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関東米粉食品メールマガジン 

 

第２２７号 ２０２０．０２．２５【毎月１回発行】 

                                 （２００６. ７.２０創刊） 

 

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

 

１．国際食品・飲料展「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ 2020」に出展    （３月 10～13日） 

 

 関東米粉食品普及推進協議会会員が、標記イベントで米粉製品や製粉技術・機械などを展

示紹介し、アジア最大級の食の商談会に望みます。詳しくは、以下 URL を御覧いただき、是

非、御参加ください。 

https://www.jma.or.jp/foodex/ 

 日時: 令和２年３月 10日（火）～13日（金）10:00～17:00 

  場所: 幕張メッセ （千葉県千葉市美浜区中瀬２-１）  

●出展する協議会会員と主な展示紹介品 

・株式会社新倉（ちばコメ粉食品普及会会員）：純米ばうむなど 

・株式会社西村機械製作所（とうきょう米粉ネットワーク会員）：製粉技術・機械など 

・株式会社ケット科学研究所（ 同上 ）：製粉技術・分析機器など 

・株式会社大潟村あきたこまち生産者協会（ 同上 ）：グルテンフリーパスタなど 

・株式会社高柳製茶（静岡県米粉食品普及推進連絡会会員）：ダックワーズなど 

 

２．「米粉パンの日」で米粉ベーグルなどを販売             （３月 10日）  

 

埼玉県米粉利用食品推進連絡会では、米粉利用拡大の取

組の一環として、毎月１回「米粉パンの日」を開催してい

ます。米粉入りベーグル専門店ＷＡベーグル（同連絡会会

員）が、埼玉県産米粉と北海道産小麦粉で作ったベーグル

をベースに旬の食材を使用した特別メニューを提供してい

ます。是非、御賞味ください。 
●お渡し日（場所）：３月 10 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/ 

 

３．第２回「アレルギー対応スイーツコンテスト」を開催                   

 

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、第２回目となる卵・乳・小麦を使用しな

いスイーツのレシピコンテストを開催します。開催スケ

ジュールは以下のとおりです。是非、御応募ください。 

●応 募；令和２年３月１日～６月 30 日 

●審 査；令和２年７月下旬（書類）、８月下旬（調理） 

●表彰式；令和２年 10月 14 日 

（第６回みんなのアレルギーＥＸＰＯ2020 内） 

 

 

第１回「アレルギー対応スイーツコンテスト」 

＜一般部門＞１～３位受賞作品 

https://www.jma.or.jp/foodex/
http://shokuseikatsu.co.jp/


 

 - 2 - 

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

    

１．令和元年度「米粉消費啓発活動」の報告                       

 

埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員（以下の５会員）が行った、埼玉県米消費拡大推進連絡

会（事務局：埼玉県）の令和元年度事業「米粉消費啓発活動」の料理教室は、延べ 19 回（参

加 320 名）開催しました。本事業の取り組みにより、更なる家庭や地域での普及、更に学校給

食での利用拡大が期待されます。 

・バランス食の会：１回（小学生を持つ親子 10名） 

・ＪＡ埼玉中央 ：８回（管内支部女性部員 120名） 

・ＪＡほくさい ：６回（管内支部女性部員 135名） 

・遠山いづみ氏 ：１回（町内の小学生から大人 15名）（２.参照） 

・榎本清美氏  ：３回（小中学校栄養士及び女性農業アドバイザー40名） 

 

２．「米粉を使った天丼とチーズケーキの料理教室」を開催         （１月 26日） 

 

米粉食品指導員で農村女性アドバイザーの

遠山いづみ氏（埼玉県米粉利用食品推進連絡

会会員）は、１の事業として料理教室を開催

し、川島町の親子 15 名を対象に天丼とチーズ

ケーキ作りに取り組みました。 

米粉の天ぷらは、衣が薄く付くので素材を

ダイレクトに味わえ

る、揚げると小麦粉よ

りも低吸油でさっぱり

ヘルシー・サクサク感が長持ちする、ダマになりにくく調理しやす

い。チーズケーキは、しっとり感が増すなど、米粉ならではの特性を

体感した参加者からは、これをきっかけに家庭での米粉利用にチャレ

ンジしたいとの声も寄せられました。 

 

３．「お米のシフォンケーキ」が“神奈川なでしこブランド”に認定              

  

女性が作った優れた商品を県が認定する「神奈川なでしこブランド

2020」に、ＬＯＶ株式会社（神奈川県米粉食品普及推進協議会会員）の

「もっちもち米しふぉん siffone（シフォーネ）」が選定されました。 

この商品は、アレルギー体質の乳幼児を持つ家庭からの悩みに応えるため

に小麦粉・卵・乳製品を一切使用しないノングルテンの手作りシフォンケー

キで、自家製粉の県産玄米粉と秋田県産米粉をブレンドし、豆乳を加えるこ

とでしっとりもちもち、蒸しパンのような食感に仕上がっており、おやつと

してだけではなく、朝食やランチにもお召し上がりいただけます。 

ラインナップも豊富で「シンプル（プレーン）」をはじめ、「THE和（ほうじ茶・よもぎ・

京抹茶・塩きなこなど）」、「やさい・フルーツ（かぼちゃ・ほうれん草・塩レモンな

ど）」、その他アールグレイ・シナモンなどがあります。また、バースデー用、砂糖・塩不使

用などの要望も受け付けており、お気軽に相談してみてください。 
●製造販売：ＬＯＶ株式会社（神奈川県相模原市中央区星が丘１-３-14[TEL：090－9820－7071]） 

  http://www.bgr-shop.jp/ 
●神奈川なでしこブランド 2020 

   http://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/nadeshiko/index.html 

http://www.bgr-shop.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/nadeshiko/index.html
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４．「純米ばうむ - しっとりミルク仕立て」が“食のちばの逸品”で金賞         

 

株式会社新倉（ちばコメ粉食品普及会会員）の「純米ばうむ - しっと

りミルク仕立て」が、「食のちばの逸品を発掘 2020」の直売所部門で金

賞を受賞しました。 

この商品は、保存料や小麦粉を一切使用しないノングルテンのバウム

クーヘンで、地元産米の米粉と県産純米酒を用い、独自の焼成によりふ

んわりとした口どけの和風テイストの逸品。素材そのものを味わえる純

米ばうむは「しっとりミルク仕立て」のほか、「しっとりさつま芋」、

「かりっとクッキー仕立て」もお試しいただけます。 
●製造販売：株式会社新倉「米屋新蔵」（千葉県鴨川市東町 999-11） 

E-mail：info@shingura.co.jp  

 

５．埼玉県「農と食の展示・商談会 2020」で米粉製品の商談         （２月５日） 

 

埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員である、井上ス

パイス工業株式会社、有限会社桃太郎食品、有限会社

まにわ製麺所及びのりす株式会社は埼玉発信の米粉製

品を紹介し、商談に訪れた多くのバイヤーや来場者の

注目を集めました。 

 

 

 

 

① 井上スパイス工業株式会社の「糀カレー」 

   https://inouespice.co.jp/ 

② 有限会社桃太郎食品の「グルテンフリーヌードル」（有限会社まにわ製麺が製造） 

   https://www.momotaro-shokuhin.co.jp/ 

③ 和菓子司 まるしんの「吉川マドレーヌ」（のりす株式会社の米粉使用） 

https://wagashi-marushin.com/ 

 

６．米粉食品販売事業者募集「米粉パンの日」                      

 

埼玉県米粉利用食品推進連絡会事務局(関東農政局生産部生産振興課)では、米粉利用拡大の

ための認知度向上を目指し、さいたま新都心合同庁舎２号館で毎月１回「米粉パンの日」を設

け、「米粉入りベーグル」を販売しております。 

この度、令和２年度の「米粉パンの日」における、販売事業者を募集しますので、賛同いた

だける方はお申し込み願います。 

【募集要項】 

 〇販売商品 ：国産米粉を利用した米粉パン等 

 〇対象事業者：埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員(埼玉県以外を含めた新規加入会員可) 

 〇商品の引渡等：購入希望者から Eメールで事前受注、販売当日さいたま新都心合同庁 

舎２号館内にて代金引き換えで引渡し 

●問合せ先：埼玉県米粉利用食品推進連絡会事務局（TEL：048-740-0406） 

①       ②        ③ 

mailto:info@shingura.co.jp
https://inouespice.co.jp/
https://www.momotaro-shokuhin.co.jp/


 

 - 4 - 

●締め切り：令和２年３月 10 日（水）17:00まで 

●申込み先：以下の「米粉関東＿窓口」メールアドレスまで 

（komeko.kanto@maff.go.jp） 

     ※件名に『「米粉パンの日」販売希望』と記載し、メール送信してください。 

 

 

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

 

◇特設展示コーナーで「米粉製品」を見て・触ってみませんか 

関東米粉食品普及推進協議会会員協力の下、小麦（グルテン）アレルギー対応の米粉製品の

展示を２ケ所で展開しています。米粉製品を見て・触れて、パネル等で米粉の特性・特徴を学

べますので、気軽にお立ち寄りください。 

●関東農政局「消費者の部屋」     平日（開庁日） 10：00～17：00 

場所:さいたま新都心合同庁舎２号館１階食堂入口前（さいたま市中央区新都心２-１） 

●関東農政局東京都拠点「食のひろば」 平日（開庁日）  9：00～17：00 

場所: 東雲合同庁舎１階 食堂「東雲 dining」隣り（東京都江東区東雲１-５-９） 

 

◇特設展示コーナーで「米粉製品」をＰＲしませんか 

上記の特設コーナーで展示する米粉製品を、随時募集しています。関東米粉食品普及推進協

議会会員の皆様の申し出をお待ちしています。 

●問合せ先：埼玉県米粉利用食品推進連絡会事務局（TEL：048-740-0406） 

●申込み先：以下の「米粉関東＿窓口」メールアドレスまで（komeko.kanto@maff.go.jp） 

     ※件名に『米粉製品展示希望』の旨記載し、メール送信してください。 

 

◇「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、米粉利用拡大を一層推進するため、会員の皆様が販売し

ている米粉食品などの情報を収集していますので、「米粉食品ＰＲシート」にて各都県協議会

事務局宛てにメールや FAX等で提供ください。 

 関東農政局ホームページや関東米粉食品メールマガジンなどで幅広く紹介します。 

●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 

 

◇「米粉製品紹介（関東農政局ホームページ）」を更新しました 

上記の「米粉食品ＰＲシート」提供を基に、以下の商品情報をお届けしています。 

 ●糀カレー（ルウ）：井上スパイス工業株式会社（埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員） 

 ●純米ばうむ：株式会社新倉（ちばコメ粉食品普及会会員） 

 ●もっちもち米しふぉん：ＬＯＶ株式会社（神奈川県米粉食品普及推進協議会会員） 

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

 

◇「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２月版が公開されています。

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-131.pdf 

 

◇「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申込みください 

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。 

本会の目的に御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

mailto:komeko.kanto@maff.go.jp
mailto:komeko.kanto@maff.go.jp
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-131.pdf
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る方で、御賛同いただけそうな方を御存知でしたら、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と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/ 

 

● 農林水産省「米粉の情報」 
http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/index.html 

 

● 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。 

皆様の御意見・御質問、御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/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.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/index.html
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/

