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関東米粉食品メールマガジン 

 

第２３２号 ２０２０．０８．２５【毎月１回発行】 

                                 （２００６. ７.２０創刊） 

 

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

 

１．「みんなのアレルギーEXPO 2020」の開催内容の変更          （10月 13日）   

  

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発信しています。 

その一環として、今年も開催を予定しておりま

した「みんなのアレルギーEXPO」について、新型

コロナウイルスの感染拡大に伴い、開催内容の変

更が行われました。 

変更後の主な内容は以下のとおりです。 

日時：10月 13日（火）10:00～19:00（予定） 

場所：京王プラザホテル４階 （東京都新宿区西新宿２-２-１） 

内容：基本的に「オンライン EXPO」を中心として、出展規模を縮小（募集予定 40 ブース）

して開催 

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できますので、興味のある方

は、出展に向け御検討ください。 

  ●募集期限：９月 11日（金）まで 

※出展ブース数が埋まった場合、募集期間を切り上げることがあります。  

みんなのアレルギーEXPO 2020実行委員会 

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

 

 

２．「アレルギー対応スイーツコンテスト 2020」（決勝審査：９月 12日） 

 

  上記実行委員会が運営するアレルギー対応ス 

イーツンテスト 2020は「卵・乳・小麦を使用し 

ない」、「レシピ・原材料を明らかにする」と 

の条件下で 61作品の応募があり、書類審査を経 

て 10 作品により９月 12日の決勝審査（東京製 

菓学校）が開催されます。 

コンテスト入賞者は、10 月 13日開催予定の 

「みんなのアレルギーＥＸＰＯ 2020」で表彰されます。 

応募総数：61作品 

（一般の部・25作品、学生部門・31作品、キッズ部門・5作品） 

 

http://expo.jeho.or.jp/
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２．「米粉パンの日」に米粉ベーグルなどを販売（要予約）            （９月 29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（同連絡会会員）

では、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多種多様なメニューを提供し

ています。   

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

御連絡ください。（komeko.kanto@maff.go.jp） 

●お渡し日：９月 29日（火）12:00～12:30 （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４回 “日本の食品”輸出 ＥＸＰＯ」の開催         （10 月 14～16日）  

  

「第４回“日本の食品”輸出ＥＸＰＯ」は、世界

に誇る“日本の食品”が一堂に出展され、海外から

来場する食品バイヤー・食品輸出商などと商談でき

る日本最大の「食品輸出 専門展」です。 

米粉についても料理・製菓用米粉、米粉パン・麺

等を製造する事業者が全国から出展を予定しており

ます。グルテンを含まない米粉の特性を活かした、

日本産米粉製品の輸出拡大が期待されています。 

日時：10月 14日（水）～16日（金） 

場所：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1） 

●展示会招待券(無料)は事前の申し込みが必要となります。 

https://www.jpfood.jp/ja-jp.html 

 

４．「アグリビジネス創出フェア 2020」に出展             （11月 11～13日）    

 

関東米粉食品普及推進協議会では、農林水産

省主催の「アグリビジネス創出フェア 2020」に

昨年に続き出展を予定しています。 

同イベントでは、米粉の需要拡大に向けた制

度や取組事例に関するパネル展示に加え、米粉

の特性を活かし製造された米粉製品を紹介しま

す。 

日時: 11月 11日（水）～13日（金） 

   場所: 東京ビックサイト 青海展示棟Ａホール（東京都江東区青海 1-2-33） 

 https://agribiz-fair.maff.go.jp/   

mailto:komeko.kanto@maff.go.jp
http://shokuseikatsu.co.jp/
https://www.jpfood.jp/ja-jp.html
https://agribiz-fair.maff.go.jp/
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５．「米マッチングフェア 2020」の開催          （東京会場：令和３年２月）  

  

全国農業再生推進機構では、農林水産省の支援の

下、業務用途の安定取引に取り組みたい生産者と中

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 2020」を開催します。 

第１回目は新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑

み、オンライン開催となりましたが、２回目以降はこ

れまでどおり展示商談会を行う予定としています。 

 

【オンライン開催】９月２日（水）９：30～ （リモート参加申込は終了しました） 

【展示商談会（東京）】令和３年２月 15日（月）～16日（火）（ホテルグランドパレス） 

※開催内容、参加申込等は詳細確定後に御案内します。 

●業務運営：株式会社グレイン・エス・ピー（とうきょう米粉ネットワーク会員） 

農林水産省補助事業「米マッチングフェア 2020」 

https://kome-matching.com/ 

 

 

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

 

１．家族で楽しめる、ほんのりグリーンがかわいい「おこめとほうれんそうのパンケーキ」  

 

共立食品株式会社（とうきょう米粉ネットワーク会員）

では、はらぺこあおむしシリーズ 「おこめとほうれんそ

うのパンケーキミックス」などを 2020 春夏新商品として

の販売を展開しています。 

小麦粉・卵・乳を使わず、お水と油だけを混ぜて焼き上

げる同品は原料の国産米粉でもっちりとした食感に仕上が

り、ほうれん草粉末がほんのりグリーンに彩るかわいい仕

上がりのおやつで、家族で楽しく手軽に作れると好評との

ことです。 

香料・着色料は使わず、砂糖・塩も入っていないので

様々な食材を挟み込むアレンジメニューで食事にも最適で

す。同シリーズには「トマ

ト」バージョンも取り揃えて

おります。                      

是非、手作りのパンケーキを 

御家庭でお試しください。 

 

●共立食品株式会社“2020 春夏新商品” 

https://www.kyoritsu-foods.co.jp/event/newitem202002/#forth 

 

https://kome-matching.com/
https://www.kyoritsu-foods.co.jp/event/newitem202002/#forth
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２．消費者の部屋「特別展示」で米粉の魅力をＰＲ          （７月 27～31日） 

    

農林水産省「消費者の部屋」（東京都千代田区霞

が関）では、「お米でみんなを元気に！～食べて！

見て！知ろう！お米・米粉の魅力～」をテーマにお

米と健康の関係性や米粉の普及に向けた取組をパネ

ルや動画で紹介し、意外と身近にある様々な米粉を

使用した製品の展示などを通じてお米・米粉の魅力

をＰＲしました。 

多種多様な米粉商品が展示される中、関東米粉食

品普及推進協議会会員からは、以下の５会員が米粉

商品を提供しました。 

栃木県：株式会社波里（米粉、ミックス粉、麺など） 

埼玉県：みたけ食品工業株式会社 

（米粉、ミックス粉、天ぷら粉など） 

東京都：グリコ栄養食品株式会社（ミックス粉） 

     株式会社西村機械製作所（アルファ化米粉） 

     第一屋製パン株式会社（パン）   

新型コロナウイルス禍で試食提供はできませんでした

が、米粉利用に興味がある来場者の関心を集めました。また、開催期間中は省内食堂とのコラ

ボも実施され、米粉を使ったメニューを提供するなど米粉のＰＲに実りある取組となりまし

た。 

●消費者の部屋特別展示 2020報告書 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/syouhisya-15.pdf 

 

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

 

◇「関東米粉食品メールマガジン」特集記事掲載を企画しています 

 新型コロナウイルス禍で関東米粉食品普及推進協議会会員が取り組む「新しい生活様式」

に対応した米粉利用の活動・取組を紹介（掲載）する予定です。 

準備ができ次第御案内（募集）しますので、是非、情報提供に御協力ください。 

（特集記事の一例：家庭に居ながら入手可能な米粉製品で作る料理を紹介など） 

 

◇「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」が令和２年８月版に更新され 

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ので、是非、活用 

ください。 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-171.pdf  

 

◇「米粉製品」の展示を希望される会員を募集しています 

関東農政局内の特設展示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） 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/syouhisya-15.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-171.pdf
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●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、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。当該情報を「米粉食品ＰＲシート」に記入していただき、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。 

米粉利用拡大を一層推進するため、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 

 

◇「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

いる方で、御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/ 

 

 
＜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 

● 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/ 

● 国内産米粉総合情報サイト 

 https://www.komeko-life.com/ 

 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/ 

mailto:komeko.kanto@maff.go.jp
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/syokuryou/komekojouhou/
http://www.komeko.net/index.html
http://www.komenet.jp/
http://www.cap-net.jp/
http://www.komeko.org/
https://www.komeko-life.com/
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/

