関東米粉食品メールマガジン
第１１１号

２３．５．１３ 【毎月２回発行】

関東米粉食品メールマガジンは、会員の皆様から寄せられた様々な情報を基
に、米粉の利用拡大のために情報発信しています。
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＜ １ ＞ 取 組 事 例

○夢みるぱさり新橋隊、新橋駅で米粉シフォンケーキを販売

＜埼玉県＞

埼玉県児玉郡上里町の夢みるぱさり（埼玉県米粉利用食品
推進連絡会会員）では、５月９日（月）から１５日（日）までの１週
間、新橋駅地下１階ウイング新橋の｢もとまちＵＮＩＯＮ by京急ス
トア｣店頭に「夢みるぱさり新橋隊」を出店し米粉スイーツ等を販
売しています。
埼玉県産の米及びきゅうりを使用したシフォンケーキ「きゅうり
フォン」（税込３１５円）、ロールケーキ（税込１，０５０円）、チーズ
ケーキ（税込２９０円）、ベーグル（プレーン、税込１５０円）等をラ
インナップしております。
お近くにお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。
なお、今年の３月に幕張メッセで開催された「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ２０１１」に出展した際にも大変好
評を博しておりました。

＜夢みるぱさり新橋隊＞
販売場所：もとまちＵＮＩＯＮ ｂｙ京急ストア
〒 105-0004 東京都港区新橋２丁目東口地下街１号
販売期間：５月９日（月）～５月１５日（日）
販売時間：午前１０時～午後９時まで

株式会社

夢みるぱさり（埼玉県児玉郡上里町三町８２８－４）
ＴＥＬ：０４９５－３３－１１２３
ＦＡＸ：０４９５－７１－６２３１
ホームページ： http://www.pasari.jp/

○米粉を使ったカレールーとシチュールーを販売中！＜長野県＞
大町市の(有)柴田精米所（長野県米粉普及推進協議会会員）では地元のお米を原料に自社製粉し
た米粉を使った「北アルプス山麓ライスカレー」のルーと「北アルプス山麓ライスシチュー」のルー（とも
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に１３０ｇ 約６皿分 税込４００円）を自社のほか、近隣のスーパー、ドラッグストア、直売所、道の駅等
で販売しています。
また近隣の学校給食にも供され、子どもたちからは好評を博し、調理員の方々からは食器洗浄が
楽になったと評判も上々です。
今後も地元産を使用し、県内スーパー等への販路拡大、またさらなる学校給食への利用拡大を目
指しています。
〈主な特長〉
① 小麦粉の代わりに米粉を１００％使用して
いるので、ヘルシーかつ小麦アレルギーの
方も安心。
② 水に溶けやすいため、なべ、皿等の洗浄が
容易。

(有)柴田精米所
代表取締役 柴田 進
〒 398-0001 長野県大町市大字平 5526-1
TEL （ 0261 ） 22-8651
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-32-0651

○米粉パン専門店がオープンしました！＜静岡県＞
静岡県産の米粉を使用した米粉パン専門店フーちゃ
んのパン工房が３月２０日にＪＲ袋井駅近くにオープン
しました。（駐車場完備）
売れ筋Ｎｏ．１は静岡県産クラウンメロンの果肉入り
クリームが入った、ちょっと贅沢なメロンパン「米ろんちゃ
んのメロンパン」（税込１８０円）です。
お店に並べると、あっ
というまに売り切れてし
まうので、一日に何度も焼いているそうです。
新品種のお米「ＬＧＣソフト（低たんぱく米）」の米粉を使用した食パ
ン（税込３４０円）や、クリームパン（税込１５０円）、カレーパン（税込１６
０円）などもあります。
店内には使用している米粉の生産者の顔写真も掲示されるなど安
全・安心にも配慮した米粉パン専門店になりそうです。
▼ フーちゃんのパン工房
〒 437-0027 静岡県袋井市高尾町 11-5
（オレンジ色の看板が目印です。）
T

E

L：０５３８－４３－８０００

定 休 日：月曜定休日
営業時間：１０：００～１８：００
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********************************************************************************
＜ ２ ＞ 農林水産省「消費者の部屋」特別展示のご案内
農林水産省「消費者の部屋」特別展示：「米粉～しっとりもちもちヘルシーライフ～」（東京都）
日時：５月２３日（月）～５月２７日（金） １０時００分～１７時００分
場所：農林水産省北別館１Ｆ「消費者の部屋」（千代田区霞が関
1-2-1 ）
入場：無料
我が国の水田をフル活用する観点から、米粉の需要拡大が
注目されています。展示では、バリーエーションがどんどん広が
っている米粉関連製品の紹介及び試食を行います。
ｱｸｾｽ：東京メトロ「霞ヶ関」駅
下車。 A5 、 B3a 出口すぐ。

●お問い合わせ先
農林水産省 総合食料局 計画課
農林水産省「消費者の部屋」

ＴＥＬ：０３－３５９１－７８８９
ＴＥＬ：０３－３５９１－６５２９
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○ 農林水産省「消費者の部屋」特別展示に関東米粉食品普及推進協議会会員の皆
様も参加しています。
●出展企業様一覧（関東米粉食品普及推進協議会会員様を抜粋しております。）

都道府県

会社・団体名

栃木県

㈱波里

埼玉県

みたけ食品工業㈱

埼玉県

フーズテクノ㈱

埼玉県

㈱夢みるぱさり

埼玉県

㈲中井農産センター

埼玉県

井上スパイス工業㈱

東京都

㈱ケツト科学研究所

東京都

槇野産業㈱

東京都

㈱木村屋總本店

東京都

㈱シガリオ

静岡県

㈱高柳製茶

静岡県

㈱田町梅月

※出展企業様は変更される場合もございます。

●試食会日程（関東米粉食品普及推進協議会会員様を抜粋しております。）
日 程

会社・団体名

都道府県 試食内容

5月23日 ㈱田町梅月

静岡県 バームクーヘン

5月24日 ㈱夢みるぱさり

埼玉県

5月25日 ㈱木村屋總本店

東京都

5月27日

彩の国マイシュッキー
米粉シフォンケーキ
米粉パン(黒カレー、たっぷり黒豆)
ふんわりむしケーキ プレーン
埼玉県ふるさと認証食品の米粉１００％ロールケーキ（４種類）

㈲中井農産センター

埼玉県

㈱高柳製茶

静岡県 お茶つみダックワーズ

米粉チップス

※出展企業様、試食内容は変更される場合もございます。
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******************************************************************
＜ ３ ＞ “米粉”イベント情報＆案内

◇ 「米粉食品指導員認定スクール」等講座開催のご案内

（東京都） NEW!

主催：財団法人日本穀物検定協会、協力：ＮＰＯ法人 国内産米粉促進ネットワーク
夜間（月）と土曜日コースを新設しました！！！
「こっけん料理研究所」（東京都）で随時開催されている「米
粉食品指導員認定スクール」に、平日昼間では参加すること
が困難という声に応え、夜間（月）と土曜日に受講できるコー
スを新設しました。
このスクールは、各地域での米粉食品の普及推進を図る、
普及指導員の育成を目的としているもので、「米粉ケーキ・調
理コース」と「米粉パンコース」があり、幅広い米粉食品調理
技術、知識を習得できます。
全コースを終了し、技術習得された方には、（財）日本穀物検定協会（関東支部：ちばコメ粉食品普
及会会員）の認定証書が交付されます。
この機会に、米粉普及指導員の資格取得を目指して
みませんか？
なお、「米粉食品指導員認定スクール」及び「米粉パ
ン専門コース」も引続き募集しています。

●連絡・問い合わせ先 財団法人 日本穀物検定協会 料理研究所
（東京都中央区日本橋兜町 15-6 製粉会館 2 階）
ＴＥＬ ０３－６６６１－９３８１、E-mail ryori@kokken.or.jp
URL http://www.kokken-ryori.jp
E-mail ryori@kokken.or.jp
※ 講座の日程・時間、講座内容等の詳細は以下アドレスの案内チラシをご覧下さい。
・「米粉食品指導員認定スクール」
米粉ケーキ・調理コース
５月２６日スタート！
米粉パンコース
６月１３日スタート！
http://www.kokken-ryori.jp/file/nintei-pan4,cake5.pdf
・「米粉パン専門コース」
５月２３日スタート！
http://www.kokken-ryori.jp/file/senmon2011.05.pdf
・「夜間（月）と土曜日講座」
米粉ケーキ・調理コース
６月２０日スタート！
米粉パンコース
６月１３日スタート！
http://www.kokken-ryori.jp/file/yakan.pdf

◇ 米粉料理教室

やさしいたべもの遊び「米粉遊び」

（東京都） NEW!

～「米粉」をテーマにした自然食ワークショップ～
やさしいくらし研究会は１８回目のテーマとして「米粉」を使った料理教室を開催します。
やさしいくらし研究会のスタッフで"米粉マイスター"のゆりさん（とうきょう米粉ネットワーク会員）
が、もちふわのフォカッチャをはじめ、ニョッキや道明寺フルーツケーキなどバリエーション豊富なメ
ニューをご紹介！！小麦粉、卵、乳製品を使わないので、アレルギーのお子さまにも安心です。
「小麦粉とどう違うの？」「どんな風に使えるの？」米粉の特質を知れば、調理も片づけも実は簡
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単。お料理におやつにと無限大に可能性が広がる米粉使いのコツをしっかりお伝えします。
主催 やさしいくらし研究会
日程 5 月 23 日（月）、 27 日（金）／井草（杉並区）
5 月 25 日（水）／阿佐ヶ谷（杉並区）
時間 10 時 30 分から 13 時 30 分まで（受付： 10 時 15 分より）
定員 各 12 名様（※託児受付可）
費用 3,500 円
※講習内容、お申し込みについては、以下ホームページをご覧下さい。
ホームページ http://www015.upp.so-net.ne.jp/yasashiikurashi/index.htm

◇ 米粉料理教室「おうちで簡単！米粉スイーツ」第１回

（東京都）

～ご家庭でも気軽に作れるカラダにやさしい健康スイーツを楽しもう！～
次のとうきょう米粉ネットワーク会員企業３社協力のもと、米粉の基本的な知識や使いこなすコ
ツを学べる米粉料理教室が開催されます。
小麦粉の代用としてではなく、積極的に米粉を使う理由を学んでいただける講座ですので是非
ご参加いただきカラダもココロもヘルシーになりましょう！
主催：クリナップ株式会社「ドリーミアクラブ」
有限会社シンクネクスト（今別府靖子）
協賛：株式会社波里
日時
場所

平成２３年５月２９日（日） １２：００～１５：００
パーティスペースDreamia新宿(クリナップ新宿ショールーム内)
新宿区西新宿 3-2-11 新宿三井ビル 2 号館 1 階
定員 １０名（定員に達し次第、締め切らせていただきます）
費用 一般会員価格４，５００円 プレミアム会員価格４，０５０円 （税込）
講師 （有）シンクネクスト 今別府靖子
締切 平成２３年５月２７日（金）１２：００まで
※講習内容、お申込については以下のホームページをご覧ください。
ホームページ http://dreamiaclub.jp/learn/dtl/c_2277.php

◇ フードシステムソリューション２０１１「米粉ビジネスフェア」（東京都）NEW!
会 期：８月３１日（水）～９月２日（金）
会 場：東京ビッグサイト東ホール
主 催：財団法人日本穀物検定協会

●出展者の募集について
現在出展者を募集しております。関心のある方は以下のホームページをご覧ください。
なお、出展される場合は、直接お申込み願います。（申込期限５月３１日（火））
●フードシステムソリューション事務局
TEL:03-3503-7319
FAX:03-3503-7620
ホームページ http://www.f-sys.info/
開催と出展の案内パンフレット http://www.f-sys.info/pdf_files/powrex.pdf

●来場される方へ
５月１０日から事前来場登録が開始され、以下の登録フォームからご登録いただきますと、当
展示会に無料（通常１，０００円）で入場できます。
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登録フォーム

https://www.f-sys.info/registration/

***********************************************************************************
＜ ４ ＞ 事務局からお知らせ
●米粉食品に関する情報は・・・
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/index.html
●関東米粉食品普及推進協議会員を募集！「各都県協議会事務局まで」
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/index.html
●ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ「米粉倶楽部」公式サイト
http://www.syokuryo.jp/komeko/index.html
●皆様のご意見・ご質問、ご要望をお待ちしています！！
ＦＡＸ ０４８－６０１－０５４９
「関東米粉食品普及推進協議会事務局」

関東米粉食品普及推進協議会事務局 （関東農政局食糧部消費流通課内 TEL： 048-740-0109 ）
＊メルマガバックナンバー ⇒ http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/index.html
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