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夜空に光り輝く月と星のように光り輝く会社でありたい！
月星ソース製造本舗

     電話　　０２８４－４１－６７４３
     ＦＡＸ　　０２８４－４２－９７１７

     URL　 http://www.tsukiboshi-s.co.jp

   ｓｉｎｃｅ１８９５

 　 １００年の信頼そして、これからの１００年を目指して

　 月星食品株式会社





私たちが心を込めて造っています。

月星食品株式会社とは？

明治２８年に月星食品の初代長沼三四郎氏が本業の日本そば店を経営しながら西洋から伝わっ

てきたソースに感心を持ち、そば屋の厨房でソースの研究を始め何度も何度も作り直し、日本人の

口に合うウスターソースをようやく完成させることが出来ました。このソースを転んでも起きあがる会

社を目指すという意味で「だるまウスターソース」と名付けリヤカーで量り売りを始めました。これが月

星ソースの第一歩です。

その後２代目長沼太郎氏がソース製造の手法を引き継ぎ、夜空に輝く月や星のように光り輝く会社

を目指すという意味を込め、昭和２５年７月に月星食品株式会社を設立。

子供たちのおやつとしてじゃがいもと長ネギのソース炒めや焼きそば、コロッケなどでソースの使い

方を広め、ソースを少しずつ広めていきました。焼きそば屋さんや八百屋、酒店、肉店さんへ、リヤ

カーで配達、少し遠方の配達には宿を取り、二、三日かけて届けたそうです。また、足利近辺には人

が集まる場所に鉄板をつんだ、リヤカーつきの屋台でチンチンと鐘を鳴らしながら来て、焼きそばを

焼いてくれる焼きそば屋さんが数多くいました。

それも包装紙は新聞紙。そして食べる割り箸はたいへん貴重な物なので、ところてんのように１本で

食べていたそうです。食欲をそそる、いい香りがする月星ソースが少しずつ知れ渡りました。

３代目長沼ナホ、４代目長沼清そして、現在５代目長沼幹雄がソース製造の伝統や手法を受け継

ぎ、創業百余年続いている伝統のあるソース製造会社です。



ナチュラルフルーツソース スパイシーパラダイスソース
内容量 ３００ｍｌ瓶 内容量 ３００ｍｌ瓶
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ２０入り／ケース 入り数 ２０入り／ケース

全糖ウスターソース 焼きそばソース
内容量 ５００ｍｌペット 内容量 ５００ｍｌペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ２０入り／ケース 入り数 ２０入り／ケース

全糖中濃ソース 全糖とんかつソース
内容量 ５００ｍｌペット 内容量 ５００ｍｌペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ２０入り／ケース 入り数 ２０入り／ケース

ベジタブルソース ヘルシーソース
内容量 ３００ｍｌ瓶 内容量 ３００ｍｌ瓶
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ２０入り／ケース 入り数 ２０入り／ケース

カレー味のとんかつソース
内容量 ３００ｍｌ瓶
ＪＡＮコード

入り数 ２０入り／ケース

4967843030020 4967843030051

目玉焼きに、豚焼肉に、野菜炒め、もやし炒
めに、チャーハンに、とんかつやフライにか
ければカレー風味に。焼きそばソースとして
使えばカレー焼きそばに…お好みの料理を
カレー風味にすることを想像しながらとにか
くいろいろな料理にかけて、炒めてお楽しみ
ください。

甘さ控えめで、トマト・玉葱、人参、りんごな
どの野菜・果実のうまみがそのままギュッと
詰まったピリ辛なのが特徴のソースです。と
ろーりフライ物にかけて味の違いをお楽しみ
ください。

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温１年

創業当初から造り続けて１００年以上の歴史
があるウスターソースです。昔から変わらぬ
なつかしい味。さっぱりとした口当たりに甘さ
控えめ、焼き上げた時の香辛料の風味が良
く、ちょっぴり辛いのが特徴で、串揚げ、いも
フライ、焼きそば、焼うどん、カレーの隠し味
などに良く合います。

とんかつの味を引き出すのに最高に相性の
良い野菜はトマト！トマトの自然の旨味を引
き出しさらにパイナップルとりんごを絶妙に
ブレンド。最初は濃厚なトマトの旨味とフ
ルーツの旨味そして、口の中に広がるスパ
イスの香り。思わず笑みがこぼれます。

塩分やカロリーが気になる方に造りました。さっぱ
りとした味わいのなかにコクがあり、野菜とりんご
の旨味と魚介のエキスがベストマッチ！シナモン・
ローレルとグローブの香りが広がり後からやさし
い味わいに仕込みました。わかめ、ひじきが入っ
たヘルシーな他社にはない珍しいソースです。

とんかつ専用に造った野菜のうまみが詰まった濃
厚ソースで、とろみが強く、ピリ辛で甘さ控えめな
のが特徴のソースです。
無着色でとんかつなどの味を引き立たせます。
甘くない味がお好みの方には、お好み焼き、たこ
焼きなどにもご利用ください。

焼きそばといったらソースが決め手。プロの方か
らご家庭でもおいしい焼きそばが出来るよう開
発。焼き上がりの色。麺と良く絡む粘度、さめても
旨味が残る数種類の肉の旨味をブレンド、そして
焼き上げる時の食欲を誘うスパイスのふわっとし
た香り漂う焼きそばが簡単に出来上がります。

香辛料のタイムの香りと唐辛子が活きていて、と
ろみが強いのが特徴のソースです。ふんだんに
使った野菜のうま味と香辛料の辛みがあり、いつ
ものとんかつを変身させる力のあるソースです。
辛い物好きな人にぴったりのパンチのあるとんか
つソースです。

4967843030013

玉葱・人参・りんご・にんにく・生姜・セロリ・ト
マトなど野菜・果実をたっぷり入れ香辛料の
ローレル・グローブなどの風味の生きたサ
ラッとした味わいが特徴のソースです。焼き
そば、焼きうどん、カレーや野菜炒めの隠し
味等幅広い料理にご使用ください。

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年 賞味期限　　開栓前　常温２年

4967843030044

4967843083149

賞味期限　　開栓前　常温２年 賞味期限　　開栓前　常温２年

4967843050011 4967843050035
賞味期限　　開栓前　常温２年

4967843050028 4967843050042



特製コク黒焼きそばソース スタミナにんにくソース
内容量 ３００ｍｌ 内容量 ３００ｍｌ
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ２０入り／ケース 入り数 ２０入り／ケース

こだわり中濃ソース ごま焙煎ドレッシング
内容量 ５００ｍｌペット 内容量 ３００ｍｌペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ２０入り／ケース 入り数 ６入り／ケース

クリーミーしそドレッシング 無添加こだわりのつゆ
内容量 ３００ｍｌペット 内容量 ５００ｍｌ瓶
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ６入り／ケース 入り数 １２入り／ケース

豆腐・刺身・納豆・寿司のたれ ソースカツ丼のたれ
内容量 ３００ｍｌ瓶 内容量 ３００ｍｌペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ２０入り／ケース 入り数 ２０入り／ケース

和風だし とちぎトマトの贅沢デミトマトソース
内容量 ５００ｍｌ瓶 内容量 １７０ｇ瓶
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 １２入り／ケース 入り数 １２入り／ケース

4967843011500

煮物、天つゆ、めんつゆ、煮魚、どんぶり物
などのダシ、煮込みうどんなどには水で割
り、冷奴・刺身などにはそのままおかけ下さ
い。
あなたの料理をより一層おいしくし、料理を
楽しくさせます。 和風料理すべてに合う最高
の一品です。

日照時間が長くトマトの栽培に適した栃木県産の
トマトをたっぷり使った何でも良く合うソース。完熟
トマトにエクストラバージンオイルとにんにく、玉
葱、りんごを加え、秘伝のスパイスで煮込みまし
た。新鮮香味野菜が素材の旨味を引き出します。
和洋中を問わず何でも良く合います。煮込み料
理、炒め料理など何でも使える万能ソース。

49678434151624967843500172

味わいまろやかでやさしい香り、しその風味
のクリーミータイプのドレッシングです。さっ
ぱりとした風味の飽きのこないドレッシング
です。サラダはもちろん、サラダうどん、オク
ラ、大根の千切り、冷しゃぶなどさまざまな
料理にご使用ください。

風味の良い、セサミンたっぷりの金ごまを使用し
た、味わいがとてもまろやかなドレッシングです。
いりたてすりたてで最高の風味を閉じこめました。
サラダはもちろん、冷しゃぶ、冷奴、サラダうどん、
棒々鶏、ほうれん草のごま和えなどさまざまな料
理にご使用いただけます。

賞味期限　　開栓前　常温１年

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

月星焼きそばソースにさらにビーフエキス、
こく、旨味エキスを贅沢に加え、さめても美
味しい焼きそばになるよう仕上げました。見
た目のインパクトを強くするために黒く仕上
がる濃厚なつやのある焼きそばに仕上げま
す。

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。

4967843030112

49678431822934967843182286

4967843050059

トマト・玉葱・人参・りんご・パイナップルなど
の野菜・果実で甘みを出したフルーティーな
味わいの中濃ソースです。アルカリイオン水
を使用し、すべて無添加の食材を使用し野
菜・果実の持つうまみをギュッと引き出しまし
た。子供から大人まで幅広くご使用いただけ
るソースに仕上げました。

賞味期限　　開栓前　常温１年

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

4967843300307

一年余りじっくり熟成させた天然醸造醤油、天然
結晶まろやか風味の天日塩、土佐清水産・枕崎
産のかつお節など化学調味料に頼らず素材その
物のうま味を職人の手で仕込みました。
おそば屋さんの本格つゆをご家庭でどうぞ・・・

通常のソースに入れるトマトを10倍入れ、りんごな
どを加え味をまろやかにし、甘味とこくのあるソー
スカツ丼のたれに仕上げました。鍋に適量のたれ
を入れ、軽く温め、揚げたてのカツをたれに浸し、
ご飯を入れたどんぶりに千切りキャベツを敷き、そ
の上にカツを乗せて出来上がりです。

賞味期限　　開栓前　常温1年 賞味期限　　開栓前　常温１８０日

豆腐やさしみはもちろん、おでん、煮物、そ
ば・うどんのつゆ、てんつゆなど様々な食材
に合う万能たれです。得意料理を増やした
い方に強い味方です。

4967843301151

4967843030105

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年

宇都宮発！！



内容量 １１０ｇ瓶
ＪＡＮコード

入り数 １２入り／ケース

内容量 １１０ｇ瓶
ＪＡＮコード

入り数 １２入り／ケース

内容量 １２０ｇ瓶
ＪＡＮコード

入り数 １２入り／ケース

内容量 １２０ｇ瓶
ＪＡＮコード

入り数 １２入り／ケース

内容量 ２食入り
ＪＡＮコード

入り数

栃木県の宇都宮市、新里ねぎと青源味噌が合
体。やわらかく味を出す新里ネギと味噌にまろや
かなマヨネーズを合わせ、醤油とかつおの風味の
効かせました。ご飯にかけたり、鶏肉と一緒に焼
いたり、野菜スティクのディップソースとして、さま
ざまな料理の引き立て役としてご使用ください。

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

おから、ピーナッツとにんにくと玉葱をじっくり
と煮込み、ごま油とラー油と酢を混ぜ合わせ
ギョウザをそのまま食べているような感覚に
なるたれに仕上げました。ご飯にかけたり、
ラーメンやうどんに入れたり、野菜炒めや冷
や奴やギョウザのたれとしてご使用いただけ
る万能調味料です。

おから、ピーナッツとにんにくと玉葱をじっくりと煮
込み、ごま油とラー油と酢を混ぜ合わせギョウザ
をそのまま食べているような感覚になるたれに仕
上げました。スタンダードバージョンよりも旨味、コ
ク、甘味を強くし、大人向けに辛味を加えました。
ピリッと辛い食感と餃子がベストマッチ。

わたしはおかず　ねぎ味噌マヨネーズ

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

4967843084160
賞味期限　　開栓前　常温１８０日

4967843901030
賞味期限　　開栓前　常温１８０日

栃木県の宇都宮市、新里ねぎと青源味噌を
配合。やわらかく味を出す新里ネギと味噌に
ピリッとした唐辛子と胡椒を合わせ、醤油と
椎茸、かつおの風味を効かせ大人向けの辛
さに仕込みました。ご飯にかけたり、焼き
鳥、きゅうりや漬物などにつけたり、さまざま
な料理の引き立て役としてご使用ください。

4967843084306

要冷蔵　

ご飯にかけるギョーザ　スタンダード

ポテト入り焼きそばセット

4967843023046

わたしはおかず　ねぎ味噌旨辛

栃木県のお土産や手みやげにぴったり。栃
木県産小麦１００％のモチモチ麺に肉の旨
味の入ったほぐし汁の肉汁を添付。調理済
みのホクホクのじゃがいもに秘伝の特製コク
黒焼きそばソース付き。ご家庭で手軽に作
れるプロの味。

賞味期限　　冷蔵　１４日
１２入り／ケース

ご飯にかけるギョーザ　甘辛

・ちょっとおかずがないときに便利！！

宇都宮発！！

新感覚調味料！！

・かけるだけで料理のレパートリーが広がった！！

・まるでギョウザを食べているような感覚！！



南国気分　ガパオガイラートカオ
内容量 ９５ｇ
ＪＡＮコード

入り数 １５入り／ケース

南国気分　ナシゴレン
内容量 １００ｇ
ＪＡＮコード

入り数 １５入り／ケース

南国気分　ラクサ
内容量 ９０ｇ
ＪＡＮコード

入り数 １５入り／ケース

4967843901856
賞味期限　開栓前　常温１年

4967843901863

麺（フォー/ライスヌードル）または中華麺１人前とエビともやし
があればすぐ出来る。鶏肉、玉ねぎ、干しエビ、ピーマン、ピー
ナッツ入り、ココナッツミルクとターメリックの香りが決め手
「ラクサ」とは、マレーシア、シンガポールの屋台でもっともポ
ピュラーな麺料理。エビなどからとったスープにガランガルや
ターメリック、唐辛子などをミックスした香辛料とココナッツミルク
を加えたスープで麺を食べる料理。月星のラクサはココナッツミ
ルク、ターメリック、魚介の濃厚な旨味を引き出し、癖になる味
に仕上げました。

ご飯2～3人前とエビと卵があれば出来る。鶏肉、玉ねぎ、人参
入りケチャップマニスの香りが決め手
「ナシゴレン」とはインドネシア語でナシは「飯」、ゴレンは「揚げ
る」の意味。実際は炒めて作るインドネシア風のスパイシーなエ
スニックチャーハン。月星のナシゴレンは鶏肉、人参、玉葱、鶏
のスープにオイスターソースを加え、ナンプラー、パクチー、花
椒を加えました。

賞味期限　開栓前　常温１年

4967843901870
賞味期限　開栓前　常温１年

ご飯1人前と卵があれば出来る。鶏肉、玉ねぎ、人参、ピーマン
入りホーリーバジルが香る
「ガパオ」とはホーリーバジルと呼ばれるハーブのこと、鶏挽肉
と野菜をオイスターソース、ナンプラーで炒めてホーリーバジル
を加えたタイの屋台料理。月星のガパオライスは鶏肉、ピーマ
ン、玉ねぎと鶏のスープにオイスターソースとナンプラーにホー
リーバジルを加え、香味野菜の風味を引き出し、旨味を大切す
る日本人の口に合うように辛味、旨味、酸味、甘味、塩味、香
辛料の風味を絶妙なバランスに仕込みました。

タイ風鶏肉のバジル炒めご飯

インドネシア風香味野菜のチャーハン

シンガポール風スパイスと

ココナッツミルクの濃厚魚介スープ



いもフライ用ソース
内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース

ソースカツ丼のたれ ソースカツ丼のたれ醤油風味
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

ナチュラルフルーツソース スパイシーパラダイスソース
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

冷し中華スープ　醤油味
内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース

和風だし
内容量 1リットルペットボトル 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 １２入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

いもフライ・チキンカツなどに良く合うように新たに
開発したソースです。シナモンの風味を利かせ、
数種類のスパイスを絶妙にブレンド。さっぱりとし
た甘みと野菜の旨味にスパイスが食欲を誘いま
す。さっぱりとしたシナモン風味のまた食べたくな
る味わいのとんかつソースです。

4967843081169

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年 賞味期限　　開栓前　常温２年
4967843081404

煮物、天つゆ、めんつゆ、煮魚、どんぶり物
などのダシ、煮込みうどんなどには水で割
り、冷奴・刺身などにはそのままおかけ下さ
い。
あなたの料理をより一層おいしくし、料理を
楽しくさせます。 和風料理すべてに合う最高
の一品です。

賞味期限　　開栓前　常温２年

ミックスソース（とろみが中間のソース）

特別に醸造した果実酢やごま油などを加え
本格的な中華調味料です。中華風サラダ、
和え物、中華料理さまざまな料理にご利用
頂けます。３倍濃縮タイプですので、水又は
がらスープ等で、割ってご使用ください。

ウスターソースと中濃ソースのブレンドソースです。卓上
に置いておくソースなどにもっとも適したソースです。中
濃ソースでは容器の出口が細いため詰まってしまい出
なくなってしまう、ウスターソースではフライ物などには
合わないとお悩みの食堂などに最も適したソースです。

日本一おいしいとんかつソースが造りた
い！との想いで開発したのがこのソース。サ
クサクとんかつの食感を大切にした粘度。豚
肉の旨味を引き出すトマトをふんだんに使用
し、絶妙なスパイスのブレンドでとんかつを
より一層おいしく飾ります。

4967843081107

4967843081152 4967843080377

月星のとんかつソースとウスターソースを絶妙に
ブレンドして、トマトをたっぷり入れ、りんごなどを
加え味をまろやかにし、本みりんとざらめと黒糖で
甘味とこくのあるソースカツ丼のたれに仕上げま
した。キャベツがたっぷり食べられる、子供から大
人まで大人気ソースカツ丼が出来上がります。

ウスターソース・醤油・みりんを絶妙にブレンドしま
した。甘過ぎず、辛すぎない。いろいろな味がミッ
クスした濃厚でいてさっぱりしているソースです。
カツにもごはんにもマッチして食欲をかき立てま
す。

賞味期限　　開栓前　常温１年

香辛料のタイムの香りと唐辛子が活きていて、と
ろみが強いのが特徴のソースです。ふんだんに
使った野菜のうま味と香辛料の辛みがあり、いつ
ものとんかつを変身させる力のあるソースです。
辛い物好きな人にぴったりのパンチのあるとんか
つソースです。

賞味期限　　開栓前　常温２年

4967843010084

賞味期限　　開栓前　常温１年

4967843085303
賞味期限　　開栓前　常温1年

4967843500004



月ウスターソース 星ウスターソース
内容量 １８００ｍｌペット 内容量 １８００ｍｌペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

月辛口ウスターソース 星辛口ウスターソース
内容量 １８００ｍｌペット 内容量 １８００ｍｌペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

別製ソース 全糖ウスターソース
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

4967843081053

月星の誕生とともに生まれたソースがこの
月ウスターソースです。創業当時から変わら
ぬ手法で作っている伝統のソースです。甘
味、辛味、色、味、ソースに必要な要素がす
べて整っていて、香り高い絶妙なサッパリと
したソースです。

4967843081060

賞味期限　　開栓前　常温２年 賞味期限　　開栓前　常温２年

4967843081084

さっぱりとした味わいのソースで、香辛料の
風味・甘みを抑えた、昔ながらのシンプルな
ウスターソースです。焼きそばの麺の味を引
き立てるやみつきになる味です。

創業当初から造り続けて１００年以上の歴史があ
るウスターソースです。昔から変わらぬなつかしい
味。さっぱりとした口当たりに甘さ控えめ、焼き上
げた時の香辛料の風味が良く、ちょっぴり辛いの
が特徴で、串揚げ、いもフライ、焼きそば、焼うど
ん、カレーの隠し味などに良く合います。

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年

月ウスターソースの弟が星ウスターソースです。
月ウスターソースと比べ甘味、塩分を控えたソー
スです。甘さを控えめにしたサッパリとした辛口
ソースが特徴です。

4967843080339 4967843081312

月ウスターソースの弟が星ウスターソースです。
月ウスターソースと比べ甘味、辛味、塩分を控え
たソースで、香辛料の風味があまり得意ではない
方におすすめです。甘さ・辛さを控えめにしたサッ
パリとしたソースが特徴です。

賞味期限　　開栓前　常温２年

4967843081077

創業当初から変わらぬ伝統を持つレトロなラ
ベルに変わらぬ手法で造っている伝統の
ソースです。甘味、辛味、色、味、ソースに必
要な要素がすべて整っていて、香り高い絶
妙なサッパリとした辛口ソースです。

賞味期限　　開栓前　常温２年



匠ソース
内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース

   ソースでどうぞ！！

中濃（フルーツ）ソース 中濃ソース
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

全糖中濃ソース とんかつソース
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

特選中濃甘口ソース 特選中濃辛口ソース
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

賞味期限　　開栓前　常温２年

4967843080025

賞味期限　　開栓前　常温２年

4967843081305

4967843081251 4967843081299

賞味期限　　開栓前　常温２年 賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年

ナチュラルフルーツソースと特選中濃甘口
ソースをブレンドしてさらにりんごを加えまし
た。美味しいとんかつにどうぞ！！

4967843081022

すべてのフライ物に良く合うソースです。
無着色で、素材の味を引き立たせます。とん
かつ屋さん・お好み焼き屋さんなどなど、そ
の他幅広い範囲でご利用頂いております。
ピリ辛です。（他社比）

たっぷり野菜と果実からとったデーツを使っ
て飽きのこない甘さに仕上げました。とんか
つに良く合うソースです。

賞味期限　　開栓前　常温２年

たっぷり野菜と果実からとったデーツを使って飽き
のこない甘さの中に唐辛子・ブラックペッパーで辛
口に仕上げました。とんかつに良く合うソースで
す。

4930000000006

とんかつの味を引き立てるために作った甘さ控え
めのソース。トマト・玉葱、人参、りんごなどの野
菜・果実のうまみが詰まった濃厚ソースで、とろみ
が強くとんかつやフライ物にしっかりとからむソー
スに仕上げました。甘さ控えめなピリ辛が好みの
方にはお好み焼き、たこ焼きなどにもご利用くださ
い。

甘さ控えめで、野菜のうまみがそのまま
ギュッと詰まったピリ辛なのが特徴のソース
です。とろーりフライ物にかけて味の違いを
お楽しみください。
素材の味を引き立たせます。

フルーツソースよりあっさりした味わいになってお
り、とろみの少ない中濃ソースです。 ピリ辛です
（他社比）。

4967843081046

片栗と玉ねぎだけで作った焼売

片栗シュウマイ



特選ウスターソース
内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース

極黒焼きそばソース 焼きそばソース　Ａ
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

焼きそばソース　Ｂ P焼きそばソース
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

肉汁２０ｇ　２連包装 P焼きそばソース３０ｇ　２連包装
内容量 ２０ｇ 内容量 ３０ｇ
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ４８０入り／ケース 入り数 ４８０入り／ケース

4967843900088

焼きそばの麺をほぐすときに水の替わりに
使用する肉汁です。豚肉・めんつゆと旨味調
味料を絶妙に配合して肉の旨味を引き出し
ました。この肉汁でほぐすと麺に下味がつ
き、さめてもおいしい焼きそばができる秘伝
の肉汁です。

4967843900040

4930000001010

ポテト入り焼きそば用に開発初めてようやく１年で
完成したソースです。見た目のインパクトを強くし、
色を濃く、強めにしました。月星焼きそばソースに
さらにビーフエキス、こく、を加え、さめても美味し
い焼きそばになるよう仕上げました。おすすめの
ソースです。

３種類のソースをブレンドして仕上げたウス
ターソース。焼きそばを焼いたときの食欲を
さそうスパイスと生野菜のうまみと肉の旨味
がしっかりとあり、ひと味違う焼きそばが出
来上がります。串揚げにもぴったり、焼きそ
ば・焼きうどん・そばめし・ソーススパゲティ
などに良く合います。

4967843080322

賞味期限　　開栓前　常温２年

焼いたときの食欲を誘う風味にするために１
５種類のスパイスを絶妙に調合し、新鮮な野
菜をたっぷり使い、丁寧に手作りにて作った
焼きそばソースにカラメルを加え、真っ黒くし
ました。見た目にもインパクトのある、さめて
も照り、つやの残る黒い焼きそばが出来上
がります。

これぞまさに月星の伝承の技から生まれた逸品
のソースです。焼きそばに合う用研究を重ね、約２
０年前に３代目が作りました。牛肉のうま味が
ギュッと入ったビーフエキスを入れ、飽きのこない
甘辛ソースに仕上げたのが特徴です。

4967843081039

49678439000954967843081213

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年 賞味期限　　開栓前　常温２年

焼きそばソースAと月ウスターソースを合わ
せた焼きそばブレンドソースです。
甘味を抑え、さっぱりとしたこくのある焼きそ
ばが出来上がります。

賞味期限　　要冷蔵　９０日

賞味期限　　開栓前　常温２年

ポテト入り焼きそば用に開発初めてようやく１年で
完成したソースです。見た目のインパクトを強くし、
色を濃く、強めにしました。月星焼きそばソースに
さらにビーフエキス、こく、を加え、さめても美味し
い焼きそばになるよう仕上げました。おすすめの
ソースです。

賞味期限　　開栓前　常温２年



和風だし そば・うどんつゆ
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

煮物のたれ 無添加つゆストレート７０ｇ
内容量 １０リットル 内容量 ７０ｇ
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 １入り／ケース 入り数 １５０入り／ケース

内容量 １０リットル 内容量 １０リットル
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 １入り／ケース 入り数 １入り／ケース

焼き肉のたれ　醤油味 和風ステーキソース
内容量 １．８リットルペット 内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース 入り数 ８入り／ケース

かつお節は土佐の本節と宗田節を使用。昆
布は日高昆布を使用し、最後に追い鰹を加
えたかつおの風味豊かなつゆに仕上げまし
た。関東風のヒゲタの濃い口醤油ベースの
濃い口と関西風のヒガシマルの薄口醤油で
仕上げた２パターンをご用意。どちらも風味
豊かなつゆです。そばつゆ・うどんつゆ・め
んつゆ・てんつゆ・煮込み料理・煮物・どん
ぶりのタレ等さまざまな料理にご使用いただ
けます。

4967843081176 4967843081572

一年余りじっくり熟成させた天然醸造醤油、天然
結晶まろやか風味の天日塩、土佐清水産・枕崎
産のかつお節など化学調味料に頼らず素材その
物のうま味を職人の手で仕込みました。
おそば屋さんの本格つゆをご家庭にどうぞ・・・

煮物、天つゆ、めんつゆ、煮魚、どんぶり物
などのダシ、煮込みうどんなどには水で割
り、冷奴・刺身などにはそのままおかけ下さ
い。あなたの料理をより一層おいしくし、料理
を楽しくさせます。 和風料理すべてに合う最
高の一品です。 他社の製品と比べ甘みを抑
えたカツオの香りが瞬時にただよう和風だし
です。
  

かつお節は土佐の本節と宗田節を使用。昆布は
日高昆布を使用し、最後に追い鰹を加えたかつお
の風味豊かなつゆに仕上げました。そばつゆ・う
どんつゆ・めんつゆ・てんつゆ・煮込み料理・煮
物・どんぶりのタレ等さまざまな料理にご使用いた
だけます。

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

賞味期限　　開栓前　常温１８０日 賞味期限　　開栓前　常温１８０日

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

和風だし濃口

49678430115314967843020236

4967843020342

本みりんの照りがあり、味ののりもよいので
しっかりと味をつけたい煮物料理に幅広くご
使用いただけます。じゃがいも、にんじん、た
まねぎなど野菜のうま味を引き出します。
具材と一緒に約20分煮るだけでお手軽で美
味しい肉じゃがが味わえます。
.

4967843020267

賞味期限　　開栓前　常温１年 賞味期限　　開栓前　常温１年

かつお節は土佐の本節と宗田節を使用。昆布は
日高昆布を使用し、最後に追い鰹を加えたかつお
の風味豊かなつゆに仕上げました。関東風のヒゲ
タの濃い口醤油ベースの濃い口と関西風のヒガシ
マルの薄口醤油で仕上げた２パターンをご用意。
どちらも風味豊かなつゆです。そばつゆ・うどんつ
ゆ・めんつゆ・てんつゆ・煮込み料理・煮物・どん
ぶりのタレ等さまざまな料理にご使用いただけま
す。

和風だし薄口

賞味期限　　開栓前　常温１８０日 賞味期限　　開栓前　冷蔵９０日

本醸造醤油を使用し、にんにく、生姜、すり
つぶしたりんごを加えコクと甘み、辛みが絶
妙なつけだれとして造りました。有名な焼肉
専門店の味です。牛肉ステーキはもちろん、
ハンバーグ、ポーク・チキンステーキ、野菜
炒め、温野菜や、きのこにかけるなどさまざ
まな料理ご使用ください。

玉葱をふんだんに使用して、醤油・みりん・酢・白
ワイン・りんご・にんにく・生姜を加えました。さっぱ
りとしたソースはチキンソテーはもちろん、豚肉・
牛肉のステーキなどにぴったりの万能ソースで
す。

要冷蔵

4967843083019 4967843011173



ごま焙煎ドレッシング クリーミーしそドレッシング
内容量 １リットルペット 内容量 １リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 １２入り／ケース 入り数 １２入り／ケース

クリーミー胡麻ドレッシング 和風ドレッシング
内容量 １リットルペット 内容量 １リットルペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 １２入り／ケース 入り数 １２入り／ケース

ノンオイルしそドレッシング
内容量 １リットルペット
ＪＡＮコード

入り数 １２入り／ケース

手作りタルタルソース
内容量 ２㎏パック
ＪＡＮコード

入り数 ８入り／ケース

内容量 ５００ｇ
ＪＡＮコード

入り数 ２０入り／ケース

ゆで卵から作り、新鮮な玉葱、パセリ、ピク
ルスを粗くみじん切りにし、おいしいマヨネー
ズと和えました。本格１００％手作りのタルタ
ルソースです。カキフライ・海老フライにどう
ぞ！！

4967843011364

温野菜を、少し温めたこのバーニャカウダソース
につけて食べます。良く合う温野菜（キャベツ・じゃ
がいも・ブロッコリー・セロリ・人参・赤パプリカ・黄
パプリカ・カブ・大根・カボチャ・トマト・アボガド・レ
タス・オクラなどをスティック状にした物）

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

風味の良い、セサミンたっぷりの金ごまを使
用した、味わいがとてもまろやかなドレッシン
グです。いりたてすりたてで最高の風味を閉
じこめました。サラダはもちろん、冷しゃぶ、
冷奴、サラダうどん、棒々鶏、ほうれん草の
ごま和えなどさまざまな料理にご使用いただ
けます。

こだわりのマヨネ―ズを中心に甘み、コクを出した
クリーミータイプです。
すべての野菜に合い、しその香りがほのかに効い
た梅肉入りのこだわりドレッシングです。

醤油・ごま油・酢を絶妙に配合し、玉葱をブレンド
しました。サラダに良くなじみ合うドレッシングで
す。

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

賞味期限　　要冷蔵開封前　２０日

4967843050097
賞味期限　　開栓前　常温１８０日

要冷蔵

賞味期限　　開栓前　常温１８０日賞味期限　　開栓前　常温１８０日

バーニャカウダソース

大根サラダ、豆腐のサラダ、中華風サラダなどに
良く合います。青じその香りと旨みを生かした、
さっぱりとしているノンオイルドレッシングタイプ調
味料。和風の料理はもちろん、調味料としてギョー
ザや魚介などにいろいろ使える、油を使用してい
ない大変便利な低カロリー調味料です。

賞味期限　　開栓前　要冷蔵　９０日

4967843050110

4967843050134

醤油・ごま油・酢を絶妙に配合し、玉葱を加
えた和風のドレッシングと大人気のごま焙煎
ドレッシングをブレンドした新しい食感のド
レッシングです。サラダはもちろん、冷しゃ
ぶ、冷奴、サラダうどん、棒々鶏、ほうれん
草のごま和えなどさまざまな料理にご使用
いただけます。

4967843011180

4967843083880

4967843081220

温めてディップソースとして



★サーモンクリームソース ★ベーコンのアマトリチャーナ

賞味期限 冷蔵保存

パスタソース　　　　　４５日
冷蔵庫（１０℃以下）で保存してください。
ご注文から納品まで７日程度かかります。

冷蔵で、具入りのオリジナルパスタソース・スープお作りいたします。５０㎏～

弁当用中濃ソース１０ｇ 弁当用中濃ソース５ｇ
内容量 １０ｇ 内容量 ５ｇ
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 １０００入り／ケース 入り数 ２０００入り／ケース

ＫＭとんかつソース３０ｇ ナチュラルフルーツソース２０ｇ
内容量 ３０ｇ 内容量 ２０ｇ
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入り数 入り数

弁当用しょうゆ５ｇ
内容量 ５ｇ
ＪＡＮコード

入り数 ２０００入り／ケース
ヒゲタ醤油濃口を新鮮なまま小袋に充填し
ました。お弁当のお供にどうぞ。

日本一おいしいとんかつソースが造りたい！との
想いで開発したのがこのソース。サクサクとんか
つの食感を大切にした粘度。豚肉の旨味を引き出
すトマトをふんだんに使用し、絶妙なスパイスのブ
レンドでとんかつをより一層おいしく飾ります。月
星が自信を持っておすすめする絶品の中濃ソー
スをお弁当添付にどうぞ。

賞味期限　　開栓前　常温　２年

賞味期限　　開栓前　常温　１年

賞味期限　　開栓前　常温　２年

当社のフルーツソースを小袋に充填しまし
た。
お弁当の添付品として大変便利なソースで
す。

６００入り（１００×６）／ケース

賞味期限　　開栓前　常温　２年

4967843083088

4967843054095

4967843017038

玉葱の旨味と紅鮭の旨味がたっぷ
りの濃厚な味わいのクリームソース

当社のフルーツソースを小袋に充填しました。
お弁当の添付品として大変便利なソースです。

4967843125221

4967843104097

ベーコン、玉葱、にんにく、鷹の爪を炒めた具に、
じっくりと煮込んだ濃厚トマトソースを加えました。
ピリ辛ソースです。

トマト・玉葱・人参・りんご・パイナップルなど
の野菜・果実で甘みを出したフルーティーな
味わいの中濃ソースです。アルカリイオン水
を使用し、すべて無添加の食材を使用し野
菜・果実の持つうまみをギュッと引き出しまし
た。子供から大人まで幅広くご使用いただけ
るソースをお弁当にどうぞ。

５００入り（１００×５）／ケース
賞味期限　　開栓前　常温　１年



■営業マンにお気軽にお申し付け下さい。

今までに依頼された商品事例
お客様のご要望に合わせたさまざまな液体調味料を最低ロット１００㎏～お作りいたします。

ぶどう酢
ご飯にかけるガパオ

らっきょう

タルタルソース

デミグラスソース カレーソース ナポリタンソース タルタルソース いちごソース

トマトソース

ピザ用きのこの和

風バターソース
ピザ用ベーコンと

玉ねぎソース

ピザ用サーモン

クリームソース 和風ステーキソース

セロリとパセリの

ドレッシング

◆お客様と共同で開発しました。

◆お店のレシピをご提供いただき、パートさんでも作れるソースや販売出来る仕様にしました。

◆地場で採れた野菜をご提供いただき、業務用や販売用としてドレッシング・ソースを作りました。

野菜ドレッシング ポン酢にんにく醤油

玉ねぎﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞりんごソース

新里ねぎを使った

味噌
桑の葉

ドレッシング とちおとめドレッシング

たべるニンジン

ドレッシング
にんじん

ドレッシング きのこのつゆ

とちぎトマトピューレ 怪味ソース

冷製パスタのトマト

ソース

ほうれん草・人参・トマトの

ドレッシング

ほうれん草とバジル

のソース

ご飯にかける

ギョーザ


