令和３年３月１１日現在

新潟県米粉製品販売店マップ
＝米どころ新潟は米粉の王国＝
【パン、和・洋菓子編】

（注）掲載の取扱い店は、北陸農政局新潟県拠点による取材に応じていただいた
お店です。（順不同）
取扱い商品の詳細や食物アレルギー等に関しては、各販売店へ直接お問い合わせ
ください。

お問い合わせ先
○北陸農政局 生産部 生産振興課
住所：金沢市広坂２－２－６０ 金沢広坂合同庁舎５階
電話：０７６－２３２－４３０２
ＦＡＸ：０７６－２３２－５８２４
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新潟市
1.ガトーシェフ三昧堂（洋菓子）
2.寿栄堂（ハンバーガー）
3.アンレミュー（洋菓子）
4.甘美屋（洋菓子）
5.東洋製パン株式会社（パン）
6.栗原製菓（洋菓子）
7.マロン洋菓子店（洋菓子）
8.------------------------------------------9.パティスリースイーニュ（洋菓子）
10.キッツェミサ（パン・洋菓子）

村上市

11.Ｈ．Ｂパントリー（パン）
12.クレーシェル（洋菓子）
13.カフェ セレーネ（洋菓子）
14.ネラのおやつ（洋菓子）
15.もち処米希舎（洋菓子）
16.菜菓亭（洋菓子）
17.ワークセンター日和山（洋菓子）
18.リトルベア（パン）
19.リトルベア白山浦店（洋菓子）

23.ゆりの会企業組合 （パン）
24.御菓子司 酒田屋（洋菓子）
25.Titto bakka（ちっとばっか）（洋菓子）
胎内市
26.ロイヤル胎内パークホテル
ベーカリーカフェバウム（パン・洋菓子）

27.㈱タイナイ（パン・パン粉）
28.OKASHI SALON 梅月堂（洋菓子）
29.㈲美月堂（和菓子）
30.卯月堂菓子舗（和菓子）
31.黒田屋菓子舗（洋菓子）
32.西屋菓子舗（洋菓子）
33.マサヤ菓子舗（洋菓子）
34.たかだや菓子舗（洋菓子）
35.東屋菓子舗（和菓子）
36.乙まんじゅうや（和菓子）
37.きのと観光物産館
どっこん水の里（和菓子）
38.ぽっかぽか（和菓子）
39.農家キッチン ロッサ・ビエント

新発田市
40.ボン・タケダ（パン）
41.-----------------------------------42.とんとんパン工房（パン）

阿賀野市
43.Ｇ・Ｈ・エリカーノ（洋菓子）

五泉市
44.ベジタブルズ（洋菓子）
45.クレープ＊はなちゃん（クレー
佐渡市
燕市
20.佐渡農業協同組合 （パン）
21.㈱プチドール（洋菓子）
22 .肴とワインの店味彩（洋菓子 ほか）

46.パティスリー リジェール
（洋菓子）
三条市
47.ビアンポポロ（洋菓子）
48.ル・パティシエ マルコ（洋菓子）
49.カフェ トゥジュール（洋菓子）
50.菓子工房 クリュ（洋菓子）

弥彦村
51.分水堂菓子舗（和菓子）

（注）記載記事、写真等の無断掲載はご遠慮願います。
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長岡市
見附市

66.ピーターパンながおか（パン）
67.(株)中村農園（パン）
68.㈱美松（ガトウ専科 本店）（洋菓子）
69.岡鶴堂菓子本舗（和菓子）

52.ドルチェ小川（パン）
53.お菓子 田の口屋（洋菓子）

小千谷市

柏崎市

62.（株）松月堂（和菓子）
63.（資）池田屋（洋菓子）

70.綾子舞本舗タカハシ（洋菓子）
71.ＪＡ柏﨑 愛菜館（パン・洋菓

魚沼市
54.ロリアン（パン）
55.㈲芳林堂（洋菓子）
56.㈲甘泉堂（洋菓子）
57.お菓子工房 丸見屋（洋菓子）
58.タワラヤ（洋菓子）

南魚沼市
59.ルージュ ブラン（パン）
60.おかしとおやき ことう（洋菓子）
61. 菓子杜氏 喜太郎（洋菓子）

十日町市
64.四季彩館ベジぱーく
（パン・洋菓子）

上越市

妙高市
75.菓心亭かまだ 新井店（洋菓子）
76.ドゥリアン田嶋屋（洋菓子）
77.もちや菓子舗（洋菓子）
78.シャンピニオン（パン・洋菓子）

72.パティスリー リ・リ（洋菓子）
73.㈲朝日池総合農場（洋菓子）
74.旬菜交流館あるるん畑

津南町
65.（有）松屋（パン）

糸魚川市
79.新潟スイーツ・ナカシマ 糸魚川店（洋菓子）

（注）記載記事、写真等の無断掲載はご遠慮願います。
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1.ガトーシェフ三昧堂

［商品］

越のラスク、もちもちシュー、
トキめき新潟花サブレ

2.寿栄堂

3.アン レミュー 駅南店

［住所］

［電話］ ０２５－２６６－０１１２

［電話］ ０２５－２２６－７１３９

［営業］ ９：００～２０：００ （年中無休）

［営業］ １１：００～１４：００

１７：３０～２２：００
（日曜は15時まで）
（休：第３日曜）
＝商品の紹介＝
本来バーガーは中食的要素が強
いものですが、「新潟バーガー」は
「ごはんとおかず」をテーマに食事
として考え、「新潟バーガー」をメイ
ンとしたコース感覚で提供していま
す。さらに新潟産の食材を使って
地産地消を推進したいと考えてい
ます。

本店

ﾊﾟﾜｰｽﾞ
フジミ

大堀店

坂井輪小

4.甘美屋

［商品］ 新潟ミニロール、新潟マドレーヌ

ｻｰｸﾙＫ

柳都大橋
中央局

萬代橋

三越

［商品］ 米粉ロール

［住所］ 新潟市中央区米山１－６－１

［住所］ 新潟市中央区女池３丁目５７－６

［電話］ ０２５－２９０－５６５６

［電話］ ０２５－２８３－６４０９

［営業］ １０：００～２０：００（年中無休）

［営業］ ９：００～１８：３０（休：水曜）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.un-lemieux.jp/
新潟駅

＝商品の紹介＝
新潟を代表する「新潟コシヒカリ」を
使用して新潟を表現すべく開発しま
した。全国菓子大博覧会姫路菓子
博2008では、新潟ミニロールが農
林水産省総合食料局長賞を受賞し
ました。

＝商品の紹介＝
米の良さを見直し、米のおいしさと
栄養を洋菓子にして伝えてみまし
た。地元新潟の旬の食材をロール
ケーキにしています。今後も技術
を磨き続け、技術の伝承にも心を
くばっていきたいです。

南口

第四銀行
ドンキホーテ

5.東洋製パン株式会社

新潟市中央区本町通9-1330
プロジェクトビル1F

［住所］ 新潟市西区寺尾前通り2-13-10

小針駅

＝商品の紹介＝
米粉ラスクはサクサク感があると
喜ばれており、全国菓子大博覧
会姫路菓子博2008では、日本経
済団体連合会会長賞を受賞。
小麦アレルギーの方をはじめリ
ピーターのお客さんも多いです。

［商品］ 新潟バーガー

［商品］

米粉パン（オレンジピール・
レーズン・クルミ・チーズ）

6.栗原製菓

サンキ
南出張所
新潟女池局
女池小
８号新潟バイパス

桜木ＩＣ

［商品］ もっちりカステラ

［住所］ 新潟市江南区東船場5-4-23

［住所］ 新潟市北区葛塚３１２２

［電話］ ０２５－３８１－７８１５

［電話］ ０２５－３８７－３３１５

［営業］ 8:00～17:00 （休：土・日・祝祭日）

［営業］ 平日８：００～１９：００（休：元日）
日曜・祝日８：００～１８：００

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
新潟県産コシヒカリを微粒粉にして
作ったパンです。モチッとした食感
で歯ごたえが良く、かみしめるほど
甘みが感じられ、腹持ちが良いの
が特徴です。学校給食用米粉パン
に積極的に取り組み、研究・改良を
加えています。

7.マロン洋菓子店

亀
田
バ
イ
パ

http://www.toyopan.co.jp/
日本海東北
自動車道

＝商品の紹介＝
新潟県産コシヒカリにこだわりを
持って作りました。もっちり、しっと
りしたカステラの味わいは、一度
食べればご理解いただけるようで、
常にこのカステラを注文される方
も多いです。

アピタ
江南署

亀
田
駅

亀田局

［商品］ 米粉ロールケーキ、米粉シュークリーム

8

曽我歯科

豊
栄
駅
白新町

［商品］

［住所］ 新潟市北区早通南１－３－７

［住所］

［電話］ ０２５－３８６－４１７８

［電話］

［営業］ ９：００～１９：３０（休：月曜）

［営業］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

ＪＲ白新線

＝商品の紹介＝
品質、味わい、素材を厳選して丹
念に作り上げています。
米粉の特色を生かして作り上げた
ロールケーキは新潟県外への販
売も多く、大変好評をいただいて
います。

早通駅
豊栄早通局

ＪＡ豊栄早通
吉副歯科
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９.パティスリースイーニュ

［商品］

よもぎロール、リ・ファリーヌ
クッキー ほか

10.キッツェミサ

［商品］

米粉パン、米粉ピザ
米米チュイール

［住所］ 新潟市秋葉区さつき野3-1-7

［住所］ 新潟市西蒲区福島１８４２

［電話］ ０２５０－２４－５７７３

［電話］ ０２５－３７５－３７５６

［営業］ ９：３０～１９：３０（休：月曜）

［営業］ １０：００～１７：００（休：水曜）

長善寺

＝商品の紹介＝
新潟県内産の米粉、よもぎ、桑の
葉パウダーなどを使った商品です。
生地とクリームのバランスを楽し
んでいただきたいです。米粉と体
に良い食材との組み合わせという
ことでリピーターも多いです。

さ
つ
き
駅

北上新田
氏子会館

＝商品の紹介＝
米粉パンと米粉ピザは、モチモチ感が
あり、和洋中問わずどんな食材とも
マッチします。素材にこだわった商品
の開発に努めており、お客様から好評
をいただいています。ハーブとのマッ
チングもポイントが高いようです。

Ｊ
Ｒ
信
越
線

11.H.Bパントリー ［商品］ 米粉のスイートブレット
米粉のクロワッサン ほか
［住所］

12.クレーシェル

新潟市中央区米山4-17-17
ヴィラ平成１Ｆ

中之口
幼稚園

中之口局
中之口中

［商品］

［住所］ 新潟市中央区川端町１－６－１

［電話］ ０２５－２４８－３７１９

［電話］ ０２５－２２２－２９９１

［営業］ ８：００～１８：００（休：日曜）

［営業］ ９：００～２０：００
休：月曜（月末の月曜日、祝日・
祝前日の月曜日は営業）
※３・８・１２月は休まず営業

日本海不動産
新潟駅
南口

けやき通り

＝商品の紹介＝
米粉を使ったところ、ふんわり・しっ
とりとしたパンが出来上がり、お客
様からも喜ばれています。これから
もどんどん米粉を使ってヘルシーな
パンを作り、「これが米粉なの？」と
思われるパンを作っていきたいです。

＝商品の紹介＝
新潟のローカル色を出すために米
粉を使っています。ロールケーキ
には季節の食材を使い、もちもち
感が喜ばれています。米粉のフィ
ナンシェはマスカルポーネの酸味
とチョコレートの甘さの相乗効果で
濃厚な味を楽しめます。

笹出線
長谷川写真館

紫鳥線

なんじゃ村

萬代橋

三越
八千代橋

白山小
新潟
市役所

紫竹山小

13.カフェ セレーネ

米粉の抹茶ロール、米粉の
フィナンシェ、米粉シトロン

［商品］

お米のふんわりシフォン、
ガレット（ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞｸﾚｰﾌﾟ）

14.ネラのおやつ

［商品］

昭和大橋

白山神社

市民芸術

シュークリーム、ネラクッキー、新
潟シュガーサブレ、米粉

［住所］ 新潟市西区小新南１－２－１

［住所］ 新潟市中央区上近江４－１３－１９

［電話］ ０２５－２３１－４０１０

［電話］ ０２５－２５０－１１２６

［営業］ １０：００～２１：００ （休：月曜）

［営業］ ９：００～１９：００ （年中無休）

※月に１回、月・火曜日連休あり
新潟第一高
小新中

新潟
工高

信濃川

テ東
リ 京
ア イ
ン

＝商品の紹介＝
しっとりした食感が人気のシフォン
ケーキは、季節によってソースを変
えています。飲み込みやすいことか
ら広い年代から好かれています。
ガレットは米粉を使ったｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞｸ
ﾚｰﾌﾟで、ブランチにおすすめです。

ニトリ
イオン

新潟バイパス

＝商品の紹介＝
ネラとは世界一美味しい卵を産むと
いわれているオランダ原産の鶏の
名前。他店にはないものを作りたい
との考えから、新潟県産米粉をカス
タードクリームに入れ、他にもガン
ジー牛のミルクを使っています。

県庁

千
歳
大
橋

新潟中央
病院

デッキー
４０１
新潟バイパス

流通センター

15.もち処

米希舎

コシヒカリの米粉ロール、米粉サブレ、

16.菜菓亭

［商品］ コシヒカリの抹茶米粉ロール
［住所］ 新潟市北区葛塚３２２３

［住所］ 新潟市北区嘉山字嘉山４０５－２

［電話］ ０２５－３８４－５１５２

［電話］ ０２５－３８８－６９６０

［営業］ 平日 9:30～18:00 （休：元日）
土日祝 9:00～18:00
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［営業］ ８：３０～１９：００（休：元日のみ）

http://www.maikiya.jp/

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

セリア生活

豊栄局

←新発田信金

龍雲寺
北区役所
←北越銀行

http://www.saikatei.net/

白新線

白新線

豊栄駅

＝商品の紹介＝
地産地消の取組として新潟県産
の米粉を原料に使用しました。米
粉のスポンジは和風クリームと良
く合い、フワフワとした食感が好評
です。

米粉ダブルチーズロール、米粉サブレ、米粉ふ

嘉山工場店・豊栄本店 ［商品］ わとろチーズ、米粉ロール、米粉ドーナツ

＝商品の紹介＝
新潟県のＲ１０プロジェクトがきっ
かけで米粉の洋菓子を製造・販売
しています。米粉ダブルチーズ
ロールはレアチーズとベイクドチー
ズをもちもちした米粉スポンジで巻
き上げた人気商品です。

豊栄本店

豊栄駅

北区役所
豊栄図書館

豊栄南運動公園
← 嘉山工場店
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17.ワークセンター日和山

［商品］

米粉パウンドケーキ、
米粉チーズスティック、米粉プティ

18.手作りパンの店 リトルベア

［商品］ 米粉ブレッド、米粉ロール
新潟市東区藤見町１－４－４３

［住所］ 新潟市中央区古町通13-5148-2

［住所］ ワークセンターふじみ

［電話］ ０２５－２２９－２１２８

［電話］ ０２５－２５０－２１００

［営業］ １０：００～１６：００（休：土・日・祝日）
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［営業］ １０：００～１６：００（休：土、日、祝日）

http://www.n-chuuoh-fukushi.or.jp/

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.n-chuuoh-fukushi.or.jp/
県立新潟聾学校

日本海
日和山浜海水浴場

＝商品の紹介＝
米粉が広がりを見せ始めたことか
ら、試行錯誤を重ねて商品化しま
した。県産の食材を使うことによる
安心感をＰＲし、今後も米粉の消
費拡大に努めて行きたいと考えて
います。

手作りパンの店

19.リトルベア白山浦店

＝商品の紹介＝
新潟県産米粉を使用した米粉パン
は、ほんのり甘く、もっちりとした食
感で、どんな料理にもぴったりです。
にいがた発「R10ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」に参加し、
米粉のPRと、地産地消や食料自給
率の向上にも貢献していきたいで
す。

二葉中

新潟市
美術館
泉性寺

イタリア軒

湊
小

20.佐渡農業協同組合

［商品］ 米粉ラスク、米粉ラスクッキー

原信
藤見中
ヤマダ電機

ガスト

［商品］ マイマイパン ほか

［住所］ 新潟市中央区白山浦１－３１２－３

［住所］ 佐渡市千種７７

［電話］ ０２５－２０１－８１８３

［電話］ ０２５９－６３－３５３８

［営業］ １０：００～１６：００（休：土、日、祝日）

［営業］ ９：００～１９：３０（休：元日のみ）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.n-chuuoh-fukushi.or.jp/
新潟中央高

金井中

新潟大総合病院

＝商品の紹介＝
米粉入りフランスパンのラスクと、
その米粉ラスクの上にチョコチップ
クッキーをのせて焼き上げた当店
オリジナル「米粉ラスクッキー」の、
ザクザク・サックリとした新食感を
お試し下さい。

藤見幼稚園

＝商品の紹介＝
佐渡米コシヒカリ１００％を原料にし、
美味しいお米の産地として米粉パ
ンの販売を始めました。食パン、菓
子パンを中心に販売を行っていま
す。添加物を加えていない健康食
品なので固定客も多いです。

鏡渕小
新潟市
役所
白山神社

国
道
３
５
０
号

Ａコープ金井店

金井小
佐渡総合病院
佐渡市役所

白山公園

21.株式会社 プチドール

［商品］

古代米米（マイマイ）ロール
古代米ラスク ほか

22.肴とワインの店

味彩

［商品］

［住所］ 佐渡市河原田諏訪町１８２－８

［住所］ 佐渡市長木６７３

［電話］ ０２５９－５７－２２８８

［電話］ ０２５９－５７－２８００

［営業］ ８：００～２０：００（休：不定休）

［営業］ 昼 11:00～14:30
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
佐渡産のコシヒカリと古代米を使
用しています。ロールケーキは素
朴で香ばしい中にコクのある甘さ
が広がります。ラスクは黒米がい
かされモチモチとした食感が好評
で、リピーターも多いです。またシ
フォンケーキはしっとりした食感が
うけています。

23.ゆりの会企業組合

＝商品の紹介＝
もちもちした食感の良さと、米の消
費拡大の観点から商品化しました。
米粉パンブームもあって、最初は
興味本位で購入されていましたが、
今はリピーターのお客さんが多い
です。

米粉フルーツロールケーキ
佐渡天然ブリカツ丼

夜 17:00～21:00 (休：水曜）
http://www.burikatsu.com/

佐渡高
佐
和
田
局

佐渡高

＝商品の紹介＝
佐渡ご当地グルメ普及促進協議会
がブリカツ丼を開発する際に佐渡
産米粉「さどっ粉」を使用したのが
きっかけで、ロールケーキを作りま
した。ロールケーキはモチモチ感が、
ブリカツ丼はサクサク感が好評です。

３５０号
河原田小

佐和田海水浴場

［商品］

米粉食パン（テンペ、ゴマ、よもぎ）
調理パン（カレー、揚げあんぱん）

24.御菓子司 酒田屋

ネッツトヨタ

↑
アークプラザ佐渡
←八幡簡易局

沢田海水浴場

［商品］ 新潟半熟カステラ

［住所］ 村上市九日市８０９

［住所］ 村上市安良町３－８

［電話］ ０２５４－６６－８１７１

［電話］ ０２５４－５３－２５２７

［営業］ ８：１５ ～ １７：１５ （野菜市）

［営業］

８：３０ ～ １８：３０ （不定休）

（休：年末年始（12/30頃～1/3））

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://sakataya-yajiemonn.com

道の駅 穂波の里

羽
越
本
線

国
道
７
号

ＪＡかみはやし

村上小学校

＝商品の紹介＝
新潟らしく米飴と米粉を入れた半
熟カステラです。トロンという舌触
りよりも温泉卵の半熟感をイメー
ジしました。
今後はコシヒカリの米粉１００％の
カステラを作ってみたいです。
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村上市役所
大光銀行

北越銀行

25.Titto bakka （ちっとばっか）

26.ロイヤル胎内パークホテル
ベーカリーカフェバウム

［商品］ 米粉のシフォン
［住所］

村上市田端町１－２５田端ビル１
F

［商品］

［住所］ 胎内市夏井1191-3

［電話］ ０９０－７２４７－６３０８

［電話］ 0254-48-2211

11：30～23：00（日曜ほか不定休あ
［営業］
り）

［営業］ 9:00～17:00
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

27.株式会社 タイナイ

村上駅

＝商品の紹介＝
新しくお店をオープンするにあたっ
て、米粉でケーキを作ってみた
かったのが米粉シフォンを作る
きっかけです。当店で一番人気の
あるケーキです。シフォン以外にも
米粉を使ったメニューを提供でき
たらと考えています。

村上養
護学校

新潟産コシヒカリパン、
米パン粉

28.OKASHI SALON 梅月堂

国
道
２
９
０
号

胎内川
ビール園
胎内スキー場

［商品］ 米粉ロール

［住所］ 胎内市清水９－１５３

［住所］ 胎内市中条字十二林3359-2

［電話］ ０２５４－４４－８１００

［電話］ 0254-44-8911

［営業］ ９：００～１７：００（休：土・日・祝日）

［営業］

9:30～19:00 （休：木 祝日の場合は振替）

http://www.tainai.co.jp/

市役所

中条高

＝商品の紹介＝
好評米粉ロールは変わらぬ美味
でファンを魅了！

新潟産コシヒカリパンの取扱店
新潟県内のウオロク各店舗、原信
各店舗で購入できます。
米パン粉の取扱店
新潟県内のウオロク各店舗、原信
各店舗で購入できます。

［商品］

サンキ

胎内米粉かりんとうまんじゅ
う

30.卯月堂菓子舗

［商品］ コーヒーどら焼き「深山」

［住所］ 胎内市東本町22-52

［住所］ 胎内市北本町5-25

［電話］ 0254-43-6363

［電話］ 0254-43-2545

［営業］ 9:00～19:00 （休：火曜）

［営業］ 8:30～19:00 （休：不定休）

市役所

中条高

＝商品の紹介＝
米粉を使用したコーヒー味の生地
につぶあんとバターをサンドしまし
た。コーヒー・つぶあん・バターの
相性が抜群です。

サンキ

［商品］ 米粉のクッキーシュー・米の里

32.西屋菓子舗

サンキ

［商品］ 遊味・城の山

［住所］ 胎内市本町8-6

［住所］ 胎内市本町1-12

［電話］ 0254-43-2334

［電話］ 0254-43-2101

［営業］ 9:00～19:00 （休：水曜）

［営業］ 9:00～18:00 （休：不定休）

市役所

中条高

＝商品の紹介＝
「遊味」は米粉を使用し焼きあげた
バームクーヘンにリンゴ羊羹をサン
ドした和洋折衷のお菓子。「城の
山」は胎内市にある城の山古墳を
モチーフにした米粉入りチョコレー
ト饅頭です。
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サンキ

至 村上市

サンキ

市役所
至 村上市

中条高

＝商品の紹介＝
米粉とクッキーでサクッとした
シュークリーム！ 中に入る米粉10
0％のカスタードクリームはあっさり
とした甘さで好評です。 米の里は
ごま餡を入れて焼き上げたお饅頭
に仕上げました。

至 村上市

31.黒田屋菓子舗

市役所
至 村上市

中条高

＝商品の紹介＝
胎内産米粉を使ってカリカリに揚
げた、かりんとうまんじゅう。カリカ
リの食感と黒糖の風味、上品なあ
んがとてもマッチしたお菓子です。

至 村上市

29.(有)美月堂

＝商品の紹介＝
ショコラ胎内は米粉の”もちもち”
生チョコレート。口に入れた瞬間と
ろ～りなめらかな口当たりです。焼
きたての米粉パン各種、米粉を
使ったパスタ、ピザ、スイーツもお
楽しみいただけます。

セブンイレブン

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
新潟産コシヒカリパンは小麦グル
テンを一切使っていません。トース
トにすると、外はサクサク、中はモ
チモチ食感を楽しめます。米パン
粉は小麦の乾燥パン粉と比較して
油を吸わないためサクサクした揚
げたて食感が長時間持続します。

http://www.royal-tainai.jp/

村上総合病院
村上高校
村上局

［商品］

ショコラ胎内・
米粉パンほか

33.マサヤ菓子舗 ［商品］ スイーツべえべえ

34.たかだや菓子舗

［商品］ 胎内焼きドーナッツ

［住所］ 胎内市本町5-2

［住所］ 胎内市築地1888

［電話］ 0254-43-2161

［電話］ 0254-45-2018
［営業］ 8:00～20:00 （休：不定休）

［営業］ 8:00～18:30 （休：日曜・祝日）
市役所
至 村上市

中条高

＝商品の紹介＝
生地は米粉100％。もっちり、しっと
りの小倉クレープ。小倉あんと生ク
リームの和テイストのクレープです。
（”べえべえ”は胎内市オリジナル
のご当地米粉料理です）

＝商品の紹介＝
油で揚げずに焼きあげたヘル
シーなドーナッツ。胎内産米粉（コ
シヒカリ）を使用してしっとり風味
豊かに焼きあげました。

サンキ

中条ＩＣ

日本海東北自動車道

中条駅
胎内
市役所

胎内警察署
国道７号

35.東屋菓子舗

36.乙まんじゅうや

［商品］ くろかわ焼き

［商品］ 米粉揚げまんじゅう

［住所］ 胎内市黒川1284

［住所］ 胎内市乙1235

［電話］ 0254-47-2421

［電話］ 0254-46-2008

［営業］ 8:30～19:00 （休：不定休）

［営業］ 米粉揚げまんじゅうの販売は9：00～

7:00～19:00 （休：不定休）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.kinoto-manju.jp/
乙宝寺

国道７号

＝商品の紹介＝
黒川の地名にちなみ、胎内産米粉
と竹炭を使った黒いどら焼きを作り
ました。中のあんも黒く、黒胡麻あ
んです。

胎内市役所
黒川庁舎

至 新発田市

37.きのと観光物産館
どっこん水の里

＝商品の紹介＝
200年以上作り続けている酒饅頭
に、米粉パン粉をまぶして揚げた
揚げ饅頭。2014年国際ご当地グ
ルメGPで「米粉グルメ部門賞」を
受賞しました。米粉のカリカリ感と
饅頭のモチモチ感をご堪能くださ

38.ぽっかぽか

［商品］ 乙饅頭米粉天ぷら

荒川胎内 ＩＣ

日本海東北自動車道
国道１１３号

［商品］ めでたいやき

［住所］ 胎内市乙1525

［住所］ 胎内市東牧740-16

［電話］ 0254-46-3100

［電話］ 0254-47-2668

［営業］ 10:00～21:00 （休：月曜）

［営業］ 11:00～18:00（木曜日のみ）

乙宝寺

国道７号
荒川胎内 ＩＣ

＝商品の紹介＝
乙（きのと）地区の名物の乙まん
じゅうを、胎内産の米粉を使用し 日本海東北自動車道
天ぷらにしました。外側はパリッ
と中はしっとり、最高の一品です。

国道１１３号

＝商品の紹介＝
黒糖と胎内産米粉を使用したかわ
いいたいやきです。味もつぶあん・
クリーム・チョコ・のびるチーズの４
種類あります。

40.ボン・タケダ

39.農家キッチン ロッサ・ビエント ［商品］ 米粉のシフォンケーキ

胎内市役所
黒川庁舎

至 新発田市

［商品］

ライブレ、グルテンレス米粉
パン（ニューライブレ）

［住所］ 胎内市平木田字岩山1366-3

［住所］ 新発田市豊町１丁目２－１４

［電話］ 090-2162-2436

［電話］ ０２５４－２２－５６６４

［営業］

［営業］

11:00～17:00 （L.O16：30）（休：水曜・第3木曜）

６：００ ～ １９：００
（休：正月・お盆の３日間）

国道７号

＝商品の紹介＝
季節の野菜をねりこんだ、甘さひ
かえめの体に優しい米粉シフォン
ケーキです。

胎内市役所
黒川庁舎

至 新発田市

＝商品の紹介＝
平成４年３月に全国で初めて米粉
パンの販売を開始しました。普通
小麦粉に近づけようと努力しまし
たが、米粉の個性をいかした製品
を作ることとしました。グルテン無
添加で名実ともに米粉１００％の
パンがアレルギー・アトピーの方々
に好評をいただいています。
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新発田駅

ウオロク

新発田高

41

42.とんとんパン工房

［商品］

［電話］

［住所］ 新発田市荒町１４８０
農家の直売所 とんとん市場内
［電話］ ０２５４－２２－２０３６

［営業］

［営業］ ９：００～１８：００ （休：水曜）

［住所］

至新潟市
新発田ＩＣ

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

新発田自動車学校
イオンモール新発田

羽越本線

西新発田駅

白新線

［商品］ 米粉ケーキ、クッキー、スコーン

［住所］ 阿賀野市出湯１１６５

［住所］ 五泉市上野７７９番地

［電話］ ０２５０－６２－０３４５

［電話］ ０９０－５３１３－８６６４

［営業］ ８：００ ～ １９：００

［fax］ ０２５０－５８－６０２０

休：木曜（祝日の場合は営業）
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.elicarno.com/

国
道
４
６
０
号

＝商品の紹介＝
魚沼産コシヒカリの米粉を使って
いますが、これがロールケーキに
ぴったり合っています。米ならでは
のしっとり・もちもち感が特徴です。
ティラミスは地元のヨーグルトも使
用しており、大変好評です。

45.クレープ＊はなちゃん

国道７号

新発田駅

44.ベジタブルズ

米粉ロールケーキ、米粉サブレ、

［商品］ ティラミスヨーグルト

新発田南バイパス

＝商品の紹介＝
米粉50％・小麦粉50％の米粉入り
食パンは、乳・卵不使用で、きめ
が細かくもっちりとした食感です。
この他にも注文をいただければ小
麦・乳・卵アレルギーに対応したパ
ンを販売します。

43.Ｇ・Ｈ・エリカーノ

［商品］ 米粉入り食パン ほか

瓢湖

国
道
２
９
０
号

出湯温泉

笹神五頭ＧＣ

［商品］ 米粉１００％クレープ

＝商品の紹介＝
農家という立場から米の消費拡大
につながり、子供たちが安心して
食べられるおやつを作りたいと思
いました。自家産野菜を使い保存
料などは使用しないシンプルな材
料による手作りお菓子です。

46.パティスリ－ リジェール

【商品の注文方法】
FAXか電話にて承ります。
ご注文を頂いてから４８時間
以内に折り返し電話にて確
認の上、製作・発送となりま
す。
※なお、お菓子は旧村松町「さく
らんど温泉」駐車場内 農産物直
売所「よりね家」【通年】 にてお
買い求めいただけます。

［商品］ お米のガレット、米粉のフィナンシェ

［住所］ 五泉市村松甲１８５４番地１

［住所］ 燕市井土巻２－１９６－１

［電話］ ０９０（４６０８）０７９４

［電話］ ０２５６－６６－４９２９
［営業］ １０時～１９時 定休日：月

［営業］ 移動販売車で下記のとおり営業
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://hana4040.jimdo.com/

＝商品の紹介＝
他店にはない特徴を出したいと思い米粉１００％の
生地にしたところ、もちもちした食感が好評で、小麦
アレルギーのお客様からも喜ばれています。バター
や砂糖を使わずベルシーなうえ、腹持ちが良いの

＝商品の紹介＝
米粉を使ったもっちりとした食感を
生かした焼き菓子です。
箱に並べると、お米がならんでい
る様な感じでとてもかわいいです。

※詳しくはホームページで確認
をお願いします。

も特徴です。
クレープ生地の原料は小麦粉不使用ですが小麦粉

http://riziere.net
国道８号

○月・火・金イベント出店をしな
い土・日・祝日は１５：００～１８：
００ 営業しています。
○新潟市内を中心にイベント会
場でも営業することがあります。

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

イオン県央店

を含む食材と器具を共有しています。

47.ビアンポポロ

［商品］ こしひかりチーズケーキ

［住所］ 三条市石上２－１５－７

［住所］ 三条市鶴田３－３－２０

［電話］ ０２５６－３６－０３３０

［電話］ ０２５６－３８－１２６３

［営業］ １０：００～２０：００ （休：水曜）

［営業］ ９：００～１９：３０（休：月曜）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

国
道
８
号

http://www.bienspopolo.com/

信
濃
川

ふるかわ
歯科医院

ケ
ン
タ
ッ
Ｎ
キ
１

ー

＝商品の紹介＝
蜜コシヒカリロールは小麦粉を一
切使わず、お餅のシートと特産ル・
レクチェを巻いた新潟ならではの
ロールケーキです。

48.ル・パティシエ マルコ

［商品］ 蜜コシヒカリロール

国道２８９号

三
条
市
消
防
署

＝商品の紹介＝
「こしひかりチーズケーキ」は新潟
県産の米粉を使用し、ふっくら・
しっとりの食感でお客様にも高評
を得ています。
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三
条
東
高

東三条駅

JR信越線

三条中
央自動
車学校

49.カフェ トゥジュール

50.菓子工房 クリュ

［商品］ 米粉のシフォンケーキ

［商品］

コシヒカリロール、いちごとコシヒ
カリクレープ、コシヒカリクッキー

［住所］ 三条市神明町９－１パルム３ １０６

［住所］ 三条市月岡１－６－１６

［電話］ ０２５６－３３－１５７６

［電話］ ０２５６－３２－１７４４

［営業］ 11:00-22:00 ランチタイム 11:0015:00 (L.O 14:30) カフェタイム
15:00-22:00 (L.O 21:30) ディ
ナータイム (金土のみ)18:0022:00 (L.O 20:30)

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

三条局

［営業］ ９：００～１９：３０（休：水曜）

http://www.cru-cru.net/
三
条
駅

第一産業道

＝商品の紹介＝
三条産の新米コシヒカリの米粉と、
新潟県産の卵で作ったシフォン
ケーキ。フワフワなのにモッチリで、
手づかみで頬張ればバニラの香り
が口いっぱいに広がる、子供にも
大人気の商品です。

＝商品の紹介＝
ロールケーキは米粉を使った生地で
しっとりした食感。ジャージー牛の生ク
リームと米粉カスタードクリームは濃厚
だけど後味はさっぱり。コシヒカリクレー
プはもちもちした生地で米粉カスタード
クリームと生クリームを包んでいます。

JR弥彦線
パルム２
パルム３
１F

三条高

原信

月岡小

五十嵐川

51.分水堂菓子舗

［商品］ 白パンダ焼き（弥彦むすめ、小倉あん）

［商品］ お米ぱん（食パン）、サブレ

［住所］ 西蒲原郡弥彦村弥彦１０４１－１

［住所］ 見附市南本町２－９－３３

［電話］ ０２５６－９４－２２８２

［電話］ ０２５８－６２－５０１０

９：００～１７：００（休：水曜）
［営業］ 但し材料がなくなり次第終了

［営業］ ８：３０～２０：００

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.e-yahiko.com/souveni/
bunsuido
弥彦神社

＝商品の紹介＝
「白パンダ焼き（弥彦むすめ）」が、
ニッポン全国物産展のご当地おやつ
ランキングのグランプリを受賞。米粉
を使った白い生地の中に、弥彦むす
め（枝豆）で作ったあんが入っていま
す。行列ができるほどの人気です。

城山森
林公園

＝商品の紹介＝
新潟米１００％の米粉食パンを提
供しています。お米特有のもちも
ち・しっとり感が好評です。お米の
特性をいかした商品を作っていき
たいです。
※道の駅「ネーブルみつけ」でも販
売しています。

弥彦温泉
弥彦局
弥彦公園

53.お菓子 田の口屋

52.ドルチェ小川

［商品］

米サブレ 雪、米粉シフォン
ケーキ、米粉クッキー

54.ロリアン

［住所］ 見附市新町３丁目２－２０
［電話］

見附小
棚織神社

大光

県
道
８
号

北越 第四
原信

［商品］ ライスブレッド
［住所］ 魚沼市小出島５１３

０２５８－６２－５０００

［電話］ ０２５－７９２－１８０８
［営業］ ８：３０～１８：３０

［営業］ AM７：００～PM７：００
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

見
附
市
役
所

http://www12.ocn.ne.jp/~dolce_o/index.html

（休：日曜、月２日不定休）

http://www8.ocn.ne.jp/~t-okasi/

国道１７号
見附高

＝商品の紹介＝
生地に雪国越後の風土に鍛えら
れた見附産の田舎味噌とコシヒカ
リ米粉をブレンドし、あられをのせ
て風味豊かに焼き上げました。

55.有限会社 芳林堂

＝商品の紹介＝
小麦粉パンとは違う食感や美味し
さを味わってもらいたいです。
今後は菓子パンやサンドイッチを
提供していきたいと考えています。

見附小

見附市役所

［商品］ 米粉カステラ、米粉ロールケーキ

56.有限会社 甘泉堂

大光

魚
野
川

小出局

［商品］ う米！（クッキー）

［住所］ 魚沼市本町１－１６

［住所］ 魚沼市本町２－８

［電話］ ０２５－７９２－０２５８

［電話］ ０２５－７９２－０４１９

［営業］ 8:30～19:00(月～土曜）
8:30～18:00(日・祝祭日）
（休：元日）

［営業］ 10:00～19:30 (休：第３月曜日）
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.geocities.co.jp/Foodpia/7729/

国道１７号

国道１７号

＝商品の紹介＝
グルテンを使用せず、県産米粉１
００％で作っていることから、小麦
アレルギーのある方にも喜ばれて
います。もちもちして喉ごしが良い
と好評をいただいています。

魚沼市役所

大光

魚
野
川

小出局

魚沼市役所

＝商品の紹介＝
魚沼産コシヒカリの米粉を使用し、
もち米の粉を粒状にして加えるこ
とにより特色ある食感に仕上げて
います。今後も地元産米粉を原料
にしたお菓子を作っていきたいで
す。
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大光

魚
野
川

小出局

魚沼市役所

57.お菓子工房 丸見屋

［商品］

魚沼窯出しかすてら輝き
魚沼コシヒカリ輝きマドレーヌ

58.タワラヤ

［商品］ 米粉ロールケーキ、魚沼サブレ

［住所］ 魚沼市親柄４９２－１０

［住所］ 魚沼市堀之内４０７８

［電話］ ０２５－７９９－２１１２

［電話］ ０２５－７９４－３２８０

［営業］ 9:00～19:00(休：月曜、第３火曜）

［営業］ ９：００～２０：００（休：火曜）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.marumiya-net.com/index.html

国道２５２号

＝商品の紹介＝
魚沼産コシヒカリの米粉を使用し
ており、独特の甘みともちもち感が
好評で、観光客のお土産に喜ば
れています。この度、新たにマド
レーヌを商品化しましたのでご賞
味下さい。

59.ルージュ ブラン

広神西小

＝商品の紹介＝
地元魚沼産コシヒカリの米粉を使
用しています。米粉ロールケーキ
は、お客様から“しっとりとしてモチ
モチしている”と言われます。一度
購入されたお客様が、知人に送り
たいからと購入していきます。

和田集落開
発センター

60.おかしとおやき ことう

［商品］ 米粉食パン、米粉プチパン

越後堀之内駅
ＪＡ北魚沼
堀之内支店

セブンイレブン

［商品］ 米粉カステラ「極上の一斤」

［住所］ 南魚沼市五日町２３１４

［住所］ 南魚沼市西泉田６５－１

［電話］ ０２５－７７６－４０７８

［電話］ ０２５－７７３－２６７８

［営業］ ９：００～１８：３０(月～金曜）
９：００～１８：００(土・日・祝祭日）
（休：月曜）

［営業］ ９：００～２０：００
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.okashinokoto.co.jp/

国道１７号

＝商品の紹介＝
魚沼産コシヒカリの玄米を米粉に
しているため、ぬか層に含まれる
油・栄養分が含まれた米粉パンで
す。今後はグルテンを使わない米
粉パンを作っていきたいです。

61.菓子杜氏 喜太郎

五日町病院

魚野川

＝商品の紹介＝
地域の特産品である魚沼産コシヒカ
リの米粉と、ヨード卵、和三盆糖、天
然蜂蜜１００％を加えて焼き上げたカ
ステラです。お客様からは、小麦粉
カステラと違った、しっとりした歯ごた
えのあるカステラだと喜ばれていま
す。

レストラン
きりんこ
五十嵐バッティ
ングセンター

南魚沼
地域振興局

国道１７号

［商品］ 半熟かすてら（プレーン・ショコラ）

62.株式会社 松月堂

セーブ
オン

南魚沼市
消防署

［商品］ どぶろく米粉饅頭

［住所］ 南魚沼市塩沢２２９－１

［住所］ 小千谷市平成１－３－１１

［電話］ ０２５－７７５－７４０５

［電話］ ０２５８－８２－２６１８
［営業］ ８:００～１９:００ （休：元旦のみ）

［営業］ １０：００～１７：００（休：元旦のみ）
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.kitaro.jp

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www6.ocn.ne.jp/~shogetsu/
※商品は「サンプラザ」においても販売しています。

上越線
塩沢駅

＝商品の紹介＝
カステラの原型といわれるパンデ
ロー（半熟カステラ）に地元しおざ
わ産米粉を使い製造・販売してい
ます。今後の商品においても、米
粉など地元の食材を使用したお菓
子を提供していきたいです。

第四銀行
塩沢支店

鈴木牧之
記念館

牧之通り
国道１７号

63.（資）池田屋

塩沢局

＝商品の紹介＝
創業明治35年の伝統を受け継ぎな
がら、新たに米粉を使っての試作
を重ねていたところ、小千谷産どぶ
ろくと出会い商品化しました。皮は
もちもち感があり好評です。今後は
米粉サブレも販売する予定です。

小千谷警察署

セブンイレブン

小千谷市
消防署

サンプラザ
小千谷局

セブンイレブン

64.四季彩館ベジぱーく

［商品］ あんカステラ

［商品］

米粉のロールパン、食パン、
ケーキ、菓子 等

［住所］ 小千谷市片貝町６２９３

［住所］ 十日町市高山６４５

［電話］ ０２５８－８４－２００４

［電話］ ０２５－７５７－１５４９

［営業］ ８：００～１９：００
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
新潟県産米粉を使用したこと
で、もっちり感としっとり感が
生まれた自慢のあんで作る蒸
しカステラは幅広い年代に食
べて頂けるように研究しました。
圧倒的にリピーターは女性で
す。

小千谷市役所

［営業］ 10:00～16:00 (休：水曜）

http://www.ikedaya-since1896.com/

片貝小学校
JA越後
おぢやGS

平成１９年５月にＪＡ十日町は「食農
教育プラン」を策定し、十日町産米を
粉にして提供することや、農産物直
売総合施設にパン工房を設置して米
粉パンを製造・販売していくこととしま
した。現在１５種類のパンを提供して
います。製粉の受託も受け付けてい
ます。

４１１号線
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http://www.ja-tokamachi.or.jp/
国道１１７号

＝商品の紹介＝

JA越後おぢや
片貝中央支店

北越銀行
片貝支店

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

クロス１０
十日町駅

ＪＡ十日町本店
下島バイパス
妻
有
大
橋

イオン十日町店

信濃川

十
日
町
橋

65.有限会社 松屋

［商品］

米粉ブレッド
（プレーン・大納言・レーズン・くるみ）

66.ピーターパンながおか

［商品］ 米粉食パン ほか３０種類

［住所］ 中魚沼郡津南町大字下船渡丁２２２２

［住所］ 長岡市宮関４丁目１０－２６

［電話］ ０２５－７６５－２０５３

［電話］ ０２５８－２７－６５６８

［営業］ ７：００～１９：００（休：日曜）

［営業］ 月～土曜 ７：００～１８：３０

日曜

７：００～１０：００

津南駅
長
岡
大
橋

長岡造形大

＝商品の紹介＝
お客さまの要望により、米粉パンを
作り販売を始めました。なかでも大納
言入りが好評です。今までクッキー・
シフォンケーキなども作り、クッキー
は口どけが良くて喜ばれました。常
時販売はしていませんが、米粉のお
菓子も提供してまいります。

＝商品の紹介＝
ＪＡからの依頼があり米粉１００％
のパンを開発し、現在は全３０種
類の商品を揃えました。もちもち感
があり腹持ちも良く、特に中高年・
体の不自由な方・小麦アレルギー
の方に喜ばれています。

伊勢屋旅館
モービルＧＳ
国道１７号

原信宮関店

上川西小

津南町役場

67.株式会社 中村農園

［商品］

新潟県産コシヒカリを１００％
使用した米粉パン

68.株式会社 美松
（ガトウ専科 本店）

［住所］ 長岡市大手通２－４－１

［電話］ ０２５８－４６－４２７５

［電話］ ０２５８－３３－２６３７

［営業］ ネットショップ限定販売

［営業］ ８：００～２０：３０（年中無休）

［ショッピングサービスサイト〕

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
アニメ「天空の城ラピュタ」に登場するトースト
に目玉焼きが乗っただけのシンプルな食べ
物があまりにもおいしそうで、米粉の食パン
でも再現したい！そして同じく憧れている方
にお届けできるよう自社産の米粉、菜種油を
使用した一斤サイズの米粉パンをネット
ショップ限定で販売しております。注文決済
後に製造し、冷蔵にて発送します。

＝商品の紹介＝
新潟米シューは新潟県産米粉を
使用し、一週ごとにカスタードク
リームの味が変わるシュークリー
ム。白銀サンタは米粉を使った白
い生地でとてもやわらかく雪だる
まの形をしたソフトクッキーです。
姿がカワイイと女性に人気です。

70.綾子舞本舗タカハシ

［商品］ ほたる焼き

カーネーションプラザ

長岡局

第四

長岡駅

信越本線

［商品］ 菓心伝心パイ

［住所］ 長岡市沢下条４８８－２

［住所］ 柏崎市原町６番４０号

［電話］ ０２５８－９２－４９６３

［電話］ ０２５７－２２－４７６２

９：００～１８：００（休：元日）
［営業］ ※土・日・祝日および冬期は１７：００

［営業］
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

９：００～１８：３０（休：元旦の
み）
http://www.ayakomai.co.jp
普光寺
はらまち保育園

岩塚製菓
沢下条工場
国道４０４号線

渋海川

米粉パン各種、米粉ロールケー
キ、米粉パウンドケーキ

72.パティスリー リ・リ

［商品］

良食生活館

陸送北越物
流センター

［商品］

＝商品の紹介＝
柏﨑産のスイーツ専用米「菓心
米」を使用し、柏﨑産越後姫の苺
餡をパイ生地で包んで焼き上げま
した。
地産地消にこだわり安全安心を
モットーに取り組んでおります。

至長岡方面

セブン
イレブン

至柏崎市内

＝商品の紹介＝
ほたるが飛んでいる姿を型取った
「ほたる焼き」を越路地域の名物にし
ようと店主が考案。ほたるのおしり部
分に米粉を使い、中にはクリームを
入れました。お腹には北海道産高級
小豆使用のつぶあんが詰まっていて、
二つの味が楽しめます。

国道８号

とみおかロール、お米のフィナン
シェ、お米焼き菓子各種

［住所］ 柏崎市田中２－１４

［住所］ 上越市富岡３５２５

［電話］ ０２５７－２８－６７１１

［電話］ ０２５－５２２－２３００

［営業］ ９：００～１７：００（休：水曜）

［営業］ ９：００～１９：００ （休：火曜）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
パン工房「米（まい）ちゃん」では、
新潟産米粉を原料にした、食パン、
バターロール、カレーパンなどの米
粉パンをはじめ、ロールケーキ
やパウンドケーキも販売しています。
モチモチ食感の米粉パンを、ぜひ
味わいに来て下さい。

http://gateausenka.jp/

※長岡市内６店舗、新潟市内５店舗、三条市内・
見附市内・小千谷市内各１店舗がございます

※売上の一部をほたるの保護活動に寄付
しています。

71.JA柏﨑 愛菜館

タルト)ほか

［住所］ 長岡市上徐甲３６６８

https://hikaribread.theshop.jp

69.岡鶴堂菓子本舗

新潟米シュー、白銀(しろがね）サ
［商品］ ンタ、田園ストーリー(米粉入チーズ

http://www.ja-kasiwazaki.or.jp/index.html

ムサシ
ウオロク

コロナ
柏﨑工場

ケーズデンキ
国道８号
ｲｴﾛｰ
ﾊｯﾄ

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
米どころ新潟にちなみ、上越富岡
産の米「こしいぶき」の米粉を使っ
たケーキや焼き菓子を多数取り揃
えております。小麦粉とはまた違っ
た風味・食感を是非ご賞味ください。

ＪＡ柏﨑
柏﨑中央

- 16 -

http://www.riz-riz.jp/

イオン上越店
北陸自動車道

Ｊ-ＭＡＸ

国
道
１
８
号

73.（有）朝日池総合農場

［商品］ 米粉ロールケーキ

74.旬菜交流館あるるん畑

［住所］ 上越市大潟区内雁子252-1

［住所］ 上越市大道福田６１５

［電話］ ０２５－５３４－５９５５

［電話］ ０２５－５２５－１１８３

８：３０～１７：００
［営業］ 定休日 月曜日
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
自家農場で採れた米を米粉にして
米粉ロールケーキを作りました。
卵も自家農場で採れた新鮮な平
飼い卵を使用し、東京仕込みのパ
ティシエが作ります。JAえちご上越
の直売所あるるん畑でも販売して
います。

75.菓心亭かまだ 新井店

［商品］ 米粉、クッキー、米麺、米粉パン

旬菜交流館
あるるん畑

あるるの杜
［営業］
米粉パン工房

http://www.asahiikefarm.co.jp/

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

１０：００～１９：００ （毎日営業）
http://www.ja-ej.com/arurun/（あるるん畑）
http://arurun-mori.jp/（あるるんの杜）

リージョンプラザ上越
国道８号線

＝商品の紹介＝
つくる人（生産者）と食べる人（消費者）
のふれあいを大切にした地産地消の拠
点です。生産者が自分で作った米粉、
米粉クッキーを提供しています。製粉の
受託も受け付けています。
米粉パンは「あるるんの杜」（大道福田
621番地）の米粉パン工房じゃぱんで販

上下浜駅

北陸自動車道
柿崎IC

朝日池

ゆったりの郷

よしかわ杜氏の
郷

［商品］

関
川
上越総
合病院

北陸自動車道

公園通りの花クッキー、もちもち
カステラ、メイプルシフォンケーキ

76.ドゥリアン田嶋屋

［商品］

笹まき｢和」ロール
米粉シフォンケーキ

［住所］ 妙高市柳井田町４－１１－１５

［住所］ 妙高市諏訪町１－３－３１

［電話］ ０２５５－７０－６０８５

［電話］ ０２５５－７２－１４８８

［営業］ ９：００～２０：００ （年中無休）

［営業］ ８：００～１９：００ （年中無休）

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.kasintei-kamada.com/

※上越市内に大手町店、子安店、エ
ルマール店があります
＝商品の紹介＝
お勧めの押し花クッキーは、こだ
わりの地元妙高産（矢代米）コシヒ
カリを使い、ザクッとした食感が特
徴です。妙高産（矢代米）コシヒカ
リ１００％使用したシフォンケーキ
やもちもちカステラなどもあります。

77.もちや菓子舗

79.新潟スイーツ･ナカシマ
糸魚川店

＝商品の紹介＝
常にお客様の目線に立ち、心のこ
もったお菓子を作っています。地
元の米粉を使ったお菓子や、卵ア
レルギーの方には卵を使わないス
ポンジケーキを作り、大変喜ばれ
ています。

新井自動
車学校
国
道
２
９
２
号

Ｊ
Ｒ
信
越
線

新井ショッピ
ングセンター

78.シャンピニオン

［商品］ 米粉バターシフォン

新
井
駅

［商品］

渋
江
川

国
道
２
９
２
号

第一保育園

米粉のナン、 ほか

［住所］ 妙高市大字関川６３７－２

［住所］ 妙高市大字田口９３０－５４

［電話］ ０２５５－８６－２２６０

［電話］ ０２５５－８６－４４７８

［営業］ ８：００～１９：００ （休：日曜）

［営業］ １０：００～１８：３０（休：日曜）

国
道
１
８
号

http://www.mochiyakashiho.sakura.ne.jp

妙高高
原中

県立妙高病院

＝商品の紹介＝
新潟産の米粉を使った商品を作っ
ています。「米粉のナン」はカレー
やシチューに合うと好評です。妙
高クッキーは地元妙高産米を使用
しています。各種米粉パンも揃え
ています。

妙
高
ホ
テ
ル

妙高高
原支所

［商品］

妙高高原北小

妙
高
高
原
駅

米粉練乳サンド
越後姫のいちご練乳サンド

［住所］ 糸魚川市横町５－１２－７２
［電話］ ０２５－５５２－０１１７
［営業］ ９：００～１９：３０（休：元日のみ）
［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

http://www.okasi-nakasima..com/

日本海
国道８号

Ｒ１４８
朝日生命

旧市役所

＝商品の紹介＝
米粉練乳サンドは、糸魚川産コシヒ
カリを100％使用したしっとり食感の
生地です。越後姫のいちご練乳サン
ドは新潟県産コシヒカリ100％の生
地と新潟県産越後姫を贅沢に使用
し、新潟のうまいを詰め込んだケー
キです。

新井消 ワークマン
防署
北越銀行

国道１８号

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ］

＝商品の紹介＝
創業５０年の和洋菓子店。黄身餡
入りかすてら饅頭「初霜」や北海
道小豆の「きんつば」も好評です。
「米粉バターシフォン」は新潟県産
コシヒカリを使用しており、妙高市
の「あっぱれ逸品認定品」に選ば
れています。

上
越
警
察
署

ｶﾞｽﾄ
ﾙｰﾄｲﾝ

糸魚川駅
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国
道
１
８
号

わかば
保育園

第一スーパー
妙
高
高
原
駅

米 粉 の 特 徴
その１ ： もっちりおいしい食感！
米粉で作られたパンや麺は、もっちりとしたモチモチの食感。

その２ ： 低吸油で、さっぱりヘルシー！
小麦粉よりも油の吸収率が低く、例えば、天ぷらを米粉で揚げると、サクサク感が長く継続。
・油の吸収率

米粉２１％

小麦粉３８％

※鶏もも肉を揚げた時の衣の油吸収率
（出展）「Oil Uptake Properties of Fried Batters from Rice Flour」F.Shin and K.Daigle(1999)

その３ ： 優れたアミノ酸バランス！
米粉は、人に必要なアミノ酸のバランスが優位。
・アミノ酸スコア

米６５

小麦４１

※米は精白米、小麦は中力粉の数値。1973年FAO/WHOの評点パターンを使用。（出展：「食品の
たんぱく質とアミノ酸」科学技術庁資源調査所（昭和６１年））
※「アミノ酸スコア」とは、人間が食物として摂取しなければならない必須アミノ酸（９種）の各々につ
いて、その含量を人が必要とする基準値で除して％表示し、その９種のうちの最低値がアミノ酸ス
コア。９種全て基準値を満たすと１００となる。

その４ ： 食料自給率アップ！
国産米粉パンを１人が１カ月３個食べると、自給率が１％アップ。
※パンの原料である小麦粉（輸入）を国産の米粉で代替するとし、パン１個に使用する米粉量を８０ｇ
として試算。

米粉に関する情報はこちらにアクセス！
○米穀の新用途への利用の促進に関する法律関係について
○米粉の利用推進について
○全国米粉食品普及推進会議について
農林水産省米粉情報

検索

○米粉の商品・メニューの紹介
○米粉レシピの紹介
○推進パートナーの取組紹介
米粉倶楽部

検索

○簡単にできる米粉料理・お菓子のレシピの紹介
○米粉を使った料理教室の紹介
○米粉パン、米粉ケーキ、米粉などを取り扱っているお店の紹介
北陸農政局米粉情報
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検索

