
（令和5年3月16日現在：41社・団体、138品）

認定番号 商品名 企業名

1 広貫堂　エゴマゴールドブレンドオイル　プレミアム2018 株式会社廣貫堂

2 えごま油　PREMIUM 株式会社健菜堂

3 えごまの葉 株式会社健菜堂

4 えごまスプラウト 株式会社健菜堂

5 えごまどら焼き 銀心菓創　くれは製菓

6 とやまエゴマカレースパイス中辛 アジャンタスパイス

7 とやまエゴマカレースパイス甘口 アジャンタスパイス

8 とやまピクルススパイス アジャンタスパイス

9 エバリーフ配合チャイスパイス アジャンタスパイス

10 エバリーフ配合マサラチャイスパイス アジャンタスパイス

11 エバリーフ配合ジンジャーチャイスパイス アジャンタスパイス

12 スパイスソルト地中海（100ｇ） アジャンタスパイス

13 スパイシーエゴマチキンカリー アジャンタスパイス

14 ココナッツエゴマチキンカリー アジャンタスパイス

15 龍心ゴールドＳＰ 株式会社奥田庄太郎商店

16 えごまアマレッティ Monsieur J（ムッシュ・ジー）

17 えごまクッキー Monsieur J（ムッシュ・ジー）

18 えごまマカロン Monsieur J（ムッシュ・ジー）

19 やくぜん梅・えごままぜご飯 特定非営利活動法人食と福祉と環境を考えるネットワーク

20 やくぜん梅・えごまお茶漬 特定非営利活動法人食と福祉と環境を考えるネットワーク

21 やくぜん梅・えごま雑炊 特定非営利活動法人食と福祉と環境を考えるネットワーク

22 やくぜん十八穀　老止女のごはん 特定非営利活動法人食と福祉と環境を考えるネットワーク

23 やくぜんしろえびたまご丼 特定非営利活動法人食と福祉と環境を考えるネットワーク

24 やくぜんしろえびきのこスープ 特定非営利活動法人食と福祉と環境を考えるネットワーク

25 やくぜんしろえびわかめスープ 特定非営利活動法人食と福祉と環境を考えるネットワーク

26 やくぜんしろえび長ねぎみそ汁 特定非営利活動法人食と福祉と環境を考えるネットワーク

27 やくぜんえごま野菜たまご雑炊 特定非営利活動法人食と福祉と環境を考えるネットワーク

28 とやまエゴマクッキー クオーレ

29 とやまエゴマグリーンケーキ クオーレ

30 とやまエゴマブラウンケーキ クオーレ

31 とやまエゴマドレッシング クオーレ

32 Egoma Pesto（エゴマペースト） クオーレ

33 とやまの紅茶　エゴマリーフティー 富山紅茶の会

34 えごま油 あおば農業協同組合

35 えごまドレッシングクリーミー あおば農業協同組合

36 えごまドレッシング和風 あおば農業協同組合

37 えごまドレッシング味噌風味 あおば農業協同組合

38 黒えごま粒 あおば農業協同組合

39 富山えごま飴 株式会社島川

40 富山えごまパニーニ 株式会社パン・オーレ

41 富山えごまあんバターパン 株式会社パン・オーレ



認定番号 商品名 企業名

42 エゴマ美人（ロールケーキ） 株式会社パン・オーレ

43 エゴマ美人（クッキー） 株式会社パン・オーレ

44 富山えごまプチパン 株式会社パン・オーレ

45 えごまジェラート やくぜんジェラー富王国実行委員会

46 チーズタッカルビ Korean Kitchen TEJI KAEN

47 ナッチポックム Korean Kitchen TEJI KAEN

48 包み野菜 Korean Kitchen TEJI KAEN

49 エゴマカクテル Korean Kitchen TEJI KAEN

50 エゴマとパクチーのサラダ Korean Kitchen TEJI KAEN

51 エゴマとたっぷり野菜の海鮮生春巻き 越中の台所「季の香」

52 エゴマ肉巻きミルフィーユかつ 越中の台所「季の香」

53 とやま素材一口ピザ・エゴマ粉生地 越中の台所「季の香」

54 とやまグリーン・ブラウン餃子の皮 越中の台所「季の香」

55 自家製えごま味噌 越中の台所「季の香」

56 自家製えごまゼリー 越中の台所「季の香」

57 えごまのグリーンマカロニ 越中の台所「季の香」

58 えごまのバジルソース 越中の台所「季の香」

59 国産えごま 株式会社健菜堂

60 国産えごまパウダー 株式会社健菜堂

61 「富山えごま」と「べっ嬪さくらますうらら」のおむすび 株式会社源

62 富山米シューラスク　えごま 大野菓子店

63 紫甘丹 大野菓子店

64 純米ロール　えごま 大野菓子店

65 「富山えごま入り」粗挽きソーセージ（とやまポーク100％） 越中の台所「季の香」

66 エゴマ生餃子 餃子のまーちゃん

67 えごま醤油漬け 焼肉と韓国料理や　汝矣島

68 えごまめ（パウンドケーキ） セーナー苑　工房CoCo

69 えごまクッキー セーナー苑　工房CoCo

70 えごまシフォンケーキ セーナー苑　工房CoCo

71 野菜たっぷりプレート café　BLUE　LEAVES

72 野菜たっぷりセイロ蒸し café　BLUE　LEAVES

73 野菜たっぷり弁当 café　BLUE　LEAVES

74 えごまスープ café　BLUE　LEAVES

75 エゴマとササミと野菜の揚げ春巻き 隠れやcafé　ふぅ

76 うす切豚ロースのエゴマ焼 隠れやcafé　ふぅ

77 有機ふすまのとんかつ　エゴマだれ 隠れやcafé　ふぅ

78 エゴマとバナナのチーズケーキ 隠れやcafé　ふぅ

79 エゴマの自家製ドレッシング 隠れやcafé　ふぅ

80 エゴマのリュスティック Baku house

81 富山えごまのガーリックラスク 株式会社パン・オーレ

82 富山えごまのガーリックラスク（ブラックペッパー味） 株式会社パン・オーレ

83 富山えごまの二上桜酵母あんパン 株式会社パン・オーレ

84 富山えごまとハムカツのサンド 株式会社パン・オーレ

85 ベジウェル（大豆） モカ洋菓子店

86 ベジウェル（人参） モカ洋菓子店



認定番号 商品名 企業名

87 エゴマ油100％ソフトカプセル 株式会社廣貫堂

88 えごまゴールドブレンドオイル 株式会社廣貫堂

89 えごまジェノベーゼ 株式会社廣貫堂

90 えごまハーブソルト 株式会社廣貫堂

91 えごまドレッシング　梅肉・大根 株式会社廣貫堂

92 えごまドレッシング　ゆず・たまねぎ 株式会社廣貫堂

93 えごまドレッシング　ねぎ・りんご・ブラックペッパー 株式会社廣貫堂

94 えごまつくね 炭火串焼　雅楽多

95 えごま入り焼きおにぎり 炭火串焼　雅楽多

96 えごま御膳 株式会社石橋

97 エバオイル 株式会社健菜堂

98 富山えごまん 株式会社あいの風

99 えごま最中 一位 有限会社林盛堂本店

100 えごま羊かん 素玄 有限会社林盛堂本店

101 エゴマとおからのサブレ ささ家

102 さつまいもとエゴマの野菜ケーキ ささ家

103 えごまおむすびランチ 隠れやcafé　ふぅ

104 えごまおむすび弁当 隠れやcafé　ふぅ

105 えごまと白えびふりかけ 株式会社スカイインテック

106 えごまとゲンゲふりかけ 株式会社スカイインテック

107 エゴマ美人クッキー（ほうじ茶味） 株式会社パン・オーレ

108 富山えごまプリン あおば農業協同組合

109 富山えごまシフォンケーキ あおば農業協同組合

110 えごまあんどーなつ 加藤 勝彦

111 エゴマシフォン ケーキハウス ウキパパ

112 エゴマプリン ケーキハウス ウキパパ

113 エゴマムラング ケーキハウス ウキパパ

114 エゴマきな粉ロール ケーキハウス ウキパパ

115 サラダ 株式会社富山とイート（BiBiBi & JURULI）

116 えごまリーフと豆腐のそぼろdon 隠れやcafé　ふぅ

117 えごまリーフと豆腐のそぼろ弁当 隠れやcafé　ふぅ

118 エゴマ入りチョコレート モカ洋菓子店

119 富山県産種子100％使用 えごま油 株式会社健菜堂

120 八〇九えごま油 八〇九（やおや はちまるく）

121 思ったより辛くない八〇九えごま油 八〇九（やおや はちまるく）

122 酒粕(成政酒造)　エゴマ・ガトーショコラ 大野菓子店

123 えごまがアホほどクセになるサムギョプサル丼 八〇九（やおや はちまるく）

124 えごま入りキャラメルフィナンシェ イーティップ合同会社

125 えごま入り酒粕ガトーショコラ イーティップ合同会社

126 えごま玄米おにぎり Mr.玄米

127 えごまのハンバーガー カフェゴッコ

128 えごまのジェノベーゼ カフェゴッコ

129 えごま葉入りスパイスチャイシフォン おやつ屋きなこまる

130 えごま葉入りジンジャーマンクッキー おやつ屋きなこまる

131 カレーとえごまのクラッカー おやつ屋きなこまる
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132 えごまオートミールクッキー おやつ屋きなこまる

133 みそえごまビスコッティ おやつ屋きなこまる

134 えごまフィン（バナナ&米粉） おやつ屋きなこまる

135 えごまと季節野菜のガパオ 絲café

136 ３種のえごま生春巻きとハーフフォー 絲café

137 えごまファラフェルピタサンド トマチサンドイッチ店

138 やくぜん元気玉 AKKO


