関東米粉食品メールマガジン
第１２１号

２３．１０．１４ 【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

○ 関東米粉食品普及推進協議会が「第６２回外食産業フェア」に出展
関東米粉食品普及推進協議会は、１０月１３日（木）に、サ
ンシャインシティ文化会館３Ｆにおいて、昨年に引き続き、上
記フェアに「米粉コーナー」ブースを出展いたしました。
同ブースでは、微細米粉や様々な米粉新製品の紹介及
び試食提供など米粉の魅力をＰＲしました。
来場者は、出展会員事業者に後日の商談を申し出るな
ど、米粉製品の味や多様さに関心を持った様子でした。
なお、今回協力いただいた参加会員事業者は以下のとお
りです。
話題の米粉は注目の的！

様々な米粉・米粉製品を展示

大好評の試食提供！
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出展会員事業者一覧
【試食提供・展示ＰＲ】
出展社
東京フード株式会社（茨城）

展示品

試食品

カレールゥ、シチュールゥ、ハヤシルゥ

カレールゥ

みたけ食品工業株式会社（埼玉)

各種米粉

アレンジパンケーキ

（社）食農健（埼玉）

ドーナツ、ラスク

ドーナツ、ラスク

井上スパイス工業（株）（埼玉)

カレールゥ

カレー

（株）夢みるぱさり（埼玉）

クッキー

クッキー

（株）シガリオ（東京）

米粉、玄米コーヒー、米粉入りパン

玄米コーヒー、米粉入りパン

富士市商工会（静岡）

平麺

スイーツアレンジ平麺

【展示ＰＲ】
出展社

展示品

（株）波里（栃木）

パン用ミックス粉

（株）ふるさと（埼玉）

うどん、ドーナツ、マドレーヌ

（株）龍勢の町よしだ（埼玉）

こんにゃく

山正食品（株）（東京）

麺

共立食品（株）（東京）

ミックス粉

日本製粉（株）（東京）

天ぷら粉、パン、ケーキ用ミックス粉

多大なる協力に感謝

（株）グレイン・エス・ピー（東京）

書籍：米粉百科、米粉ビジネス事例集チラシ

申し上げます

米マイフーズ（株）（東京）

パン、ケーキ用ミックス粉

（株）三栄コーポレーション（東京）

モッフルメーカー

参加会員の皆様の

日本ニーダ（株）（東京）

パンこね機、パスタマシン

横浜シフォン（神奈川）

抹茶シフォンケーキ

○ さいたま市で米粉ミニ学習会を開催！ ＜埼玉県＞
埼玉県生協ネットワーク協議会（埼玉県米粉利
用食品推進連絡会会員）は、９月２９日（木）に、
さいたま市与野本町コミュニティセンターにおいて
米粉をテーマにミニ学習会を開催しました。
学習会は二部構成で、一部では関東農政局か
ら、「米粉は人に必要なアミノ酸バランスが優れ
ている」等の米粉の特性や、新しい食材としての
米粉の可能性について説明を行いました。
二部ではさいたまコープの佐藤氏、角田氏、冨
田氏を講師に、米
粉を使用したチヂ
ミ、クリームシチュー、カスタードクリームの調理実習を行いました。
参加者３９名からは、「米粉を使うとだまにならないので、調理が容易
であり、食器の後片付けも楽だった。」、「油の吸収が抑えられるのでヘ
ルシーだった。」等の感想が寄せられました。
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○

ベーグルしょっぷ米来直営店がオープン！ （神奈川県）

べーぐるしょっぷ米来（べえぐる）（神奈川県米粉食
品普及推進協議会会員）は、１１月１日（火）、相模原
市中央区に直営店をオープンいたします。
地元相模原市産米粉を使用し、手作りで作ったお
むすび型ベーグル、ピザ、焼き菓子、スープなどを販
売いたします。
基本的に卵・牛乳を使用していないので、アレルギ
ーの方にも安心して召し上がっていただけますし、油
を使用していないのでヘルシーに仕上がっておりま
す。（一部、卵・牛乳及び油を使用している商品もござ
いますので、店頭でご確認願います。）
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
なお、”メルマガ特典”といたしまして、１１月１日～３０日の期間にご来店いただいた方で、「メール
マガジンを見た」と言っていただくと、その場で使える「各種特典付
きクーポン券」を差し上げます。
●お問い合わせ先
べーぐるしょっぷ米来（べえぐる）
住
所 ： 神奈川県相模原市中央区星ヶ丘２丁目１３－３
営 業 時 間 ： 火、木、土、日、祝日 ７：３０～１９：００
電話（Ｆａｘ） ： ０４２－７１９－１７２２（１６日から利用できます。）
販 売 直 通 ： ０９０－９８２０－７０７１
メ ー ル ： info@bgr-shop.jp
ﾎ ｰﾑﾍ ﾟ ｰｼﾞ ： http://www.bgr-shop.jp/
マップをクリックすると詳細なページが開きます。

******************************************************************
＜ ２ ＞ “米粉”イベント情報＆案内

◇ 「米粉パン製造講習会」を開催します！ （東京都）
とうきょう米粉ネットワークと東京地域センターは、製パン業関係者の皆様を対象に、米粉パン製造
講習会を開催します。
当日は、キリン協和フーズ株式会社の製パン技術顧問 手塚氏を講師に迎え、講演及び製造実習
を行います。また、米粉の利用拡大に関する情報提供や、米粉パンの試食（株式会社木村屋總本店
提供）も予定しています。
日
時：１０月２１日（金） １３：３０～１７：３０
会
場：株式会社ADEKA 本社３F リステクノプラザ
（荒川区東尾久７－２－３５）
募 集 人 数：製パン業関係者 ５０名（先着順） ※１０月１４日（金）〆切
詳細・申込はこちら http://www.maff.go.jp/kanto/press/tokyo/110920.html
●問い合わせ先 東京地域センター ＴＥＬ： 03-3214-7312 担当：杉田、山田
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◇ 各地の消費生活展で米粉食品の販売を行います！

（東京都） NEW!

東京地域センターは、以下のイベントに出展し、「東京米粉マップ」の配布など、米粉利用拡大に関
する情報提供を行います。
あわせて、とうきょう米粉ネットワーク会員が、米粉パンの試食・販売等を行います。
※試食・販売はいつも大盛況です。なくなり次第終了します。
第３６回台東区消費生活展
日時：１０月１４日(金)～１５日(土) １０：００～１６：００（１５日は１５：３０まで）
会場：台東区役所（台東区東上野４－５－６） ＪＲ上野駅徒歩８分
※(有)尾久三河屋製パンが米粉パンの試食・販売を行います。
（米粉パンの販売は、１２：００頃から開始予定です）
詳細はコチラhttp://www.city.taito.lg.jp/index/event/kanko/36shohiseikatsuten.html
第３９回大田区生活展
日時：１０月１５日(土)～１６日(日) １０：００～１５：３０
会場：大田区立消費者生活センター（大田区蒲田５－１３－２６－１０１）
ＪＲ蒲田駅東口から徒歩５分
※(株)シガリオが玄米粉飲料・玄米粉パン等の試食及び販売を行います。
第３９回消費生活展（北区）
日時：１０月２２日（土）１１：００～１６：００ ／ ２３日（日）１０：００～１５：００
会場：北とぴあ地下１階展示ホール（北区王子１－１１－１）
ＪＲ京浜東北線北口徒歩２分、東京メトロ南北線王子駅５番出口から直結
※(有)尾久三河屋製パンが米粉パンの試食・販売を行います。
（米粉パンの販売は２２日のみ。１２：００頃から開始予定です）
詳細はコチラhttp://www.city.kita.tokyo.jp/docs/event/723/072375.htm
健康フェア＆くらしのフェスタ（日野市）
日時：１０月２３日（日）１０：００～１５：００
会場：日野市生活・保健センター（日野市日野本町１－６－２）
ＪＲ中央線日野駅から徒歩約１０分
※(株)マゴメが米粉パン、米粉めん、米粉洋菓子などの試食・販売を行います。
詳細はコチラhttp://www.city.hino.lg.jp/events/index.cfm/detail.1.93591.html
第１３回「くらしの広場」（千代田区）
日時：１１月４日（金）１１：００～１５：００
会場：千代田区役所１階区民ホール（千代田区九段南１－２－１）
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩５分
※(株)エス・ティー・ジーが米粉、米粉パンの試食・販売を行います。
第４０回目黒区消費生活展
日時：１１月５日（土）～６日（日）１０：００～１６：００（６日は１５：３０まで）
会場：目黒区民センター（目黒区目黒２－４－３６）
ＪＲ山手線・東急目黒線目黒駅から徒歩１０分
※米粉パン専門店Ｂｅｉ’ｓＭｏｒｅ（ベイズ・モア）が米粉パンの試食・販売を行います。
●問い合わせ先 東京地域センター ＴＥＬ： 03-3214-7312 担当：杉田、山田
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◇ ☆★☆

第２回米粉パン教室の開催 ☆★☆

（神奈川県）

しらいし椿米粉パン教室では、米粉パンの試食会を定期
的に行っております。ぜひ焼き立ての米粉パンの美味しさを
体感してください ! !
第２回のテーマは・・・
「米粉★バイン・ミー(※)
～ベトナム風サンドイッチの会」です。
(※)バイン・ミーとは、ベトナムの屋台で売られている、ベトナム野菜や総菜を
ふんだんに挟んだフランスパンのサンドイッチのこと。

焼くと、もちもち・パリパリとするのは米粉の特性です。
米粉を多く配合したフランスパンは、まさにその特性が最大
限に生かされています。
バターやオイルをいっさい使わず焼きあげたヘルシーな
米粉フランスパンに、有機野菜と自家製ハーブ等をたくさん
挟んだサンドイッチです。
ぜひ、ご試食にお越しください ♪♪
当日は、パンのレッスンはございませんが、米粉フランスパンの作り方のコツや美味しい召し上がり
方についてお伝えいたします。
◎開 催 日 時：１０月１５日(土) １１：００～１４：００
◎開 催 場 所：しらいし椿米粉パン教室（東急田園都市線 梶ヶ谷駅下車）
◎参 加 費：１，０００円（レシピ・ランチ・おみやげ付き）
◎参加申し込み：１０月６日(木)で終了いたしました。
◎問 合 せ 先：しらいし椿 tsubakiroll@gmail.com
ＨＰアドレス http://ameblo.jp/kacomint/

◇ 「第３５回 高崎市みんなの消費生活展」に出展 （群馬県） NEW!
前橋地域センターは、高崎市みんなの消費生活展に出展し、米粉の利用拡大に向けた情報提供を
行います。
当日は、「さわってみよう米粉」コーナーを設置し、群馬製粉㈱（米粉ネットぐんま会員）から提供い
ただいた４種類の米粉（上新粉、だんごの粉、ＪＭＥＮ №５、リ・ファリーヌ）と小麦粉との粒度の違いを
体感していただくイベントを開催いたします。
また、米粉のパネル展示、米粉レシピの配布及び食育に関するパソコンクイズ等を行います。
日 時：１０月２２日（土） ９：００～１５：３０
会 場：高崎市役所１階、中２階ロビー（高崎市高松町３５番地１）
入場料：無料
●問い合わせ先 前橋地域センター TEL： 027-221-1185 担当：渡辺

◇ フードシステムソリューション２０１１「米粉ビジネスフェア」開催
会 期：１０月２６日（水）～１０月２８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
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（東京都）

●開催のご案内について
ご関心のある方は以下のホームページをご覧ください。
●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/powrex/information.html

●来場される方へ
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。
登録フォーム https://www.f-sys.info/registration/

◇ 「利根町地場産業フェスティバル」で米粉食品をＰＲ！！

（茨城県） NEW!

利根町地場産業推進協議会（いばらき米粉食品普及しよう会会員）は、地元の農業・商業・工業を
多くの皆様に知っていただくために標記フェスティバルを開催し、併せて利根町産米「とねのめぐみ」
の米粉を使用した食品のＰＲを行います。お近くにお越しの際は、是非ご来場下さい。
なお、開催日時等及びＰＲ内容につきましては以下のとおりです。
日 時：１１月３日（木）祝日 ９：３０～１５：００
場 所：利根町保健福祉センター駐車場（利根町下曽根２２１－１）
主 催：利根町地場産業推進協議会
≪ＰＲ内容≫
★同協議会会員店舗による特産品の販売★
←≪船橋屋の米粉カステラ≫

≪利根飯店の米粉肉まん≫→

★米粉料理の試食★
メニュー：地元野菜をたっぷり使った米粉ホワイトシチュー
★米粉・新米の無料配布！！（先着順：２００名）★
配布時間：米粉（３５０ｇ）
新米（１ 合）

１１：００～
１４：００～

※数に限りがございますので、お早めのお出かけをおすすめします。
●お問い合わせ先：
利根町地場産業推進協議会事務局（利根町役場経済課農業振興係）
電 話：０２９７－６８－２２１１（内線３２４）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.town.tone.ibaraki.jp/news.php?code=47
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***********************************************************************************
＜ ３ ＞ 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 ０４８－６０１－０５３３
「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 （関東農政局生産部生産振興課内 TEL： 048-740-0428 ）
＊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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