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米粉で地域と日本を変える！

■第 3 回 “ 日本の食品 ” 輸出 EXPO の
日本米粉協会ブース（幕張メッセで）

新たな商流めざしイタリアでワークショップ

■２～ 5㌻：イタリア販促の 3 日間。第 3 回 “ 日本の食品 ” 輸出 EXPO 報告ほか
■ 6 ～７㌻：日本米粉協会 News
■８㌻：「Topics」＆「編集後記」

■自らパンケーキを調理する現地業者（ミラノ市内で）

特
集 料理専門家や卸関係者からの販路開拓狙う

■プレゼンテーションで質問をする参加者（ミラノ市内で）

■販促資材の「こめこ君」と
米粉イタリア語リーフレット



2

　NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）は、農水省の補助事業の一環として 2017 年から欧州での日本産米粉
の輸出拡大に向けてプロモーション活動を展開してきまし
た。2017 年は、ドイツ、イタリア、フランス、2018 年は 2
回にわたりスペインで取り組みました。2019 年からは、実
施主体を日本米粉協会に移行しましたが、事業の継続性を図
るためこれまで通り CAP.N のメンバーが担っています。具
体的にはイタリアでの新たな商流づくりを目指し、今年 5 月
に引き続き 11 月にプロの料理人や卸関係者を招きミラノで
ワークショップを開きました。

参加者が自ら調理し試食、商談会
　イタリア・ミラノで
は、5 月に現地関係者
に日本産米粉の “ お披露目 ” としての試食会を持ちました。これをさらなる商流につ
なげるため 11 月 11 日から 3 日間の日程で「第 2 回ミラノ KOMEKO 試食会＆商談
会」を開きました。初日の 11 日は市内の調理施設「Teatro7」に卸業者やレストラン・
製菓店、健康食品店など招待した業者関係者15人余りが参加しました。試食会は、ワー
クショップ形式で参加者が実際に調理し試食、意見交換をしました。その後、商談会
を持ちました。

　調理実演の指導は、日本から同行した小林生麺（株）、（株）たふぃあ、（株）波里
の関係者が行いました。この日は「日本の麺を中心にした日本料理への活用事例」

として、参加者が調理したのは「天ぷら」（日本米粉協会）、「ラーメン」（小林生麺）、
「米粉でとろ～りカレー」（たふぃあ）、「こまち麺玄米」（波里）などでした。レスト

ランのシェフといえども、慣れない日本料理だけに質問をしながらも最後には、おいしそうな調理品に仕上げていました。
このほか事前に準備したお好み焼き、蒸しケーキなどを試食しました。

現地シェフからは高い評価、同行事業者は手ごたえ
　レストラン「IYO」で、イタリアで初めて和食に
よるミシュランを獲得して、その後「Ichikawa」を
オープンした市川晴夫シェフは「優れた日本産米粉
に改めて感心した」と話し、使用した米粉・加工品
を手にして「メニュー化ができるかすぐにも試して
みたい」と語っていました。
　試食会後は希望する参加業者と商談会が持たれま
した。同行し調理指導もした小林生麺の麥島誠二さ
んは「かなり細かい点まで質問された」と、現地業
者の熱心な対応にイタリアでの具体的な商流に手ご
たえを感じていました。

新たな商流めざしイタリアでワークショップ
料理専門家や卸関係者からの販路開拓狙う

■天ぷらの調理を熱心に見入る参加者

■参加業者自らが天ぷらを調理

■会場に陳列したグルテン含有量検査を受けたサンプル輸出商品
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卸業者「まずは量を出してほしい。ロットについての制
限はない」　　
　3日目の13日は同行事業者とともに現地の業者を訪問、
情報交換や “ 商談 ” を行いました。まず、ミラノ郊外に
ある現地のデストリビュータで日本食品や原材料を扱う

「JFC　ITALIA」を訪れました。ゼネラルマネージャーの
長沼寛明氏ら 3 人が対応してくれました。
各社の特徴も踏まえながら質問と回答という形で進みま
した。小林生麺会長の小林俊夫氏の「輸入品の物量ロッ
トはどの程度から扱うのか」との質問に対し、長沼氏は

「ロットについては特に制限はなく、例としては月 1 カー
トンからも扱う」と答えていました。また、同社の麥島
誠二氏の「イタリアの店側が米粉商品を輸入したい場合
はどうすれよいか」に対しては「JFC に直接依頼する形となる。通常オーダーから到着まで約 3 か月はかかる」。また、「JFC

プロモーション 3日目
ミラノ市郊外やトリノ市で視察訪問・商談

女性も大挙参加し活発に意見交換も
　2 日目の 12 日も市内の調理施設「Teatro7」で行われ、ケータリング経営者やレストランシェフ、パティシエなど業者
関係者 28 人が参加しました。初日の 2 倍近くとなり盛況にワークショップが展開されました。

　この日は「イタリア料理への活用事例」をテーマに
しました。まず、ウェルカムメニューとして日本米粉
協会が作ったピザを提供しました。その後、①ペシャ
メルソース、グラタン（指導団体・事業者は協会）②
サラダ米めん（たふいあ）③焼きそば、ラーメン ( 小林
生麺 )　④パンケーキ（波里）⑤エッグタルトとシフォ
ンケーキ（協会、試食のみ）を参加者が自ら調理し試
食しました。
　日本人の参加者も 11 人と多く、試食しながら指導し
た関係者と日本語で、イタリア人は通訳を介して活発
な意見交換をしました。

シェフの米粉への関心は高く、今後とも伸びる食材
　料理教室を経営するシェフの立本勝也代表は 5 月の取り組みに続き今回も 2 日間とも参加しました。「前回とは違った
料理があり、とても参考になった。イタリアのシェフはグルテンフリーなど他店とは違うものを探しているので、米粉へ
の関心は日本よりも高いのではないか。今後とも伸びる食材だ」と語っていました。

2 日目は初日の 2倍にも

EU の認定機関で「グルテン検査限界不検出」商品を展示
　会場内には、協会会員事業者が提供してくれたサンプル輸出商品が並べられました。今回は 9 社から米粉・米粉ミック
ス粉 20 商品、米粉麺 15 商品、菓子 4 商品が “ 現地入り ” しました。日本でノングルテン認証を受けているみたけ食品
工業（株）の米粉以外の全商品を EU の分析機関でグルテン含有量検査を行い、「検査限界 3ppm」を検出せずとのお墨
付きを得て、現地関係者にお披露目しました。

■調理指導に質問をする参加者

■「JFC ITALIA」と商談する日本からの同行事業者
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での扱いで多いのがビール、醤油だ。米粉関係も最近多くなってきたがまだ少ない」と話していました。
　協会の萩田敏氏からの「最初は量的に少ないが、何の検査が必要なのか、どの程度の期間か、その金額などを事前に知
りたい」との求めに対しては「まずは量を出してもらい、
JFC で段取りしたい」としていました。

ベジタリアン、ビーガンのカリスマシェフが助言
　次にスローフード発祥の地トリノ市に移動し、市内中
心地にあるレストラン「Mezza Luna」を訪問しました。
ベジタリアンやビーガン（徹底した採食主義者）界では
知らない人はいないと言われる著名なシェフの Ms ダニ
エラ・ズックリ氏に米粉の特徴を説明し、米粉製品を手
渡しました。

人気の和食店オーナーと情報を交換
　また、トリノ市内に和食レストラン「MIYABI」を出
すオーナーシェフの手塚雅紀氏を訪問しました。元イタリアン料理のシェフが始めたレストランで、日本を訪れたイタリ
ア人が本物の和食を求めて来る人気の店となっています。手塚氏は「客からのリクエストで、グルテンフリーの天ぷらな
どの日本食を提供している」、さらに小林生麺のラーメンについて「日曜と月曜日はラーメンを出している。十分対応で
きると思う」と答え、情報を交換していました。

　ジェトロ主催のコメ加工品輸出商談会にも参加
　3 日間の協会の取り組みを終えて 14、15 の両日は、ジェトロがミラノ市内で開いた「ミラノ日本産コメ加工品輸出商
談会 2019」に参加しました。小林生麺、たふぃあ関係者、野村貿易の担当者も加わりました。

公式ウェブマガジンで「スペイン発の米粉ブーム」を紹介
　駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジン「EU　MAG」が 12 月 6 日発行版で「スペインから欧州へと広がる米粉ブー
ム」と題して、日本米粉協会が 2019 年に展開している（2018 年までは実施主体は NPO 法人国内産米粉促進ネットワー
ク）欧州での日本産米粉のプロモーションの成果を紹介しています。

マドリードで反響呼んだ「セリアック協会」との料理教室
　紹介記事では、「日本産米粉の利点と可能性を見い出したのは、スペインのグルテンフリー市場だった」として 2018
年 1 月に行った「マドリード・セリアック協会」会員などとの料理ワークショップをあげています。
　この時の反響がソーシャルメディアで拡散され、また、参加した会員企業の卸売業社の「SDC 社」が欧州で流通して
いるグルテンフリー食材と比べ秀逸している日本産米粉に注目、具体的な商流をスタートさせた、としています。記事で
は SDC 社の担当者の話として「ワークショップで Komeko（日本産米粉）と出会ったのは衝撃的でした。きめが細かく、
材料の質と製粉技術の高さが際立っていたからです」と記述しています。

卸業者は欧州各国への商流拡大に意欲
　SDC 社は 2018 年 12 月の試験販売の評価を受けて今年も米粉、米粉麺を輸入、Komeko を使った自社製品の開発を行っ
ています。最後に担当者の「この素晴らしい Komeko をスペインだけでなく欧州各国にも食べてもらえるよう市場を広
げていきたい」との意気込みで結んでいます。

スペインでの米粉販促、駐日欧州連合代表部が高い評価

■和食店オーナーシェフにサンプル米粉を紹介
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　日本国内でも日本産米粉輸出への機運が高まっています。第 3 回 ″ 日本の食品 ″ 輸出 EXPO が、千葉・幕張メッセで
11 月 27 日から 29 日までの日程で開かれました。日本米粉協会は、昨年度に引き続き会場内にブースを確保、事前に呼
びかけてそれに応えた 9 事業者が出展しました。
　参加したのは、みたけ食品工業㈱、小林生麺㈱、日の出屋製菓産業㈱、㈱たふぃあ米粉フード笑いーと、第一屋製パン

（株）、Organic Cafe Omotesando、（資）中村製粉、㈱波里、㈱
大潟村あきたこまち生産者協会（順不同）の 9 社です。
　今回の輸出 EXPO には、初めて出展する 200 社を加え、日本の
企業 700 社が名を連ね、主催者の発表では 3 日間で世界 80 か国か
ら海外バイヤーや日本の輸出商など延べ 18,000 人が来場しました。
　27、28 日とも昼過ぎに来場者のピークを迎え、会場内は人で
あふれて、趣向を凝らした各ブースに立ち寄ったり商談にのぞん
だりしていました。
　協会ブースでは 9 事業者がそれぞれの商品を並べて、来場者に
説明パンフや試食品を用意して対応しました。さらに、ブース内
に 3 つの商談席を用意、主催者による「ビジネスマッチングシス
テム」で事前に ″ 予約 ″ した海外バイヤーなどと具体的な輸出商
談を行いました。

各社、切れ目なく商談が続く。成約に向けて一歩踏み出す
　小林生麺では、延べ 45 か国からアポイントが入り、3 日間とも
開場の 10 時過ぎから切れ目なしの商談にのぞんでいました。対応
した小林宏規社長によると、相手国はフランス、スイス、ニュージー
ランド、カナダ、ベルギー、シンガポール、中国など各国にわたっ
ていました。
　また、みたけ食品工業には、ケニア・ナイロビにある日本食レス
トラン「陣屋」のオーナーが訪れ、同社の関係者によると「ケニ

アの裕福層で
はグルテンフ
リーへの関心
が高く、食材として米粉を取り入れてみたい」との発言があったと
のことでした。
　各社の商談が重なって、ブース内では収まらず会場内のオープン
スペースでのやりとりも見られました。中村製粉の中村和弘代表社
員は、台湾の食材卸の荘秀珍氏と商談、製造した肉まんや餃子を現
地の「セブンイレブン」に卸している荘氏が「わが社の米粉に強い
関心をもってくれた。とりあえず試作をしてみたいとのことだった」

（中村氏）としていました。

第 3 回 ″ 日本の食品 ″ 輸出 EXPO、
協会ブースに 9 事業者出展

自慢の米粉・米粉商品を海外バイヤーに売り込む

■貿易会社担当者も交えて具体的な交渉も

■ケニアから来た日本食オーナーとも商談をした

■タブレットで調理の仕方を説明
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　日本米粉協会は 10 月 25 日（東京会場）、同 29 日（大阪会場）にノングルテン米粉の製造と同加工品普及講習会を開催
しました。同講習会は、米粉に関わる基礎的なことからノングルテン米粉を使った加工食品の認知度と消費拡大を図ろう
というもので、食品製造・加工業者や流通業者、米粉製造事業者、食品アレルギーに関心を持つ消費者、行政関係者、JA
等原料米製造者などが東京会場には 92 人、大阪会場には 65 人参加しました。

ノングルテン米粉を使った加工食品の普及をめざす
　日本米粉協会は、ノングルテン米粉認証については米粉本体のみでスタートしましたが、米粉の普及・消費拡大を図る

ためには、「ノングルテン米粉を使った加工食品」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、グルテン
フリー、ノングルテンの浸透とともに、食品の安全や小麦の
コンタミネーション防止、HACCP 等についても多くの方に
見識を深めてもらうことが重要です。
　そこで、講義では、米粉をめぐる内外の最新情勢から食物
アレルギー、グルテンフリー等の基礎知識を学び、食品製造
にとって不可欠な安全・コンタミ防止対策、来年 6 月に実施
が迫っている HACCP 対策等について、具体的な実例を交え
て学びました。
その上で、日本米粉協会が行っているノングルテン米粉認証
と米粉加工品の登録への理解を求めました。昼食休憩を挟ん

で 4 時間近い長丁場の講習になりましたが、参加者は最後まで熱心に受講していました。

検査キット実演や米粉製品展示、受講者には修了証書を交付
　また、グルテンなど食品分析には不可欠な検査キットにつ
いてもメーカー 3 社（森永生科研、日本ハム、プリマハム）
の協力を得て実演・展示が行われ、高い関心を集めていました。
　さらに、日本米粉協会会員企業 10 社の協力を得て、米粉
製品の展示も行われました。ノングルテン米粉認証を受けた
3 社の製品のほか、用途別推奨ロゴマークをつけた 4 社の製
品など 2 会場計 182 点が展示され、参加者は興味深そうに手
をとり、全製品がお持ち帰りされました。
　受講者には修了証が交付されました。この修了証は、ノン
グルテン米粉を使用した米粉加工品の登録を日本米粉協会に
申請する際の必要資料になります。

ノングルテン米粉の製造と同加工品普及講習会
東京、大阪 2会場に計 160 人参加

■雨天にもかかわらず大勢の参加者が訪れた東京会場

■西日本を中心に 65 人が参加した大阪会場
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実需者と生産者が意見を交わす
　「米粉用米の情報交換会」が昨年度に続き、10 月を皮
切りに来年 1 月まで全国 7 地域で実施されています。す
でに 11 月までに山形県、三重県、新潟県、栃木県、広
島県で行われ、来年 1 月には秋田県・福岡県で予定され
ています。同交換会は日本米粉協会が主催して、実需者
サイドと生産者サイドとが一堂に会し様々な意見交換を
する「場」となっています。

日本米粉協会は「需要の高まりに対し、米粉用米の生産との需給バランスを改善する目的で 2 回目の交換会を開いた」と、
開催の趣旨を表明しています。

昨年度に続き全国各地で「米粉用米の情報交換会」

　日本米粉協会は、令和元年度の欧州プロモーション事業の一環で、スペインとイタリアの雑誌に日本産米粉の優位性を
アピールする意見広告を掲載しました。スペインは、「マドリード・セリアック病およびグルテン過敏症協会」の会員向
け雑誌「sin gluten」、イタリアは一般消費者向けの健康雑誌「SANO ＆ LEGGERO」で、両雑誌とも 12 月上～中旬に発
行されました。

ノングルテン認証や加工品の登録のマークを紹介
　意見広告は初めての取り組みで、欧州のセリアック病患者関
係者や健康に関心のある消費者に日本産米粉の秀逸性を広く
PR するために行いました。内容的には、高い加工性と様々な
料理への適応性、麦類のアレルギー疾患等の人々への理想的な
代替食品、欧州のグルテンフリー表示はグルテン含有量の基準
が 20PPM だが、日本ではグルテン含有量「1PPM 以下」のノ
ングルテ
ン認証米
粉を推進
している、
などを盛
り込んで

います。ノングルテン認証マークやノングルテン米粉使用の加工品の
ための登録マークも掲載しています。

9,000 人の会員に配布、クリスマス商戦用に販売
　スペインの「sin gluten」は、マドリード・セリアック協会員
9，000 人に配布するとともに 12 月 14 日に開いた第 36 回セリ
アックフェスティバル参加者に配りました。イタリアの「SANO ＆
LEGGERO」は、クリスマス商戦向けの企画内容満載の中に掲載され
ています。

スペインとイタリアの雑誌に意見広告

■スペインの記事広告内容

■開催した各県の「米粉用米の情報交換会」

■イタリアの意見広告掲載面
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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: 03-5283-6336
FAX: 03-5283-6337
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

(NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク内 )

　政府は、このほど 2016 年 8 月以来の経済対策を閣議決定しました。事業規模は民間支出も加えると 26 兆円
になり、前回の規模約 28 兆円に匹敵する額となりました。
　全体の柱はポストオリンピック・パラリンピックを見越した成長分野への投資、台風 19 号被害などを考慮し
た災害対策を中心にしたインフラ整備などとなっています。
　農業関係では、日米貿易協定発効による牛肉などの国内対策や国際競争力の強化、輸出拡大などを柱に据えて
います。輸出拡大では、農水省に「農林水産物・食品輸出本部」を設置し、政府全体の司令塔組織とすることに
しています。
　同本部では、国の基本的な政策企画や立案、推進に関する事務の管理を担います。関係行政機関の対応が遅い
場合には、司令塔組織として資料提出や説明を求められるようにしています。
　財政支出 13 兆円のうち、国の一般会計からは補正予算案で 4 兆円強、当初予算案で 1 兆円台後半を手当てし
て計 6 兆円程度としました。さらに特別会計を活用して 1 兆円台半ばを確保しました。

3 年ぶりの経済対策、補正と当初予算案に計上

◆「特集」は「新たな商流をめざしイタリアでワークショップ」として日本産米粉の欧州プロモーションを紹介

しました。2019 年の事業は日本米粉協会が実施主体になっていますが、2017 年からの CAP.N の取り組みがそ

のベースになっており、特集扱いとしました。

◆駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジン「EU　MAG」では、その CAP.N の取り組みをスペインを舞台に

余すことなく報告してくれました。EU の視点で日本産米粉プロモーションの成果を取り上げてくれたことに「感

謝」です。こうした EU 内部での受け止め方を見ると、日本産米粉の輸出潜在能力は客観的に見てかなり高いも

のと関係者は自信を持ってもよいのではないでしょうか。

◆「米粉用米の情報交換会」が昨年度に引き続き開かれています。主食用米価格が堅調の一方、米粉需要量も右

肩上がりで来年度は 4 万トン近くまで伸びるとされています。上記のように輸出ポテンシャルもあります。米粉

用米の生産と需要量のミスマッチ問題は続いています。主食用堅調の背景に国の備蓄米誘導策がささやかれてい

ます。チャンスロスはもったいない。現場の声を反映した国の目配りが求められています。（M）

編集後記


