
このパンフレットではとうきょう米粉ネットワークに加入されて
いる米粉または米粉製品を販売している業者の方、米粉を使
用した料理教室を開催している講師の方等を掲載しております。

なお、掲載している米粉製品に関して、全てが食物アレル
ギーに対応しているものとは限りませんので、詳しくは各店舗
にお問い合わせをお願いします。

～令和２年度版～

編集：とうきょう米粉ネットワーク事務局

東京米粉ガイド



○単独店舗等

店舗名または企業名 住所 電話番号 ＵＲＬ 取扱品

千代田区

(株)大潟村あきたこまち生産者

協会東京支店
千代田区外神田2-2-17
共同ビル8Ｆ－83

03-5298-2001
http://akitakomachi.co.jp
/

米粉、米粉めん

活菜厨房【和食】然
千代田区大手町1-3-2大手
町カンファレンスセンター
B1F

03-6269-9800 http://shizenkaiki.jp/ 米粉ピザ

中央区

銀座マルキーズ 銀座本店
中央区銀座8-4-21
保坂ビル1F

03-5537-2522
http://www.ginza-
marquise.com/

米粉スイーツ・商品開発

米粉販売合同会社 中央区日本橋中州11-14 03-5876-8586

米粉、米粉パン、米粉め
ん
米粉スイーツ

港区

(株)シガリオ 港区虎ノ門1-5-8 03-5511-8871 http://www.cigario.co.jp/ 玄米粉、玄米粉パン

Gluten Free T’s Kitchen
港区六本木7-8-5-2階 03-6874-7719 https://glutenfree.co.jp/ 米粉のポーク餃子、米粉

の野菜餃子

文京区 文京製パン(株) イーグル文京 文京区小石川1-9-6 03-3811-2874 米粉パン

台東区

｢プロの食品｣マントウ 台東区西浅草1-4-2 03-3842-2316
http://mantou.co.jp/pros
hop/

米粉、米粉ミックス

共立食品(株) 台東区東上野1-18-9 03-3831-0870
http://www.kyoritsu-
foods.co.jp/

米粉、米粉ミックス

シフォンケーキの店 otaco 台東区浅草3-5-1 03-6458-1375
http://otaco-
sweets.com/

米粉スイーツ

品川区
米粉パン専門店 米魂（ベイコ
ン）

品川区戸越2-6-3 03-3787-4776
http://www.mybeicon.co
m/

米粉パン

世田谷区

太陽食品(株) 世田谷店 世田谷区等々力4-12-13 03-3703-9228
https://www.shizen-
taiyo.com

米粉、米粉レシピ提案

お茶とおやつ ヨウケル舎 世田谷区経堂4-7-8 03-3429-2255
http://yokel-
sya.bossk.jp/index.html

米粉スイーツ

中野区 ＰＩＮの店（パンの店）
中野区中央5-1-2
伊藤ビル１階

03-3381-0201

https://pin-
croissant.wixsite.com/pin
bakery

米粉パン

荒川区
お米の生パスタ工房 かくれん
穂

荒川区町屋2-2-20
斎藤ビル２F

03-6458-2432
http://www.kakurenbo-
komeko.com/

米粉パスタ、米粉

板橋区

米（マイ）マイフーズ(株)東京事
業所

板橋区大谷口北町89-8-
108

03-3955-4393
http://ww7.enjoy.ne.jp/~
maimaifoods/

米粉、米粉ミックス

(株)エス・ティー・ジー 板橋区小茂根1-24-7 03-3973-6524
http://s-t-
g.jp/index.html

米粉、米粉ミックス、
米粉めん

江戸川区 パン工房ルチア 南小岩店 江戸川区南小岩7-31-9 03-3657-4555
http://luchia-
bakery.com/

米粉パン

八王子市

mix&mix（ミックスアンドミックス） 八王子市横山町18-7-102 042-623-3055 http://mix804.jp/ 米粉(菓子用、パン用）

道の駅 八王子滝山 八王子市滝山町1-592-2 042-696-1201
http://www.michinoeki-
hachioji.net/

米粉、米粉スイーツ

澤井農場 八王子市高月町1080 042-691-1206
http://www.sawaifarm.co
m/

米粉、米粉スイーツ

武蔵野市

マ・プリエール 武蔵野市西久保2-1-11 １F 0422-55-0505
http://www.ma-
priere.com/

米粉スイーツ

十割の米粉パン製造所こめひ
ろ

武蔵野市境2-3-18 0422-77-6616
http://www.comehiro.co
m/

米粉パン
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○チェーン展開している店・企業等（都内に複数店舗ある企業についてはＨＰのＵＲＬのみ記載します）

店舗名または企業名 住所 URL 取扱品 備考

ジョナサン（株式会社すかいらーく）
武蔵野市西久保1-25-8
（株式会社すかいらーく本社）

http://www.skylark.co.jp/jonathan/ 米粉パン

(株)木村屋總本店
埼玉県入間郡三芳町竹間沢
381-2

https://www.kimuraya-
sohonten.co.jp/

米粉パン

株式会社ポンパドウル（本社）
神奈川県横浜市中区元町4-
171 http://www.pompadour.co.jp/ 米粉パン

米粉パン
専門店
和良自由が丘工房

目黒区自由が丘1-26-9（直営
店）

http://waratokyo.jp/ 米粉パン

ラ・
テー
ル

大地の菓子 ラ・テール

http://www.laterre.com/

米粉スイーツ

ブーランジェリー ラ・テール 米粉パン

大地の菓子 テラ・セゾン 米粉スイーツ

パン屋のビストロ ラ・テールメゾン 世田谷区池尻3-27-9
米粉パン・米粉スイーツ

株式会社新橋ベーカリー（本社） 港区三田1-3-28 http://www.s-bakery.co.jp/ 米粉パン

エスプリ・ドゥ・パリ（有限会社おかし倶楽部）
武蔵野市中町3-5-12
フォーレストビル1F（本店）

http://www.espritdeparis.jp/ 米粉スイーツ

株式会社いさみや 豊島区要町１－１８－７ http://www.isamiya1338.com/ 米粉・米粉ミックス

マゴメカフェ
八王子市千人町4-9-22
（株式会社マゴメ）

http://okome-pan.com/
米粉・米粉パン・
米粉スイーツ

○料 理 教 室

店舗名または企業名 住所 電話番号 URL 備 考

(株)サラ秋田白神 津田 雅俊 八王子市松木7-4 042-679-7173
http://www.sala1.j
p/

日本米粉クッキング協会ライセンス認定事業、サラ・グルテンフリークッ
キング広尾、米粉、米粉パン、米粉の本

(有)シンクネクスト 今別府靖子 狛江市岩戸南3-18-9 03-3430-6381
https://www.think
next.co.jp/

米粉料理教室
米粉大量調理セミナー、米粉レシピ本、レシピ製作、料理撮影、レシピ動
画制作

大河内栄養開発研究所 町田市原町田4-21-11 042-723-1348 米粉料理教室

有限会社ドマーニ 米粉ハウス 渋谷区渋谷２丁目
http://komekohou
se.com

米粉料理教室、米粉パン（通信販売）

米粉マイスター協会
狛江市東野川4-2-22

世田谷区経堂3-3-19
（ＡＮＫＵ：東京主会場）

http://komekomeiste
r.com

米粉の料理教室・スイーツ教室の企画・運営、米粉マイスター
の資格認定、米粉の販売

一般社団法人DRYandPEACE
サカイ優佳子＋田平恵美

http://dryandpeac
e.com

米粉を使った料理教室を全国各地で展開 レシピ本出版 米粉を使った
特産品開発のためのレシピ開発マインドトレーニング 展示会などでの実
演多数

Ｓｕｎｎｙ Ｓｐｏｔ（サニースポット）
パン教室 葛飾区細田５－１３－１６ ０３－３６７２－２２９７

http://www.hidam
ari-pan.com

自宅でパン教室を主宰。米粉パンをメニューに取り入れている。葛飾元
気野菜取扱店。葛飾野菜を使ったパンにも力を入れる。

○ そ の 他

店舗名または企業名 住所 URL URL 備 考

(株)グレイン・エス・ピー
文京区湯島2-12-5
湯島ビルド

03-3816-0655
http://www.grains
p.co.jp/

米粉ビジネス本

日本ニーダー(株)
神奈川県藤沢市葛原
3001-3

0466-52-5701
https://kneader.jp
/

パン捏ね機の製造販売(米粉パン対応)､米粉パンレシピなど
のご提案

多摩市

あしたや 多摩市諏訪5-6-2-102 042-376-1465
http://www.ash
itaya.ｊｐ/

米粉､米粉麺

はらっぱ
多摩市永山1-5
ベルブ永山3F

042-337-6786
http://www.ash
itaya.ｊｐ/

米粉

菓子の家 シーフォン 多摩市和田2004-8 042-315-1787 米粉スイーツ

○単独店舗等
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事務局：農林水産省関東農政局東京都拠点 消費拡大担当
〒１３５－００６２
江東区東雲１－９－５ 東雲合同庁舎３階
ＴＥＬ：03-5144-5258 FAX：03-5144-5275
E-MAIL：tokyo_komeko@maff.go.jp

★とうきょう米粉ネットワークでは随時会員を募集し
ております。販売業者、料理の講師の方、一般消費者
の方どなたでも入会できます。

会費は無料です。入会ご希望の方は下記の事務局ま
でご連絡下さい。
★米粉を取り扱う店舗の情報等がございましたら、お
気軽にお知らせ下さい。
★このガイドは新規入会がある際に、随時更新します。
また、チェーン店等の開店、閉店の情報が間に合わな
い場合がございます。ご了承下さい。

お し ら せ
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