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米粉で地域と日本を変える！

■質問、説明の応酬で話が弾む（10 月 11 日）

特集 輸出 EXPO「CAP.N ブース奮闘記」
出展事業者、海外バイヤーと熱く商談

■２～４㌻：グルテンフリー食品に注目集まる—輸出 EXPO「CAP.N ブース奮闘記」
■５㌻：スペインで Xmas 商戦プロモーション
■６～７㌻：日本米粉協会ニュース
　〇ノングルテン米粉を使用した加工品の扱い方等を検討へ
　〇アレルギー EXPO に出展
　〇米粉を幅広く紹介した児童書刊行
■８㌻：「Topix」＆「編集後記」

■海外招待バイヤーを交え開会のテープカット（10 月 10 日）

■商談スペースでは熱心な〝交渉 ″ が続いた（10 月 11 日）

■試食した来場者と即席の商談も（10 月 10 日）
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　第２回〝日本の食品 ″ 輸出 EXPO が、千葉市の幕張メッセで１０月１０日から１２日まで開かれました。NPO 法
人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）は、農林水産省の補助事業「２９－３０年度コメ・コメ加工品輸出特別
支援事業」の事業実施主体者として８製粉事業者とともに出展、２６商品を展示しました。３日間の CAP.N ブース
の様子を、時系列にたどりながら写真を交え紹介していきます。題して「CAP.N ブース奮闘記」。

　同 EXPO は、リードエグジビションジャパン（㈱が主催し、（独）日本貿易振興機構が共催、農林水産省が協力して
います。昨年度に続き２回目の開催で、来場者は主催者の速報では、海外バイヤー４，０００人を含む業界・メディア関
係者約１５，０００人にのぼりました。出展者は昨年度の２倍の６００社で、約１０，０００点を展示しました。

　
　　　　　　 １０月９日（火）
　 準備は開会前日の９日午後か

ら始まりました。各社のスタッ
フはあらかじめ搬入のため会
場に送った段ボールの荷解き
をして、紹介商品を手際よく
陳列していました。

試食→質問→説明→名刺交換（LINE）
　１０月１０日（水）
　１０日は開会式が行われ、来賓として農林水産省の新井ゆたか食料産業局長は「海外のバイヤーの方は、普段接
することのできない新しい商品を見つけてたくさん買っていって下さい。３日間，熱気あふれて（日本の）生産者
と海外バイヤーを結びつける展示会になることを期待します」とあいさつをしました。この後、来賓と海外有力バ
イヤー３０人余りでテープカットをしました。
　開会式の後、１０時過ぎから来場者が入場、各ブースとも瞬く間に人であふれていました。特に、輸出有望ジャ
ンルとして期待されている日本酒・焼酎やお茶、牛肉を中心にした畜産
や果実関係の機関・各社には試飲、試食コーナーもあることから人気を
集めていました。
　CAP.N のブースでは、８事業者２６商品が展示されました。試食では
小林生麺㈱が「グルテンフリー　インスタントラーメン」、米粉フード笑
い―とが「米粉フエットチーネ」と「米粉ラーメン」、あみちゃんライズが、
あみちゃん米粉ジェルで調理した「マンゴークリーム」、㈱波里が「生ク
リーム大福イチゴ」と「生クリーム大福ブルーベリー」を提供しました。
　海外からの来場者は試食に興味があり、試食コーナーに次から次と立 ■試食しながら矢継ぎ早に質問する来場者

〝日本の食品 ″ 輸出 EXPO「CAP.N ブース奮闘記」

グルテンフリー食品に注目集まる
海外バイヤー　試食し熱心に情報収集

■準備が始まった出展会場の全景 ■出展各社は前日からスタッフが準備
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ち寄っていきました。食べながら質問攻勢、必ず名刺を交換し即席の商
談も行っていました。中には今後の交渉のため出展社スタッフと LINE
での友だち交換をする来場者もいました。出展社は、英語、中国語など
のパンフレットを用意、自社製品を説明していました。
　イタリアから来たバイヤーは「ここで得た商品の内容を契約している
食品会社に提供して、仲介役をする。（イタリアでも）グルテンフリー食
品には関心が高いので少しでも多く情報を得たい」と話していました。

２日目が商談のピーク、「賞味期限」に関心
　１０月１１日（木）
　商談会が各社ごとに行われましたが、ピークは２日目の１１日。主催者の「マッチングシステム」からのリクエ
ストとともに、試食したバイヤーの飛び込み商談もあり、予定以上の件数となりました。商談スぺ―スは１１時か
ら１５時までは常に埋まる盛況ぶりでした。
　各社担当者によると、海外バイヤーは中国、韓国、香港、シンガポールなどアジア諸国が多く、オランダ、イタリア、
イギリスの欧州のほか豪州やアラブ首長国連邦、アゼルバイジャンなどの名前も見られました。商品では、「グルテ
ンフリー食品」としての米粉加工品に各バイヤーとも関心が高く、加工品の中でもラーメンやパスタ、アジア諸国
では和菓子に注目が集まりました。質問では、「賞味期限」と日本国内卸値と輸出国渡し価格を聞かれたケースが目

立ちました。
　また、グルテンフリー食品
が注目を集めていることから、
TV クルーが取材に訪れ、展示
品を撮影していきました。１５
日にフジテレビ系列「めざまし
テレビ」で輸出 EXPO 特集の中
で、展示品が放映されました。

出展事業者は「今後の海外戦略に生かす」と手ごたえ
　１０月１２日（金）
　最終日の１２日（金）は、日本国内の流通業者の担当者等が目立ち、情報交換をしていました。
　３日間にわたり国内外のバイヤーなど来場者と意見を交わした出展事業者は、終了後、米粉フード笑いーとの田
中順子代表取締役は「２商品を試食品として提供、高い評価をいただきました。ただ、原材料が福島県産というこ
とで、アジア圏のお客様は難しそうでした。アジア圏以外の方々には今回のご縁を大切に商談を進めていくつもり
です」と意気込みを語っていました。また、小林生麺㈱の犬飼聡営業マネージャーは「他の展示会に比べ海外のバ
イヤーの引き合いが多く、見積もりや規格書の提示を求められました。新商品として展示したグルテンフリーイン
スタントヌードルは、好評で今後の展開に期待しています」と、手ごたえを話していました。
　さらに、あみちゃんライズの佐々木弘見さんは「このような展示会は初めてのことであり、カタログや価格表、ディ
スプレイなど準備不足を痛感しました。国内外のバイヤーと交流ができ、国内でのネット通販に期待しています」。
( 株 ) 波里と連携して出展した和菓子を開発した和楽㈱の長島丈記業務部長は「米粉としての引き合いよりグルテン
フリーに関心が高かった気がします。海外のお客様から日本の和菓子が（現地で）人気があるとの情報を改めて得て、
参考になりました」と、出展で得た教訓を今後の経営や商品開発に生かしていくことを強調していました。

■ TV クルーの取材もあるなどメディアも注目

■試食したバイヤーが飛び込み商談

■２日目は熱心な商談が続いた
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　“ 日本の食品 ” 輸出 EXPO の CAP.N ブースに出展していただいた事業者と提供商品数は、

㈱ SS 製粉（富山）２商品、㈱大潟村あきたこまち生産者協会（秋田）３商品、

東亜食品工業㈱（兵庫）４商品、

あみちゃんライズ（岩手）２商品、

㈱波里（栃木）６商品、

小林生麺㈱（岐阜）３商品、

米粉フード笑いーと（福島）４商品、

みたけ食品工業㈱（埼玉）２商品―の

８事業者、２６商品でした。

　試食や商談で “ 活躍 ” した陳列品を

写真で一覧します。

■ SS 製粉の陳列品

■小林生麺の出展商品

■開発したての商品を陳列した
　東亜食品工業

■波里は和菓子を試食に提供

■ノングルテンを表記した
　みたけ食品工業の米粉

出展した８事業者が陳列した商品を紹介

■パスタを並べた
　あきたこまち生産者協会

■あみちゃんライズの試食品

■米粉フード笑い―との陳列品
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　CAP.N は、平成２８年度に引き続き今年度も農林水
産省の「平成２９年度コメ・コメ加工品輸出特別支援
事業（補正）」のうち「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」の事業主体として、海
外での事業展開を予定しています。日本国内で出展し
た「輸出 EXPO」とともに、同支援事業の海外展開メ
ニューの柱として行うものです。
　２８年度は、ドイツ、イタリア、フランス、スペイン
の４か国で支援事業を行いました。この中では今年１月
に取り組んだスペインで成果が具体化しています。同国
で開いた「マドリード・セリアック病およびグルテン過
敏症協会」主催の「KOMEKO クッキング教室」には、
会員や家族３０人が参加しました。会員・家族等に大き

な反響があり、現在、会員でグルテンフリー食品卸として自社店舗や業者向け販売を行っている事業者と今プロモー
ション期間中の商品販売に向けた輸出の話し合いが大詰めを迎えています。
　また、レストランウイーク・オープニングイベントには、グルテンフリーベーカリー・製菓会社、レストラン、ホ
テルシェフ、ラーメン専門店、日本食レストランなど１６社の関係者が集まり、日本産米粉・加工品の輸入や活用の
手法などを意見交換しました。この時に参加した日本食品販売店舗と米粉商品陳列に向けた交渉を継続しています。
　こうした昨年度の成果を踏まえ、今回はスペイン・マドリードでのプロモーションに絞りました。スペインを含
む欧州では１１月中・下旬から Xmas 商戦が大掛かりに展開されます。この時期に毎年マドリードで開かれている
上記協会主催の「第３５回グルテンフリー見本市」（今年は１２月１日、クリスタルパ・ビリオンで開催）へ日本産
米粉・加工品を出展します。陳列する商品は昨年度と同様に国内製粉事業者８社の協力を得てサンプル輸出します。
これら協力製粉事業者の２社からは関係者が同行、見本市で調理・試食提供するほか来場する卸・販売業者、バイヤー、
レストラン関係者などとの商談会を設定しています。
　このほか、１１月３０日から１２月２日にまで、市内のパジェルモーソ市場で協力バルによる米粉ショークッキ
ングを行います。３０日には、オープニングセレモニーとしてグルテンフリー食品製造・販売業者やレストランな
ど関係者やメディアを招き、米粉商品のプレゼンテーションや試食、意見交換をします。さらに協力店による調理
デモストレーションと市場来場者を対象にした試食ツアーを予定しています。
　また、３０日にはオープニングセレモ
ニーに先立って、主要なグルテンフリー食
品製造業者、販売店、レストランを選定し
て、日本から参加した製造事業者が直接、
オーナーや流通担当責任者に会い、持参し
た商品を売り込むことにしています。

11 月下旬からスペインでキャンペーン
GF 見本市出展・商談会や米粉ショークッキング

Xmas 商戦に参入、GF食品製造・販売店にもアピール

■今年１月に開いたマドリードセリアック協会での
　「KOMEKO クッキング教室」

パジェルモーソ市場とは
　マドリードのチャンベル地区に１９３３年に開かれた市場で、マド
リード市民の日常の食料品などの買い物の場であった。２０１７年に大
きくリフォームして多くの飲食ブースが設置された。現在では、買い物
以外にもインターナショナルなグルメが楽しめるスポットとなった。特
に夜や週末には、多くの買い物客でにぎわう。
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ノングルテン米粉を使用した加工品の扱い方等を検討へ
　「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」が平成２９年３月２９日に農林水産省により公表されたこと
を受けて、日本米粉協会では「米粉製品のノングルテン（Non-Gluten）認証要領」（平成３０年４月１日発行）を制定し、「認
証」の対象としては、まず米粉本体のみでスタートしました。しかしながら、米粉の普及・消費拡大という当初の目的
を遂行するには「ノングルテン米粉を使った加工製品」の認知度とともに消費拡大策を図る必要があります。そこで「ノ
ングルテン米粉を使った加工製品」の普及拡大に向けた扱い方（登録制等）について検討していきます。

米粉本体だけの認証でスタート
　ノングルテン（Non-Gluten）認証要領については、２９年６月３０日に認証委員会を立ち上げ、その後３回の検
討を経て、同年１２月２０日の理事会で「米粉製品のノングルテン（Non-Gluten）認証要領」を決定しました。
　しかし、その後、ノングルテン認証の申請があった事業者の審査を行う認証機関の適合性について審査する認証
機関審査委員会を立ち上げて審査する中で、ノングルテン米粉を使った加工製品の認証を行うには、現状では技術
的にも無理があり、まずは米粉本体だけの認証でスタートすることになりました。
　1ppm 以下というノングルテン認証については、世界標準をはるかに上回る厳しい基準であることから、認知度も
広がっているとはいえず、このままでは形骸化してしまうという懸念もあります。せっかく誕生した「1ppm 認証米
粉」ですので、これを加工品まで広げて消費者に普及していくことが重要です。

登録した米粉はＨＰで紹介
　一方、加工品段階まで「1 ppm 以下」を求めることは、技術的にも検査費用等コスト的にも現実的ではないといえ
ます。加工品の小麦等の特定原材料については、消費者庁管轄の食品表示法に基づくアレルギー表示が前提となりま
す。また、ノングルテン米粉使用表示は、本来の原材料表示ではなく、特色のある原材料の強調表示に該当します。
　このため、実務的な対応をよりどころに、より柔軟な対応を進めていくことが、現状では理にかなっているとい
えます。こうしたことから、認証制度ではなく、日本米粉協会に登録された加工品については、日本米粉協会のホー
ムページ上で紹介するとともに、「ノングルテン米粉使用」のロゴマークを使用するとの事務局案を作成しました。

第５回認証委員会を開催
　以上の考えを基に１０月１８日（木）に第５回認証委員会を開き協議をしました。上記の事務局案の基本的な考え
方は各委員の賛成を得ました。一方で事故が起きた場合等の協
会への責任の波及が課題になりました。「登録申請料等を徴収
したり、審査や指導等をすると責任が発生する」とする一方で

「米粉を普及していくには継続的なフォローアップが必要であ
り、協会で専門家をおいて指導していくべきだ」等の意見があ
りました。また「町のパン屋やケーキ屋等は意識が低いところ
があるので、当面は対象とせず米粉製品加工事業者のみとすべ
きだ」との慎重論も出ました。協会では、こうした意見を基に
さらに協議・検討し年度内を目途に成案にしていく予定です。

■ノングルテン米粉を使った加工品の登録について
　協議した第５回認証委員会（１０月１８日）
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　日本環境保健機構（ノングルテン米粉認証機関）等が共催する第４回みんな
のアレルギー EXPO2018 が 10 月 15、16 の両日、新宿の京王プラザホテルで
開かれました。今回初めての試みとして米粉製品紹介コーナーが設けられまし
た。
　日本米粉協会ではノングルテン米粉認証第１号となったみたけ食品工業㈱

（埼玉県）、用途別推奨ロゴマーク貼付が承認された㈱波里（栃木県）、㈱ネティ
エノ（山口県）、あみちゃんライズ（岩手県）に展示出品を呼びかけました。
　その結果、各社から製品サンプルが各２袋ずつ送られ、当日は展示すると
ともに、協会担当者が来場者に説明をしました。
　製粉事業者や米粉製品関係者の他、一般の方も多数会場を訪れていました。実際に製品を手にとって「あまり見かけない製
品だが、どこで手に入るのか」「レシピがあるといい」「こうした企画は他でもやっているのか」などと尋ねていました。
　また、会場にはノングルテン米粉デビューや用途別基準の内容、日本米粉協会紹介等のパネル５枚も展示され、関
心を集めていました。

初の試み 米粉コーナーが人気

第４回みんなのアレルギー EXPO2018

■来場者の関心を集めた米粉コーナー

米粉を幅広く紹介した児童書刊行

日本米粉協会が取材協力
　学校や図書館向けの児童書で実績のある理論社（千代田区神田駿河台）は１０月
に「お米のこれからを考える」シリーズ第４弾として「お米とごはん　新しいかたち」
を刊行しました。刊行にあたっては、日本米粉協会をはじめ米穀安定供給確保支援
機構、新潟製粉、日本ハムなどが取材協力し、農水省も資料提供で協力しています。
　同書は「日本と世界の米データ」「米粉と米粉製品」「加工米飯ってなに？」「お
米の注目トピック」の４章からなっており、「毎日口にするお米について知り、こ
れからのお米やごはんについて考える」としています。
　特に注目されるのが「お米の新しいかたち」として米粉と米粉製品を取り上げて
いることです。だんごや和菓子など米粉は奈良時代からありましたが、製粉技術の
飛躍的な向上で、細かく均一な粉ができるようになり、パンやケーキ、麺類、唐揚
げ、天ぷらの衣など小麦粉のように幅広く使われていることから、生産量も急増し
ていることを紹介しています。
　また、米粉は小麦と違ってアレルギーがないことから、食物アレルギーに悩む子どもたちにとって大きな助けに
なることや、海外輸出の可能性にも触れ、食料自給率アップの一助になる期待も述べています。
　学校給食でも米粉利用割合が７割に上るなど、期待のもてる米粉ですが、一般家庭にも広く出回るようになるには、
コストの低減や料理法（レシピ）の普及ＰＲ、米粉に向いた品種の開発などをあげています。
　このほか、微細製粉の米粉の製造プロセス、現在出回って様々な米粉製品が写真付きで紹介されており、児童向
けの枠を超えて、大人にとっても米粉全般を理解する教材になっています。

■ 米粉を幅広く紹介した児童書
　「お米とごはん　新しいかたち」
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　農林水産省の公表によると、２０１８年 1 － 6 月の農林水産物・食品の輸出額は、４，３５９億円で対前年同
期比１５．２％の増加になりました。１－６月期の輸出額では過去最高となりました。
　年間輸出額は、２０１３年から５年連続で増加し、２０１７年には、８，０７１億円に達しています。今年１－
６月期の内訳は、農産物（加工食品を含む）２，６２８億円、水産物１８５億円、水産物１，５４６億円でした。
　品目別では、輸出の有力品目とされる牛肉は１０８億円で前年度比３７．４％増、アルコール飲料のうち日本酒
は１０５億円で同２１．８％増。ただ、有力品目の一つ緑茶は６９億円で同１．９％増と伸びが鈍化しました。青
果物では、輸出金額が最も大きいリンゴが５９億円で４５．８％増、次に多いイチゴは１９億円で、同４０．２％
増でした。
　国別では、輸出額が最も多い香港は９８５億円で同１７．３％増、増加幅が最も大きかったのが輸出先２位の中
国で同３２％増の６５８億円でした。
　政府は２０１９年の輸出額１兆円の目標を掲げており、一部主力品目に伸びの鈍化がみられる中で、これまで
通りの増加を確保するための輸出先の開拓等が重要となってきています。

今年上期の農林水産物輸出額、過去最高

◆３３号から「編集後記」を模様替えします。今号は「日本米粉 News」を除いて、米

粉輸出関連記事が紙面を埋めています。

◆政府は２０１９年「農林水産物・食品」輸出額１兆円目標を掲げて、邁進しています。２０１７年には官制

の推進組織として「JFOODO」を立ち上げました。JFOODO の優先取り組みとして和牛、緑茶、日本酒などと

ともに米粉も７品目の中に含まれています。

◆欧米では「グルテンフリー食品」市場は拡大の一途をたどっています。その意味で輸出開拓品目としての伸

びしろは大きいものと期待されます。具体的に取り組む日本国内の製造事業者も増えています。ただ、輸出に

風穴を開ける事業に携わるほど、そのハードルの高さも実感しています。

◆グルテン含有量の低さなど日本産米粉の食材としての優位性は理解されても、輸送コストや諸費用を勘案し

た現地店頭価格や相手国の輸入規制、賞味期限、食品ラベル表示など課題を挙げたらキリがないほどです。目

標は設定しつつも目先の数字を追うのではなく、官民挙げて知恵を絞り、少しずつハードルを下げていく努力

が必要ではないでしょうか。（Ｍ）

編集後記


