
1
北陽千鳥
にんにくソース

濃厚 にんにくの風味がやみつきになる、揚げ物にも合うソースです。 日東産業㈱ 栃木県 TEL:0284-41-3348

2
蔵の街
手づくりちゅうのう
ソース

中濃
多くの油料理に使用していただいても、むねやけやしつこさがな
いのがポイントです。

㈲林屋本店 栃木県
TEL:0282-22-1033
FAX:0282-25-2160

3
ユニオン

特級　中濃ソース
中濃

野菜は、生野菜から仕込み香辛料は自社で挽いた旨みとスパイ
ス感をしっかりと感じられる中濃ソース

ユニオンソース㈱ 栃木県
TEL:03-5621-8320
営業部

4
LISBON
特級中濃ソース

中濃 ポルトガル産赤ワインがお肉料理によく合います。 丸越食品工業㈱ 埼玉県
TEL:048-478-5811
http://www.marukoshi-s.jp

5 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
TEL:042-313-2361
http://www.ktakeshow.co.jp/

6
スーパープレミアム
ソース　極

中濃
原料にこだわった創業より100年磨き上げたブルドック最高品質
のソース

ブルドックソース㈱ 東京都
TEL:0120-92-1109
http://www.bulldog.co.jp

7
ヤマヤソース　特級
とんかつ

濃厚
じっくり煮込んだ野菜のうまみと厳選した香辛料のバランスがと
れたソースです。

山屋食品㈱ 東京都
TEL:047-443-4377
担当　佐藤

8 岡崎のソース ウスター
地元で給食に使われた懐かしの味。揚げ物・コロッケやキャベツ
などの野菜にぴったり。

㈱川上酢店 愛知県 TEL:0564-22-0058

9
デラックス
こいくちソース

ウスター
『うま味が濃い』からこいくちソース。決して色や塩分が濃いこと
ではありません。

コーミ㈱ 愛知県
TEL:052-931-2471㈹
http://www.komi.co.jp/

10
スーパー特選
太陽ソース

ウスター
原形の香辛料を投入直前に粉砕、木桶で熟成する事により芳醇
でまろやかな味わいです。

太陽食品工業㈱ 愛知県 TEL:052-400-3951

11
赤ワインの豊かな香り

ウスターソース
ウスター スパイスと野菜、ワインの風味が生きたウスターソース ㈱オジカソース工業 京都府

12
パパヤ
有機中濃ソース

中濃
トマトや玉ねぎの野菜の味を楽しんでもらえるソースです。フライ
用でお試しください。

大洋産業㈱ 京都府
TEL:0774-45-0888
http://www.papaya-sauce.co.jp/

13
ヒロタソース
中濃ソース

中濃
ソース好きを魅了する濃いうま味と深いコクを持った、珍しい京
都産の中濃ソースです。

ヒロタソース㈱ 京都府
TEL:075-491-0409
又は「ヒロタソース」で検索

14
ヒシ梅ソース
ウスター

ウスター
コロッケやカツなどの揚げ物に最適。一度食べたら忘れられない
味です。

㈱池下商店 大阪府 TEL:06-6661-2001

15
ウスター
金紋ソース

ウスター
創業1933年以来変わらぬ味。スパイスをふんだんに使用した深
みのある味です。

㈱金紋ソース本舗 大阪府 TEL:06-6952-0137

16
大阪名物
粉もんソース

濃厚
りんごやマンゴーのフルーティーな甘みが、粉もん料理によく絡
み味を引き立てます。

㈱大黒屋 大阪府
大黒屋ホームページ
http://www.kk-daikokuya.co.jp/

17
ドリームNo1
ステーキソース

濃厚
野菜・果実をふんだんに使用し、スパイスをほどよく効かせた濃
厚ソースです。ステーキ、コロッケ、ハンバーグに好評です。

木戸食品㈱ 兵庫県
TEL:078-927-5505
http://www.kido-foods.co.jp

18 名城　お好みソース 濃厚 まったり味 メイジョーソース㈱ 兵庫県 TEL:079-276-1245

19
こだわりだし仕立て
たこ焼ソース関西風

濃厚
野菜果実の甘味に焼津かつお節と利尻昆布の旨味をきかせた
添加物不使用のたこ焼ソース

ハグルマ㈱ 和歌山県TEL:0736-66-3388

20
タテソース
コロッケ＆フライ

濃厚
隠し味としての柑橘果汁（ゆず・橙）と牡蛎エキスが、コロッケの
味を引き立てます。

㈱豊島屋 岡山県

21
ヒカリ

有機中濃ソース
中濃

有機野菜・果実を原材料の約1/3を占めるほど使用。化学調味
料やカラメル色素は不使用。

光食品㈱ 徳島県
TEL:088-637-6123
http://www.hikarishokuhin.co.jp

22
クラシック
コックソース

ウスター
昭和の古き良き時代の味を当時のラベルとともに復刻させたウ
スターソースです。

コックソース㈱ 福岡県 TEL:092-531-5561

23
金蝶ソース
ウスター

ウスター
長崎名物皿うどんに欠かせない定番ソース。スパイシーな味わ
いはあんかけ料理に最適。

長工醤油味噌協同組合 長崎県 TEL:0120-040-500
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24
スタミナ
にんにくソース

ウスター

にんにくの風味を抜群に効かせた特製スタミナにんにくソースです。通常の中
濃ソースに、にんにくの風味を練り込みました。とんかつやフライ物に良く合い
ます。ガツンとにんにくの香りが効いていますので営業の方はお控え下さい。

月星食品㈱ 栃木県

25
ミツハ
フルーツソース

中濃
当社人気ＮＯ1。昔ながらの製法を守って造っている懐かしさ感
じる田舎ソースです。

早川食品㈱ 栃木県
TEL:0283-22-0905
http://www.mituha.jp

26
仕上げのひと滴
こくうま辛ソース

中濃
カレー風味の濃厚な辛味でカレーや野菜炒め、お好み焼に加え
るとお好みの辛さに仕上がります。

高橋ソース㈱ 埼玉県

27
デルモンテ
濃厚ソース
リコピンリッチ

濃厚
完熟トマトをたっぷり使用し通常のソースの1.5倍リコピンが入っ
たソース。

キッコーマン㈱ 千葉県 TEL:0120-120-358

28
根岸の里
中濃ソース

中濃
東京下町根岸の中濃ソースで揚げ物はもちろん、生野菜にも
ぴったりです。

鈴木食品工業㈱ 東京都
TEL:03-3876-2214
http://www.suzukisyokuhin-jp

29 生ソース　濃厚 濃厚
国産生野菜を酵素分解し非加熱でソースに仕上げました。野菜
の旨味が詰まっています。

トキハソース㈱ 東京都 TEL:03-3916-7181

30
国産＜野菜・果実＞
中濃ソース

中濃
国産野菜と果実、厳選した12種のスパイスを使ったあっさりとし
て、口当りの軽いソースです。

㈱ポールスタア 東京都
TEL:0120-5971-10
http://www.pole-star.co.jp

31
ワサビ印
ウスターソース

ウスター 野菜炒め、焼きそばにも相性抜群！香りが食欲をそそります。 ㈱鈴勝 静岡県 TEL:054-622-0333

32
カゴメソース
ウスター醸熟

ウスター
“醸熟”製法による野菜・果実のコクとスパイシーな味わい。炒め
物や隠し味にも。

カゴメ㈱ 愛知県
TEL:0120-401-831
カゴメお客様相談センター

33
味わい深まる野菜
たっぷりソース

中濃
国産野菜を使用し、化学調味料、着色料、香料などの食品添加
物を使用しておりません。

サンキョーヒカリ㈱ 愛知県
TEL:052-481-5341
サンキョーヒカリ㈱　佐藤

34
オメガソース
ブラック

ウスター
昔なつかし三河のソース。ちょっぴり甘めでスパイシーな風味で
す。

日東醸造㈱ 愛知県 TEL:0566-41-0156

35
ツバメソース
ゴールド

ウスター
吟味した原材料をブレンドし、特に香辛料の香にこだわったウス
ターソース。ぜひ一度お召し上がりください。

ツバメ食品㈱ 京都府
TEL:075-681-5797
http://tsubamesauce.com/

36
味露
串かつソース

中濃
この甘みと、とろみ、スパイシーさがコロッケに合うんです。ぜひ
お試し下さい。

日の出食品㈱ 京都府
TEL:075-841-1754
http://kyotoajiro.com/

37
京の手づくり
中濃ソース

中濃
丹波産の生野菜をふんだんに使用し、高知産の塩と共にじっくり
と煮込んで作りました。

㈱廣田本店 京都府
TEL:0771-24-3911
http://www.janomesauce.com

38
イカリ
マスタード仕立ての
お好みソース

濃厚
お好み焼は勿論！マスタードのちょっぴり辛さが様々な肉の旨
味のアクセントです。

イカリソース㈱ 大阪府
TEL:06-6453-1480
http://www.ikari-s.co.jp

39
パロマ
お好みソース

濃厚
国産の野菜・果実を使用。香辛料を多く含んだしっかりとした味
のソース。

㈱和泉食品 大阪府

40
ヘルメス
串カツ屋さんの
ソース

ウスター
梅果肉入りで揚げ物、炒め物、生野菜にもドレッシング感覚で食
べれるウスターソース。

㈱石見食品工業所 大阪府 TEL:06-6705-6820

41
とんかつ
オリバーソース

濃厚
日本初のとんかつソースはオリバーより誕生しました。まろやか
な甘味が特徴です。

オリバーソース(株) 兵庫県

42
いちじく入り
とんかつソース

濃厚
旬摘みいちじくを使用した、期間限定とんかつソースです。いち
じくの風味をいかしフルーティに仕上げています。

七星ソース㈱ 兵庫県
TEL:079-597-3233
http://www.nanaboshi.co.jp/

43
ブラザー
お好みとんかつ
ソース

濃厚
適度な酸味とまろやかな甘味の絶妙なブレンドにこだわりまし
た。

森彌食品工業㈱ 兵庫県
TEL:078-575-9334
http://www.brothersauce.com

44 ウスターソース
新鮮な生野菜を主原料に

ウスター ウスター本来の野菜の旨みが絶品です。 倉敷鉱泉㈱ 岡山県

45 揚げ物ソース 濃厚
野菜と果実のうま味にほどよい酸味と香味料でアクセントをつけ
たソースです。

㈱ヒットソース 福岡県

46 第３のソース ウスター
オレンジのさわやかな後味で、炒め物、ソテーしたお肉にもよく
あう万能ソースです。

吉村醸造㈱ 鹿児島県
TEL：0996-36-3121
sakura-kaneyo@theia.ocn.ne.jp

商品に関する問合先

             

No 商品名 種別 製品の特長（セールスポイント） 製造者名 所在地

１１月５日（土） １３：３０～１６：００

１１月６日（日） １１：００～１３：１５

（一社）日本ソース工業会味くらべ用「ソース」一覧

＊下記「Nｏ．２４～４６」のソースは、この時間帯に提供致します。

◆提供日時；

◆裏面もご参照下さい◆ ＊時間帯によって提供するソースが異なりますので、あらかじめご了承下さい。

Part 2

TEL:0120-040-500
TEL:0120-040-500
TEL:0120-120-358
TEL:042-313-2361
TEL:042-313-2361
TEL:03-3916-7181
TEL:047-443-4377
TEL:047-443-4377
TEL:054-622-0333
TEL:0120-401-831%0aカゴメお客様相談センター
TEL:0120-401-831%0aカゴメお客様相談センター
TEL:052-481-5341%0aサンキョーヒカリ㈱　佐藤
TEL:052-481-5341%0aサンキョーヒカリ㈱　佐藤
TEL:0566-41-0156
TEL:06-6705-6820
TEL:0996-36-3121%0a
TEL:0996-36-3121%0a

