
一般社団法人日本ソース工業会

味くらべ用「ソース」一覧
11.1（土）－11.2（日）

N o 商 品 名 種別 商品の特長（セールスポイント） 製造者名 所在地

1  おいしさふくらむ とんかつ＆フライソース 濃 厚 丸ごと生野菜と生果実を使用した美味しさ膨らむソース ポパイ食品工業㈱ 茨城県

2 北陽千鳥 にんにくソース 濃 厚 粒にんにくの食感とすりにんにくの風味がやみつきに！ 日東産業㈱ 栃木県

3 ミツハ フルーツソース 中 濃 佐野名物いもフライを代表とする揚げ物にピッタリ 早川食品㈱ 栃木県

4 蔵の街 手づくり ちゅうのうソース 中 濃 蜂蜜入りなので甘酸っぱさがあり、ドレッシングとしても使用していただけます。 ㈲林屋本店 栃木県

5 ユニオン 特級 ウスターソース ウスター 自家挽き香辛料と生野菜の旨味はユニオンならではです ユニオンソース㈱ 栃木県

6 カントリーハーヴェスト 中濃ソース 中 濃 長野県産特別栽培の完熟りんご等、こだわり素材を使用 高橋ソース㈱ 埼玉県

7 キッコーマン デリシャスソース 中濃 中 濃 トマトとりんごをベースにしたフルーティな味わい キッコーマン㈱ 千葉県

8 辻 かつソース 濃 厚 青森産りんごとトマトをたっぷり使ったフルーティな味 ㈱竹田商店 東京都

9 贅沢ブレンド とんかつソース 濃 厚 １０種類の野菜・果実使用の『ちょっと上質な』甘口ソースです ブルドックソース㈱ 東京都

10 東村山 黒焼そばソース 焼きそば 色も味も今までにない、焼きそばソースです。 ㈱ポールスタア 東京都

11 特級J A S ヤマヤソース とんかつ 濃 厚 野菜・果実の旨味が生きているコクのあるソースです。 山屋食品㈱ 東京都

12 富士宮やきそばソース 焼きそば 富士宮やきそば学会認証ソースです。 ㈱鈴勝 静岡県

13 カゴメソース こいくち 醸熟 濃 厚 東海エリア限定商品。カゴメ独自の「醸熟」製法。 カゴメ㈱ 愛知県

14 素材へのこだわり 黒ソース 濃 厚 黒色の旨味、健康素材を11種類も使用したトンカツソース ㈱川上酢店 愛知県

15 コーミ こいくちソース デラックス ウスター 野菜本来のおいしさを生かした、うま味の濃いソース。 コーミ㈱ 愛知県

16 サンキョー ヒカリソース ブラック ウスター 野菜の旨味を味わえる甘口のウスターソース。 サンキョーヒカリ㈱ 愛知県

17 清吉つぁんの手造りソース ウスター 知多半島の豊かな自然と造り人の情熱。懐かしい昭和の味 豊田屋食品製造所 愛知県

18 日東のこいくち オメガソース ブラック ウスター 甘口で香り豊かな昔ながらの三河のソースです。 日東醸造㈱ 愛知県

19 復刻版 オジカソース ウスター 大正7年創業時のレシピを再現したクラッシックタイプのウスターソースです。 ㈱オジカソース工業 京都府

20 お好み焼と焼きそばのソース お好み 野菜を生のまま酵素で分解、液化して作りました。 大洋産業㈱ 京都府

21 ツバメ ビフテキソース ウスター 吟味した原材料をブレンドし、香りを生かした甘口ソース ツバメ食品㈱ 京都府

22 味露 トマト畑ソース 濃 厚 甘くてコクのあるモダン風味の万能ソースです 日の出食品㈱ 京都府

23 味と香りの 京風味 お好味焼ソース 濃 厚 和の風味ただよう京都の甘口お好み・たこ焼ソース ヒロタソース㈱ 京都府

24 蛇ノ目 とんかつソース 濃 厚 くせのない、まろやかな甘さで、お子様にも大好評！ ㈱廣田本店 京都府

25 イカリソース とんかつ 濃 厚 まろやかでしっとりした甘みと優しいスパイス感 イカリソース㈱ 大阪府

26 ヒシウメ タマリソース 濃 厚 粉もんにピッタリ！一度食べたら忘れられない味 ㈱池下商店 大阪府

27 パロマ お好みソース 濃 厚 国産の野菜・果実（りんご、トマト、玉ねぎ、梅肉）を使用 ㈱和泉食品 大阪府

28 ヘルメス とんかつソース 濃 厚 爽やかな甘みとスパイシーさを兼ね備えた懐かしい味 ㈱石見食品工業所 大阪府

29 お好み焼 金紋ソース 濃 厚 やや甘口で、風味豊かな味。たこ焼き、コロッケにもO K！ ㈱金紋ソース本舗 大阪府

30 大阪名物 粉もんソース 濃 厚 リンゴやマンゴーのフルーティーな甘みのある濃厚ソース ㈱大黒屋 大阪府

31 関西名物 たこ焼ソース 濃 厚 まろやかな甘みと深いコク、関西名物たこ焼ソース オリバーソース㈱ 兵庫県

32 明石風 お好み焼ソース 濃 厚 かつおだしを隠し味に使用した甘口タイプのソースです 木戸食品㈱ 兵庫県

33 名城 焼きそばソース 焼きそば かつお、さば、こんぶのだしを効かせた、和風味 メイジョーソース㈱ 兵庫県

34 お好みとんかつ ブラザーソース 濃 厚 適度な酸味とまろやかな甘みを絶妙にブレンドしました 森彌食品工業㈱ 兵庫県

35 こだわりだし仕立てお好みソース関西風 濃 厚 焼津かつお節と利尻昆布のうまみをきかせています。 ハグルマ㈱ 和歌山県

36 新鮮素材 美和 ウスターソース ウスター 野菜の旨みによるウスター本来の自然な味です。 倉敷鉱泉㈱ 岡山県

37 コロッケ＆フライ タテソース 濃 厚 コロッケやフライものに合うよう、隠し味に柑橘果汁が入っています。㈱豊島屋 岡山県

38 お好み焼たべたい！お好みソース お好み お客様共同開発商品。関西お好み焼にピッタリのソース オタフクソース㈱ 広島県

39 ミツワ ゆずソース 濃 厚 広島産ミツワお好みソースと高知県産ゆずのコラボ サンフーズ㈱ 広島県

40 カープ お好みソース お好み おいしさプロの味 毛利醸造㈱ 広島県

41 ヒカリ 中濃ソース 中 濃 国産有機野菜・果実を使用した少し辛口の中濃ソース 光食品㈱ 徳島県

42 カガヤソース お好み焼 お好み 程よく香辛料をきかせた、やや甘口のお好み焼ソース 盛田㈱ 徳島県

43 クラシック コックソース ウスター 昭和の時代の味を今に復刻して作り上げた昔なつかしい味のソースです。 コックソース㈱ 福岡県

44 ニビシ 星 ソース ウスター 辛味の強いスパイシーなウスターソースです。 ニビシ醤油㈱ 福岡県

45 職人三昧 揚げ物のソース 濃 厚 とんかつ、フライなど揚げものに合う味つけにしました。 ㈱ヒットソース 福岡県

46 長崎生まれの 金蝶ソース ウスター ウスター 長崎皿うどん用定番のスパイシーなウスターソース 長工醤油味噌協同組合 長崎県

47 フンドーキン 特級ソース ウスター 九州の味らしく、甘くて濃厚なウスターソースです フンドーキン醤油㈱ 大分県

48 リンゴ印 ウスターソース ウスター 自社製品の酢を使ったサッパリ味のソースです。 石川工業㈱ 宮崎県


