
米粉食品「こっけん料理講座」米粉パン専門コース主催 ２０１０．１／２８～

こっけん料理研究所主催米粉食品講座への協力
■米粉食品指導員認定スクール  ジュニアコース■米粉食品指導員認定スクール  マスターコース ２０１０．１／２５～

米粉ビジネスコンサル相談会（仙台会場） ２００９．１１／１２

米粉ビジネスコンサル相談会（秋田会場） ２００９．１１／１２

米粉ビジネスコンサル相談会（弘前会場） ２００９．１１／１４

ＦＯＯＤＸ  ＪＡＰＡＮ平成２１  米粉パビリオン ２００９．３／３～

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２００９．６／１７

フードシステムソリューション  米粉パビリオン参加 ２００９．９／２４～

米粉パン技術講習会  第二回  名古屋市新栄 ２００９．２／６

米粉ビジネスコンサル展（つくば会場） ２００９．２／２０

米粉ビジネスコンサル展（金沢会場） ２００９．２／２７

■普及活動内容
普及活動内容 実施日時

設立記念セミナー ２００８．１０／３

米粉パン技術講習会  第一回  東京南池袋 ２００９．１／２５



普及活動内容

教育フォーラム  in   上越－牛乳・米粉普及ＰＲ企画

ＦＯＯＤＸ  ＪＡＰＡＮ２０１０  米粉パビリオン参加

静岡県米粉パン製造技術講習会

ファベックス２０１０  米粉パビリオン参加

米粉食品「こっけん料理講座」米粉パン専門コース協力

こっけん料理研究所主催米粉食品講座への協力
■米粉食品指導員認定スクール  ジュニアコース■米粉食品指導員認定スクール  マスターコース

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会

韓国ウィケン社  米粉事業視察団受け入れ

米粉ビジネス相談会  愛知会場／静岡会場／三重会場

フードシステムソリューション  米粉パビリオン参加

土と平和の祭典２０１０参加

Ｎｏｏｄｌｅ  ＷＯＲＬＤ  米粉パビリオン参加

２０１０．９／２２～

２０１０．１０／１７

２０１０．１０／１９～

２０１０．６／１６

２０１０．６／２２～

２０１０．６／３０～

２０１０．４／７～

２０１０．４／１２～

２０１０．４／１８～

２０１０．１／３０

２０１０．３／２～

２０１０．３／１９

■普及活動内容
実施日時



普及活動内容

全国農業協同組合米粉担当者との懇談会

リポ・サロン（米粉料理を研究探究する会として活動（２０１０．１２月から２０１１．３月まで４回開催）

エデュコミニュケーション２１教育セミナー  in   品川  食育セミナー～学校現場におけ
る食育の指導法

こっけん料理研究所主催米粉パン１日口座への協力

米粉ビジネスフォーラム

こっけん料理研究所主催米粉食品講座協力  米粉パン専門コース
■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクール（米粉ケーキ、調理コース）■米
粉パスタコース

労協センター事業団神奈川事業本部  緊急人材育成講座社会的事業者コース農業・米粉実習講座
への協力

Ｎｏｏｄｌｅ  ＷＯＲＬＤ  ＫＡＮＳＡＩ２０１１  米粉パビリオン参加

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会

フードシステムソリューション  米粉パビリオン参加

土と平和の祭典２０１１に参加

Ｎｏｏｄｌｅ  ＷＯＲＬＤ  米粉パビリオン参加 ２０１１．１０／１９～

２０１１．６／２９

２０１１．９／２６～

２０１１．１０／１６

２０１１．４月～

２０１１．５／１８～

２０１１．６／１４～

２０１１．１／２２

２０１１．１／２７

２０１１．２／１５

■普及活動内容
実施日時

２０１０．１１／１９

２０１０．１２／１～



ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２０１２．６／２６

フードシステムソリューション  米粉パビリオン参加 ２０１２．９／１９～

Ｎｏｏｄｌｅ  ＷＯＲＬＤ    米粉パビリオン参加 ２０１２．８／２９～

労協センター事業団神奈川事業本部米粉製造販売「カフェらいさー」への支援 ２０１２．４／１９開店

ファーム・エイド銀座２０１２  労協出展店舗に参加 ２０１２．４／２８

Ｎｏｏｄｌｅ  ＷＯＲＬＤ  ＫＡＮＳＡＩ  ２０１２  米粉パビリオン参加 ２０１２．５／２２～

ＦＯＯＤＸ  ＪＡＰＡＮ２０１１  米粉パビリオン参加 ２０１２．３／６～

労協センター事業団の東北被災地大船渡、登米事業所などにおける米粉関連起業家
への支援 ２０１２．３月～

こっけん料理研究所主催米粉食品講座協力    米粉パン専門コース
■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクール（米粉ケーキ、調
理コース） ２０１２．４月～

■普及活動内容
普及活動内容 実施日時

米粉フォーラム  開催 ２０１２．３／６



米粉の名人  料理グランプリ  第１回全国米粉料理レシピコンテスト  地区決勝大会  ＜関東・
甲信越地区決勝大会＞開催  ：女子栄養大学  坂戸キャンパス ２０１４．１／１２

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２０１３．６／２１

Ｎｏｏｄｌｅ  ＷＯＲＬＤ    米粉パビリオン参加 ２０１３．８／５～

フードシシテムソリューション  米粉パビリオン参加 ２０１３．９／２５～

米粉普及懇話会 ２０１３．３／１３

こっけん料理研究所主催米粉食品講座協力    米粉パン専門コース
■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクール
（米粉ケーキ、調理コース） ２０１３．４月～

ＩＮＴＥＲ－ＦＯＯＤ  ＫＡＮＳＡＩ２０１３  米粉パビリオン参加 ２０１３．５／２１～

＜復興市にて米粉製品の販売＞ ２０１２．１０／７～

ファーム・エイド銀座２０１２  労協出展店舗に参加 ２０１２．１０／４

ＦＯＯＤＸ  ＪＡＰＡＮ２０１１  米粉パビリオン参加 ２０１３．３／５～

■普及活動内容
普及活動内容 実施日時

第５回  ＥＤＯ  ＡＲＴ  ＥＸＰＯ（旧日本橋美人博覧会）  ＜商品開発と販売＞ ２０１２．９／２８～

＜江戸東京ウォーキングイベントにて米粉配布＞  ２，２００袋 ２０１２．９．２９



米粉の名人  料理グランプリ  第２回全国米粉料理コンテスト  地区決勝大会
＜東北地区決勝大会＞開催  ：山形調理師専門学校

２０１４．１２／６

米粉の名人  料理グランプリ  第２回全国米粉料理コンテスト  地区決勝大会
＜関東・甲信越地区決勝大会＞開催：  学校法人石坂学園  長野調理製菓専門
学校

２０１４．１２／１３

米粉の名人  料理グランプリ  第２回全国米粉料理コンテスト  地区決勝大会
＜近畿・東海・北陸地区決勝大会＞開催：  大阪ガス調理施設（ハグ  ミユージアム）

２０１５．１／１７

米粉の名人  料理グランプリ  第１回全国米粉料理レシピコンテスト  全国決勝大会開催  ：女
子栄養大学  駒込キャンパス

２０１４．３／２１

第１回全国米粉料理レシピコンテスト  記念特別セミナー開催 ２０１４．３／２２

　　　フードシステムソリューション  米粉パビリオン参加 ２０１４．９／１７～

米粉の名人  料理グランプリ  第１回全国米粉料理レシピコンテスト  地区決勝大会  ＜北海道・
東北地区決勝大会＞開催  ：宮城学院女子大学

２０１４．１／２６

米粉の名人  料理グランプリ  第１回全国米粉料理レシピコンテスト  地区決勝大会  ＜中四
国・九州地区決勝大会＞開催  ：くらしき作陽大学

２０１４．２／９

ＦＯＯＤＥＸ  ＪＡＰＡＮ２０１４  米粉パビリオン参加 ２０１４．３／４～

■普及活動内容
普及活動内容 実施日時

米粉の名人  料理グランプリ  第１回全国米粉料理レシピコンテスト  地区決勝大会  ＜近畿・
東海・北陸地区決勝大会＞開催  ：大津市民会館

２０１４．１／１９



米粉の名人  料理グランプリ  第２回全国米粉料理コンテスト  全国決勝大会開催  ：製粉会
館

２０１５．３／８

米粉の名人  料理グランプリ  第２回全国米粉料理コンテスト  地区決勝大会
＜北海道地区決勝大会＞開催：  学校法人光塩学園本部  光塩学園調理製菓
専門学校

２０１５．２／１５

ＦＯＯＤＸ  ＪＡＰＡＮ２０１５  米粉パビリオン参加 ２０１５．３／３～

米粉の名人  料理グランプリ  第２回全国米粉料理コンテスト  記念特別セミナ
－「米粉による食物アレルギー対応セミナー  Ⅱ」

２０１５．３／７

■普及活動内容
普及活動内容 実施日時

米粉の名人  料理グランプリ  第２回全国米粉料理コンテスト  地区決勝大会
＜中国・四国地区決勝大会＞開催  ：学校法人原田学園  広島酔心調理製菓専門学校 ２０１５．１／３１

米粉の名人  料理グランプリ  第２回全国米粉料理コンテスト  地区決勝大会
＜九州地区決勝大会＞開催：  学校法人常盤学園専修学校常盤学院

２０１５．２／７



「米粉の名人」料理グランプリ２０１５ー第３回全国米粉料理コンテスト
地区決勝大会　＜九州地区決勝大会開催＞
：熊本市　学校法人常盤学園　専修学校常盤学園

２０１６．１／３０

米粉活用セミナー　：川越市伊勢原公民館多目的ホール　調理実習室
第１部「アレルギー対応米粉食品展示・試食会」
第２部「米粉料理教室　家庭でできるグルテンフリー米粉料理」

２０１６．２／２０

「米粉の名人」料理グランプリ２０１５ー第３回全国米粉料理コンテスト
＜全国決勝大会＞　：東京都中央区　製粉会館

２０１６．３／５

「米粉の名人」料理グランプリ２０１５ー第３回全国米粉料理コンテスト
地区決勝大会　＜北海道・東北地区決勝大会開催＞
：仙台市　宮城調理製菓専門学校

２０１５．１１／２８

「米粉の名人」料理グランプリ２０１５ー第３回全国米粉料理コンテスト
地区決勝大会　＜関東・甲信越地区決勝大会開催＞
：横浜市　学校法人誠心学園　国際フード製菓専門学校

２０１５．１２／６

「米粉の名人」料理グランプリ２０１５ー第３回全国米粉料理コンテスト
地区決勝大会　＜中国・四国地区決勝大会開催＞
：岡山市　学校法人本山学園　西日本調理製菓専門学校

２０１６．１／１６

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２０１５．６／４

レシピ集の企画監『第２回全国米粉料理コンテスト入賞者レシピ集』平成２７年１１月１９日初版
発行　発行所：日本食糧新聞社　全１００ページ

２０１５．５月～

「米粉の名人」料理グランプリ２０１５ー第３回全国米粉料理コンテスト

地区決勝大会　＜近畿・東海・北陸地区決勝大会開催＞

：名古屋市　学校法人光陽学園ニチエイ調理専門学校

２０１５．１１／１４

■普及活動内容
普及活動内容 実施日時

「米粉食品スクール・講座　米粉食品指導員認定スクール」の協力  こっけんクッキング主催 ：製
粉会館

２０１５．５月
～　　１２月



「全国米粉料理レシピコンテスト２０１６　地区決勝大会
主催：農林水産省　受託団体：CAP.Ｎ
＜北海道・東北地区大会＞　：盛岡市　菜園調理師専門学校

２０１６．９／１０

「全国米粉料理レシピコンテスト２０１６　地区決勝大会
＜関東・甲信越地区大会＞　：東京都　製粉会館

２０１６．９／２４

有識者ヒアリング調査ー米粉の用途別基準専門部会開催　：(株)電通本社ビル ２０１６．１２／１

有識者ヒアリング調査ー第２回（最終）合同検討委員会開催　：(株)電通本社ビル ２０１６．３／２２

有識者ヒアリング調査ー第１回合同検討委員会開催　：(株)電通本社ビル ２０１６．６／１４

有識者ヒアリング調査ーグルテンを含まない米粉製品の表示ルール専門部会開催　：(株)電通
本社ビル

２０１6．１２／６

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２０１６．６／８

米粉製粉事業者の現地調査　調査対象：栃木、新潟、岐阜、富山、大阪、広島、熊本、鹿児島の各

府県８業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜施

設構造、製粉方法、管理体制当についての聞き取り＞

２０１６．５月
～　　９月

消費拡大推進に係る基礎データ調査：米粉の分析
農林水産省形成２８年度委託事業「食の魅力発掘による消費拡大のための国民運動推進事業」

２０１６．９月
～　　１１月

■普及活動内容
普及活動内容 実施日時

「米粉食品スクール・講座　米粉食品指導員認定スクール」への協力
こっけんクッキング主催：製粉会館

２０１６．５月
～　　１２月



コメ・コメ加工品輸出特別支援事業：「日本産コメ・コメ関連食品のプロモーション活動強化支
援」…独、伊、仏３か国プロモーション活動

２０１７．１０月

銀座でノングルテン＆米粉ワークショップ ２０１７．１２月

平成29年度外食産業等と連携した農産物の需要拡大対策事業の公募 ２０１８．４月

FOODEX　JAPAN２０１７「米粉パビリオン」参加　：幕張メッセ ２０１６．３／７～
１０

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２０１７．６／８

農林水産省形成２９年度委託事業「革新技術等波及展開支援事業（米粉）」
米粉の用途別基準、ノングルテン表示「地方説明会」全国８か所開催
CAP.Nが新たに制作した「米粉の用途別基準（１番・２番・３番）でつくる米粉レシピ動画上映

２０１７．６月～８月

「全国米粉料理レシピコンテスト２０１６　地区決勝大会
＜近畿・東海・北陸地区大会＞：名古屋市　学校法人光陽学園ニチエイ調理専門学校

２０１６．９／１７

「全国米粉料理レシピコンテスト２０１６　地区決勝大会
＜中国・四国地区大会＞　：広島市　学校法人原田学園　専修学校広島酔心調整製菓専門学校

２０１６．１０／１

「全国米粉料理レシピコンテスト２０１６　全国決勝大会
：東京都　製粉会館

２０１６．１１／５

普及活動内容 実施日時

    ■普及活動内容



米粉新商品の試食・商談会を開催 ２０２０．２月

令和元年度外食産業等と連携した農産物の需要拡大対策事業の公募 ２０２０．４月

11月11日からミラノで日本産米粉の試食会＆商談会 ２０１９．１０月

東京、大阪２会場でノングルテン米粉の製造と同加工品普及講習会開催 ２０１９．１０月

全国各地で第2回目の「米粉用米の情報交換会」開催 ２０１９．１１月

更なる商流の拡大実現を　〜マドリード、ミラノで試食・商談会〜 ２０１９．５月

ミラノでも試食・商談会　〜現地業者を招き、商流に向けた契機づくり〜 ２０１９．６月

ノングルテン米粉を使用した加工品の表示について ２０１９．９月

普及活動内容 実施日時
【動画】用途別基準でつくる米粉料理レシピ公開 ２０１８．１０月

平成30年度外食産業等と連携した農産物の需要拡大対策事業の公募 ２０１９．４月

    ■普及活動内容



ＣＡＰＮサイトで「健康コラム（by中村いずみ)」スタート ２０２１．１２月

ＣＡＰＮサイトで人気米粉レシピを大公開 ２０２２．１月

ＣＡＰＮ「オンライン米粉料理教室」スタート ２０２２．５月

大阪、東京2会場で「ノングルテン米粉の製造と同加工品普及講習会」開催 ２０２０．１１月

加工品登録申請に必要な講習会のオンライン化がスタート ２０２１．３月

「ノングルテン米粉の製造工程管理JAS認証説明会」を開催 ２０２１．１１月

普及活動内容 実施日時
ＣＡＰＮサイト全面リニューアルスタート ２０２０．９月

ノングルテン米粉ＪＡＳ制定 ２０２０．１０月

    ■普及活動内容


