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関東米粉食品メールマガジン 

 

第２０６号 ３０．５．２４ 【毎月１回発行】 

                                 （18.7.20 創刊） 

 

 関東米粉食品メールマガジンは、関東米粉食品普及推進協議会が、会員の皆様か

ら寄せられた様々な情報をもとに、米粉の利用拡大のために情報発信しています。 
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*********************************************************************************** 

＜ １ ＞ 米粉利用推進の取組紹介 

◇第一パンからお米のパン“ＦＡＨＡＮ（ふぁはん）”近日発売！（東京都） 

東京都小平市に本社のあるパンメーカー第一屋製パン株式会社（とうきょう米粉ネットワー

ク会員）は、この６月から国産米粉 100％のパン「ＦＡＨＡＮ（ふぁはん）」を販売します。    

グルテンが入っていないのはもちろん、特定原材料７品目は工場にも持ち込まず、食物アレ

ルギーを持つ方には待望のパンです！秋田県産の玄米ピューレ

と新潟県産米粉を使用し、体にやさしいパンです。 

ＦＡＨＡＮという名前は、「Family」＋「ご飯」、「ふわふ

わ」＋「ご飯」の造語で、毎日の食卓で、アレルギーの有無に

限らず家族みんなで安心して食べられるパンを目指して名付け

たとのことです。冷凍状態のものを室温（自然解凍）で戻して

食べるのが一番美味しいとのことで、ちょうどいい状態のもの

を試食した

ところ、米の香りが心地よく、食感はモッ

チリ、ほのかに甘みを感じられる今までに

ない美味しさでした。大きさも小さなおに

ぎり大で、とても食べやすいサイズでし

た。６月以降、大田区の店舗で販売するほ

かは、ＦＡＨＡＮ専用通信販売サイトにて

販売します。 

また一つ、みんなで食べられる美味しい

米パンの登場を楽しみにしています。 

 

●詳細は、こちらをご覧ください。 

http://fahan.jp/        

いろいろな食卓に合う美味しいパンの登場です！ 

http://fahan.jp/
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◇ホビークッキングフェアで料理講習会を実施しました（東京都） 

 ４月 26日～28日、東京ビックサイトで開催されたホビークッキングフェア 2018で公益社

団法人米穀安定供給確保支援機構ブースにおいて、有限会社シンクネクスト（とうきよう米粉

ネットワーク会員）が１日４講座、計 12講座を料理研究家の今別府靖子氏が事前応募者とと

もに、「米粉レンジサバラン（１番米粉）」、「米粉ガーリックブレッド（２番米粉）」、

「米粉うどん（３番米粉）」を作りました。 

講習会では、用途別基準の説明や米粉調理のポイントの説明、実演、実習に真剣に取り組

み、米粉料理の経験者からは「これまで米粉の使い方の幅が狭かったが、いろいろな使い方が

あることがわかり、挑戦してみたい」、初心者の方からは「簡単に使えそうなので是非作って

みたい」などの意見がありました。 

今回の講習会は、参加募集の開始とともにすぐに定員に達し、米粉に対する興味、関心の高

まりが感じられ、米粉の良さも実感していただいた参加者が

多く、家庭での米粉普及が期待されます。特に米粉うどんへ

の関心が高く、「短く切れやすいけれど食べた感じはとても

美味しい！」と評判はとても上々でした。 

また、多くの来場者が米粉に興味を示し、ブースで足を止

め講師の説明や米粉食品サンプルに興味を示していました。 

 

 

 

 

 

◇各種米粉料理にトライしてみませんか！（東京都） 

 有限会社シンクネクスト（とうきよう米粉ネットワーク会員）では、

１番米粉、２番米粉、３番米粉を使用した「用途に応じた米粉で作る簡

単レシピ 」の動画配信を始めました。 

 

●用途に応じた米粉で作る簡単レシピ（直接のリンク先・Youtube） 

https://youtu.be/5sp8AB0R8K4 

 

*********************************************************************************** 

＜ ２ ＞ イベント等開催・出展のお知らせ 

◇米粉消費拡大イベントについて（農林水産省） 

 農林水産省では、米粉製品や米粉に係る制度等を紹介したパネル展示を行い、米粉の魅力を

アピールするとともに、正しい知識を深めて頂く各種イベントを予定しています。 

 

真剣に取り組む参加者 

１番米粉で作った「米粉レンジサバラン」 ２番米粉で作った「米粉ガーリックブレッド」 ３番米粉で作った「米粉うどん」 

https://youtu.be/5sp8AB0R8K4
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  ●開催予定のイベント 

①消費者の部屋 食育の週 

 開催日時：６月４日（月）【お米と米粉】 

      12:00～17:00 

場  所：農林水産省 消費者の部屋 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/heya/180514_6.html 

 

②こども霞が関見学デー  

開催日：８月１日（水）、２日（木） 

場 所：農林水産省 ７階講堂（予定） 

 

    ③消費者の部屋 米粉特別展示  

開催日：９月３日（月）～７日（金） 

場 所：農林水産省 消費者の部屋 

 

④実りのフェスティバル  

開催日：11月２日（金）、３日（土） 

場 所：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル４F 展示ホールＡ    

◇米粉パンの予約販売を行っています（埼玉県） 

埼玉県米粉利用食品推進連絡会では、毎月１回「米粉パンの日」とし、米粉利用拡大に取り

組んでいます。現在は、国産米粉と北海道産小麦で作った「米粉ベーグル」の販売を行ってい

す。購入に当たっては、事前予約が必要になりますので、購入希望等ある場合は、関東米粉食

品普及推進協議会事務局（電話：048-740-0403）までお問い合わせください。 

 

●今後の販売予定日：６月 26日（火） 

●引渡し場所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ２階ロビー 

       （さいたま市中央区新都心２-１） 

●製造者：ＷＡベーグル（有限会社 食生活） 

住所：さいたま市南区神明 1-10-15メゾン・ド・コリン１F 

TEL：048-844-6313 FAX：048-740-7866 

E-mail：wabagel1@gmail.com 

 

*********************************************************************************** 

＜ ３ ＞ 都県事務局からのお知らせ米 

◇米粉を利用した製品の販売店等の公表（リスト化）等について（関東） 

 関東米粉食品普及推進協議会では、米粉普及の一環として会員の皆様の店舗等で販売してい

る米粉食品などの情報を収集し、メルマガやＨＰへの掲載、イベントでの配布などを計画して

います。会員の皆様の店舗等で販売している米粉食品の最新情報を募集していますので、掲載

希望のある方は「米粉食品ＰＲシート」を、各都県協議会事務局宛てにメールや FAX等でお知

らせください。 

 

●米粉食品ＰＲシート（エクセルファイル）のダウンロードは、こちらのページから。 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html 

 

トリプルチーズ 

農林水産省 北別館１階「消費者の部屋」 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

東京メトロ 霞ヶ関 下車 A5、B3a 出口すぐ 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/heya/180514_6.html
mailto:wabagel1@gmail.com
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html
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 また、会員の皆様はじめ米粉に関心のある方から広く情報を寄せていただき、メールマガン

やホームページなどで情報発信をしています。イベント出展や米粉新商品等の情報がございま

したら、「米粉に関する連絡票」を、事務局宛てにメールや FAX等でお知らせください。 

 

●米粉に関する連絡票（エクセルファイル）のダウンロードは、こちらのページから。 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html 

 
*********************************************************************************** 

＜ ４ ＞ 耳寄り情報！ 

◇海外市場開拓について 

農林水産省が立ち上げた「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」に、株式会社波里、日の本

穀粉株式会社（２社とも栃木県米粉食品普及推進協議会会員）、株式会社新倉（ちばコメ粉食

品普及会会員）、みたけ食品工業株式会社（埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員）が参加し、

米粉の販売促進、展示会出展などのプロモーション活動を行います。 

引き続き、農林水産省では本プロジェクトに参加する輸出事業者及び産地の団体・法人を募

集しています。 

 

  ●米の輸出について分かりやすく説明した動画など、詳細は、こちらをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyutu/kome_yusyutu.html#project 

 

◇米粉ソング「米粉ジャパン！」の利用について 

「米粉ソング」（株式会社テイチクエンタテインメント）は、著作権者の意向により、米粉

利用を広める目的であれば、ネット配信、 店頭での演奏は「無料」にて利用できます。 

 

♪ 日本生まれの最強メンバー 

♪ 世界へ はばたけ 米粉ジャパン 

♪ ア～ 未来のパワーを応援 ア～ 夢がふくらむ  

 

●ハルオロイド・ミナミ ボイス商用利用に関する問い合わせ 

info@teichiku-music.co.jp 

 

◇ジェトロの海外情報発信サイトの紹介 

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が運営する日本産農林水産物・食品輸出マッチ

ングサイトから海外への情報発信が可能となっています。日本産米粉の輸出をお考えの方は、

当該サイトの活用を検討してみてください。 

 

●詳細は、こちらをご覧ください。 

https://www.jetro.go.jp/ttpp/JAN.CL01_JAN?koryu_keitai=01001000100010&kani=01&kuni

=1&kibou_koku=9000&keyword_j=%95%C4%95%B2&keyword_e=Rice+flour&disp_proj=500000039 

 

 

*********************************************************************************** 

 
 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyutu/kome_yusyutu.html#project
mailto:info@teichiku-music.co.jp
https://www.jetro.go.jp/ttpp/JAN.CL01_JAN?koryu_keitai=01001000100010&kani=01&kuni=1&kibou_koku=9000&keyword_j=%95%C4%95%B2&keyword_e=Rice+flour&disp_proj=500000039
https://www.jetro.go.jp/ttpp/JAN.CL01_JAN?koryu_keitai=01001000100010&kani=01&kuni=1&kibou_koku=9000&keyword_j=%95%C4%95%B2&keyword_e=Rice+flour&disp_proj=500000039
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＜ ５ ＞ その他のお知らせ 

◇「米マッチングフェア 2018」産地向け募集説明会の開催について（東京都） 

 家庭内での米の消費が減る一方で、中食・外食等における米の需要は伸びており、業務用

途の米は、今後も堅調な需要が見込まれています。このような中、株式会社グレイン・エス・

ピー（とうきよう米粉ネットワーク会員）では、業務用途米への安定取引に取り組みたい米産

地と中食・外食事業者等とのマッチングを行う「米マッチングフェア 2018」を開催いたしま

す。マッチングフェア開催に当たり、事前に産地（出展者）向け

の説明会を開催します。 

   

●産地向け募集説明会（東京会場） 

 日時:６月８日（金） 13:30～15:00（13:00受付開始）  

  場所: ＴＫＰガーデンシティ竹橋 

    東京都千代田区一ツ橋１-２-２  

 

●申込み方法等や詳細は、こちらをご覧ください。 

米マッチングフェア 2018 

https://kome-matching.com/ 

 

米マッチングフェア 2018産地向け募集説明会 

https://kome-matching.com/description/ 

 

◇「関東農政局メールマガジン」について 

 農林水産省関東農政局では、行政情報・地域の食と農のイベント情報などをタイムリーにお

知らせするため、メールマガジンを発行しています。（隔週発行。無料） 

 購読を希望される方は、以下のリンクから登録をお願いいたします。 

 

●関東農政局ＨＰアドレス 

http://www.maff.go.jp/kanto/houdou/kouhou/merumaga/index.html 

 

◇「食べて応援しよう！」の取組について 

農林水産省関東農政局では、東日本大震災の被災地で生産された食品を積極的に消費するこ

とにより、産地の活力再生を通じて被災地の復興を応援するため「食べて応援しよう！」を

キャッチフレーズに、さまざまな取組への参加を呼びかけております。 

ご賛同いただける方のご参加をお待ちしております。 

 

●「食べて応援しよう！」へのリンク（関東農政局ＨＰ） 

http://www.maff.go.jp/kanto/ouen/tabete_ouen.html 

 

【編集後記】 

 ５月に放送されていた、通販会社「アマゾン」のテレビコマーシャルの話です。 

このコマーシャルのコンセプトは「買い物の数だけストーリーがある」、買い物をした、お

客さまの本当のストーリーというものです。 

出演しているのは、小麦アレルギーのある女の子です。給食で大勢の子どもたちは、楽しそ

うにパンを食べているのですが、その女の子だけは、１人寂しく悲しい表情をしています。 

また、家においてもパンを食べている友達(兄弟)から離れて１人でいる姿です。 

https://kome-matching.com/
https://kome-matching.com/description/
http://www.maff.go.jp/kanto/houdou/kouhou/merumaga/index.html
http://www.maff.go.jp/kanto/ouen/tabete_ouen.html
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しかし、米粉でパンを作ってあげたら、とても喜んでいて、作ってあげた人も感動をもらっ

たというものでした。 

食物アレルギー疾患の人は、アレルギーのない人にはわからない疎外感があるのかもしれま

せん。まして小さな子どもには、なおさらその感覚が大きいのでしょう。米粉には、この様な

人を幸福にする力があります。特別に作らなければ食べられないというのでなく、普通に手に

入るようになれば、１人寂しく悲しい思いをしなくて済むのではないかと思います。 

もっと、米粉の普及が進めばいいなと感じました。 

 

（テレビＣＭ、是非、見てください。→ https://www.youtube.com/watch?v=agcAyayao_Y ） 

 

 

●米粉食品に関する情報は・・・  

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/ 

 

●関東米粉食品普及推進協議会員を募集！「各都県協議会事務局まで」 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/ 

 

●ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ「米粉倶楽部」公式サイト 

http://www.syokuryo.jp/komeko/ 

 

●皆様のご意見・ご質問、ご要望をお待ちしています。 

   関東米粉食品普及推進協議会事務局 （関東農政局 生産部生産振興課内） 

TEL：048-740-0406（直通）  FAX：048-601-0533 

 ＊メルマガバックナンバー ⇒ http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/ 

https://www.youtube.com/watch?v=agcAyayao_Y
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/
http://www.syokuryo.jp/komeko/
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/

