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 米粉は世界のトレンド！    

～グルテンフリー・食物アレルギーにも安心 
              米粉の魅力～ 



小麦表示とグルテンフリー表示の違い 

20ppm以下のグルテンの量で小麦アレルギー患者さんはアレルギーを発症
する可能性がある。 

対象者 表示方法 対象物質 

小麦 
表示 

小麦アレルギー 
患者 

小麦が原材料に使用している際
の表示（日本の管理上の表示の
閾値は 
小麦タンパク質１０ｐｐｍ） 

小麦タンパク質 

（水可溶性タンパク質及び  
水不溶性タンパク質（グルテ
ン）） 

グルテンフリー 
表示 

セリアック病 
患者 

グルテン（小麦、大麦、ライ麦、
オーツ麦等）がグルテン２０ｐｐｍ
以下の差異に表示 

グルテン（小麦、大麦、ライ
麦、オーツ麦等） 



表示されるアレルギー物質（特定原材料等について） 

必ず表示される７品目（特定原材料） 卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに 

表示が勧められている２０品目 
（特定原材料に準ずるもの） 

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、

大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やま
いも、りんご、ゼラチン 

日本の食物アレルギー表示 27品目 

 

必ず表示される７品目(特定原材料） 
 

 
 
 
 
 

 卵     牛乳     小麦      そば       落花生      えび      かに 



出典：消費者庁ＨＰより 

食物アレルギーの原因物質 

鶏卵 
 35.0% 

牛乳 
 22.3% 

小麦 
 12.5% 

落花生 5.6% 

果物類 5.5% 

魚卵類 3.9% 

甲殻類 3.6% 

木の実類 3.3 % 

魚類
1.9% 

そば1.5 % 大豆 
1.2% 

その他, 3.6 % 

鶏卵 35.0  % 

牛乳 22.3  % 

小麦 12.5  % 

落花生 5.6  % 

果物類 5.5  % 

魚卵類 3.9  % 

甲殻類 3.6  % 

木の実類 3.3  % 

魚類 1.9  % 

そば 1.5  % 

大豆 1.2  % 

その他 3.6  % 



出展：消費者庁ＨＰより抜粋 

食物アレルギーの年齢別原因食物 



米粉（グルテンフリー）でいろんな食品が出来ます！ 

米粉料理名 使用における米粉の特長、材料等 
米粉の
割合 

天ぷら 油の吸収を抑えカラッと揚がるのが米粉の特徴 １００％ 

から揚げ から揚げの衣を米粉でカラット揚がる １００％ 

ホワイトソース 
牛乳５００ｇに米粉３０～４０ｇを加え、加熱しとろみがつけば、
最後にバター２０～４０ｇを風味付けに 

１００％ 

とろみつけに！ 米粉を水で溶き、とろみ付けに １００％ 

グラタン 米粉ホワイトソースをベースに １００％ 

お好み焼き、たこ焼き 
米粉＋卵＋長芋＋だし汁で衣を作り、キャベツ、ネギ、紅
ショウガ等を加え 

１００％ 

とんかつ、コロッケなど 
具に米粉を薄くまぶし、溶き卵、パン粉の順に衣をつける。
米粉は溶き卵をはじかずきれいにパン粉が付きます 

１００％ 

クッキー 米粉に米油、オリーブオイルやバター＋砂糖等で １００％ 

シュークリーム シューもクリームも米粉を主原料に １００％ 

アイス 
牛乳又は豆乳＋米粉＋砂糖、加熱後＋リキュール、甘酒、
生クリームなど→冷凍→撹拌→冷凍 

１００％ 

ロールケーキ 米粉１００％使用でしっとりロールケーキが作れます １００％ 

麺 高アミロース米でより麺加工適性が高まります ７０～１００％ 

クレープ 米粉＋牛乳又は豆乳＋卵＋砂糖 １００％ 

米粉１００％パン 米粉＋砂糖＋塩＋オイル＋イースト＋ぬるま湯（70～80%） １００％ 



微細粒粉に製粉された日本産米粉は、小麦粉に代わる食材として優れた食材です。 
 

米粉の調理における特性 
  
◆粘りやとろみなど増粘として  
「とろみ」をつけるのに簡単で使いやすいです。 
ホワイトソースなどヘルシーで簡単にできます。  
また、ケーキなどスイーツに使用すると「しっとり、滑らかさ」を出すことができます。 
 

◆油の吸収率が低い 

米粉は、小麦に比べ油の吸収率が低く、天ぷら、フライ料理では「カラッとサクサク」ヘル
シーな料理ができます。   
 

◆くせがない 
米粉は味に「くせ」がないため、各種調料や食材との相性に優れています。   
 

◆各種食材との相性が良い  
米粉は各種食材との相性が良く、さまざまな調理に幅広く使えます。   
 

◆小麦粉に代わる食材の米粉 

微細粒粉に製粉された米粉は、小麦粉に代わる食材としてさまざまな食品に使用できま
す。 
 

◆米にはグルテンがない 
米にはグルテンを含まないので、グルテンフリーなどの食品需要にも対応きる食材です。 



食品名   
 Food name 

玄米 
brown rice 

精白米 
Polished rice 

ひよこ豆 
Chick pea 

大豆 
Soy 

                      エネルギー        Energy 350kcal 356kcal 374kcal 417kcal 

一般成分 
General 

ingredients 

たんぱく質     Protein 6.8g 6.1g 20.0g 35.3g 

脂質       Ipid 2.7g 0.9g 5.2g 19.0g 

炭水化物     Carbohydrate 73.8g 77.1g 61.5g 28.2g 

ミネラル
Mineral 

ナトリウム      Sodium 1mg 1mg 17.0mg 1mg 

カリウム          Potassium 230mg 88mg 1,200mg 1,900mg 

カルシウム      Calcium 9mg 5mg 100mg 240mg 

マグネシウム   Magnesium 110mg 23mg 140mg 220mg 

リン            Rin 290mg 94mg 270mg 580mg 

鉄             Iron 2.1mg 0.8mg 2.6mg 9.4mg 

その他 
Other 

ビタミンE      Vitamin E 1.4mg 0.1mg 10.9mg 25.1mg 

ビタミンB1    Vitamin B1 0.41mg 0.08mg 0.37mg 0.83mg 

ビタミンB2     Vitamin B2 0.04mg 0.02mg 0.15mg 0.30mg 

ナイアシン      Niacin 6.3mg 1.2mg 1.5mg 2.2mg 

食物繊維     Dietary fiber 3.0g 0.5g 16.3g 17.1g 
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            食品に含まれる栄養素            ※日本食品標準成分表による 



スイーツ 

シフォンケーキ 
ロールケーキ 

カステラ シュークリーム 

ケーキなどスイーツに使用すると「しっとり、滑らかさ」を出すことができます。 
デザートなどに使用すると、「なめらかさ」を出すことができます。 

アイスクリーム 

komeko50研究会 萩田 



食パン 

ハンバーグ 

カツサンド 

ピザ サンドイッチ 

グルテンフリー米粉パン 

米にはグルテンを含まないので、グルテンフリーなどの食品需要にも対応きる食材です。 

 
 米はグルテンを含まないので、そういった食品需要にも対応
できる、素晴らしい米加工素材です。 



マカロン ビスキュイ・ア・ラ・キュイエール 

チュイール 

クッキー 

ビスケット 

フロランタンクッキー 

クッキー 
さまざまな食材との「色」の相性が良いため、料理からお菓子まで、そ
の利用の幅は広く、価値の高い素材です。 

Rice flour has excellent “colour” compatibility with 
various cooking ingredients. As the scope of its use is 
truly wide, ranging from a variety of dishes to sweets, it 
is a dietary material of high value.  

米粉は各種食材との相性が良く、料理からお菓子までさまざまな調理に幅広く使えます。 
komeko50研究会 



惣 菜 

たこ焼き 

天ぷら 

パスタ 

うどん ニョッキ 

微細粒粉に製粉された米粉は、小麦粉に代わる食材としてさまざまな食品に使用できます。 

米粉は、小麦粉に比べ油の吸収率が低く、フライ料理に利用すると、「さっぱり」としたヘル
シーな料理を作ることができます。 

米粉は、小麦粉に比べ油の吸収率が低く、フライ料理
に利用すると、「さっぱり」としたヘルシーな料理を作る
ことができます。 
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ドイツ・イタリア・フランスの日本産米粉製品ＰＲ  
試食会・商品説明・意見交換会 2017年10月7日～21日 

調理デモ・試食食品 
 

★ベシャメルソース 
★パスタグラタン（ベシャメルソース使用） 
★オリーブパスタ 
★シフォンケーキ 
★パウンドケーキ 
★クグロフケーキ 
★クッキー（3種類） 
★バームクーヘン 
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熱心にプレゼンに見入る参加者 真剣な表情で調理デモを見つめる参加者 

調理したての料理を試食 商品説明にもしつもんが相次いだ 



 欧州へのプロモーション活動   
2018年2月24日～31日 スペイン・マドリードで 

米粉食品の立食形式での試食会及び意見交換 

「レストランウィーク オープニングイベント」 



スペイン大使公邸での調理試食提供が好評 
「天皇誕生日祝賀レセプション」の招待者へ 

２９日は、在スペイン大使館からの声掛けもあり大使公邸で持たれる「天皇誕 

生日祝賀レセプション」参加が急遽、今プロジェクトに組み込まれました。スペイン国内有数の日本食輸入卸など５事
業者の１つとして〝出展″しました。 

同レセプションは、毎年この時期に開かれており、今年もマドリード市郊外の広大な大使公邸の敷地にテント張りのレ
セプション会場を設け、現地政府・企業関係者等５００人余りが招待者され「平成天皇最後の誕生日」（水上正史駐ス
ペイン大使）を祝いました。懇親では、公邸の調理人たちが和食を提供し日本から卸が輸入した日本酒などがふるま
われました。 

スペイン米粉プロジェクト２０１８  １１月２８日から１２月２日まで 





欧州3か国のグルテンフリー粉の取り扱い状況 
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2017年10月7日～21日聞き取り調査 

欧州3か国 
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（欧州3か国） 
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米粉の取扱い理由 
（欧州3か国ドイツ、イタリア、フランス 60業者等から聞き取り） 
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米粉調理研修会、商品開発、講演のご相談は  
Komeko50研究会 代表 萩田 
E-mail   : E-mail : komeko5050@gmail.com 

本日はありがとうございました 


