスパス内、新潟食楽園 
◆らでぃっしゅぼーや株式会社 
◆旬彩交流間あるるん畑＇新潟県上越市（ 
 
 
 

⑩商品の補足： 
◆新潟県上越市産の新品種米「越のかおり」を主原料に造った米粉麺です。 
◆米８割とタピオカ澱粉でつくりました。 
◆麺幅1.5mmで茹で時間は１分半です。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 025-599-2219  

⑦商品問い合わせ担当者名：   

⑥商品問い合わせ部署名： 営業部 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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http://www.jinenjosoba.co.jp/
http://www.jinenjosoba.co.jp/


①会社名： 株式会社自然芋そば  

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.jinenjosoba.co.jp/   
 

④商品名： 越のかおり 米の麺 平麺  
 

②会社所在地： 新潟県上越市  

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.jinenjosoba.co.jp/  
  

⑤商品問い合わせ電話番号： 025-599-2219  

⑦商品問い合わせ担当者名：   

⑥商品問い合わせ部署名： 営業部  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 

⑨商品納入店情報： 
◆表参道・新潟館ネスパス内、新潟食楽園 
◆らでぃっしゅぼーや株式会社 
◆旬彩交流間あるるん畑＇新潟県上越市（ 
 
 
 

⑩商品の補足： 
◆新潟県上越市産の新品種米「越のかおり」を主原料に造った米粉麺です。 
◆米８割とタピオカ澱粉でつくりました。 
◆麺幅5mmで茹で時間は３分半です。 
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①会社名： インターウィンドウ株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.uonumakomachi.jp/ 
 

④商品名： うおぬま小町 玄米粉＇新潟県南魚沼産コシヒカリ食用米100％（ 

②会社所在地： 新潟県南魚沼市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.uonumakomachi.jp/ 

⑨商品納入店情報： 
◆JA魚沼みなみ特産センター：新潟県南魚沼市   ◆ぽんしゅ館：新潟県南魚沼郡湯沢町＇越後湯沢駅構内（             
◆のぐち：新潟県南魚沼郡湯沢町            ◆湯沢ニューオータニホテル：新潟県南魚沼郡湯沢町               
◆車屋：新潟県南魚沼市                  ◆六日町観光協会：新潟県南魚沼市                          
◆表参道新潟館ネスパス：東京都渋谷区        ◆越後KOME&SAKE交流館ナジーラ：新潟県新潟市 

⑩商品の補足： 白米の炊飯や卵焼きなどに混ぜて玄米の栄養素をカンタンに摂取。原料米は、南魚沼産コシヒカ
リ食用検査米のみを使用しており、特殊製粉によって吸水性・保水性に優れているといわれています。国内の有名
ホテルにおいて、スィーツ・パン・ホワイトソースに使用頂いており、粒の均一性や角がなくて使いやすい評価を頂
いております。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 025-788-1199 

⑦商品問い合わせ担当者名： 中俣政利＇なかまたまさとし（ 

⑥商品問い合わせ部署名： うおぬま小町事業部 

※商品情報は２０１１年７月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 有限会社 上原製麺所 

③会社ホームページＵＲＬ： http://ueharaseimen.com/ 
 

④商品名： ハートdeパスタ＇プチ（＇マカロニ（ 
 

②会社所在地： 新潟県上越市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://ueharaseimen.com/ 

⑨商品納入店情報： 
 
 
無し 
 
 

⑤商品問い合わせ電話番号： ０２２５－５４３－７８６１ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 上原 真由美 

⑥商品問い合わせ部署名： パスタ事業部 

※商品情報は２０１１年８月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 

⑩商品の補足：新潟県産米粉３０％使用したハート型のショートパスタです。野菜を練り込んだ自然な色合いです。
マカロニタイプはグラタンなどに、プチタイプはサラダやスープなどにお使いいただけます。3個入り、6個入りもあり
ます。お電話、ホームページからお問い合わせください。 
）商品名とパッケージが変わりました。ラブＬｏｖｅパスタ 改め ハートｄｅパスタ です。 
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①会社名： 有限会社 上原製麺所 

③会社ホームページＵＲＬ： http://ueharaseimen.com/ 
 

④商品名： ハートdeパスタ＇６入り（ 
 

②会社所在地： 新潟県上越市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://ueharaseimen.com/ 

⑨商品納入店情報： 
 
 
無し 
 
 
 

⑤商品問い合わせ電話番号： ０２２５－５４３－７８６１ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 上原 真由美 

⑥商品問い合わせ部署名： パスタ事業部 

※商品情報は２０１１年８月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 

⑩商品の補足：新潟県産米粉３０％使用したハート型のショートパスタです。野菜を練り込んだ自然な色合いです。
3個入り、プチタイプ、マカロニタイプもあります。マカロニタイプはグラタンなどに、プチタイプはサラダやスープなど
にお使いいただけます。お電話、ホームページからお問い合わせください。 
）商品名とパッケージが変わりました。ラブＬｏｖｅパスタ 改め ハートｄｅパスタ です。 
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①会社名： 有限会社 上原製麺所 

③会社ホームページＵＲＬ： http://ueharaseimen.com/ 
 

④商品名： ハートdeパスタ＇３入り（ 
 

②会社所在地： 新潟県上越市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://ueharaseimen.com/ 

⑨商品納入店情報： 
 
 
無し 
 
 

⑤商品問い合わせ電話番号： ０２２５－５４３－７８６１ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 上原 真由美 

⑥商品問い合わせ部署名： パスタ事業部 

※商品情報は２０１１年８月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 

⑩商品の補足：新潟県産米粉３０％使用したハート型のショートパスタです。野菜を練り込んだ自然な色合いです。
6個入り、プチタイプ、マカロニタイプもあります。マカロニタイプはグラタンなどに、プチタイプはサラダやスープなど
にお使いいただけます。お電話、ホームページからお問い合わせください。 
）商品名とパッケージが変わりました。ラブＬｏｖｅパスタ 改め ハートｄｅパスタ です。  
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①会社名： 株式会社高柳製茶 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.makinohara-cha.com 
 

④商品名： お茶つみダックワーズ  
 

②会社所在地： 静岡県牧之原市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：  http://www.makinohara-cha.com/  

⑨商品納入店情報： 
 ●高柳製茶牧之原本店 
   静岡県牧之原市勝田2310-4 
   TEL：0548-27-2325 
 ●高柳製茶焼津店「菜果」 
   静岡県焼津市祢宜島555イオン焼津ショッピングセンター１F 
   TEL：054-656-2413 

⑩商品の補足：  
お茶処静岡県牧之原の「高柳製茶」から「お茶つみダックワーズ」が新発売。5月には2万個を売上げ爆発的ヒット。
おいしさのヒミツは普通のダックワーズとは違い、生地に小麦粉を使わず、100％国産米粉と静岡県牧之原の深蒸
し茶を使用していること。外はサクッと、中はふんわりもちっとした新しい食感が楽しめます。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0548-27-2324 

⑦商品問い合わせ担当者名： 髙栁敬将＇タカヤナギヒロノブ（ 

⑥商品問い合わせ部署名：  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 八百重製粉株式会社   

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.yaoju-seifun.com/  
 

④商品名： 岐阜県産ハツシモ米粉のクッキー＇プレーン・アーモンド・くるみ
ココア・チーズ・ごま（ 

②会社所在地： 岐阜県岐阜市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.rakuten.co.jp/komeko-yaoju/ 
 
 

⑨商品納入店情報：ｇ．Ｉ．Ｆｏｏｄｓ＇岐阜シティタワー４３ ２Ｆ ／ ＪＲ岐阜駅すぐ（ 
 
 
 
 
 

⑩商品の補足：「岐阜県産ハツシモ米粉のクッキー」は米粉独特の味わいを感じていただけるよう、材料を厳選して、
できるだけシンプルな素材の組合せで焼き上げています。口の中でほろほろと崩れる食感、風味豊かで上品な甘
さ、そして米粉によって引き立てられる５種類の味をゆっくりと楽しんでいただきたい商品です。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 058-262-0941 

⑦商品問い合わせ担当者名：  

⑥商品問い合わせ部署名：  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 

27 

http://www.yaoju-seifun.com/
http://www.yaoju-seifun.com/
http://www.yaoju-seifun.com/
http://www.rakuten.co.jp/komeko-yaoju/
http://www.rakuten.co.jp/komeko-yaoju/
http://www.rakuten.co.jp/komeko-yaoju/


①会社名： 八百重製粉株式会社   

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.yaoju-seifun.com/  
 

④商品名：洋菓子用米粉プレミアムライスパウダー雪 

②会社所在地： 岐阜県岐阜市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.rakuten.co.jp/komeko-yaoju/ 
 

⑨商品納入店情報： 
なし 
 
 
 
 

⑩商品の補足： 
主にロールケーキやカステラ、シフォンケーキなどのスポンジ生地を作るために開発した、洋菓子用の米粉です。  
原料は地元岐阜県で獲れた銘柄米「ハツシモ」を使用。弊社独自の方法で製粉した、微細粒タイプの米粉です。 
卵を泡立たせて作るタイプの洋菓子生地をしっとりと仕上げることができます。  

⑤商品問い合わせ電話番号： 058-262-0941 

⑦商品問い合わせ担当者名：  

⑥商品問い合わせ部署名：  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 八百重製粉株式会社   

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.yaoju-seifun.com/  
 

④商品名：米の粉 小雪 

②会社所在地： 岐阜県岐阜市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.amazon.co.jp/米粉工房八百重製粉-米の粉-小雪-500g/dp/B004ZJ7UI2/ 
 

⑨商品納入店情報： 
スーパーストアサカイ＇岐阜県関市下之保２７６８−１（ 
 
 
 
 
 

⑩商品の補足： 

米の粉＇小雪（は、米の風味・甘味を最大限活かせるように独自の低温製法にこだわって製粉した微細粒の米粉で
す。自然食品のよさ、米粉の可能性が見直される現代、御家庭での愛情ある手作りの料理やお菓子作りに幅広く
ご利用ください。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 058-262-0941 

⑦商品問い合わせ担当者名：  

⑥商品問い合わせ部署名：  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 有限会社レイク・ルイーズ 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.kome-men.com/01_home.html 
 

④商品名： べーめん 
 

②会社所在地： 岐阜県海津市  

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://be-men.shop-pro.jp/ 
 

⑨商品納入店情報：  
「道の駅月見の里 ふるさと館」 「木曽三川公園 ﾏﾏｽﾞｶﾌｪ」 「岐阜シティータワー４３ Ｇ．Ｉ．ＦＯＯＤＳ」                    
「海津温泉」「ｺｰﾌﾟ自然派」「アレンタウン」 「ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ刈谷SA、美濃加茂SA、大山田PA」  
「ヨシヅヤ＇銘品売場（ 名西店、海津平田店」 「日本昭和村 おんさい館」 
 「JAぎふ おんさい広場 さぎ山店、はぐり店」 「ＪＡにしみのグリーンセンター 海津＆南濃店」 
 「ベーカリーカフェ レイク・ルイーズ」 
 

⑩商品の補足： 
他、玄米べーめん、白川茶べーめん、紫芋べーめんもございます。 
 
 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0584-55-0229 

⑦商品問い合わせ担当者名： 安部 

⑥商品問い合わせ部署名： 米粉食品開発事業部  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 有限会社レイク・ルイーズ 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.kome-men.com/01_home.html 
 

④商品名： 純米カステラ 
 

②会社所在地： 岐阜県海津市  

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://be-men.shop-pro.jp/ 
 

⑨商品納入店情報：  
「道の駅月見の里 ふるさと館」  
「岐阜シティータワー４３ Ｇ．Ｉ．ＦＯＯＤＳ」                      
「ヨシヅヤ＇銘品売場（ 海津平田店」  
「ベーカリーカフェ レイク・ルイーズ」 
 
 

⑩商品の補足： 
 
 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0584-55-0229 

⑦商品問い合わせ担当者名： 安部 

⑥商品問い合わせ部署名： 米粉食品開発事業部  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 酵母工業有限会社 

③会社ホームページＵＲＬ： なし 

④商品名： 国内産米粉入りクロワッサン 

②会社所在地： 岐阜県可児市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.rakuten.co.jp/koubo-panettone/  

⑨商品納入店情報： 
主に生活協同組合の共同購入＇カタログ販売（にて購入可能。         
 
※取扱い生協：パルシステム生活協同組合連合会＇関東地区（・コープ九州事業連合＇九州地区（・コープCSネット
＇中四国地区（・コープしこく＇四国地区（・東海コープ事業連合＇東海地区（・新潟県総合生活協同組合＇新潟（・CO・
OPとやま＇富山（・コープ北陸事業連合＇北陸地区（ 

 

⑩商品の補足：  
パネトーネ酵母を使用したクロワッサン生地に新潟県産＇JAささかみ産 こしいぶき（の米粉をバランスよく配合して、
日にちが経ってもパン本来のおいしさとやわらかさを損なわない商品になっております。 
 

⑤商品問い合わせ電話番号： 0574-65-1554 

⑦商品問い合わせ担当者名： 林 啓幸 ＇はやし ひろゆき（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 営業  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： グリコ栄養食品株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.glico.co.jp/eishoku/ 
 

④商品名： こめの香 米粉パン用ミックス粉＇グルテン入り（ 
 

②会社所在地： 大阪府高槻市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://shop.glico.co.jp/ 
 

⑨商品納入店情報： 
ヨドバシカメラ 全店 東急ハンズ全店、ＣＵＯＣＡショップ全店 
 
 
 
 
 

⑩商品の補足：  

１００％国産米を使用した、オールインの米粉パン用ミックス粉です。ドライイーストと水を加えるだけで、ご家庭で
簡単に手づくりしていただけます。米粉パン特有のもちもちした食感と香ばしい風味がお楽しみいただけます。小麦
グルテンを配合しています。 

⑤商品問い合わせ電話番号： ０７２－６７０－２３３６ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 遠藤 義勝  ＇えんどう よしかつ（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 加工食品営業統括部 新規事業グループ 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： グリコ栄養食品株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.glico.co.jp/eishoku/ 
 

④商品名： こめの香 米粉パン用ミックス粉＇グルテンフリー（ 
 

②会社所在地： 大阪府高槻市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://shop.glico.co.jp/ 
 

⑨商品納入店情報： 
ヨドバシカメラ 全店 東急ハンズ全店、ＣＵＯＣＡショップ全店 
 
 
 
 
 

⑩商品の補足：  

１００％国産米を使用した、グルテン不使用の米粉パン用ミックス粉です。ドライイースト・砂糖・塩・ショートニング・
水をご準備いただければ、一般的な手づくりでの製造も簡単にできます。米粉パン特有のもちもちした食感と香ば
しい風味がお楽しみいただけます。 

⑤商品問い合わせ電話番号： ０７２－６７０－２３３６ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 遠藤 義勝  ＇えんどう よしかつ（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 加工食品営業統括部 新規事業グループ 

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 米マイフーズ株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://ww7.enjoy.ne.jp/~maimaifoods/ 
 

④商品名： 家庭用米粉 「日本のコメ粉・300g入り」(料理・ケーキ・お菓子用、
国内産うるち米100％) 

②会社所在地： 広島県福山市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：  http://ww7.enjoy.ne.jp/~maimaifoods/sinkikaku.html 
  

⑨商品納入店情報： 
■日本のコメ粉クラブ・福山店 福山市東深津町6-1-45 (TEL：084-973-4373) ■㈱エス･ティ･ジー 東京都板橋区
小茂根1-24-7  (TEL：03-3973-6524)   ■白鳥精米店 東京都世田谷区南烏山1-13-12  (TEL：03-3302-4221)    
■㈲ちんや商店 神奈川県逗子市逗子 7-9-9 (TEL：046-871-3154)      ■㈱ＪＡしみずサービス 「ふれっぴー」 
静岡県静岡市清水区  計６店舗      ■吉田利米穀店 大阪府高槻市牧田町7－55－107  (TEL：0726-95-
4512)   その他多数の販売店があります。 

⑩商品の補足： 大手菓子メーカー等で使用されている高品質・高機能の国内産１００％の米粉です。小麦粉を使
用しないでケーキ・蒸しパン・ワッフル・クッキー・天ぷら・お好み焼き・たこ焼き・種々の料理などが作れます。また、
電気炊飯器で簡単においしい蒸しパン・ケーキが作れます。それぞれレシピをそろえており、ご利用いただけます。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 084-935-7566 

⑦商品問い合わせ担当者名： 織田信博 

⑥商品問い合わせ部署名：  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 米マイフーズ株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://ww7.enjoy.ne.jp/~maimaifoods/ 
 

④商品名： 家庭用米粉 「日本米粉ミックス・300g入り」(パン・ケーキ・麺用) 

②会社所在地： 広島県福山市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：  http://ww7.enjoy.ne.jp/~maimaifoods/sinkikaku.html 
  

⑨商品納入店情報： 
■日本のコメ粉クラブ・福山店 福山市東深津町6-1-45 (TEL：084-973-4373) ■㈱エス･ティ･ジー 東京都板橋区
小茂根1-24-7  (TEL：03-3973-6524)   ■白鳥精米店 東京都世田谷区南烏山1-13-12  (TEL：03-3302-4221)    
■㈲ちんや商店 神奈川県逗子市逗子 7-9-9 (TEL：046-871-3154)      ■㈱ＪＡしみずサービス 「ふれっぴー」 
静岡県静岡市清水区  計６店舗      ■吉田利米穀店 大阪府高槻市牧田町7－55－107  (TEL：0726-95-
4512)   その他多数の販売店があります。 

⑩商品の補足： 「日本米粉ミックス」は「日本のコメ粉」をベースにして作られたパン・ケーキ用米粉ミックスです。
小麦粉を使用しないでパン・ケーキ・ドーナツ・ピザ・米粉めん・餃子皮などが作れます。また、ほとんどのホーム
ベーカリーで米粉食パンやケーキが作れ、味は絶品で米粉食品コンテストで金賞や銅賞を受賞しています。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 084-935-7566 

⑦商品問い合わせ担当者名： 織田信博 

⑥商品問い合わせ部署名：  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 米マイフーズ株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://ww7.enjoy.ne.jp/~maimaifoods/ 
 

④商品名： 簡単便利 「日本米粉ケーキミックス・500g入り」(炊飯器蒸しパ
ン・ホットケーキ・ワッフル用 他) 

②会社所在地： 広島県福山市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：  http://ww7.enjoy.ne.jp/~maimaifoods/sinkikaku.html 
  

⑨商品納入店情報： 
■日本のコメ粉クラブ・福山店 福山市東深津町6-1-45 (TEL：084-973-4373) ■㈱エス･ティ･ジー 東京都板橋区
小茂根1-24-7  (TEL：03-3973-6524)   ■白鳥精米店 東京都世田谷区南烏山1-13-12  (TEL：03-3302-4221)    
■㈲ちんや商店 神奈川県逗子市逗子 7-9-9 (TEL：046-871-3154)      ■㈱ＪＡしみずサービス 「ふれっぴー」 
静岡県静岡市清水区  計６店舗      ■吉田利米穀店 大阪府高槻市牧田町7－55－107  (TEL：0726-95-
4512)   その他多数の販売店があります。 

⑩商品の補足： 「日本米粉ケーキミックス」は「日本のコメ粉」をベースにして作られた簡単さを重視したケーキ用
米粉ミックスです。炊飯器で水と混ぜるだけで作れる蒸しパン・卵と牛乳だけ混ぜて作るホットケーキやワッフルな
ど、簡単に大変美味しい米粉食品が作れることが特長です。昨年末に発売した新商品です。 

⑤商品問い合わせ電話番号： 084-935-7566 

⑦商品問い合わせ担当者名： 織田信博 

⑥商品問い合わせ部署名：  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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①会社名： 熊本製粉株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.bears-k.co.jp/ 
 

④商品名： 熊本製粉の新・米粉 

②会社所在地： 熊本県熊本市 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://bearsk.com/SHOP/5524.html  

⑨商品納入店情報： 
 ・ベアーズショップ＇熊本市花園1丁目２５－１（ 
 ・アンゼェラスカフェ＇熊本市新市街７－２５ （ 
 ・石窯パン工房 こむぎのもり＇熊本市桜木6-4-30 （ 

 
 
 

⑩商品の補足：  

米粉は小麦粉に比べ低吸油なので、揚げ物に使用するとヘルシーに仕上がります。『新・米粉』は従来の米粉とは
違い、粒子がさらに細かくなったため、ホワイトソースやだし巻卵等の調理ではなめらかさＵＰ、パンやケーキ等の
菓子ではふっくら感がＵＰしました。 

⑤商品問い合わせ電話番号： ０９６－３５５－１２２３ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 山口 祥夫＇やまぐち さちお（ 

⑥商品問い合わせ部署名： 営業企画課  

※商品情報は２０１１年６月時点のものです。 

※商品納入店へ納入している場合でも、必ずしも店頭に在庫があるとは限りませんのでご了承ください。 

※ご不明点は直接企業へ直接お問い合わせください。 

【商品写真】 
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