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米粉で地域と日本を変える！
■ グルテンフリー見本市で即売。完売の製品も
（セリアック・フェスティバルで現地卸業者が売り出す）

「マドリード米粉プロジェクト」報告
輸出支援への成果に向け一歩前進

■調理したての試食品を招待者に提供
（大使公邸での天皇誕生日祝賀レセプション）

■ SDC 社が輸入した
日本産米粉製品が並べられた

■市場内のバルで試食ツアー。店ごとの試食料理を堪能
（
「KOMEKO FESTIVAL」のショークッキング）

■２～ 5㌻：輸出に筋道つける―「マドリード米粉プロジェクト」報告
■６～７㌻：日本米粉協会 News
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■８㌻：「Topics」＆「編集後記」

輸出に筋道つける―「マドリード米粉プロジェクト」報告

数量の積み上げへ多彩な取り組み

NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）は、２０１８年１月に続きスペイン・マドリードでの日本産米
粉の輸出に向けたプロモーションを昨年１１月２８日から１２月２日までの日程で展開しました。第３５回セリアッ
ク・フェスティバルへの出展やバル試食ツアー、現地関係者との商談など具体的な輸出に向け多彩な活動に取り組み
ました。１月のプロモーションを契機に日本産米粉に関心を持った現地のディストリビューター（卸）がセリアック・
フェス用に輸入を実現しました。写真とともにその成果を報告します。
メーンはスペイン料理の食材に米粉を
在スペイン大使館がアドバイス
初日の１１月２８日は、まず、在スペイン日本国大使館の青木勝弘書記官を訪ねました。同書記官は、２０１７年
１０月から約１年間行われた大使館が主催したり関わったりした日本食・食材のイベント２０余りを紹介しました。
「在スペイン大使館の日本食に関するイベント数は、世界の大使館の中でもかなり多いとの評価を（本国から）受け
ている」と語っていました。
その上で、スペインでの日本産米粉普及のアプローチについ
て「メーンは、普段スペイン人が食べている料理の中で、アレ
ルギーなどで使えない食材の代わりを米粉が受け持つ。そして
プラスで人気が高まっているラーメンはもとより焼きそばやお
好み焼きなど独特の日本食に米粉を食材として普及していく、
２つの方向性が良いのではないか」とアドバイスしていました。 ■大使館を訪問し青木書記官からブリーフィングを受ける
この日は、ジェトロマドリード事務所も訪問し加藤辰也事務所長らと意見交換しました。
天皇誕生日祝賀レセプションに参加
大使公邸で招待者に試食提供
翌２９日は、在スペイン大使館からの声掛けもあり大使公
邸で開か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。
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
■水上大使は CAP.N ブースを訪れ米粉への関心を披露した

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。
CAP.N は、日本からサンプル輸出した米粉で調理した蒸しパンとグルテンフ
リーのラーメンとうどんをその場で調理して試食してもらいました。開場前には、
水上大使が CAP.N ブースを訪れ、出来立ての蒸しパンを試食しながら大使夫人
ともども米粉に関心を持っていることを披露していました。
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■日本産米粉を陳列し PR した

輸入に意欲な関係者とひざ詰め商談
３０日は、日本産米粉の輸出に向けた具体的な商談を日本の製造事業者（小林生麺㈱、㈱大潟村あきたこまち生
産者協会）と現地関係者との間で行いました。訪問先は昨年１月の各種イベントに参加、日本産米粉の優れた特性
を理解して輸入にも関心を持つ２か所を選びました。マドリード市内の卸兼健康食品店舗と市内で高い人気を誇る
ラーメン店などを経営する若きオーナーの和食店です。
業務用を購入、個人向けにリパック
―卸兼健康食品店舗―
各種グルテンフリー食品を品ぞろえする「Foody」では、販売責任
者のアナマロンソさんとオーナーのデヴィドパリオさんが応対しまし
た。アナマロンソさんは「（米）粉に非常に興味があるが、SDC 社で
取り扱いがない商品で、特に業務用サイズがあれば購入を検討したい。
業者への卸以外にも、個人向けに 1㌔ , 5㌔程度にリパックして販売
することに興味がある」という考えを示しました。
日本産米粉は理想的。価格下げに努力しよう

■「Foody」の意見交換は熱心に２時間にも及んだ

―人気ラーメン店のオーナー―

次に訪ねたのは、
マドリードのラーメン人気の先駆けとなった「KAGURA」と同グループの「KURAYA」のオーナー
の小野田圭吾さんです。
ここでも話の中心は輸入価格でした。小野田さんは「現在使っているフォーは、500㌘ 2€ で仕入れている。ラー
メンのフランチャイズ化に向けて動いており、麺の工場や倉
庫を準備している。そのため、1 パレット分をまとめて購入す
るのであれば、野村貿易から直接購入することで価格を下げ
られる可能性がある」としていました。
これに対して小林生麺の小林宏規社長は、新しく開発・販
売したインスタント（乾麺）を紹介、賞味期限の長さや動物
由来を排除したスープなどの特徴について説明、「乾麺を業務
■本音の意見を出し合った小野田さん（右端）と小林社長ら

市場のバルで「KOMEKO

用のパッケージすることを検討する」と提案しました。

FESTIVAL」

４０人が参加してオープニングセレモニー
３０日夕方から市内のパジェルモーソ市場を舞台に「KOMEKO FESTIVAL」が１２月２日までの日程でスタート、
１７時半からは同市場内のオープンスペースに４０人余りが参加して
オープニングセレモニーが開かれました。今回のフェステバル開催に
向け市場内をまとめてくれた沖縄県出身の仲西靖同市場代表は「日本
産米粉を使い各バルが得意料理で提供することは、市場内での企画と
しては画期的だ。スペインの消費者に（日本産米粉が）どんな料理に
も使え身近に感じてもらえれば最高だ」と、あいさつしました。
参加店舗が工夫凝らして試食品を調理
市場内の１０店舗が協力し、各店舗の売りの料理を事前にサンプル
輸出した日本産米粉を使い調理し展示しました。試食ツアーでは、協
力店舗のうち和食の「Washoku」とグルテンフリー認証店舗のイタリ ■市場のオープンスペースで
ア料理店「KiNT」
、クレープ料理の「La Crepa」がツアー参加者に無
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「オープニングセレモニー」

各店舗へ提供したサンプル輸出米粉商品と試食料理名
料でふるまわれました。
バル・レストラン 提供したサンプル輸出商品 試食用料理
自社提供のグルテンフリーフェットチーネ
Washoku
うどん ( 小林生麺 ) 30 食 ソーキうどん
お好み焼きミックス ( 大潟 イカと野菜のお好み焼き
が鮮やかなイタリア料理に調理された小林社
村あきたこまち生産者協
会 ) 40 食
長は、料理店のシェフと熱っぽく話しながら
KiNt
フェトチーネ ( 小林生麺 ) ズ ッ キ ー ニ と ミ ン ト 風 味 の
「驚いたというより感激だ。米粉麺が世界で通
60 食
フェトチーネ
Kitchen154
こまち麺
ぴり辛アジア風麺
用することを実感した」と語っていました。
( 波里 ) 60 食
Tripea
米粉ラーメン
アジアン焼きそば
( たふぃあ ) 50 食
リコッタチーズ モッツァレ
Graciano
パンミックス粉
( 大潟村あきたこまち生産 ラ ほうれん草のミニフォカッ
チャ
者協会 )
La Crepa
Cote
Empanadas de
Gloria
Picón
EGGO

大豆粉と米粉のパンケーキ クレープ
ミックス
（みたけ食品工業）50 食
米粉（SS 製粉）50 食
レッドカリフラワーのクスク
ス仕立てのタルト
米粉（同）50 食
チーズケーキ
米粉からあげ粉
（みたけ食品工業）50 食
米粉（SS 製粉）50 食

鶏のから揚げ
日本風卵の天ぷら

■日本産米粉をバルの特徴を生かして試食料理を提供

セリアック・フェスティバルに出展
輸入した業者が試食コーナーの隣で即売
１２月１日は、マドリード市内で開かれた第３５回セリアック・フェスティバルに日本の組織として初めて参加
しました。日本産米粉の専用スタンド（ブース）を設置、日本から持ち寄った米粉で調理した蒸しパンや米粉麺を入
場者に提供し PR しました。また、現地のディストリビューター（卸）が輸入した米粉や米粉麺を同じスタンドで販
売し参加者が次から次へと買い求めていきました。
即売で人気が高かったのはグルテンフリーヌードルで、特に現地でも評判
のラーメンタイプは完売しました。子どもにせがまれて２，３袋買っていく
親子が目立ち、小林生麺関係者は「最終的にはヌードル全体で６００食ぐら
い売れた」としていました。
商談も持たれました。今回輸入した卸の紹介でスペイン語圏のパナマの
ディストリビューター幹部が、同行した小林生麺と大潟村あきたこまち生産
者協会と話し合いを持ちました。
■調理中の試食品を待つ入場者が大勢並んだ

本格的な輸入に意欲。業務用も視野に
SDC 社（現地卸）と今後を打ち合わせ
１２月３日には、日本産米粉を初めて輸入してフェスティバルで直売した SDC 社担当責任者らと同社直営グルテ
ンフリー専門食品販売店で打ち合わせを行いました。同社からは、輸入
した日本産米粉製品が評判を博し、販売の状況も非常によかったことか
ら本格的輸入を行いたい、という意思が伝えられました。
さらに「個人向け販売以外にも、業務用サイズを購入し業者向けに卸
したい。また、それを自社の開発商品にも利用することも考えたい」と
いうコメントもありました。

■ SDC 社の責任者からは前向きな発言があった
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写真で見る 「KOMEKO FESTIVAL」
＆「セリアック・フェスティバル」
「KOMEKO

（マドリード

FESTIVAL」

「セリアック・フェスティバル」

パジェルモーソ市場）

（マドリード

クリスタル・パビリオン）

■試食ツアー参加者を前に調理する「KiNt」のシェフ

■家族とともに試食品を待つ子どもたち

■あいさつをする市場代表の仲西さん

■日本スペイン外交関係樹立１５０周年記念事業の
一環として行われた

■自社の米粉製品についてシェフらと話す小林生麺の
小林会長（右端）と同社長

■インターネット放送にも生出演した
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ノングルテン米粉ＰＲポスターを作成
活用希望者にはデータを送付
日本米粉協会はノングルテン米粉を広くＰＲするためにポスターを作成
しました。ノングルテン米粉が誕生したことを大きな文字でアピールし、グ
ルテン含有量が１ppm 以下の米粉には、第三者認証制度により認証マーク
が付与されることを紹介しています。このマークの内容と包材にマークが貼
付されたイメージを表しています。併せて表示が可能なグルテン含有量の
範囲について、ノングルテンは１ppm であるのに対し、グルテンフリーは
２０ppm であり、ノングルテン表示はグルテンフリー表示よりも厳しい基
準をクリアしていることを強調しています。
協会のホームページで紹介したところ反響があり、２０１８年１１月２０
日～２２日に東京ビッグサイトで開催されたアグリビジネス創出フェアに
出品した関東米粉食品普及推進協議会のブースに掲出されました。また、農
水省発行の広報誌「aff」１２月号の裏表紙にも掲載されました。
制作枚数は限られていることから、活用を希望される方には、協会から
データを送りますので、それぞれで印刷して掲出していただきます。

ノングルテン認証マークをアピール
英語、スペイン語訳チラシを作成
日本米粉協会はノングルテン米粉の第三者認証
制度を運営していますが、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」（事業実
施主体・ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク）
では、日本産米粉の優位性を PR する英語とスペイ
ン語のチラシを作成し、ノングルテン認証マーク
を国内外にアピールしました。グルテン含有量１
PPm 以下の米粉を「ノングルテン」として表示し
認証マークを付与する日本国内の仕組みを紹介、欧
米のグルテンフリー表示基準である同含有量２０
PPm と比べてセリアック病患者や小麦アレルギー
に悩む人たちにも安心できる点を強調しました。

海外、国内での輸出支援事業で活用

英語版のチラシは、昨年１０月に千葉市の幕張メッセで開かれた第２回 ″ 日本の食品 ″ 輸出 EXPO の出展ブースで

紹介しました。また、スペイン語版は、同１１月２８日から１２月２日までスペイン・マドリード市で行った米粉製
品輸出に向けたプロモーション活動で配布しました。特に現地のセリアック協会等が主催する第３５回セリアック・
フェスティバルでは、同行した米粉製造・販売関係者の試食品提供とともに入場者に配り、高い関心を呼びました。
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推奨ロゴマーク米粉使用承認が５件に
用途別基準に適合した製品に付与
米粉の利用拡大を図ることを目的に日本米粉協会が作成した推奨ロゴマークの使用承認企
業が２０１８年 12 月までに５社になりました。
推奨ロゴマークは、日本米粉協会が「米粉の用途別基準」に適合していると認める米粉製
品に使用されます。また「基準」に定める項目の一部が不適合でも、日本米粉協会が「基準」
に適合した米粉製品と同等の品質を有し、かつ包装資材（パッケージ）への表示等により、
その使用法を的確に伝達していると認める米粉製品に使用されます。包装資材のほか、事業
者のホームページやプレスリリース、広告、対外的に発信する文書・電子メール並びに事業
者に所属する担当職員の名刺等にも表示す 使用が承認された事業者と製品名、承認番号は次のとおりです。
ることができます。
推奨ロゴマークは、日本米粉協会に申請
した製造事業者に、同協会から付与され、
消費者への信頼の証しとして、米粉の普及
拡大に寄与するものとして期待されます。

承認番号
第 001 号

事業者
株式会社波里

製品名
①お料理自慢の薄力粉

第 002 号
第 003 号
第 004 号
第 005 号

株式会社ネティエノ
あみちゃんライズ
株式会社三次 eco 農工
熊本製粉株式会社

②お米の粉で作ったミックス粉
米粉（ひとめぼれ）
米粉 平成 28 年産あみちゃん米
米粉でから揚げ 150g 米粉でお菓子 300g
九州ミズホチカラ米粉

全国規模で初の 「米粉用米の情報交換会」
実需者と生産者が忌憚のない意見出し合う

米粉用米の「情報交換会」が、1 月中旬から下旬にかけて広島県・新潟県・茨城県・熊本県・秋田県の全国５会場
で開催されました（日程は上記写真参照）。同交換会は、日本米粉協会が農水省との共催で実施したもので、実需者サ
イドと生産サイドとが一同に会して、忌憚のない意見交換をする米粉業界初の情報交換会となりました。
近年、米粉市場は消費者の健康志向やアレルギー対策などの重要性が認識され、海外はもとより日本においても
拡大傾向にあります。しかしながら需要の活発化に伴う米粉製造のための原材料である米粉用米の生産が追い付か
ず、需給のバランスが大きな問題となっていました。
そのために実需者と生産者が互いの立場を超えて解決策を探ることを目的に情報交換会の開催となったものです。
交換会で日本米粉協会は「この会が、今後もより深化し、食としての米粉の発展に寄与する有意義なものとなるよ
うに協会としてもより一層努力していく」との考え方を表明しました。
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2018 年の農林水産物輸出額、9，000 億円へ
２０１８年１－１１月の農林水産物・食品輸出額は８，１９３億円で前年同期比１４．５％の増加となりました。
これは財務省の「貿易統計」を基に農林水産省が公表したものです。
３月から９か月連続で前年の同月比を上回り、年間で９，０００億円に達する勢いとなっています。１１月の輸
出額は８５２億円で、内訳は農産物５２２億円、林産物３４億円、水産物２９５億円で１１月までの累計は農産
物５，
０９２億円、林産物は３４３億円、水産物は２，７５７億円となっています。
品目別の累計では、金額ベースで多い主な農産物・食品は牛肉２１５億円（対前年同期３３．３％増）、牛乳・
乳製品１４０億円（同８．４％増）、日本酒１９９億円（同２１％増）、リンゴ１０７億円（同２８．１％増）、緑茶
１３７億円（同５．７％増）などとなっています。
輸出先の国・地域別でみると、香港が１位で前年同期１５．４％増の１，９１６億円、２位が中国で同３４．７％
増の１，
２０４億円、続いて３位が米国で同６．３％増の１，０７０億円となっています。ちなみに香港向けの輸出
品目１位は真珠、中国はホタテ貝、米国はアルコール飲料となっています。
このほか２ケタの伸び率になったのは、ベトナム２０．４％、フィリピン１６％、タイ１３．７％などのアジア
諸国となっています。
なお、政府は２０１９年に輸出額を１兆円にする目標を掲げています。

編集後記

◆日本米粉協会 News に「米粉用米の情報交換会」の様子が掲載されています。低迷し
ていた新規需要米の米粉需要が上向き始めたにもかかわらず、それに見合うだけの米粉

用米が生産されてないというミスマッチが起きていることが背景にあります。
◆農林水産省と日本米粉協会の共催で、最近政策用語でよく使われる生産者と製粉事業者との「マッチング」の
会議です。実需者の現状を理解して生産者の意欲を高めるのが狙い、とされています。
◆２０１９年はコメの生産調整見直しの２年目に入ります。現時点での県域ごとに設定する米の生産量は、需
要見通しに沿って農水省が示した適正生産量より１０万㌧ほど上回ると予測されています。
◆非主食用米へ転換をしないと米価下落が現実的になります。どのような政策支援をすれば生産者が転換判断
をするのか。政府や生産者団体の “ 誘導力 ” も求められていると言えます。（M）

NPO 法人 国内産米粉促進ネットワーク

(NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク内 )

〒 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
日本米粉協会ホームページ
http://www.komeko.org
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