
1 中濃ソース 日東産業㈱ 栃木県 48 有機とんかつソース 大洋産業㈱ 京都府

2 ウスターソース 日東産業㈱ 栃木県 49 有機中濃ソース 大洋産業㈱ 京都府

3 にんにくソース 日東産業㈱ 栃木県 50 ゴールドソース ツバメ食品㈱ 京都府

4 佐野にんにくソース 早川食品㈱ 栃木県 51 ビフテキソース ツバメ食品㈱ 京都府

5 特級ウスターソース ユニオンソース㈱ 栃木県 52 とんかつソース ツバメ食品㈱ 京都府

6 特級中濃ソース ユニオンソース㈱ 栃木県 53 味露（特撰）おこのみソース 日の出食品㈱ 京都府

7 特級とんかつソース ユニオンソース㈱ 栃木県 54 味露やきそばソース 日の出食品㈱ 京都府

8 カントリーハーヴェスト　有機中濃ソース 高橋ソース㈱ 埼玉県 55 味露ウスターソース 日の出食品㈱ 京都府

9 カントリーハーヴェスト　有機ウスターソース 高橋ソース㈱ 埼玉県 56 中濃ソース　はんなりラベル ヒロタソース㈱ 京都府

10 カントリーハーヴェスト　有機とんかつソース 高橋ソース㈱ 埼玉県 57 とんかつソース　はんなりラベル ヒロタソース㈱ 京都府

11 デリシャスソース中濃 キッコーマン食品㈱ 千葉県 58 カレー名人のウスターソース ヒロタソース㈱ 京都府

12 デリシャスソースとんかつ キッコーマン食品㈱ 千葉県 59 イカリ　ウスターソース500 イカリソース㈱ 大阪府

13 デリシャスソースオンテーブル果実薫る中濃 キッコーマン食品㈱ 千葉県 60 イカリ　中濃ソース500 イカリソース㈱ 大阪府

14 中濃ソース　根岸の里 鈴木食品工業㈱ 東京都 61 イカリ　とんかつソース500 イカリソース㈱ 大阪府

15 とんかつソース　根岸の里 鈴木食品工業㈱ 東京都 62 ヒシウメ　タマリソース ㈱池下商店 大阪府

16 特選ソース トキハソース㈱ 東京都 63 ヒシウメ　ウスターソース ㈱池下商店 大阪府

17 生ソース濃厚 トキハソース㈱ 東京都 64 パロマお好み焼きソース ㈱和泉食品 大阪府

18 中濃ソース ブルドックソース㈱ 東京都 65 タカワお好み・たこ焼きソース ㈱和泉食品 大阪府

19 有機野菜使用のソース ブルドックソース㈱ 東京都 66 タカワウスターソース ㈱和泉食品 大阪府

20 うまソース ブルドックソース㈱ 東京都 67 ヘルメスとんかつソース ㈱石見食品工業所 大阪府

21 ＲＳウスターソース ㈱ポールスタア 東京都 68 ヘルメスウスターソース ㈱石見食品工業所 大阪府

22 国産野菜　ウスターソース ㈱ポールスタア 東京都 69 串カツ屋さんのソース ㈱石見食品工業所 大阪府

23 ヤマヤ　特級　中濃ソース 山屋食品㈱ 東京都 70 OK　お好み焼ソース 井谷食品工業㈱ 大阪府

24 ヤマヤ　特級　ウスターソース 山屋食品㈱ 東京都 71 OK　焼そばソース 井谷食品工業㈱ 大阪府

25 ヤマヤ　特級　とんかつソース 山屋食品㈱ 東京都 72 どろソース オリバーソース㈱ 兵庫県

26 ウスターソース ㈱鈴勝 静岡県 73 特級とんかつソース オリバーソース㈱ 兵庫県

27 とんかつソース ㈱鈴勝 静岡県 74 お好み焼ソース関西 オリバーソース㈱ 兵庫県

28 富士宮やきそばソース ㈱鈴勝 静岡県 75 No1　ステーキソース 木戸食品㈱ 兵庫県

29 カゴメ醸熟ソース ウスター カゴメ㈱ 愛知県 76 明石風お好み焼ソース 木戸食品㈱ 兵庫県

30 カゴメ醸熟ソース 中濃 カゴメ㈱ 愛知県 77 激辛ソース 木戸食品㈱ 兵庫県

31 カゴメ醸熟ソース　とんかつ カゴメ㈱ 愛知県 78 ブラザーお好みとんかつソース 森彌食品工業㈱ 兵庫県

32 マルキソースウスター ㈱川上酢店 愛知県 79 ブラザーウスターソース 森彌食品工業㈱ 兵庫県

33 マルキソース中濃 ㈱川上酢店 愛知県 80 ブラザーどろからソース 森彌食品工業㈱ 兵庫県

34 マルキソースとんかつ ㈱川上酢店 愛知県 81 国産野菜・果実使用　ウスターソース ハグルマ㈱ 和歌山県

35 デラックスこいくちソース コーミ㈱ 愛知県 82 国産野菜・果実使用　とんかつソース ハグルマ㈱ 和歌山県

36 とろみのあるこいくちソース コーミ㈱ 愛知県 83 三ツ矢ソース　ウスター ハグルマ㈱ 和歌山県

37 国産野菜でつくったとろみのあるソース コーミ㈱ 愛知県 84 タテソース　超・激辛 ㈱豊島屋 岡山県

38 味わい深まる野菜たっぷりソース サンキョーヒカリ㈱ 愛知県 85 タテソース　コロッケ＆フライ ㈱豊島屋 岡山県

39 ウスターソース（ブラック） サンキョーヒカリ㈱ 愛知県 86 国産有機野菜・果実使用　関西風お好みソース 光食品㈱ 徳島県

40 スーパー特選太陽ソース 太陽食品工業㈱ 愛知県 87 クラシックコックソース コックソース㈱ 福岡県

41 日乃鳥Aソース 太陽食品工業㈱ 愛知県 88 柿のとんかつソース コックソース㈱ 福岡県

42 日乃鳥とんかつソース 太陽食品工業㈱ 愛知県 89 揚げ物のソース ㈱ヒットソース 福岡県

43 清吉つぁんの手造りソース 豊田屋食品製造所 愛知県 90 野菜のソース ㈱ヒットソース 福岡県

44 清吉つぁんのとごりスパイシーソース 豊田屋食品製造所 愛知県 91 金蝶ソース　ウスター 長工醤油味噌協同組合 長崎県

45 オメガソース　ブラック 日東醸造㈱ 愛知県 92 フジジン　ウスターソース（Ａソース） 富士甚醤油㈱ 大分県

46 無添加ウスターソース ㈱オジカソース 京都府 93 デコーウスターソース ㈲迫醸造店 鹿児島県

47 復刻版オジカソース ㈱オジカソース 京都府
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