
金ごま本舗　商品カタログ（百貨店様向け）
品名規格 金ごまいりごま75g 商品特徴 品名規格 国産金ごま洗いごま80g 商品特徴

ジャンコード 4947147020125 ジャンコード 4947147001056

ケース入数 40（10×4） ケース入数 30（10×3）
賞味期限 ３００日 賞味期限 ３００日

標準小売価格 本体価格３００円 標準小売価格 本体価格９００円

品名規格 金ごますりごま60g 商品特徴 品名規格 国産黒ごま洗いごま80ｇ 商品特徴

ジャンコード 4947147021238 ジャンコード 4947147002930

ケース入数 60（10×6） ケース入数 30（10×3）
賞味期限 １８０日 賞味期限 ３００日

標準小売価格 本体価格３００円 標準小売価格 本体価格９００円

品名規格 有機金ごまいりごま60g 商品特徴 品名規格 国産金ごまいりごま70g 商品特徴

ジャンコード 4947147010010 ジャンコード 4947147001063

ケース入数 60（10×6） ケース入数 30（10×3）
賞味期限 ３００日 賞味期限 ３００日

標準小売価格 本体価格３００円 標準小売価格 本体価格１０００円

品名規格 有機白ごまいりごま70g 商品特徴 品名規格 国産黒ごまいりごま70g 商品特徴

ジャンコード 4947147010119 ジャンコード 4947147002947

ケース入数 60（10×6） ケース入数 30（10×3）
賞味期限 ３００日 賞味期限 ３００日

標準小売価格 本体価格３００円 標準小売価格 本体価格１０００円

品名規格 有機黒ごまいりごま70g 商品特徴 品名規格 国産金ごまいりごま30g 商品特徴

ジャンコード 4947147010218 ジャンコード 4947147001070

ケース入数 60（10×6） ケース入数 30（10×3）
賞味期限 ３００日 賞味期限 ３００日

標準小売価格 本体価格３００円 標準小売価格 本体価格５００円

品名規格 国産黒ごまいりごま30g 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 4947147002954

ジャンコード 4947147024567 ケース入数 30（10×3）
ケース入数 60（10×6） 賞味期限 ３００日

賞味期限 ３００日 標準小売価格 本体価格５００円

標準小売価格 本体価格２５０円

品名規格 白ごますりごま60g 商品特徴 品名規格 白ごま金ごま合わせごま70g 商品特徴
ジャンコード 4947147024888 ジャンコード 4947147022358

ケース入数 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３００円
品名規格 黒ごま金ごま合わせごま70g 商品特徴

品名規格 黒ごまいりごま80g 商品特徴 ジャンコード 4947147022778
ジャンコード 4947147023478 ケース入数 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３００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 品名規格 金ごまきな粉70g 商品特徴

ジャンコード 4947147023669 ジャンコード 4947147004156

ケース入数 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３００円
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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

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。

日本で消費されるごまの99％は輸入して
おり、国産のごまは大変貴重です。石釜
で手煎りで焙煎することで金ごまの香り
を引き出しました。

日本で消費されるごまの99％は輸入して
おり、国産のごまは大変貴重です。石釜
で手煎りで焙煎することで黒ごまの香り
を引き出しました。

表示価格は全て税抜表示

特約農家で栽培した金ごまです。産地は
事情により変動します。一括表示に県産
地名を表記しています。

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。

金ごまときな粉と黒砂糖をブレンド。牛
乳ヨーグルトに混ぜたり、わらび餅あべ
かわ餅にどうぞ。

国
産
洗
い
ご
ま

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。

特約農家で栽培した黒ごまです。産地は
事情により変動します。一括表示に県産
地名を表記しています。

安全安心を求めて、パラグアイで有機栽
培された黒ごまを原料として日本農林規
格に定める有機加工食品の基準を満たし
た製品です。

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。

有
機
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日本で消費されるごまの99％は輸入して
おり、国産のごまは大変貴重です。石釜
で手煎りで焙煎することで金ごまの香り
を引き出しました。

安全安心を求めて、パラグアイで有機栽
培された白ごまを原料として日本農林規
格に定める有機加工食品の基準を満たし
た製品です。

安全安心を求めて、トルコで有機栽培さ
れた金ごまを原料として日本農林規格に
定める有機加工食品の基準を満たした製
品です。

国
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日本で消費されるごまの99％は輸入して
おり、国産のごまは大変貴重です。石釜
で手煎りで焙煎することで黒ごまの香り
を引き出しました。

金ごまと黒ごまを合わせたすりごまで
す。金ごまをブレンドすることで黒ごま
独特の風味を和らげました。

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。

金ごまと白ごまを合わせたすりごまで
す。半つぶしタイプで粒の食感も楽しめ
る逸品です。胡麻和えはもちろん、鍋
物、冷奴などの薬味として最適です。

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。



金ごま本舗　商品カタログ（百貨店様向け）
品名規格 金ごま洗いごま80g 商品特徴 品名規格 金ごまふりかけ50g 商品特徴

ジャンコード 4947147001032 ジャンコード 4947147001421

ケース入数 60（10×6） ケース入数 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３００円

品名規格 黒ごま洗いごま100g 商品特徴 品名規格 金ごま納豆ふりかけ50ｇ 商品特徴

ジャンコード 4947147003234 ジャンコード 4947147001483

ケース入数 60（10×6） ケース入数 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３００円

品名規格 金ごましょうゆ風味60ｇ 商品特徴

品名規格 金ごまいりごま5g×8p 商品特徴 ジャンコード 4947147002510

ジャンコード 4947147001155 ケース入数 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３００円

標準小売価格 本体価格２５０円 品名規格 金ごま塩75g 商品特徴

品名規格 金ごますりごま4g×8p 商品特徴 ジャンコード 4947147004330

ジャンコード 4947147001513 ケース入数 60（10×6）
ケース入数 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３００円

標準小売価格 本体価格２５０円 品名規格 黒ごま塩80g 商品特徴

ジャンコード 4947147004224

品名規格 黒ごまはちみつ330g 商品特徴 ケース入数 60（10×6）
ジャンコード 4947147004897 賞味期限 ３００日

ケース入数 10 標準小売価格 本体価格３００円

賞味期限 ３００日

標準小売価格 本体価格１２５０円 品名規格 金ごまドレッシング285ml 商品特徴

品名規格 金ごま純ねりごま200g 商品特徴 ジャンコード 4947147006884

ジャンコード 4947147001292 ケース入数 15
ケース入数 10 賞味期限 １８０日

賞味期限 ３６５日 標準小売価格 本体価格６８０円

標準小売価格 本体価格１５００円 品名規格 金ごまぽんず315g 商品特徴

ジャンコード 4947147006778

品名規格 金ごま油250g 商品特徴 ケース入数 15
ジャンコード 4947147000783 賞味期限 １８０日

ケース入数 8 標準小売価格 本体価格７８０円

賞味期限 ３６５日 品名規格 ゆずと金ごま香る塩だれ300ml 商品特徴

標準小売価格 本体価格２０００円 ジャンコード 4947147007775

品名規格 金ごま油115g 商品特徴 ケース入数 15
ジャンコード 4947147000790 賞味期限 １８０日

ケース入数 10 標準小売価格 本体価格６８０円

賞味期限 ３６５日 品名規格 こだわりのかけしょうゆ115g 商品特徴

標準小売価格 本体価格１０００円 ジャンコード 4947147006020

ケース入数 100（10×10）

賞味期限 ３００日
標準小売価格 本体価格２００円

遠赤焙煎の黒ごまとこだわりの天日塩だ
けを使った無添加のごま塩です。塩の結
晶を大きくする為平釜で炊き、ごまと分
離しないようにしています。

遠赤焙煎の金ごまとこだわりの天日塩だ
けを使った無添加のごま塩です。塩の結
晶を大きくする為平釜で炊き、ごまと分
離しないようにしています。
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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。

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。

ふ
り
か
け
・
ご
ま
塩

金ごまふりかけに乾燥納豆をブレンドし
ました。納豆嫌い人も平気で食べられま
す。

表示価格は全て税抜表示

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。

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
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金ごまと白ごまをブレンドし、金ごまの
風味はそのままに白ごまに醤油で味つけ
したふりかけごま。

胡麻大豆昆布の素材を丸ごと使い、味付
けに少量の自然塩を加えただけでおいし
さを追求したふりかけ。

厳選したミャンマー産の黒ごまを丁寧に
異物除去後、水洗いし、乾燥しました。
焙煎は焙烙でされるのが理想的です。

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。

金
ご
ま
油

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。大容量タイプ。

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。

は
ち
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黒ごまとハチミツをブレンドし、さらに
オリゴ糖を加えました。トーストやク
ラッカーなどバターの代わりにお使いく
ださい。

何も引くことも足すこともしない風味豊
かな金ごま１００％の純ねりごまです。
料理はもちろん、トーストにそのまま
ぬってもお使いいただけます。

厳選したトルコ産の金ごまを丁寧に異物
除去後、水洗いし、乾燥しました。焙煎
は焙烙でされるのが理想的です。



金ごま本舗　商品カタログ（百貨店様向け）
品名規格 金ごま胡麻とうふ100g 商品特徴 品名規格 金ごまピーナッツ80ｇ 商品特徴

ジャンコード 4947147005016 ジャンコード 4947147001742

ケース入数 120（20×6） ケース入数 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２５０円 標準小売価格 本体価格３００円

品名規格 白ごま胡麻とうふ100g 商品特徴 品名規格 黒の豆菓子50g 商品特徴
ジャンコード 4947147005153 ジャンコード 4947147008314
ケース入数 120（20×6） 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２５０円 標準小売価格 本体価格３００円

品名規格 黒ごま胡麻とうふ100g 商品特徴 品名規格 香り金ごま茶5g×8p 商品特徴

ジャンコード 4947147005214 ジャンコード 4947147008765

ケース入数 120（20×6） ケース入数 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２５０円 標準小売価格 本体価格３００円

品名規格 胡麻濃厚金ごまとうふ50g 商品特徴 品名規格 チアシード（黒）50ｇ 商品特徴
ジャンコード 4947147005023 ジャンコード 4947147010706
ケース入数 120（6×20） ケース入数 60（10×6）
賞味期限 ９０日 賞味期限 ３６５日

標準小売価格 本体価格２００円 標準小売価格 本体価格６００円
品名規格 胡麻濃厚白ごまとうふ50g 商品特徴 品名規格 チアシード（白）50ｇ 商品特徴

ジャンコード 4947147005122 ジャンコード 4947147010713
ケース入数 120（6×20） ケース入数 60（10×6）
賞味期限 ９０日 賞味期限 ３６５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
品名規格 胡麻濃厚黒ごまとうふ50g 商品特徴 品名規格 チアシードオイル110ｇ 商品特徴

ジャンコード 4947147005221 ジャンコード 4947147010775
ケース入数 120（6×20） ケース入数 6
賞味期限 ９０日 賞味期限 ３６５日

標準小売価格 本体価格２００円 標準小売価格 本体価格２５００円

黒豆は北海道産、黒砂糖は沖縄県産、黒
ごまは愛媛県産と原材料を国産にこだわり
ました。

ス
ー

パ
ー

フ
ー

ド

必須脂肪酸オメガ3、オメガ6が豊富に含
まれ、さらにミネラルや鉄、食物繊維と
いった不足しがちな栄養成分が多数含ま
れております。

必須脂肪酸オメガ3、オメガ6が豊富に含
まれ、さらにミネラルや鉄、食物繊維と
いった不足しがちな栄養成分が多数含ま
れております。

オメガ3、オメガ6をバランスよく含んだ
チアシードを圧搾したオイルです。1日
に小さじ１杯程度を目安にお召し上がり
下さい。

ティーパックになった香り高い金ごまの
焙煎胡麻茶。美容と健康に食中茶として
してどうぞ。

金
ご
ま
茶

発売当時から変わらぬおいしさ！
香味豊かな金ごまを主に使用した高野山
製法のごまとうふです。限りなく滑らか
で長期冷蔵保存も可能です。

すりたての金ごますりごまを出来たての
フライドピーナッツにコーティングした
甘くて病みつきになるピーナッツのお菓
子です。

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

発売当時から変わらぬおいしさ！
白ごまを使用した癖の無い高野山製法の
ごまとうふです。限りなく滑らかで長期
冷蔵保存も可能です。

発売当時から変わらぬおいしさ！
黒ごまと金ごまを使用した癖の無い高野
山製法のごまとうふです。限りなく滑ら
かで長期冷蔵保存も可能です。
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類をみない濃厚なごまとうふ！
香味豊かな黒ごま純ねりごまをたっぷり
使い本葛とでん粉だけで炊き込んだ旨味
と香りが楽しめる本格ごまとうふです。

類をみない濃厚なごまとうふ！
香味豊かな白ごま純ねりごまをたっぷり
使い本葛とでん粉だけで炊き込んだ旨味
と香りが楽しめる本格ごまとうふです。

表示価格は全て税抜表示

類をみない濃厚なごまとうふ！
香味豊かな金ごま純ねりごまをたっぷり
使い本葛とでん粉だけで炊き込んだ旨味
と香りが楽しめる本格ごまとうふです。


