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関東米粉食品メールマガジン 

 

第２３４号 ２０２０．１０．２６【毎月１回発行】 

                                 （２００６. ７.２０創刊） 

 

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

 

１．農林水産省で「米・米粉の特別展示」を開催          （10 月５日～30 日）  

 

 農林水産省（東京都千代田区）では、お米・

米粉の魅力をＰＲするための特別展示を開催し

ています。 

パネル展示では「米粉の表示」や「米と健

康」コーナーを設置、米粉製品展示は多種多様

で、関東米粉食品普及推進協議会会員（以下の

３社）の商品も御覧いただけますので、お近く

にお出かけの際は、是非、お立ち寄りくださ

い。 

栃木県：株式会社波里（米粉、ミックス粉、麺） 

埼玉県：みたけ食品工業株式会社（米粉、天ぷら粉） 

東京都：グリコ栄養食品株式会社（ミックス粉）   

 

●「米・米粉の特別展示」 

日時: 10 月５日（月）～30 日（金）10:00～17:00 

場所: 農林水産省南別館１階（おむすび権兵衛の前） 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-177.pdf 

 

 

２．「米マッチングフェア 2020」の開催     （東京会場：令和３年２月 15 日～16 日）  

  

全国農業再生推進機構では、農林水産省支援の下、

業務用途の安定取引に取り組みたい生産者と中食・外

食事業者等を一堂に会し、「米マッチングフェア

2020」を開催します。 

【東京会場】 

開催日:令和３年２月 15日（月）～16 日（火） 

場所: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。 

●お問い合わせ：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/ 
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*****＜ トピックス ＞*********************************************************** 

 

１．特定原材料７品目※ 不使用の米パン「ＦＡＨＡＮ（ふぁはん）」を販売                
 

第一屋製パン株式会社（とうきょう米粉ネット

ワーク会員）では、国産米粉 100％使用、食物アレ

ルギーの原因となる特定原材料７品目※不使用で、

おいしさにこだわった米パンブランド「ＦＡＨＡＮ

（ふぁはん）」で様々な販売を展開しています。 

商品ラインナップは、第一弾「食事パン玄米（18

個入）」（販売中）、第二弾「おやつパン ドーナッ

ツチョコ（10 個入）」（販売終了）。そして、第三

弾は「ドーナッツ抹茶」（11 月に発売予定）です。 

特に「おやつパン  ドーナッツチョコ」は、お客様からの「おやつパンがあったらうれし

い」などの声に応え、お子様から大人まで広く楽しんでいただけ

る、しっとりもちもち濃厚な味わいに仕上げた商品で、購入した

方からは「子供は小麦アレルギーなので、菓子パンは本当にあり

がたいです！お出かけに持たせる事ができるのが、うれしい！」

などの感想が寄せられました。 

自然解凍だけで美味しく手軽に食べられる米パン「ＦＡＨＡ

Ｎ」は、同社ホームページから購入できるほか、スギヤマ調剤薬

局 御器所店（名古屋市）でも販売しておりますので、是非、御

賞味ください。 

※特定原材料７品目：卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに 

●第一屋製パン株式会社「ＦＡＨＡＮ（ふぁはん）」 http://fahan.jp/ 

  

２．「Café＆Wellnes Week」で米粉・米粉加工品をＰＲ       （10 月５日～７日）  

 

お米・ベーカリー・カフェ・ウェルネスの４つの専門展

で構成する展示会（Café＆Wellnes Week）が、パシフィコ

横浜で開催されました。中でも「お米産業展」や「JAPAN 

BAKERY SHOW」では、出展事業者が米粉（α化玄米粉な

ど）、麺（和・洋・中）、パンや焼き菓子など多様な米粉

製品を展示・ＰＲし、訪れた多くの外食・フードサービス

関係者等の注目を集めていました。そのほとんどが食物アレルギー対応のグルテンフリーで、

原料や製法、美味しさにもこだわっており、健康志向の高まる現在のライフスタイルに関連し

た商品を展開しています。 

また、取り寄せも可能で手軽に調理できるので、新しい生活様式にマッチしており、今後の

家庭での米粉利用の拡大が期待できます。 

ＦＡＨＡＮの由来は、「Family」＋「ご飯」、「ふわふわ」＋「ご飯」の造語からきています。 毎日の食

卓に並び、家族みんなで安心して食べられる、おいしい米パンを目指して名づけられました。 
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３．「みんなのアレルギーEXPO 2020」オンライン開催          （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。 

その一環としての「みんなのアレルギーEXPO」は、新型コロナウイルス感染防止の観点か

ら、会場からのオンライン配信をメインに開催されました。 

 アレルギーセミナーでは、「小麦粉と米粉の違いを学び毎日の生活に米粉を取り入れよう。

米粉ライフを楽しもう！」をテーマに、講師から米粉を扱う時の注意点、米粉のメリット・デ

メリット、米粉で広がる世界などについて説明が行われました。  

「みんなのアレルギーEXPO 2020」 

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

 

  

 

４．「米粉パンの日」で米粉ベーグルなどを販売             （10 月 20 日）  

 

埼玉県米粉利用食品推進連絡会がさいたま新都心合同庁舎２号館２階ロビーで行った、10

月の「米粉パンの日」では、定番商品「ベルギー産ミルクチョコレートたっぷり」に加え、秋

限定商品の「宇治抹茶＆マロン」に人気が集中しました。 

今後も、米粉入りベーグル専門店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や小麦、卵、乳の一部または全部を除去した米粉の焼き菓子を提

供していく予定です。 

 次回は、11 月 17 日(火)です。 

購入には、事前予約が必要です。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） 

●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/ 
 

 

【同時開催】「アレルギー対応スイーツコンテスト 2020」表彰式  

 先月号（第 233 号）でお知らせしました、小麦・卵・乳製品不使用を条件とした

アレルギー対応スイーツコンテスト入賞者の表彰式が行われました。 

主催者から、来年も第３回目のコンテストを開催しますとの発表がありました。 

⬤アレルギー対応スイーツコンテスト 2020 結果発表 

https://usapen.info/sweetscontests/?p=1856 

「宇治抹茶＆こしあん」 
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５．日本米粉協会が「米粉用途別基準」ＰＲポスターを作成                

 

 日本米粉協会では、家庭での米粉利用促進のために

「用途別基準」のＰＲポスターを作成しました。 

 米粉は、原料米の品種や製粉方法が様々であり、製造

業者によって製品の吸水量が異なるなど品質の違いがみ

られ、利用が広がりにくいといった課題があります。 

このため、米粉を用途に応じ「①菓子・料理用」、

「②パン用」、「③麺用」に分類した米粉用途別基準を

設け、米粉を選ぶ際の目安としてもらえるよう、製造事

業者はこの基準にマッチした米粉の製造に取り組んでい

ます。  

 ポスターのお問い合わせは日本米粉協会まで。 

 ⬤日本米粉協会 

http://www.komeko.org/post_200918/ 

 

 

*****＜ ＫＯＭＥＫＯ便り（会員提供情報）＞*********************************** 

 

１．「米粉の使い方を網羅するオンデマンド講座」をリリース                

 

一般社団法人 DRY and PEACE（とうきょう米粉ネット

ワーク会員）では、10 年以上前から米粉に関連した情

報発信をしており、今回、新たにオンデマンド講座を

リリースしました（有料）。 

「米粉さえあれば、主食からスイーツまで自由自

在」をテーマに、グルテンフリー生活にも着目した米

粉の基礎知識とともに、米粉の特徴を活かした 19 のレ

シピを公開しています。 

同会員からは、「コロナ禍で家庭料理の機会が増え、

一時は米粉が品薄になる現象も見られました。昨今のグ

ルテンフリーな暮らしを求める方もあり、改めて今、米粉の使い方を網羅する発信が重要」と

のコメントが寄せられております。 

 https://www.udemy.com/course/komeko-cooking/ 

 

 

２．「オンライン米粉料理教室（初級編）グルテンフリー」を開催              

 

有限会社シンクネクスト（とうきょう米粉ネットワーク会員）では、栄養の知識も交えなが

ら、どなたでも料理作りを楽しめる米粉を使ったグルテンフリー料理教室をオンラインで開催

します（有料）。 

講師の今別府靖子氏（同社代表、料理研究家・栄養士））が料理を行い、参加者はライブ見

「米粉料理講座」（イメージ） 
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学する ZOOM ウェビナー方式を取り入れたことで、ラ

イブ後に送られて来るURLから、いつでも復習しなが

ら料理を作ることが可能となっています。 

同社では、今後も９月にオープンしたキッチンス

タジオから、料理教室や企業コラボイベントをオン

ラインで配信し、米粉利用拡大に邁進していくこと

としています。 

（今回の内容は以下のとおり） 

・レッスン(米粉についての基本知識、ホワイトソースで分かる米粉の面白さ) 

・メニュー（根菜入り和風米粉シチュー、かぼちゃのニョッキ、レンジ・ショコラケーキ） 

●日時：令和２年 11月 26 日（木） 14:00～15:15 

●問合せ先：food@thinknext.co.jp  TEL:03-3430-6381(シンクネクスト） 

●申込み先：https://www.thinknext.co.jp/online_cooking/ 

                      

◆【米粉・米粉商品等の情報提供をしてください！】 

 関東米粉食品普及推進協議会会員がコロナ禍で取り組む「新しい生活様式」に対応した米

粉利用拡大啓発の取組について、是非、以下の情報提供に御協力ください。 

なお、いただいた米粉・米粉商品の情報等をメールマガジン（ＫＯＭＥＫＯ便り（会員提

供情報））で紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

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

 

◇「米粉料理教室」の動画配信を開始します！（埼玉県）  

 みたけ食品工業株式会社（埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員）では、「米粉のオンライ

ン料理教室」を令和２年 12 月 10 日から YouTube で配信する予定です。詳細は次回メールマ

ガジンで紹介します。 

 

◇「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」の令和２年９月版が公開され

⬤情報提供をお願いする対象商品（メニュー含む）及び対象会員 

 ①「家庭で利用する調理向け米粉・米粉商品」の紹介 

（米粉製造・販売事業者） 

 ②「家庭食、テイクアウト、デリバリー商品」の紹介 

（米粉利用商品製造・販売事業者） 

③「家庭でできる米粉料理メニュー」の紹介 

（米粉料理に関心のある者）        

⬤情報提供の方法等 

情報提供の様式、記載例は、以下の URL（関東農政局ホームページ内）から御確 

認の上、情報提供をお願いします。

https://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/200923.html 
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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ので、是非、活

用ください。 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-175.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） 

●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。 

 

◇「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/ 

 

 
＜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://komeko.kilo.jp/ 

● 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/ 


