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【ご出展企業別インデックス】 



①会社名： 株式会社ショクレン北海道 札幌支店 

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

④商品名：北海道産米粉  
 

②会社所在地： 北海道小樽市銭函5丁目57番5 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： 無し 

⑨商品納入店情報： 
◆生鮮市場 札幌市内・岩見沢市内・恵庭市内 計13店舗                                            
◆スーパーチェーン・シガ 札幌市内・小樽市内・余市市内 計13店舗      
他はホームページを参照してください。 
 

⑩商品説明：気流製粉という製粉技術で、粒子をより細かくしたことで、多種多様な調理での使用を可能にしました。 
        北海道産米100％をそのまま米粉にしたのがショクレン北海道の北海道産米粉です。   
 

⑤商品問い合わせ電話番号：0133-72-7880 

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２０１２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)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： 〒990-0701 山形県西村山郡西川町睦合甲242 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.tamayaseimen.co.jp/products/detail.php?code=02323 

◆(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（ 
◆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商品説明：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。山形県産黒米玄米を使用。小麦粉は国内産   
        小麦使用。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。FANアワード2011   
        プロダクト部門入賞 

⑤商品問い合わせ電話番号：0120-77-5308＇AM8：30～PM5：30（ ＇火曜日を除く（  

⑦商品問い合わせ担当者名： 玉谷 貴子＇たまや たかこ（ 

⑥商品問い合わせ部署名：企画開発・品質管理部   

※商品情報は２０１２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)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～フェットチーネ 

②会社所在地： 〒990-0701 山形県西村山郡西川町睦合甲242 

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

◆(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（ 
◆おいしい山形プラザ＇ 東京都中央区銀座一丁目5-10 ギンザファーストファイブビル1F（ 
◆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（ 
◆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商品説明：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＇AM8：30～PM5：30（ ＇火曜日を除く（  

⑦商品問い合わせ担当者名： 玉谷 貴子＇たまや たかこ（ 

⑥商品問い合わせ部署名：企画開発・品質管理部   

※商品情報は２０１２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： 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 薄力粉 料理用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、ヨークベニマル                                           

⑩商品説明：厳選した国産うるち米を使用し、きめ細かな料理用米粉に仕上げました。天ぷらやから揚げ、シ
チューやクッキー等に幅広くお使いいただけます。 

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・斉藤 

⑥商品問い合わせ部署名：企画室 

※商品情報は２０１２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： 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 強力粉                                                    

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、西友、ヨークベニマル、とりせん                                                          
                                              
                                                       
                                           

⑩商品説明：国産米粉に小麦たんぱくをブレンド。ホームべかりーや炊飯器で、手軽に米粉パンをお作り頂けます。
小麦の代わりにピザ生地やニョッキにも。 

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・斉藤 

⑥商品問い合わせ部署名：企画室 

※商品情報は２０１２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： 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：米粉パンミックス 玄米                                           

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、ヨークベニマル                                                          
                                              
                                                       
                                           

⑩商品説明：水とドライイーストだけを加えるだけで、栄養豊富で風味豊かな香ばしい玄米パンがお作り頂けるパ
ンミックスです。 

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・斉藤 

⑥商品問い合わせ部署名：企画室 

※商品情報は２０１２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： 日本たばこ産業株式会社 

③会社ホームページＵＲＬ： http://www.jti.co.jp/ 

④商品名：三代目 米づくり 

②会社所在地： 東京都港区虎ノ門２－２－１ 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：http://www.shopjt.com/ 

⑨商品納入店情報： 
無し 

⑩商品説明：国産米の米粉糖化液※を使用し、お米と相性の良い乳素材のコクを加えた炭酸飲料。まろやかなお  
        米のうまみとさわやかな飲み口をお楽しみいただけます。春夏の季節に合わせスッキリとした味わい  
        に仕上げました。 
         ※米粉糖化液は、米粉に酵素を加え米のでんぷんを糖化させた液体です。 

⑤商品問い合わせ電話番号：０１２０－２２３－６２２ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 無し 

⑥商品問い合わせ部署名：お客様相談室 

※商品情報は２０１２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： 株式会社シガリオ 

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

④商品名：リブレフラワーホワイト 500ｇ 

②会社所在地： 東京都港区虎ノ門1-5-8 

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

⑨商品納入店情報： 
◆有名百貨店 全国 
◆ナチュラルハウス 全国 
 

⑩商品説明：玄米の全粒粉末です。遠赤焙煎した後に、とても細かい粉＇２５ミクロン（にしてあります。火が通って
いますのでそのまま食すことが出来ますし、玄米の栄養をまるごと摂取することが出来ます。浅い焙煎をかけたも
ので、ほとんど香りがありません。そのままお飲みいただくほか、離乳食、お料理、ケーキ作りに最適です。 

⑤商品問い合わせ電話番号：03-5511-8871 

⑦商品問い合わせ担当者名： 増子 

⑥商品問い合わせ部署名：営業部 

※商品情報は２０１２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： 株式会社シガリオ 

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

④商品名：リブレフラワーブラウン 500ｇ 

②会社所在地： 東京都港区虎ノ門1-5-8 

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

⑨商品納入店情報： 
◆有名百貨店 全国 
◆ナチュラルハウス 全国 
 

⑩商品説明：玄米の全粒粉末です。遠赤焙煎した後に、とても細かい粉＇２５ミクロン（にしてあります。火が通って
いますのでそのまま食すことが出来ますし、玄米の栄養をまるごと摂取することが出来ます。深い焙煎をかけたも
ので、香ばしい香りが特徴です。そのままお湯に溶かしたり、牛乳や豆乳を加えてドリンクにしてもお勧めです。 

⑤商品問い合わせ電話番号：03-5511-8871 

⑦商品問い合わせ担当者名： 増子 

⑥商品問い合わせ部署名：営業部 

※商品情報は２０１２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： 株式会社シガリオ 

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

④商品名：リブレフラワーカルシウムミックス 500ｇ 

②会社所在地： 東京都港区虎ノ門1-5-8 

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

⑨商品納入店情報： 
◆有名百貨店 全国 
◆ナチュラルハウス 全国 
 

⑩商品説明：玄米の全粒粉末にカルシウムを加えたものです。遠赤焙煎した後に、とても細かい粉＇２５ミクロン（に
してあります。火が通っていますのでそのまま食すことが出来ますし、カルシウムと玄米の栄養をまるごと摂取する
ことが出来ます。深い焙煎をかけたもので、香ばしい香りが特徴です。 

⑤商品問い合わせ電話番号：03-5511-8871 

⑦商品問い合わせ担当者名： 増子 

⑥商品問い合わせ部署名：営業部 

※商品情報は２０１２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： 株式会社シガリオ 

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

④商品名：リブレフラワーホワイト 110ｇ 

②会社所在地： 東京都港区虎ノ門1-5-8 

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

⑨商品納入店情報： 
◆有名百貨店 全国 
◆ナチュラルハウス 全国 
 

⑩商品説明：玄米の全粒粉末です。遠赤焙煎した後に、とても細かい粉＇２５ミクロン（にしてあります。火が通って
いますのでそのまま食すことが出来ますし、玄米の栄養をまるごと摂取することが出来ます。浅い焙煎をかけたも
ので、ほとんど香りがありません。そのままお飲みいただくほか、離乳食、お料理、ケーキ作りに最適です。 

⑤商品問い合わせ電話番号：03-5511-8871 

⑦商品問い合わせ担当者名： 増子 

⑥商品問い合わせ部署名：営業部 

※商品情報は２０１２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： 株式会社シガリオ 

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

④商品名：リブレフラワーブラウン 110ｇ 

②会社所在地： 東京都港区虎ノ門1-5-8 

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

⑨商品納入店情報： 
◆有名百貨店 全国 
◆ナチュラルハウス 全国 
 

⑩商品説明：玄米の全粒粉末です。遠赤焙煎した後に、とても細かい粉＇２５ミクロン（にしてあります。火が通って
いますのでそのまま食すことが出来ますし、玄米の栄養をまるごと摂取することが出来ます。深い焙煎をかけたも
ので、香ばしい香りが特徴です。そのままお湯に溶かしたり、牛乳や豆乳を加えてドリンクにしてもお勧めです。 

⑤商品問い合わせ電話番号：03-5511-8871 

⑦商品問い合わせ担当者名： 増子 

⑥商品問い合わせ部署名：営業部 

※商品情報は２０１２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 大 幸 

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

④商品名：コパドーナツ＇魚沼米粉１００％焼きドーナツ（ 

②会社所在地： 新潟県南魚沼市小栗山１３５１ 

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

⑨商品納入店情報： 
道の駅：雪あかり／四季味わい館＇南魚沼市下一日８５５（                     
道の駅：新潟ふるさと村／アピール館＇新潟市西区山田２３０７（        
ライフボックス＇南魚沼市六日町１２３－５（ 

⑩商品説明：魚沼米粉１００％使用のヘルシー焼きドーナツです。素材に拘った逸品で、赤米・桑茶・発芽玄米・
メープル・ココアの５種類のお味。食通の期待に応える”しっとり・もちもち”の食感は大好評。 

⑤商品問い合わせ電話番号：０２５－７８２－５２３５ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 片桐信幸 

⑥商品問い合わせ部署名：営業部 

※商品情報は２０１２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】 

14 



①会社名： 有限会社 大 幸 

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

④商品名：魚沼産コシヒカリの”つるつる”白米粉めん 

②会社所在地： 新潟県南魚沼市小栗山１３５１ 

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

⑨商品納入店情報： 
道の駅：雪あかり／四季味わい館＇南魚沼市下一日８５５（                     
道の駅：新潟ふるさと村／アピール館＇新潟市西区山田２３０７（        
ライフボックス＇南魚沼市六日町１２３－５（ 

⑩商品説明：魚沼産コシヒカリ１００％の米粉めん。半生の細めんタイプで、つるつるシコシコ食感です。のど越しの
良さは冷麺やサラダパスタとしても美味しく召し上がっていただけます。 

⑤商品問い合わせ電話番号：０２５－７８２－５２３５ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 片桐信幸 

⑥商品問い合わせ部署名：営業部 

※商品情報は２０１２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】 

15 



①会社名： 有限会社 大 幸 

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

④商品名：魚沼産コシヒカリの”もちもち”玄米粉めん 

②会社所在地： 新潟県南魚沼市小栗山１３５１ 

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

⑨商品納入店情報： 
道の駅：雪あかり／四季味わい館＇南魚沼市下一日８５５（                     
道の駅：新潟ふるさと村／アピール館＇新潟市西区山田２３０７（        
ライフボックス＇南魚沼市六日町１２３－５（ 

⑩商品説明：魚沼産コシヒカリ１００％の玄米の米粉めん。半生の平めんタイプで、もっちもっち食感が自慢です。
市販のパスタソースや麺つゆをかけたり、お鍋にそのまま入れて召し上がっていただいても美味しいです。 

⑤商品問い合わせ電話番号：０２５－７８２－５２３５ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 片桐信幸 

⑥商品問い合わせ部署名：営業部 

※商品情報は２０１２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】 

16 



①会社名： 有限会社 大 幸 

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

④商品名：魚沼産コシヒカリ１００％ 発芽玄米焙煎粉２５０ｇ 

②会社所在地： 新潟県南魚沼市小栗山１３５１ 

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

⑨商品納入店情報： 
道の駅：雪あかり／四季味わい館＇南魚沼市下一日８５５（                     
道の駅：新潟ふるさと村／アピール館＇新潟市西区山田２３０７（        
ライフボックス＇南魚沼市六日町１２３－５（ 

⑩商品説明：魚沼産コシヒカリの発芽玄米を高温直火焙煎し、ギャバをそのまま食べれる健康食品にしました。
ヨーグルトにかけたり牛乳に溶かしたりと食べ方は簡単手軽。発芽玄米の香ばしい風味はお料理の味をワンランク
アップさせる調味料としてもお使いいただけます。 

⑤商品問い合わせ電話番号：０２５－７８２－５２３５ 

⑦商品問い合わせ担当者名： 片桐信幸 

⑥商品問い合わせ部署名：営業部 

※商品情報は２０１２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】 

17 



①会社名： 株式会社ＳＳ製粉 

③会社ホームページＵＲＬ： http://ss-seifun.jp 

④商品名：米粉入りインスタント麺 

②会社所在地： 富山県黒部市石田 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：無し 

⑨商品納入店情報： 
富山県内アルビス全店(一部店舗を除く（、富山県内大阪屋全店(一部店舗を除く（、富山県内新鮮市場全店(一部
店舗を除く（、富山駅売店、富山県内道の駅 

⑩商品説明：100％富山県産の米をこだわりの小麦粉に練り込んだ、つるっとしてもっちもちした新感覚麺です。コ
クのある風味豊かなスープとともに満足の一杯を是非ご堪能ください。味は、醤油、塩、味噌の3種類です。 

⑤商品問い合わせ電話番号：0765-32-5820 

⑦商品問い合わせ担当者名： 悟道＇ごとう（ 

⑥商品問い合わせ部署名：営業課 

※商品情報は２０１２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】 

18 



①会社名： 株式会社ＳＳ製粉 

③会社ホームページＵＲＬ： http://ss-seifun.jp 

④商品名：とまとのベジブレッド、かぼちゃのベジブレッド、 
        さつまいものベジブレッド 

②会社所在地： 富山県黒部市石田 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：無し 

⑨商品納入店情報： 
富山県内アルビス全店(一部店舗を除く（、富山県内大阪屋全店(一部店舗を除く（、富山県内新鮮市場全店(一部
店舗を除く（、富山空港、富山県内道の駅、観光地 

⑩商品説明：デニッシュ生地にさつまいも・かぼちゃ・とまとをたっぷり使用した餡を各々折り込み、さらに富山県産
米粉を配合した米粉入りパンです。 

⑤商品問い合わせ電話番号：0765-32-5820 

⑦商品問い合わせ担当者名： 悟道＇ごとう（ 

⑥商品問い合わせ部署名：営業課 

※商品情報は２０１２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】 

19 



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＇５種類（ 

②会社所在地： 岐阜県岐阜市本町５丁目３２番地 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：http://www.yaoju-seifun.com/komekoco_plain_nw.html 

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

⑩商品説明：「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２０１２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】 

20 



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： 岐阜県岐阜市本町５丁目３２番地 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：http://www.yaoju-seifun.com/yougashiyou.html 

⑨商品納入店情報： 
八百重製粉＇岐阜県岐阜市本町５丁目３２番地（ 

⑩商品説明：湿式製粉により低温のまま粉砕しているため、きめが細かく、米の風味を感じやすい米粉です。原料
には岐阜県産の銘柄米「ハツシモ」のみ。添加物等は一切使用していません。 
ロールケーキやシフォンケーキ等の洋菓子にお使いいただくことを考え、専用に開発しました。 

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２０１２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】 

21 



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： 岐阜県岐阜市本町５丁目３２番地 

⑧インターネット通販ＵＲＬ：http://www.yaoju-seifun.com/uruchimaikara.html 

⑨商品納入店情報： 
ＭＥＲｇＥ ＆ g.i.Foods＇岐阜シティタワー43 ／ JR岐阜駅すぐ（ 
スーパーストアサカイ＇岐阜県関市下之保２７６８−１（ 
八百重製粉＇岐阜県岐阜市本町５丁目３２番地（ 

⑩商品説明：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。 

天ぷら・唐揚げの衣、クッキー、お好焼、パンケーキ、蒸しパンや、もちもちパンの副材料として等々。飲食店メ
ニューの差別化はもちろん、ご家庭での手作料理やお菓子作りにも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２０１２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】 

22 



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、ケーズデンキ全店 

⑩商品説明：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：０７２－６７０－２３17 

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：営業統括部   広域営業部  特販グループ 

※商品情報は２０１２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】 

23 



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、ケーズデンキ全店 

⑩商品説明：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：０７２－６７０－２３17 

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：営業統括部   広域営業部  特販グループ 

※商品情報は２０１２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】 

24 



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  福盛ｼﾄｷﾞミックス ２０Ａ 

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： 
◆店頭販売：ヨドバシカメラ 全店  
◆店舗取り寄せ：ケーズデンキ全店 

⑩商品説明：１００％国産米を使用した、「福盛ｼﾄｷﾞ方式」の米粉パン用ミックス粉です。パンの種類を問わず、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。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：０７２－６７０－２３17 

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：営業統括部   広域営業部  特販グループ 

※商品情報は２０１２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】 

25 



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  福盛ｼﾄｷﾞ２号 

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： 
◆店頭販売：ヨドバシカメラ 全店 
◆店舗取り寄せ：ケーズデンキ全店 

⑩商品説明：１００％国産米を使用した米粉です。菓子・ケーキ用など、様々な用途に使用できる米粉です。超微細
粉末粉を使用しており、高い吸水性があります。米粉ならではの、もっちりと、しっとりとした食感になります。 

⑤商品問い合わせ電話番号：０７２－６７０－２３17 

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：営業統括部   広域営業部  特販グループ 

※商品情報は２０１２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】 

26 



①会社名： 株式会社中国リス食品販売 

③会社ホームページＵＲＬ： http;//mocchiri.com/ 

④商品名：モッチリクック レッドパッケージ 

②会社所在地： 〒700-0971 岡山市北区野田3-12-25 

⑧インターネット通販ＵＲＬ： http://www.komekopan.net 

⑨商品納入店情報： 
◆弊社 小売り部 
◆ＹＯＵ ＭＥ タウンイズミ 中国四国地区店舗 
 
 

⑩商品説明：世界に先駆けて微粉末技術による米粉の専用工場にて、国産米を製粉(新潟製粉 製)  200メッ   
         シュ・75μ  損傷澱粉 極少 
 

⑤商品問い合わせ電話番号：086-246-2525 

⑦商品問い合わせ担当者名： 向畑宣秀、向畑雄介   

⑥商品問い合わせ部署名：    

※商品情報は２０１２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】 

27 


