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開催日：

会

参加費：無料
 

 

 

応募期間
表  
お問合せ先：
※応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。

主
共
後

 

～Yamagata

 

開催日：

会 場：山形国際ホテル

参加費：無料
 応募期間 ：

  彰 ：最優秀賞（県知事賞）その他
お問合せ先：山形

応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。

主 催：山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会
共 催：やまがた食産業クラスター協議会、山形県
後 援：山形県牛乳普及協会、おいしい山形

 

 

Yamagata

開催日：2018

場：山形国際ホテル

参加費：無料

 

10 月５
：最優秀賞（県知事賞）その他

山形県農林水産部
応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。

催：山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会
催：やまがた食産業クラスター協議会、山形県
援：山形県牛乳普及協会、おいしい山形

Yamagata Komekopan

2018 年 12
場：山形国際ホテル

参加費：無料 

 

日～10 月
：最優秀賞（県知事賞）その他

農林水産部
応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。

催：山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会
催：やまがた食産業クラスター協議会、山形県
援：山形県牛乳普及協会、おいしい山形

Komekopan

12 月

場：山形国際ホテル 

10 月 31 日
：最優秀賞（県知事賞）その他

農林水産部６次産業推進課（
応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。

催：山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会
催：やまがた食産業クラスター協議会、山形県
援：山形県牛乳普及協会、おいしい山形

 

検索
 

Komekopan 

月 1
 

 

日 
：最優秀賞（県知事賞）その他 

次産業推進課（
応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。

催：山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会
催：やまがた食産業クラスター協議会、山形県
援：山形県牛乳普及協会、おいしい山形

検索 やまがた米っ粉クラブ

 Contest

1 日（土）

 

 
次産業推進課（023

応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。

催：山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会
催：やまがた食産業クラスター協議会、山形県 
援：山形県牛乳普及協会、おいしい山形推進機構

やまがた米っ粉クラブ

Contest～

日（土） 

 

 

023－630
応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。

 

催：山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会 
 

推進機構 

やまがた米っ粉クラブ

～ 

 

630－3192
応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。

やまがた米っ粉クラブ 

 

 

 

3192） 
応募票様式は、やまがた米っ粉クラブのＨＰからダウンロード出来ます。 

 

 



 

 

米の主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を
促す。 

県内で米粉パンを製造・販売する事業者、農産加工事業者
※いずれも営業許可を得て製造・販売を行っている方とします。

県産米の米粉を原料とするパンで、以下の条件を全て満たすもの。
・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで
味が付加されていないもの（プレーンな味のパン）

注１）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん
だものは対象になりません。

注２）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

注３）クロワッサン、バターロールは対象になりません。
・使用する粉に対する米粉の使用割合が概ね
 注１）使用する粉とは、米粉、小麦粉、グルテンなどを指します。
・既に販売されている商品、または当コンテストの審査日から
売されることが確定している商品であること。
・過去にやまがた米粉食品コンクールで入賞し
・商品に関しては、品質表示などの関連法令等を順守していること。

表彰状の授与の他、受賞者は下記の特典を受けることができます。
(1) やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹
介を実施します。
(2) 副賞として入賞シール（商品貼付用）を
(3) 入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。

 

 

主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を

 

 

県内で米粉パンを製造・販売する事業者、農産加工事業者
いずれも営業許可を得て製造・販売を行っている方とします。

 

米の米粉を原料とするパンで、以下の条件を全て満たすもの。
・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで
味が付加されていないもの（プレーンな味のパン）

）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん
だものは対象になりません。
）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

ません。
）クロワッサン、バターロールは対象になりません。

・使用する粉に対する米粉の使用割合が概ね
）使用する粉とは、米粉、小麦粉、グルテンなどを指します。

・既に販売されている商品、または当コンテストの審査日から
売されることが確定している商品であること。
・過去にやまがた米粉食品コンクールで入賞し
・商品に関しては、品質表示などの関連法令等を順守していること。

 

の授与の他、受賞者は下記の特典を受けることができます。
やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹

介を実施します。
副賞として入賞シール（商品貼付用）を
入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。

 

主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を

県内で米粉パンを製造・販売する事業者、農産加工事業者
いずれも営業許可を得て製造・販売を行っている方とします。

米の米粉を原料とするパンで、以下の条件を全て満たすもの。
・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで
味が付加されていないもの（プレーンな味のパン）

）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん
だものは対象になりません。
）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

ません。 
）クロワッサン、バターロールは対象になりません。

・使用する粉に対する米粉の使用割合が概ね
）使用する粉とは、米粉、小麦粉、グルテンなどを指します。

・既に販売されている商品、または当コンテストの審査日から
売されることが確定している商品であること。
・過去にやまがた米粉食品コンクールで入賞し
・商品に関しては、品質表示などの関連法令等を順守していること。

の授与の他、受賞者は下記の特典を受けることができます。
やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹

介を実施します。 
副賞として入賞シール（商品貼付用）を
入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。

 

主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を

県内で米粉パンを製造・販売する事業者、農産加工事業者
いずれも営業許可を得て製造・販売を行っている方とします。

米の米粉を原料とするパンで、以下の条件を全て満たすもの。
・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで
味が付加されていないもの（プレーンな味のパン）

）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん
だものは対象になりません。
）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

）クロワッサン、バターロールは対象になりません。
・使用する粉に対する米粉の使用割合が概ね

）使用する粉とは、米粉、小麦粉、グルテンなどを指します。
・既に販売されている商品、または当コンテストの審査日から
売されることが確定している商品であること。
・過去にやまがた米粉食品コンクールで入賞し
・商品に関しては、品質表示などの関連法令等を順守していること。

の授与の他、受賞者は下記の特典を受けることができます。
やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹

副賞として入賞シール（商品貼付用）を
入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。

主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を

県内で米粉パンを製造・販売する事業者、農産加工事業者
いずれも営業許可を得て製造・販売を行っている方とします。

米の米粉を原料とするパンで、以下の条件を全て満たすもの。
・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで
味が付加されていないもの（プレーンな味のパン）

）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん
だものは対象になりません。 
）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

）クロワッサン、バターロールは対象になりません。
・使用する粉に対する米粉の使用割合が概ね

）使用する粉とは、米粉、小麦粉、グルテンなどを指します。
・既に販売されている商品、または当コンテストの審査日から
売されることが確定している商品であること。
・過去にやまがた米粉食品コンクールで入賞し
・商品に関しては、品質表示などの関連法令等を順守していること。

の授与の他、受賞者は下記の特典を受けることができます。
やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹

副賞として入賞シール（商品貼付用）を
入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。

 

主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を

県内で米粉パンを製造・販売する事業者、農産加工事業者
いずれも営業許可を得て製造・販売を行っている方とします。

米の米粉を原料とするパンで、以下の条件を全て満たすもの。
・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで
味が付加されていないもの（プレーンな味のパン）

）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん

）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

）クロワッサン、バターロールは対象になりません。
・使用する粉に対する米粉の使用割合が概ね 50％を超えるもの

）使用する粉とは、米粉、小麦粉、グルテンなどを指します。
・既に販売されている商品、または当コンテストの審査日から
売されることが確定している商品であること。 
・過去にやまがた米粉食品コンクールで入賞していない商品であること。
・商品に関しては、品質表示などの関連法令等を順守していること。

の授与の他、受賞者は下記の特典を受けることができます。
やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹

副賞として入賞シール（商品貼付用）を１千枚進呈します。
入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。

 

 

主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を

県内で米粉パンを製造・販売する事業者、農産加工事業者 
いずれも営業許可を得て製造・販売を行っている方とします。

米の米粉を原料とするパンで、以下の条件を全て満たすもの。
・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで
味が付加されていないもの（プレーンな味のパン） 

）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん

）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

）クロワッサン、バターロールは対象になりません。
％を超えるもの

）使用する粉とは、米粉、小麦粉、グルテンなどを指します。
・既に販売されている商品、または当コンテストの審査日から

ていない商品であること。
・商品に関しては、品質表示などの関連法令等を順守していること。

の授与の他、受賞者は下記の特典を受けることができます。
やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹

千枚進呈します。
入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。

 

主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を

いずれも営業許可を得て製造・販売を行っている方とします。 

米の米粉を原料とするパンで、以下の条件を全て満たすもの。 
・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで

）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん

）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

）クロワッサン、バターロールは対象になりません。 
％を超えるもの 

）使用する粉とは、米粉、小麦粉、グルテンなどを指します。
・既に販売されている商品、または当コンテストの審査日から６カ月以内に発

ていない商品であること。
・商品に関しては、品質表示などの関連法令等を順守していること。

の授与の他、受賞者は下記の特典を受けることができます。 
やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹

千枚進呈します。 
入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。

 

主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を

 
・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで

）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん

）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

）使用する粉とは、米粉、小麦粉、グルテンなどを指します。 
カ月以内に発

ていない商品であること。 
・商品に関しては、品質表示などの関連法令等を順守していること。 

 
やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹

入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。

 

主産地である本県において、県産米を原料とした米粉の利用拡大に向け、
米粉パンの品質及び認知度向上を図るため「やまがた米粉パンコンテスト」を
開催し、優れた米粉パンを表彰するとともに、インターネットホームページへ
の掲載などにより、県内の優れた米粉パンを県内外に広くＰＲし、消費拡大を

・食パン、コッペパン、フランスパン、丸パンなどの食事用に供されるパンで

）生地にその他の具材（レーズン、くるみ、チョコレート等）を混ぜ込ん

）その他の具材（チーズ、ジャム等）をトッピングしたものは対象になり

カ月以内に発

やまがた米っ粉クラブ及び県ホームページや各種行事等で積極的な商品紹

入賞商品を紹介する啓発用リーフレットで商品及び事業所等を紹介します。 


