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関東米粉食品メールマガジン 

 

第２１９号 ２０１９．６．２５【毎月１回発行】 

                                 （18.7.20 創刊） 

 

******＜ イ ベ ン ト ＞********************************************************** 

１．「関東農政局『消費者の部屋』特別展示」開催 

 

 農林水産省関東農政局では、「消費者の部屋」特別展示において、

『やっぱりごはんでしょ！もっちり米粉もね♪』をテーマに、 

① 日本人の主食であるごはん（お米）をもっと好きになる、もっと食

べたくなる！ 

② ノングルテン食品として海外でも関心が高まっている米粉の「ミ

リョクとチカラ」！ 

③ 学校給食・学習教材に利用してトクする政府備蓄米！ 

を紹介するパネル展示を実施します。お米・米粉のことを学べるパンフ

レットも用意していますので、夏休みの自由研究にもご活用ください。 

 

●さいたま新都心合同庁舎２号館１階エントランスホール  
７月１日（月）～７月３１日（水）９：００～１７：００ 

●埼玉県男女共同参画推進センター交流サロン（ホテルブリランテ武蔵野４階） 
７月３１日（水）～８月９日（金）９：３０～１７：３０ 

 

２．「こども霞ヶ関見学デー」、「農林水産省『消費者の部屋』特別展示」開催 

 

 農林水産省では、「こども霞ヶ関見学デー」及び「消費者の部屋」特別展示において、米粉

レシピ集等の配布や様々な米粉製品の展示のほか、お米や米粉の消費拡大の取組みをパネルや

パンフレットで紹介します。 

●こども霞ヶ関見学デー （８月７日(水)・８日(木)） 

（具体的な開催内容が確定され次第お知らせします。） 

●「消費者の部屋」特別展示 お米でみんなを元気に！（９月 17日(火)～20 日(金)） 

～食べて！見て！知ろう！ お米・米粉の魅力～ 

米粉レシピ集の配布、米粉製品の展示、試食など 

なお、６月３日に開催の「消費者の部屋」食育の週 お米・米粉の日の展示レポートを掲載

しましたのでご覧ください。 
http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/syokuiku.html 

 

３．「米粉パンの日」に米粉入りベーグルを販売（要予約） （７月９日） 

 

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」を開催

し、米粉利用拡大に取り組んでいます。 

 米粉入りべーグル専門店ＷＡベーグル（埼玉県米粉利用食品推進連絡会

会員）から、「夏が始まりましたね！！今年もアイスベーグル始まってま

す。」というお便りが届きました。埼玉県産米粉と北海道産小麦粉で作っ

たベーグルはもちろん、旬の食材を使用した特別メニューもラインナップさ
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れ、リピーターも急増しています。是非、ご賞味ください。 

購入には、事前予約が必要です。希望される方は、関東米粉食品普及推進協議会事務局まで

ご連絡ください（komeko.kanto@maff.go.jp）。 

 ●お渡し日（場所）：７月９日（火） （さいたま新都心合同庁舎２号館２階ロビー） 

●製造者：ＷＡベーグル（有限会社 食生活） 

埼玉県さいたま市南区神明１-10-15メゾン・ド・コリン１階 

       http://shokuseikatsu.co.jp/ 

 

４．「第７回カフェレスジャパン」に米粉製品を出展     （７月３日～５日） 

 

株式会社高柳製茶（静岡県米粉食品普及推進協議会会員）では、お米に関する専門展「第１

回お米産業展 Ｒｉｃｅ ＥＸＰＯ」（パシフィコ横浜）と同時開催する、

日本最大級のカフェ・レストラン専門展「第７回カフェレスジャパン」に

出展し、100％国産の米粉を用いて、静岡県牧之原の茶葉を生地やバターク

リームにたっぷり練り込み、もっちり食感に仕上げた「お茶つぶダック

ワーズ」を提供します。 

外はサクッと、中はふんわりもちっとした食感が楽しめる米粉利用の新

食感和スイーツです。 

 http://caferes.jp/ 

●株式会社高柳製茶（お茶つぶダックワーズ） 

静岡県牧之原市勝田 2310－４ 

   http://www.makinohara-cha.com/c_2/ 

 

５．「みんなのアレルギー ＥＸＰＯ 2019」出展者を募集    （８月 30日まで） 

 

一般社団法人日本環境保健機構（とうきょう米粉ネットワーク会

員）では、アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症など

の環境由来の健康問題について調査研究を行い、広く一般の方々に

情報提供をしています。その一環として年に一度「みんなのアレル

ギー ＥＸＰＯ」を開催しています。 

小麦アレルギーに対応できる米粉活用の商品や取組の紹介が出来

る場となっていますので、興味のある方は、出展に向けご検討くだ

さい。 

 http://expo.jeho.or.jp/exhibit/ 

●募集期限：８月 30日（金）まで ※募集数に達し次第締め切りとなります。 

 

６．セミナー「米粉の常識を変える品種のチカラ～ミズホチカラのお話」を開催(７月 24日) 

 

７月 22 日（月）～24 日（水）に東京ビッグサイトで開催される、製パン製菓・リテール向

け素材と開業者向け設備の展示会「第８回 Ｐ＆Ｂ ＪＡＰＡＮ」において、米粉用米に関する

セミナーが開催されます。 

セミナーの参加には事前登録が必要です。 

 http://www.bakery-expo.com/2019/jp/visitor/seminar.html 

●「米粉の常識を変える品種のチカラ～ミズホチカラのお話」 

（講師）農研機構 中央農業研究センター 北陸農業研究監 坂井真氏 

  米粉 100％（グルテン無添加）でもしっかり膨らむ話題の米粉用米「ミズホチカラ」、

その開発の経緯、特長、そして普及拡大に向けた課題を紹介します。 

日時：７月 24日（水）13:45～14:15 

会場：東京ビッグサイト青海展示棟Ｂホール セミナー会場Ｃ 

mailto:komeko.kanto@maff.go.jp
http://shokuseikatsu.co.jp/
http://www.makinohara-cha.com/c_2/
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７．「米マッチングフェア 2019」展示商談会・セミナーを開催 （９月 11日～12日） 

  

業務用途の米は、堅調な需要が見込まれる中、今後一層、産地とユーザー

が結びつき、ニーズに応じた生産と安定した取引につなげていくことが重要

です。 

今後の取引拡大に向けて、業務用途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 2019」を開

催いたします。 

展示商談会・セミナーでは、出展者の紹介・個別商談、注目の業務用米の

紹介・試食、安定取引の取組事例の紹介などを予定しています。 

●事務局：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） 

 https://kome-matching.com/ 

●広域・大規模事業者向け展示商談会・セミナー（東京会場） 

 日時:９月 11日（水）～12日（木）  

  場所: ホテルイースト 21東京（東京都江東区東陽６-３-３）  

 

 

******＜ トピックス ＞*********************************************************** 

１．「米粉料理レシピ集（改訂版）提供＆試食会」を実施    （６月 12日）  

 

栃木県米粉食品普及推進協議会では、とちぎアグリプラザで開催された第 15 回総会におい

て、株式会社波里と日の本穀粉株式会社（共に同協議会会員）が作成した、出来たてほやほや

の改訂版「小麦粉不使用『家庭でつくる簡単米粉料理レシピ

集』」を活用して、米粉の利用拡大・啓発につなげる活動を推進

することを確認しました。 

続いて開催された試食会では、レシピ集から、鶏ひき肉を使

い衣に米粉をまぶして揚げた「チキンナゲット」、米粉を溶き入

れてとろみをつけた「米粉のミネストローネ」、しっとり黒胡麻

ペースト入り「米粉のシフォンケーキ」等を、試食会用の特別

メニューから、「米粉のプルプル杏仁豆腐風」など合計８品が提供されました。 

レシピを提供した会員からは、「米粉は油の吸収を抑えるため、揚げ物に使

うとカリッとした食感に仕上がる。」と米粉の魅力の一端が紹介されました。  

出席者からは、「小麦粉と違ってしっとり感がある。」、「パンは小麦粉のも

のと全く遜色がなく、とてもおいしい。」、「初めて米粉の杏仁豆腐を食べたが

舌触りがなめらかでおいしい。」などの感想が寄

せられ、好評の試食会となりました。 

同協議会会長は、県内での地道な活動が評価

されている喜びと、消費者が米粉利用に高い関

心を寄せていること等を実感し、今後の更なるＰＲ活動の弾

みになると述べられました。 

また、当日の様子は、後日新聞（日本農業新聞（13日）、

下野新聞（17日））に取り上げられました。 

 

 

 

 

 

https://kome-matching.com/


 

 - 4 - 

２．麺好きに捧ぐ、「ＪＡ水戸ＴＳＵＮＥＺＵＭＩ麺'Ｓ」の米麺『穂々の空』の製造・販売 

    

ＪＡ水戸常澄地区の若手農家が主体となって結成するＪＡ

水戸ＴＳＵＮＥＺＵＭＩ麺'Ｓ （つねずみメンズ）（いばら

き米粉食品普及しよう会会員）では、自ら生産したコシヒカ

リを 100％用いた米粉を原料に、専用の製麺所で米麺「穂々の

空（ほほのそら）」を心を込めて製造し、販売しています。 

特定原材料 27 品目を使用しない、グルテンフリーの米粉麺

は、つるつるとした食感と米の香り

を感じるおいしさが好評を博してお

ります。和・洋・中の様々な麺料理

に利用できる商品となっており、お

ススメの料理は、うどん、ジャー

ジャー麺や担々麺、カルボナーラなどです。 

間もなく夏本番。暑い季節を元気に乗り越えられるアレンジ料理

に挑戦するも良し。是非ともご賞味いただきたい逸品です。  

 https://www.mt-ib-ja.or.jp/tsunezumi-mens/ 

 

３．「埼玉県産米を活用したオリジナルレシピ 2018」優秀賞のレシピを提供 

 

埼玉県米粉利用食品推進連絡会では、埼玉県米消費拡大推進連絡協議会が、『簡単！米粉

のおやつ』をテーマに実施した「県産米を活用したオリジナルレシピ 2018」の優秀賞作品

（３点）のレシピを提供しています。 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/komemugidaizu/recipe2018.html 

小麦粉を使用せず、自県産米活用

をアピールできますので、店頭やイ

ベント等での販売展開を是非ともご

検討ください。 

レシピの提供依頼・お問い合わせ

は、埼玉県米粉利用食品推進連絡会

事務局宛てメールにてご連絡ください

（komeko.kanto@maff.go.jp）。 

 

******＜ インフォメーション ＞************************************************* 

◇【まだまだ募集中】「米粉利用拡大ツール（データファイル）を提供してください！」 

 関東米粉食品普及推進協議会では、米粉利用拡大の推進の一環としてイベント等でパネル展

示を行っています。今後、より一層、米粉・米粉製品に関心を寄せていただけるようなパネル

展示用のツールを作成するため、チラシ・ポスター用のデータファイルを提供してください。 

 なお、提供いただいたデータは、そのまま活用する場合と一部加工（社名・商品名を判別で

きなくするなど）させていただく場合があることをご了承ください。 

データファイル（お問い合わせを含む）は、関東米粉食品普及推進協議会事務局宛てメー

ルにてご提供ください（komeko.kanto@maff.go.jp）。 

 

◇「米粉をめぐる状況について（農林水産省）を活用ください」 

米粉利用の促進に関する資料「米粉をめぐる状況について」の６月更新版が公表されまし

た。米粉用米の状況、米粉の特徴、支援措置など各種情報が満載です。是非、活用ください。 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-99.pdf 

 

【左】秋の味覚かぼちゃのミルクレ-プどら焼き 

【中】狭山茶で!焼きドーナツ    【右】さつまいもスノーボール 

*どの作品も小麦粉は使用していません。 

 

 

 

フード・アクション・ニッポンアワード 2018の

入賞 100産品に選定されました。 

ホワイトソースとの相性が抜群！ 

の「お米のペンネ」も好評です。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/komemugidaizu/recipe2018.html
mailto:komeko.kanto@maff.go.jp
mailto:komeko.kanto@maff.go.jp
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◇「米粉食品の販売店等の情報を提供してください」 

 関東米粉食品普及推進協議会では、米粉利用拡大の推進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、ＨＰへの掲載やイベントでのチラシ配布を行って

います。 

会員の皆様の米粉食品最新情報を募集していますので、「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 

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

 

◇「関東米粉食品普及推進協議会会員を募集！『各都県協議会事務局まで』」 

新たな米の需要拡大につながる「米粉・米粉食品」の利用拡大を推進するため、会員相互の

情報交換や利用促進・啓発等の様々な事業・活動に取り組んでいます。 

本会の目的にご賛同いただける個人・法人を募集しています。また、既に会員になられてい

る方で、ご賛同いただけそうな方をご存知でしたら、お声がけをお願いします。 

なお、各都県協議会等に加入した会員は、同時に関東米粉食品普及推進協議会の会員となり

ます。  

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

 

◇「関東農政局メールマガジン」 

 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、上記のリンクから登録をお願いいたします。 

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

 

＜米粉関連サイトからの情報＞ 
 
●関東農政局「米粉情報」 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/ 
 
●ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ「米粉倶楽部」 

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

●ＫＯＭＥＫＯ．ＮＥＴ［全国穀類工業協同組合］ 

 http://www.komeko.net/index.html 
 
●米穀機構米ネット［公益社団法人米穀安定供給確保支援機構（略称「米穀機構」）］ 

http://www.komenet.jp/ 
 
●NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（略称「ＣＡＰ.Ｎ」） 

http://www.cap-net.jp/ 
 

●日本米粉協会 

 http://www.komeko.org/ 

 

 

 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。 

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/ 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/
http://www.maff.go.jp/kanto/houdou/kouhou/merumaga/index.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/
http://www.syokuryo.jp/komeko/
http://www.komeko.net/index.html
http://www.komenet.jp/
http://www.cap-net.jp/
http://www.komeko.org/
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/

