
金ごま本舗　商品カタログ（こだわりスーパー様向け）
商品名・規格 プレミアム金ごまいりごま70ｇ 商品特徴 品名規格 白ごまいりごま70g 商品特徴

ジャンコード 4947147020668 ジャンコード 4947147024567

入数 60（10×6） ケース入数 60（10×6）

賞味期限 １８０日 賞味期限 ３００日

標準小売価格 本体価格２５０円 標準小売価格 本体価格２５０円

商品名・規格 プレミアム金ごますりごま55ｇ 商品特徴 品名規格 白ごますりごま60g 商品特徴

ジャンコード 4947147021788 ジャンコード 4947147024888

入数 60（10×6） ケース入数 60（10×6）

賞味期限 １８０日 賞味期限 １８０日

標準小売価格 本体価格２５０円 標準小売価格 本体価格２５０円

品名規格 黒ごまいりごま80g 商品特徴

商品名・規格 金ごまいりごま5g×8ｐ 商品特徴 ジャンコード 4947147023478

ジャンコード 4947147001155 ケース入数 60（10×6）

入数 60（10×6） 賞味期限 ３００日

賞味期限 １８０日 標準小売価格 本体価格２５０円

標準小売価格 本体価格２５０円 品名規格 黒ごますりごま70ｇ 商品特徴

商品名・規格 金ごますりごま4g×8p 商品特徴 ジャンコード 4947147023669

ジャンコード 4947147001513 ケース入数 60（10×6）

入数 60（10×6） 賞味期限 １８０日

賞味期限 １８０日 標準小売価格 本体価格２５０円

標準小売価格 本体価格２５０円

商品名・規格 金ごまいりごま5g×6p 商品特徴 品名規格 金ごまドレッシング285ml 商品特徴

ジャンコード 4947147001193 ジャンコード 4947147006884

入数 60（10×6） ケース入数 15

賞味期限 １８０日 賞味期限 １８０日

標準小売価格 本体価格２００円 標準小売価格 本体価格６８０円

商品名・規格 金ごますりごま4g×6p 商品特徴 品名規格 金ごまぽんず315g 商品特徴

ジャンコード 4947147001568 ジャンコード 4947147006778

入数 60（10×6） ケース入数 15

賞味期限 １８０日 賞味期限 １８０日

標準小売価格 本体価格２００円 標準小売価格 本体価格７８０円

品名規格 ゆずと金ごま香る塩だれ300ml 商品特徴

商品名・規格 金ごまいりごま5ｇ×6ｐ壁掛け 　　商品特徴 ジャンコード 4947147007775

ジャンコード 4947147001179 ケース入数 15
入数 100(10×10) 賞味期限 １８０日

賞味期限 １８０日 標準小売価格 本体価格６８０円
標準小売価格 本体価格２００円 品名規格 金ごま油115g 商品特徴

商品名・規格 金ごますりごま4ｇ×6ｐ壁掛け　 　　商品特徴 ジャンコード 4947147000790

ジャンコード 4947147001520 ケース入数 10

入数 100(10×10) 賞味期限 ３６５日
賞味期限 １８０日 標準小売価格 本体価格１０００円

標準小売価格 本体価格２００円
商品名・規格 金ごま入りごまとうふ50ｇ 商品特徴

商品名・規格 金ごまいりごま43ｇ 商品特徴 ジャンコード 4947147005634

ジャンコード 4947147001087 ケース入数 108（9×12）

入数 60（10×6） 賞味期限 ９０日
賞味期限 １８０日 標準小売価格 本体価格１５０円

標準小売価格 本体価格１７０円

商品名・規格 金ごますりごま40ｇ 商品特徴 品名規格 こだわりのかけしょうゆ115g 商品特徴

ジャンコード 4947147001254 ジャンコード 4947147006020

入数 60（10×6） ケース入数 100（10×10）

賞味期限 １８０日 賞味期限 ３００日

標準小売価格 本体価格１７０円 標準小売価格 本体価格２００円

金ごま本舗株式会社　兵庫県宝塚市山本中3丁目19-26　TEL：0797-80-4150　FAX：0797-80-4153

白
ご
ま

おいしい胡麻は焙烙で煎った胡麻。焙
烙の秘密は芯から加熱する遠赤外線。
金ごま本舗のいりごまは遠赤焙煎で白
ごまの旨味を最大限に生かしました。

遠赤焙煎で白ごまの旨味を活かしたい
りごまをしっとりとする程よくすった
白ごますりごまです。

黒
ご
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おいしい胡麻は焙烙で煎った胡麻。焙
烙の秘密は芯から加熱する遠赤外線。
金ごま本舗のいりごまは遠赤焙煎で黒
ごまの旨味を最大限に生かしました。

遠赤焙煎で黒ごまの旨味を活かしたい
りごまをしっとりとする程よくすった
黒ごますりごまです。

調
味
料

厳選された香味豊かなごまと、本葛、
でん粉だけで炊き上げた無添加ごまと
うふです。そのままか、わさび醤油で
お召し上がりください。
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おいしい胡麻とうふ、冷奴、納豆のた
めに五穀で造ったこだわりのかけしょ
うゆです。卵料理、お刺身などかけ
しょうゆとしてお使いください。

マヨネーズに金ごますりごまを加え、
さらにぽんずをブレンドしたマヨネー
ズドレッシングです。見た目よりさっ
ぱりとした味に仕上げてあります。

おいしさを極めたぽんずに風味満点の
金ごま純ねりごまを加えたぽんずで
す。サラダ、鍋など多岐にわたってお
使いください。

高知のゆずと深層水食塩を使用したま
ろやかな塩だれです。焼肉、焼鳥、塩
焼そば、野菜炒めがこれ一本で簡単に
おいしく作れます。

エキストラバージンセサミオイル。化
学薬品を一切使わない製法の搾ったま
まのフルーティーな香りの生食タイプ
のごま油。通常タイプ。
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遠赤焙煎で香味高く仕上げた金ごまい
りごまを8分ずりにし、粒の食感を残し
たすりごまです。お買い求めやすい価
格帯にしました。

遠赤焙煎で香味高く仕上げた金ごまい
りごまを8分ずりにし、粒の食感を残し
たすりごまを簡便な個包装（使い切
り）にしました。

遠赤焙煎方式で金ごまの旨味を最大限
に活かした香り高いいりごまです。そ
の金ごまいりごまを簡便な個包装（使
い切り）にしました。
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遠赤焙煎で香味高く仕上げた金ごまい
りごまを8分ずりにし、粒の食感を残し
たすりごまを簡便な個包装（使い切
り）にしました。

遠赤焙煎方式で金ごまの旨味を最大限
に活かした香り高いいりごまです。そ
の金ごまいりごまを簡便な個包装（使
い切り）にしました。

遠赤焙煎方式で金ごまの旨味を最大限
に活かした香り高いいりごまです。お
買い求めやすい価格帯にしました。

クロス販売可能
便利なカレンダー
商材です。

クロス販売可能
便利なカレンダー
商材です。

表示価格は全て税抜表示

遠赤焙煎方式で金ごまの旨味を最大限
に活かした香り高いいりごまです。ご
まの中のタンパク質と油脂分が万遍な
く混ざり合っています。

遠赤焙煎で香味高く仕上げた金ごまい
りごまを神戸牛の霜降り状態のごとく
油脂分がにじみ出る程よくすった超
しっとりタイプのすりごまです。


