
玄米で元気！ 発芽焙煎玄米粉

西会津産コシヒカリ
減農薬玄米１００％

を
発芽玄米にして
焙煎処理して

玄米粉にしました

小麦グルテンなどは
使用してない
無添加食品です

発芽装置で発芽（0.5〜1mm）
させ湿式気流粉砕機（スーパー
パウダーミル）にて微細粉（30
ミクロン）の発芽玄米粉が完成



玄米で元気！ 発芽焙煎玄米粉

お菓子の材料や料理
の隠し味に少し加え
るだけで、香ばしく
美味しくなります

写真：
あんみつに少しふり
かけてみました



玄米で元気！ 発芽焙煎玄米粉

お菓子の材料や料理
の隠し味に少し加え
るだけで、香ばしく
美味しくなります

写真：
麻婆豆腐に小さじ1杯
まぜてみました



玄米で元気！ 発芽焙煎玄米粉



玄米で元気！ 発芽焙煎玄米粉

ギャバ（y-アミノ酪酸）
の成分が
100g中12mg

と多く
健康機能性に
優れています

機能性に優れた成分
ギャバが

粉末で手軽に食せます



玄米で元気！ 発芽焙煎玄米粉

【使用方法】

ぬるま湯で溶かし甘味を加えてゼ
リー状にして食べやすくすれば、
幼児の離乳食やお年寄りや病気の
人の重湯などに最適です

牛乳やスープやお味噌汁、又は
ヨーグルトにスプーン１杯入れる
だけで健康機能性に優れたギャバ
（γ－アミノ酪酸）やフィチン酸
が取れるので子供から大人まで家
族全員にオススメできる商品です



玄 米

玄米は、精米しないので胚芽部分は
そのまま付いており、ビタミン・ミ
ネラル・食物繊維などの栄養素を豊
富に含んでいます

食物繊維は白米の6倍

https://www.ricepier.jp/お米-雑穀辞典/分づき米あれこれ/

玄米で元気！ 玄米のこと



玄米 精白米

エネルギー 350kcal 356kcal

たんぱく質 6.8g 6.1g

脂 肪 2.7g 0.9g

炭水化物 73.8g 77.1g

ナトリウム 1mg 1mg

ＧＡＢ （y－アミノ酪酸） 2.2mg 1.5mg

食物繊維 3.0g (不溶性) 0.5g (不溶性)

ビタミンE 1.3mg 0.2mg

ビタミンB1 0.41mg 0.08mg

カルシウム 9mg 5mg

マグネシウム 110mg 2.3mg

Until the germination brown rice can be done
※弊社発芽玄米粉の成分値は、財団法人日本穀物検定協会神戸分析センター調べ
※玄米と精白米の成分値は、五訂日本食品標準成分表より抜粋

玄米・精白米成分表

玄米で元気！ 玄米と精白米

玄米は
ビタミン
ミネラル
豊富です

とくに
ビタミンE,B1
カルシウム
マグネシウム
すごいです！



玄米で元気！ 発芽焙煎玄米粉

発芽玄米に
すると
さらに
玄米の成分を
超えます

GABがすごい！



ミネラル（mineral）とは

直訳すると「鉱物」のことですが
一般には私たちの身体を構成する元素
（生体元素、生命活動に必要な元素）のことをいいます。

地球上には約100種類の元素があり、
身体の約96%は

炭素・窒素・水素・酸素の4元素（有機物の構成要素）で構成

その4元素以外の
全ての生体元素を総称してミネラルと呼んでいます
（あるいは無機物、微量元素と表現されることもあります）。

玄米で元気！ ミネラル



種 類 働 き 欠乏症

30歳の1
日の必
要量

（男・女）

許容上限
摂取量

含まれる
主な食品

カルシウム Ca
骨・歯などの硬組織を作ります。血液の凝固、心筋の収縮にも作用。神経の興奮を押さ
える働きがあるのでイライラに効果があるといわれています。

歯、骨が弱くなる。十分に成
長しない。（ビタミンＤが不足
するとカルシウムの利用が悪
くなり欠乏症を起こしやす
い。）

600mg 2,500mg
小魚・乳製品・大豆製
品など

鉄 Fe
血液の成分であるヘモグロビンに含まれます。月経のある女性や妊婦に鉄欠乏性の
貧血が起こりやすく注意が必要です。食事で十分に摂取している場合には取り過ぎ
に注意しましょう。心疾患などのリスクが高まるといわれています。

貧血。疲れやすく怒りっぽく
なる。発育が遅れる。

10mg
12mg

40mg
ほうれん草・レバー・
ひじき・のりなど

ナトリウム Na

筋肉・神経の興奮を弱める働きがあります。カラダの体液のバランス（浸透圧）を調節
する重要なミネラルです。日本人は、塩分を十分にとっているのでサプリメントで摂
取する必要はありません。ナトリウムを取りすぎると高血圧になるので減塩の必要が
あります。

食欲減退、筋肉は脱力する。
極端な欠乏症は倦怠、無欲、
失神。

食塩・しょうゆ・味噌・
梅干など

リン P
歯･骨などの硬組織を作ります。しかし、過剰に取りすぎると骨粗しょう症の原因にな
ります。加工食品に多く含まれているため現代人は取りすぎているといわれていま
す。

歯、骨が弱くなる。骨折を起
こしやすくなる。

700mg 4,000mg
加工食品・卵黄・する
めなど

マグネシウム Mg
筋肉の収縮を抑える働きがあるので、脳梗塞や心筋梗塞を防ぐといわれています。
血管が拡張して心悸亢進を起こす。

けいれん・昏睡。
320mg
260mg

700mg
青海苔･米ぬか・干し
昆布・ごまなど

カリウム K 
心臓機能、筋肉機能を調節する重要なミネラルです。多く取ると血圧が下がります。
カリウムはナトリウムとのバランスが重要で、日本人はナトリウムを多くとるので高血
圧を防ぐためにもカリウムをきちんと取る必要があるといわれています。

筋無力症・まひ状態、知覚が
にぶくなる

2,000mg
動植物類に豊富に含
まれる。特に果実類に
多い。

銅 Cu
骨髄でヘモグロビンを作るときの鉄の働きや腸管からの鉄の吸収を助けます。銅は
亜鉛と体内でバランスを取っています。

貧血・骨異常・脳障害
1.8mg
1.6mg

9mg
生レバー・ココア・チョ
コなど

ヨウ素 I
甲状腺ホルモンの主な成分です。不足すると甲状腺が肥大化する甲状腺腫の原因に
なります。放射線を浴びた時に放射性ヨウ素が甲状腺に蓄積して発ガン作用を抑え
ると言う働きがあります。

甲状腺腫 150μg 3mg
昆布・わかめ・のり・寒
天・イワシ・カツオなど

マンガン Mn 骨・肝臓の酵素を活性化します。骨の生成を促進します。
骨の発育不充分。中枢神経障
害。

4.0mg
3.5mg

10mg
抹茶・煎茶・ごま・こむ
ぎ・玄米など

セレン Se
強力な抗酸化作用。心臓病や動脈硬化、老化の防止に重要な役割をはたしていると
いわれています。日本人で不足している人は少ないようです。

動脈硬化、心筋症が起こりや
すくなる。

55μg
45μg

250μg 
毛がに・イワシ･カレ
イ・カツオ・昆布・卵な
ど

亜鉛 Zn さまざまな酵素やホルモンなどの働きを助ける重要なミネラルです。
味覚障害、皮膚炎、脱毛、性機
能障害、うつ症状。

12mg
10mg

30mg
牡蠣・ごま・米ぬか・
アーモンドなど

クロム Cr
糖や脂肪の代謝に利用されています。インシュリンの感受性を高めるという作用があ
るといわれています。

動脈硬化、糖尿病の一因とな
ることもあります。

35μg
30μg

250μg
こしょう･ハマグリ･鶏
肉･卵・玄米など

モリブテン Mo
さまざまな酵素の構成物質となっています。日本人の食生活で不足することはほと
んどないと考えられています。

はっきりとした欠乏症はあり
ません。

30μg
25μg

250μg
海藻･玄米･白米・野
菜・肝臓・貝類など

ミネラル13種類 お問合せ （株）キノコハウス 0241-49-2614玄米で元気！ ミネラル



玄米で元気！ ビタミン

ビタミンを最初に発見したのは、日本人の鈴木梅太郎博士です。

1910年に脚気の研究の際に発見した成分で「オリザニン」と命名
されました。これは現在のビタミンB1にあたります。

1897年にオランダ人のエイクマンが脚気に米ぬかの成分が関係し
ていることは示唆していましたが、米ぬかからの成分抽出に成功
したのは、鈴木梅太郎博士が初めてです。

その後1911年にはポーランドのフンクも同じく米ぬかからの分離
に成功し、1912年に、

生命の「vital」、アミン「amine」ということで
「vitamine」と命名

アミンとは窒素（N)を含む有機化合物のことです。



協力しあって働くビタミン

ビタミンはそれぞれ独自の役割を持っているので、一種類だけを
大量に摂るよりも、まんべんなく摂ることが理想的です。
また組み合わせによっては、お互いに助け合い、
効果を高め合うものがあります。
以下は組み合わせによって働きが高められる例です。

★ビタミンB群（ビタミンBl，2，6，12・ナイアシン・パントテン酸
など）⇒ お互いに働きを高める

★ビタミンE、C ⇒ ビタミンCがビタミンEの抗酸化作用を高める

★ビタミンC、P ⇒ ビタミンCの利用率が高まる など

玄米で元気！ ビタミン




