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米粉で地域と日本を変える！
特
集

■商品説明にも高い関心
　（10月 18日、パリ市内）

欧州で国産米粉の輸出プロモーション活動
用途別基準、ノングルテン表示普及に「地方説明会」を開催

■　２頁～４頁：欧州で米粉・米粉製品の輸出アピール
■　５頁～８頁：地方説明会から
■　９頁：専門委員会、部会を開催
■　１０頁～１１頁：トピックス（米粉展示、食料自給率ほか）
■　１２頁：編集後記

■調理デモを真剣な表情で見守る人たち
　（10 月 13 日、ミラノ市内）

■全国８か所で開催された「地方説明会」
　（7月 26日、札幌会場で）

■専門委員会も始動した（9月 26日、第３回認証委員会）
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米粉・加工品、料理レシピに強い関心　　　　
　　　　　　～欧州３か国でプロモーション活動～
　欧州へ日本産の米粉・加工品を売り込もう――と、NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク

（CAP.N）は、１０月８日から２週間にわたって欧州３か国（ドイツ、イタリア、フランス）
を訪問し、現地のグルテンフリー食品製造・販売事業者、消費者等との試食・意見交換会や店
頭での米粉ＰＲなど多彩なプロモーション活動を行いました。この取り組みは、農林水産省の
補助事業「平成２８年度コメ・コメ加工品輸出特別支援事業」の中の「日本産コメ・コメ関連
食品のプロモーション活動の強化支援」の一環で実施したものです。

　この活動は、現在進められている世界一厳しいグルテン含有量 1pp ｍ以下のノングルテン米粉の
民間認証やノングルテン米粉を使った加工品の製造・販売が具体化する前に、グルテンフリー市場が
拡大している欧州でグルテンフリー食品の基準であるグルテン含有量 20ppm 未満より優位性を持つ
我が国のノングルテン米粉製品を欧州の関係者に周知をはかるとともに、輸出につなげるために取り
組むものです。プロモーション活動は、ドイツ（ケルン）、イタリア（ミラノ）、フランス（パリ）の
３か国で、ホテルなどの会場を借り切り、現地のグルテンフリー食品製造・販売事業者や健康食品販
売店主、関心のある消費者を招いて、日本産米粉の調理デモ、試食会、商品説明会、意見交換などを
行いました。商品説明では、今回、サンプル輸出に参加した６社のグルテンフリー米粉や米粉加工品
を陳列し、用途ごとの加工適性に優れた点についてもＰＲ。ほかに、健康食品店舗での用途別基準を
テーマにしたＣＤやバナーフラッグ、英、仏、独、伊語で紹介した海外向け販促用リーフレットを使っ
ての商品ＰＲや店頭での消費者アンケートを行い、また、日本から持参した米粉クッキーの試食提供
も行うなど精力的に活動しました。

◇
　プロモーション活動は、ドイツ・ケルン市内で開かれている世界最大の食品見本市ＡＮＵＧＡの視察
を皮切りにスタート。出展者等と意見交換しました。ケルン市内のホテルで行った「試食・商品説明」
には現地ホテルのシェフや消費者が参加。グラタン、シフォンケーキなどの調理デモでは、殆んどの人
が初めての米粉料理を味わいました。意見交換では「米粉輸出の展望は」「店舗価格はどのくらいに」「グ
ルテンフリーに関心がある。日本産米粉が入手できたら自分たちで何ができるか考えたい」等の質問、
意見がありました。また一行は、在デュッセルドルフ日本総領事館の水内龍太総領事とも面談しました。
　続くミラノでは、市内の調理専門学校で「試食・商品説明」を行いました。意見交換会では「ピザ
を作るとき、並べられているどの米粉でどうすればいいのか」「ベシャメルソースが滑らかで、イタ
リア産米粉では作れない」といった声が聞かれました。一行は、ジェトロ在ミラノ事務所の小林浩人
所長とも情報交換しました。
　同様な試食会、店頭での商品展示説明会、意見交換会は、最終目的地のパリでも行いました。その
中では、調理したベシャメルソースに対し、「甘い、軽いものを作るのには最適な食材だ」と、評価
されました。
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■ 賑うジャパンパビリオン（10 月 8 日、ケルン市内） ■ 地元消費者の質問に答える（10 月 8 日、ケルン市内）

■ 参加者の前で萩田氏が調理デモ（10 月 9 日、ケルン市内） ■陳列した国産米粉をチェックするドイツ人関係者
　（10 月 9 日、ケルン市内）

【ドイツ】

【イタリア】

■陳列された米粉・加工品
　（10 月 13 日、ミラノ市内）

■試食、商品説明、意見交換会会場の調理専門学校
（10 月 13 日、ミラノ市内）
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【イタリア】

【フランス】

■あいさつをする島田理事長（10 月 13 日、ミラノ市内）

■街路の特製テラスで店頭 PR（10 月 14 日、ミラノ市内）■参加者には米粉・加工品をお土産に
（10 月 13 日、ミラノ市内）

■調理したばかりの料理を試食（10 月 13 日、ミラノ市内）

■日仏問わず初めて米粉加工品を口にした人は多かった
（10 月 19 日、パリ市内）

■試食して味を確かめる人たち
（10 月 18 日、パリ市内）
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　NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）は日本米粉協会と連携し、３月末に
公表した用途ごとの加工適性に関する「米粉の用途別基準」、グルテンを含まない米粉製
品の表示に関する「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」の内容を広く普
及・啓発するための「地方説明会」を、７月 14 日の仙台会場を皮切りとして、8 月 18 日
の東京会場に至る全国８か所で開催しました。同説明会は、農水省の補助事業「革新技術
等波及展開支援事業（米粉）」を活用して開催したものです。

 「地方説明会」全国８か所で開催

　説明会には、北海道（札幌会場）から九州（福岡会場）までの全国８会場に、米粉の製造・流通・
販売に関わる方をはじめ、米粉商品の製造、米粉料理に携わる方、グルテンを含まない食物に関
心のある方、学校給食関係者、米粉生産者、農業団体など、川上から川下に至る各界各層から多
数の参加があり、CAP.N 担当者の説明に熱心に耳を傾けました。また、各会場では① 1ppm 以
下のノングルテン表示・認証のあり方②用途別基準の運用とコスト③米粉の消費拡大④米粉の海
外輸出対策⑤原料米の生産・確保対策⑥新規需要米の以外の伝統的米粉製品の扱い⑦国の支援策
――など多岐にわたる活発な意見・質問（質疑応答）が出されました。さらに、説明会では、5
月 25 日に旗揚げした日本米粉協会設立の紹介とともに、協会への協力、加入を呼びかけました。

用途別基準でつくる米粉レシピが動画に
　説明会の冒頭では、米粉を使った料理をもっと身近に感じ、多くの人に取り入れてもらおう
と、CAP.N が新たに製作した「米粉の用途別基準　（１番・２番・３番）でつくる米粉レシピ」
の動画も上映され、好評でした。内容は、１番米粉のソフトタイプで作るシフォンケーキ、同
ミドルタイプで作るロールケーキ、お好み焼き、鶏の唐揚げ、２番米粉で作るグルテンフリー
米粉パン、ニョッキ、３番米粉で作るラザニア、同ハードタイプで作る生パスタ――の８種類
の料理方法を映像とナレーションで解説しています。上映時間は約 15 分。日本の米粉を海外に
も知ってもらおうと英語版
も制作しました。なお、Ｄ
ＶＤは販売しておりませが、
内容などについては、CAP.
N と日本米粉協会のホーム
ページ上で閲覧できます。
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　「地方説明会」（８会場）では多彩な意見・質問が出され、またアンケート調査にも多くの声が寄
せられました。これらについて、項目別に集約しました（要約）

米粉加工食品にもノングルテン表示を
～意見、質問　アンケート回答の項目別集約～

■ノングルテン表示、認証について
〇 1ppm 以下をノングルテンと表示するガイドラインは厳しい。コストも高くなる。
〇ノングルテン表示について厳密に管理すれば、1ppm 以下というのは難しいと思う。これに準じる
　「グルテンフリー」表示ガイドラインも策定してもらいたい。
○ 1ppm 以下はかなり厳しい。それだけ米粉製造工場の認証はすごく大事。
〇米粉を使用した加工食品についてのノングルテン表示は、検証上難しいとのことだが、ノングル　
　テン米粉を使用して加工食品を製造するメリット、付加価値をつけて販売したいと思う。何らか
　の方法、検証等で加工食品にもノングルテン表示ができるようお願いしたい。
〇消費者の口に入る段階では、米粉ではなく加工食品となる。
　その加工食品への「ノングルテン認証」を策定しないと米粉拡大につながらない。
○米粉を製造しているが、ノングルテン表示の認証機関はどこがやってくれるのか。工場の監査基準、
　工程管理についてスケジュールはあるのか。
〇ノングルテンの米粉を作る際にコンタミした際の工場ラインの機械の洗浄方法等を具体的に教え
　てもらいたい。
■米粉の海外輸出について
〇ノングルテンについては、国内のみならず、海外の需要も見込まれることから、海外での認証を
　得られる制度を国として設定してほしい。
○日本の米粉 1ppm 以下をノングルテンと表示する基準はすごく厳しく、素晴らしいと思う。国際
　競争力からいっても輸出にアピールできると思う。

■会場からは活発に意見・質問が出された（8 月 18 日、東京会場）
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■米粉の用途別基準、コストについて
〇粒度について、基準以外にも数値表記をするなど、小麦のようにたくさんの分類が今後必要になる。
○ケーキ屋で４種類の米粉を使っているが、全部出来が違う。使う側からの要望として、米粉の粒度、
　アミロース含有率、澱粉損傷度などの数値表記をされたい。
〇用途別基準を参考とするというより、澱粉損傷度とアミロース含有率等数値を表記されたい。
〇澱粉損傷度について、一律 10% とすると、製パン時においては、仮に４％の米粉と 10% の米粉では、
　加水量は大きく異なるので、より細分化した表示が必要ではないか。
〇販売されている各メーカーの米粉の成分表示（粒度、澱粉損傷度、アミロース含有率、水分含有率）
　の表記がないため、どのような米粉が販売されているか分からない。これらの成分情報をＷＥＢサ
　イトで知ることができると助かる。
〇用途別基準に関しては自主的に行うこととなっているが、第三者機関で検査してくれるところがあ
　れば良い。簡単に検査できるようになれば全体の底上げになる。
〇用途別基準を１、２、３番で区別するのは難しいのではないか（もう少し細分化が必要）。
〇 1 番～３番に当てはまらない物は「４番」として特殊用途にできないか。
○用途別基準が表記されているメーカーを公表されたい。
○自社の米粉で製品を作っているが、粒度は 100 ～ 110㎛、水分含有率 10％以下だが、パンやケー
　キにもこの米粉は十分使える。これだと、１、２、３番とはうたえないのか。
○米粉は価格的に小麦より高い。新規需要米でも多収米などの開発はどうなっているのか。この辺の
　進み具合の情報がほしい。
○グルテン 20％添加の米粉パンを学校給食に提供している。栄養士によると、子どもたちはおいしいと
　言って残さず食べてくれるので増やしたいが、小麦パンに比べ高く、増やすと給食費が上がってしまう。
〇用途別基準を満たすには、新たな設備投資などが必要となるが、消費者や取引先から要望があった
　としても、販売規模や経営状況を考えると、導入・改善が現状では困難だと思える。
〇現在、新規需要米の原料相場が上昇基調の中、今後の米粉市場拡大のためには、原料、製造コスト
　の削減を行い、製品価格を小麦レベルにする必要性があるかと思う。
■米粉の消費拡大について
〇１、２、３番と表示された米粉が店頭に並ぶようになるのは歓迎する。これを機会に消費者にもっ
　と広くアピールしてほしい。

■熱心にアンケートに記入する参加者（7 月 14 日、仙台会場） ■会場で上映された米粉料理レシピ動画
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〇米粉普及するには、市場を拡大し、スーパーや個人商店、百貨店、コンビニなど身近に手が届くよ
　うにならないと消費者の元に広がらない。
〇一般消費者に対してもう少し広めないと、製品の消費拡大につながらない。
〇消費者に向けてのイベントや料理教室を行って、用途別基準の普及に努めてほしい。
〇米粉の消費拡大については、ヒット製品が必要だと思う。また、これが生活の一部となり、日常的
　に米粉があって当然であることが必要だ。
〇製粉会社へのＰＲだけでなく、東京オリンピック・パラリンピックに向け一般消費者へのＰＲ活動
　も行ってほしい。
〇米粉と比較し、小麦粉の方が安いので「小麦の代わりに米粉でも作れます」という案内だけでは、
　なかなか小麦粉から米粉に切り替えることができない。米粉だからこそできること、米粉でないと
　不可能なことを検討していただきたい。
〇米粉は老化が速い点もあるので、これに米ゲルを添加することによって、瑞々しさや柔らかさ、保
　形性が向上する。米粉 × 米ゲルで、ノングルテンのおいしい食品ができる。
■原料米の生産、確保について
〇米の生産調整が見直された後の原料米確保は大丈夫か。
〇米粉用米の原料確保が難しくなってきている。平成 27 年産からの制度変更により飼料用米の方が
　手取りが多いという。独自に差額補填を出しているが限界がある。米粉需要の拡大の追い風の中、
　そのギャップを国や都道府県で対策を検討してもらいたい。
〇近い将来、原料の確保が難しくなるのではないか。飼料米優先に生産者やＪＡを含め偏っているの
　で、早急に米粉用米の生産が確保される対策を検討されたい。
〇新規需要米の生産が地域により大きなブレがあり、原料確保もままならない。飼料米生産が優位な
　状況により、米粉用米の確保が難しい。
〇米粉用米の生産者への支援が、水田活用の交付金では飼料用米と同制度になっており、どうしても管
　理が省力できる飼料用米を作付けした方がよいという生産者が多く、新たな米粉生産者が出てこない。
〇米の消費拡大の為に、加工用米と新規需要米を一本化できないか。
■国の支援策等について
〇ノングルテン米粉の製造にはコストがかかる。技術的なアドバイス、サポートの体制を国もつくっ
　てほしい。
〇農水省から給食のパンへの米粉利用に助成ができたらよいと思う。
■新規需要米以外の伝統的米粉製品について
〇日本には上新粉、白玉粉、もち粉など旧来の伝統的な米粉が多く、食文化としても定着している。
　米穀粉の生産量は 8 万 4,000㌧ある。これに対して新規米粉は２万㌧ある。あえて米粉を使わずに、
　米穀粉全体を指す伝統的な米粉も入れてはどうか。団子用の米粉は何番になるのか。
〇従来「米粉」と呼んできた米穀粉を引き続き「米粉」と呼べるようにしてほしい。旧来の米粉文化
　が先細るばかりになってしまう。
〇日本古来の米粉菓子の新しい商品を考えた方がよいのではないか。グルテン添加でなく、その他の
　物を添加する新しい考えはないのか。
〇新規需要米についての用途別区分について、従来の米についての区分があってもいいのではないか。　
　和菓子用とか団子など、ノングルテン菓子の代表ではないのか。
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　日本米粉協会（服部幸應会長）は、「米粉用途別基準」
及び「ノングルテン認証」の普及に向け、同協会理
事会の決定に基づいて設置された認証委員会、品質
向上委員会、新規米粉製造部会を相次いで開催しま
した。この中では、用途別基準の表示方法（記載例）
及び統一ロゴマーク図案、米粉のノングルテン認証
要領及び工場監査基準の策定などについて協議を重
ねています。

認証委員会（委員長：大坪研一・新潟薬科大学応用生命科学部教授）
○第１回委員会＝６月 30 日（金）　○第２回委員会＝７月 19 日（水）　○検討会＝８月７日（月）
○第３回委員会＝９月 26 日（火）
　米粉のノングルテン認証要領、工場監査基準の策定等について協議しました。この中では、米粉の
ノングルテン認証の審査、登録手続き等の具体的な方法やノングルテン米粉加工製品表示への対応、
コンタミ防止、ノングルテン認証ロゴマーク使用規程、ＨＡＣＣＰ等についても幅広く論議を行いま
した。委員会では、加工製品の認証についても、「認証要領」の中で対応することで了承されました。
ほかに米粉の海外輸出の可能性と課題についても意見が出されました。

品質向上委員会（委員長：米屋武文・静岡文化芸術大学名誉教授）
○第１回委員会＝７月 24 日（月）　○第２回委員会＝９月 25 日（月）
　米粉の用途別基準（１番、２番、３番）導入に向けての普及方策、消費者に向けた認知度向上策、
統一ロゴマークの図案、基準の運用幅等について協議しました。委員会では、米粉商品パッケージ《袋》
の用途表記の記載例が示されたほか、米粉を買ってくれる消費者に対し、料理講習会等の場を活用し
て米粉のＰＲ活動をしてほしいとの要望もありました。

新規米粉製造部会（部会長：小城年久・小城製粉㈱会長）
○第１回委員会＝８月 21 日（月）
米粉製造事業者 18 社が出席。米粉の需要拡大に向けての方策や米粉用米の需要情報の発信、原料米
の確保策、マッチング（商談会）開催等について協議しました。

用途別基準の表示、ノングルテン認証など協議　　　　

専門委員会、部会を相次ぎ開催

■ 用途別基準の表示方法などを協議する品質向上委員会
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　農林水産省は 9 月 11 日から 15 日まで、東京・
霞が関の同省「消費者の部屋」で「お米で日本を
元気に！～食べて！見て！知ろう！　お米・米粉
の魅力～」“ 米粉の週 ” 特別展示会を開きました。
　特別展示会場では、多彩な米粉商品の展示、パ
ネル・ポスターによる展示、NPO 法人国内産米
粉促進ネットワーク（CAP.N）が制作した「米粉
の用途別基準　１番・２番・３番でつくる米粉レ
シピ」のＤＶＤも放映されました。開催期間中は
“ 日替り試食イベント ”（米粉パスタ、米粉カレー、

米粉スナックなど）が行われ、多くの来場者で賑わいました。米粉パスタを試食した 20 代の女性か
らは「とても美味しい。米粉の麺類も多く食べたいですね」
との声も聞かれました。また、米粉の用途別基準紹介パネ
ルに見入っていた高齢の夫妻は「米粉が買い求めやすくな
るのでは」と期待していました。さらに、開催期間中には、
農水省内の４つの食堂で米粉フェアとして、米粉を使用し
た特別メニューによる食事（米粉入り油淋鶏、米粉の鶏か
ら黒酢、米粉うどん、鹿肉コロッケと米粉のイカフライ、

米粉カツ丼、米粉
カツカレー）も提
供され、好評でし
た。

農水省「消費者の部屋」で米粉特別展示
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食料自給率３８％　過去２番目の低水準に
　農水省が 8 月に公表したカロリー（供給熱量）ベースの 2016 年度食料自給率は前年度から 1 ポイント減
の 38％となり、米の大凶作で 37％だった 1993 年度に次ぐ史上２番目の低さになりました。食料自給率は
６年連続で 39％の横ばいが続いていました。自給率の高い米の消費減退に歯止めがかからないことに加え、
北海道での大雨による小麦やテンサイなど畑作物の不作の影響が重なりました。食料自給率は 1960 年度の
79％をピークに低下傾向が続き、国は現行の食料・農業・農村基本計画の食料自給率目標（2025 年）とし
て 45％に高めることを掲げていますが、足踏み状態が続いています。一方、生産額ベースでは 2 ポイント
増の 68％と２年連続で増加しました。これは、畜産物や青果物価格などが上昇したことが影響しています。

米の作況指数、１００の「平年並み」
　農水省は 9 月末、2017 年産水稲の 9 月 15 日現在の全国作柄概況を発表しました。これによると、全国
の作柄は作況指数 100 で、2015 年産以来の「平年並み」が見込まれています。地域別には、東北の太平洋
地方や関東で登熟期の日照不足影響し、前回調査（8 月 15 日時点）より作柄を下げた産地が目立ちました。
一方で、近畿以西は生育が順調に進みました。

スイスで国民投票　食料安保を憲法に明記
　スイスで 9 月 24 日、食料安全保障を連邦憲法に明記するかどうかを問う国民投票が行われ、賛成が 70％
に達し、可決されました。憲法に食料安保が明記されたのは、主要国では初めてです。食料安保に関する国
民投票は、農業の自由化進展などに危機感を覚えたスイス農業者連盟が、2014 年に発議しました。酪農で
知られるスイスは山岳地が多く、カロリーベースの食料自給率は 50％と欧州の中でも下位です。

ＪＣ総研が米粉商品の消費行動で調査
　（一社）ＪＣ総研が６月末に発表した「米の消費行動に関する調査結果」では、米粉製品についても調査
しています。それによると、米粉商品を買う理由については、「もっちり感が好きだから」が 58.0％（前回
61.0％）と減少しましたが、６割弱で群れを抜き、次いで「健康に良いから」が 21.1％（同 18.8％）と増
加し、初めて２割を超えました。属性別には「もっちり感が好きだから」は既婚女性で 59,9％（同 66.5％）
と大きく減少しましたが、単身女性で 70.1％（同    60.2％）と大きく増加しました。「健康に良いから」は
既婚女性で 24.0％（同  19.6％）と増加、単身女性で 20.6％（同 22.6％）と減少しましたが、「もっちり感
が好きだから」と同様に男性層に比べ女性層のポイントが高くなっています。また、「小麦粉を使用したも
のより美味しいから」が単身女性で 16.5％（同  4.3％）と 12.2 ポイントも大きく増加した点が注目されます。
　米粉製品の今後の購入意向については、「もっと購入したい」「現在と同じ程度買いたい」を合わせると、
37.9％（同 38.6％）と微増したものの米粉に比べ 10 ポイント以上高く、前回と同様に、米粉よりも米粉商
品の方が、購入意向が強い結果となった。属性別には、「もっと購入したい」「現在と同じ程度買いたい」を
合わせたポイントは女性層が 45％台と高く、一方、既婚男性が 33.5％（同 28.7％）と増加し、単身男性は
18.9％（同 21.5％）と減少しました。
　今回の調査は民間会社への委託を通じ、全国２, ２１４人（有効回答）を対象に 3 月中旬に行われました。
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○ “ 米粉新時代 ” 実現に向けた取り組みが具体的に動き出しました。国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ . Ｎ）
は、７月中旬から８月中旬にかけ、「用途別基準」「ノングルテン表示」に関する地方説明会を全国８会場で開
催し、日本米粉協会は「認証委員会」「品質向上委員会」「新規米粉製造部会」の専門委員会を相次いで開きま
した。また、１０中旬に実施した国産米粉・米粉加工品の輸出促進に向けた欧州３か国でのプロモーション活
動も好評で、現地飲食関係者らの強い関心を集めました。今号は、これらの動きを特集しました。

○地方説明会には、延べ６００人近い参加があり，活発な質疑応答が行われ、アンケート調査にも多くの参加
者の協力を頂き、回収率も６割に達しました。詳細は特集面をご覧下さい。また、地方説明会での意見・質問、
アンケート回答は３つの専門委員会での論議にも反映させるなど、用途別基準とノングルテン認証の普及に向
けた取り組みが着実に前進しています。一方、国外に目を転じると、国産米粉・米粉加工品の輸出促進に向け
たプロモーション活動も盛況で、大きな反響を呼びました。１０月のドイツ（ケルン）、イタリア（ミラノ）、
フランス（パリ）に続き、来年１月にはスペイン・マドリードでもプロモーション活動を予定しております。

○ＣＡＰｎｅｔ通信のスローガン「米粉で地域と日本を変える！」は、食料自給率の向上を目指す心構えを示
していますが、農水省によると、昨年度の食料自給率が３８％に低下しました。一方、食料自給率５０％で欧
州でも低位のスイスでは、このほど行われた国民投票で自国の憲法への食料安全保障の明記が賛成多数で決定
しました。これに対し、日本では今年６月に閣議決定した経済財政運営の指針「骨太方針」」からは、前年の方
針にあった「食料安全保障の確立」が消え、農水省の組織機構では、いつの間にか食料安保課（大臣官房）が
食料安保室に “ 降格 ” されています。スイスと日本では国の規模、国の成り立ちが違うとはいえ、スイスには
伝統的に「食と農について国民合意」があることを改めて実感させられた思いです。

○米粉の普及運動を展開してきたＣＡＰ．Ｎは来年、創立１０周年を迎えます。また今通信も、来年１月発行
の次号で第３０号に達します。“ 米粉新時代 ” の実現に向け、会員の皆様の協力のもとでさらなる飛躍の年に
したいと思います。（Ｔ）

編集後記

NPO 法人 国内産米粉促進ネットワーク

〒 101-0054
東京都千代田区神田錦町 1-21
大手町モダンビルディング 702 号　　　　　   　
TEL&FAX：　03-5283-6336
E-mail:　cap.net08@siren.ocn.ne.jp
CAPnet ホームページ
http://www.cap-net.jp

TEL 03-5283-6335
FAX 03-5283-7634
E-mail:　info@komeko.org
ホームページ
http://www.komeko.org

(NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク内 )


