
№1

2020年5月1日現在　

地　域 番号 店　　舗　　名　　等 住　　　　　　　　所 電話番号 取　扱　食　品 U　R　L 備　　　　　考

横浜市
神奈川区

1 米粉工房クレッシェンド 六角橋1-16-1 045-717-6091
米粉ドーナツ、米粉ワッ
フル

JAセレサ川崎セレサ
モスで販売

2 企業組合　パンの樹あるれ 四季美台19-2 045-362-2404 米粉パン、米粉バケット http://www.alule.com/
6～9月は取り扱いな
し

3 パンの国　麦穂の香 川島町2883-1 045-381-7836
米粉パン、米粉クッキー
、米粉ラスク

予約販売

横浜市
青葉区

4 （株）さくら工房 市ヶ尾町1161-11　B1-C 045-482-9848 米粉シフォンケーキ
http://www.sakura-
factory.jp/service/okanoyokohama

横浜市
都筑区

5 太陽食品（株） 茅ヶ崎南3-18-25 045-942-4001 オーガニック米粉
http://www.taiyo-
shokuhin.com/natural/natu_15.html

川崎市
麻生区

6 菓子工房　ラ　プラクミーヌ 上麻生5-43-18 044-989-3991
米粉ロールケーキ、米粉
クッキー

http://laplaquemine.webcrow.jp/

7 西洋菓子　海援隊
共和1-13-7
サンハイツさがみ野102

042-757-1187
米粉マドレーヌ、米粉
ロールケーキ

http://kaientai.jp/ 予約販売

28 無添加酵母米粉パン米来（べえぐる） 星が丘１－３－１４ ０９０－９８２０－７０７１
米粉シフォンケーキ、米
粉パン

http://www.bgr-shop.jp/

相模原市
南区

8 パティスリー　パリシ
相模大野6-4-4
サンベルデュ―ル1F

042-747-7473 米粉ケーキ http://par-ici.moo.jp/

横須賀市 9
（有）モリ・ワールド
カフェ・ド・クルー

安浦町2-29-1 046-874-5552
米粉パン、よこすか海軍
カレーパン

http://cafedecrew.com/
JAよこすか葉山すか
なごっそ　他で販売

平塚市 10 （株）鈴木製餡所 豊原町19-14 0463-31-0051 米粉（業務用）

藤沢市 12 ベーカリーフォー湘南
辻堂神台1-3-32　ユーコー
プ湘南辻堂駅前店

0466-33-2270 米粉パン http://www.bakery4.net/index.html

13 志村屋米穀店 浜町4-3-3 0465-24-2224 米粉 http://www.shimurice.com/

14
（株）セキグチベーカリー
パン工房クラムアンドクラスト

東町3-2-1 0465-32-7311 米粉パン
http://crumbandcrust.web.fc2.com
/

15 こめこめこ　かまぼこ通り店 本町3-2-7 070-5561-2860 米粉パン、米粉クッキー
http://www001.upp.so-
net.ne.jp/comecomeco/

米粉料理教室開催

秦野市 16
全国農業協同組合連合会
神奈川県本部秦野綜合工場

平沢15-3 0463-81-1607 米粉乾麺
http://www.kn.zennoh.or.jp/farming
/factory/

厚木市 17 北川製餡（有） 旭町2-3-5 046-228-0270 米粉

大和市 19 Natural Bakery　さくらさくら 南林間7-6-20 046-273-3751 米粉クッキー、米粉食パン

伊勢原市 20 （有）熊沢米店 伊勢原2-4-17 0463-95-0111 米粉 http://www.kumakome.jp/

　　　　　　米 粉 食 品 販 売 店 舗 等 リ ス ト （ 神 奈 川 県 ）
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№2

2020年5月1日現在　

地　域 番号 店　　舗　　名　　等 住　　　　　　　　所 電話番号 取　扱　食　品 U　R　L 備　　　　　考

　　　　　　米 粉 食 品 販 売 店 舗 等 リ ス ト （ 神 奈 川 県 ）

伊勢原市 21 Little Panda 串橋364-8 0463-94-6301 玄米食パン 水・金曜日営業

座間市 22 手作り洋菓子の店　モン・ヴェール 入谷4-2923-24 046-253-2393
米粉ロールケーキ、米粉
焼き菓子

中郡
大磯町

23 （有）戸塚正商店 西小磯17 0463-61-0344 米粉 http://www.scn-net.ne.jp/~tozuka/

中郡
二宮町

24 芦の屋 二宮890-8 0463-71-2293
吾妻山米粉リング（米粉
焼き菓子）

25 ベーカリールームヨコヤマ 金子303-102 0465-83-7341 米粉とよもぎの食パン 金・土・日曜日に販売

26
Patisserie BLEU CIEL
（パティスリー　ブルー・シエル）

金手8-10 0465-20-5893
大井さくさくひょうたん（米
粉焼き菓子）

https://bleuciel-
seisho.bizweb.jp/gift.html

足柄下郡
箱根町

27
（株）小田急リーゾツ
箱根カフェ　スイーツショップ

湯本707箱根湯本駅構内 0460-85-8617 米粉ロールケーキ
http://www.odakyu-
hotel.co.jp/hakone-cafe/

* 詳細（アレルギー対応等）については、各販売店舗に直接、お問い合わせいただくようお願いいたします。　
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	リスト（神奈川）

