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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





ー 私たちが心を込めて造っています ー



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

入数 ２０入り／ケース 入数 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

入数 ２０入り／ケース 入数 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

入数 ２０入り／ケース 入数 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

入数 ２０入り／ケース 入数 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

入数 ２０入り／ケース
賞味期限　　開栓前　常温１年

4967843030020 4967843030051

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。

4967843050042

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。

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。

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

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２年 賞味期限　　開栓前　常温２年

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。

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

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。

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。

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。



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

入数 ２０入り／ケース 入数 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

入数 ２０入り／ケース 入数 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

入数 ６入り／ケース 入数 １２入り／ケース

和風だし ソースカツ丼のたれ

内容量 ５００ｍｌ瓶 内容量 ３００ｍｌペット
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入数 １２入り／ケース 入数 ２０入り／ケース

とちおとめいちごソース とちぎトマトの贅沢デミトマトソース

内容量 １８０g 内容量 ２００g
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入数 ６入り／ケース 入数 ６入り／ケース

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。

4967843182293

4967843011500

4967843050059

賞味期限　　開栓前　常温２年
4967843182286

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
賞味期限　　開栓前　常温２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。

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

4967843088120

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

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。

4967843301151

糖度が高くてほどよい酸味のある栃木県産の
いちご とちおとめを１００％使用、ジューシーな
つぶつぶ果肉感と甘酸っぱい味わいのいちご
のソース。
パン、ケーキ、ヨーグルトアイスクリーム、かき
氷などデザートやお菓子作りに彩と風味を豊
かにします。

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に仕上
げました。

賞味期限　　開栓前　常温1年

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。

賞味期限　　開栓前　常温２年

4967843030105
賞味期限　　開栓前　常温１８０日

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・・・

4967843500172

4967843415162
賞味期限　　開栓前　常温１８０日

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。



宇都宮餃子会監修 宇都宮餃子会監修
内容量 １１０ｇ瓶 内容量 １１０ｇ瓶
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

賞味期限　　開栓前　常温　1年
入数 １２入り／ケース 入数 １２入り／ケース

内容量 １２０ｇ瓶 内容量 １２０ｇ瓶
ＪＡＮコード ＪＡＮコード

入数 １２入り／ケース 入数 １２入り／ケース

内容量 １００ｇ瓶
ＪＡＮコード

入数 １２入り／ケース

内容量 ２食入り
ＪＡＮコード

入数

たいめいけんデミグラスハンバーグ

4571461270487
賞味期限　　開栓前　常温　１８０日

そのままご飯にかければハンバーグとデミグラ
スソースが絡んだ味わい。そしてそのソースを
パイシートに包んで揚げればミートパイに、茹
でたパスタにバターと一緒に混ぜ合わせれば
絶品ミートソースに、ご飯と一緒に炒めて、卵焼
きで包めば絶品オムライスの出来上がり

賞味期限　　開栓前　常温　1年

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。

4967843901030
賞味期限　　開栓前　常温　３００日

ポテト入り焼きそばセット     要冷蔵

賞味期限　　開栓前　常温　３００日

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　　冷蔵　１４日
１２入り／ケース

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　うま辛ねぎ味噌 わたしはおかず　ねぎ味噌マヨネーズ

4967843023046

4573168390185

4967843901047

ご飯にかけるギョーザ　うま辛

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。

ご飯にかけるギョーザ　スタンダード

4573168390178

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。

新感覚調味料！！

・ちょっとおかずがないときに便利！！

・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！！

宇都宮発！！



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

入数 ８入り／ケース 入数 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

入数 ８入り／ケース 入数 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

入数 １２入り／ケース 入数 ８入り／ケース

ミックスソース（とろみが中間のソース）

4967843085303

4967843081169

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。 醤油の代わりにもどうぞ

4967843081107
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

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。

賞味期限　　開栓前　常温２年
4967843081404

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。

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。

賞味期限　　開栓前　常温１年

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

4967843500004

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。

賞味期限　　開栓前　常温１年

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。

4967843080377

4967843010084

4967843081152
賞味期限　　開栓前　常温２年

簡単にプロの味 ! ソースカツ丼のたれ

野菜の旨味がぎっしり入った おすすめのとんかつソース

期間限定の商品（夏季のみ） 秘伝の冷し中華スープ

業務用でも家庭用でも使えるサイズの万能だれ 食堂などの詰め替え容器をお使いの方にぴったりのソース

サラッとしたウスターソース、焼きそば、いもフライに良く合います



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

入数 ８入り／ケース 入数 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

入数 ８入り／ケース 入数 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

入数 ８入り／ケース 入数 ８入り／ケース
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。

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。

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年

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

4967843081053

賞味期限　　開栓前　常温２年

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。

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。

4967843081077

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。

4967843081084
賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年
4967843081060

サラッとしたウスターソース、焼きそば、いもフライに良く合います

とんかつ、揚げ物の味を引き立てます



匠ソース
内容量 １．８リットルペット
ＪＡＮコード

入数 ８入り／ケース

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

入数 ８入り／ケース 入数 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

入数 ８入り／ケース 入数 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

入数 ８入り／ケース 入数 ８入り／ケース

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

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。

4967843081299

4967843081305

4930000000006

4967843080025

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！！

4967843081046

4967843081022

賞味期限　　開栓前　常温２年

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）。

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。

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

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。

4967843081251

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）

賞味期限　　開栓前　常温２年

とんかつ、揚げ物の味を引き立てます

片栗粉と玉ねぎだけで作ったシュウマイ

ソースでどうぞ!!



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

入数 ８入り／ケース 入数 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

入数 ８入り／ケース 入数 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

入数 ４８０入り／ケース 入数 ４８０入り／ケース
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。

4967843900088

焼いたときの食欲を誘う風味にするために１５
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２０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。

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。

49678439000954967843081213

4967843900040

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。

賞味期限　　開栓前　常温２年

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

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。

4967843081039

賞味期限　　開栓前　常温２年

賞味期限　　開栓前　常温２年
4930000001010

4967843080322

賞味期限　　開栓前　常温２年

伝承の技から生まれた逸品 自慢の焼きそばソース



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

入数 ８入り／ケース 入数 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

入数 １入り／ケース 入数 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

入数 １入り／ケース 入数 １入り／ケース

焼き肉のたれ　醤油味 和風ステーキソース 要冷蔵
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

入数 ８入り／ケース 入数 ８入り／ケース

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

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。

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。

4967843083019

49678430203424967843020267
賞味期限　　開栓前　常温１８０日

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　冷蔵９０日

4967843020236

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。

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・・・

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

和風だし濃口

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。

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

賞味期限　　開栓前　常温１年 賞味期限　　開栓前　常温１年

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。
.

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。
  

4967843081176 4967843081572

4967843011531

和風だし薄口

4967843011173

だしが決め手の万能だれ

専門店、自慢の焼肉のたれ



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

入数 １２入り／ケース 入数 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

入数 １２入り／ケース 入数 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

入数 １２入り／ケース

手作りタルタルソース 要冷蔵
内容量 ２㎏パック
ＪＡＮコード

入数 ８入り／ケース

要冷蔵
内容量 ５００ｇ
ＪＡＮコード

入数 ２０入り／ケース

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。

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！！

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

賞味期限　　開栓前　常温１８０日

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）

4967843011364

4967843050097
賞味期限　　開栓前　常温１８０日 賞味期限　　開栓前　常温１８０日

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　常温１８０日

4967843050134

賞味期限　　開封前　要冷蔵　２０日

バーニャカウダソース

賞味期限　　開栓前　要冷蔵　９０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。

4967843050110

4967843011180

4967843083880

4967843081220

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。

美味しいドレッシングで新鮮な野菜をたくさん食べよう!!

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

オリジナル パスタソース　　　　　
賞味期限 ３０日～４５日 冷蔵保存

冷蔵庫（１０℃以下）で保存してください。
ご注文から納品まで２０日程度かかります。

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

入数 １０００入り／ケース 入数 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

入数 入数

弁当用しょうゆ５ｇ
内容量 ５ｇ
ＪＡＮコード

入数 ２０００入り／ケース

4967843017038

賞味期限　　開栓前　常温　２年

賞味期限　　開栓前　常温　１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。

4967843125221

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。

６００入り（１００×６）／ケース

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。

賞味期限　　開栓前　常温　２年

4967843054095
賞味期限　　開栓前　常温　２年

4967843083088

4967843104097

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

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。

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。

賞味期限　　開栓前　常温　１年

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

★冷蔵で具入りのオリジナルパスタソース・スープをお作りいたします。（５０ｋｇ～）



■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　―

ご飯にかけるガパ

和風ステーキソース

◆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。

にんにく醤油

新里ねぎを使った味桑の葉 ドレッシング とちおとめ 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

ほうれん草とバジル

のソース

ご飯にかけるギョーザぶどう酢

りんごソース

トマトソース

いちごソース

冷製パスタのトマ

トソース

らっきょう

タルタルソース

ほうれん草・人参・トマト

の ドレッシング

たべるニンジン

ドレッシング にんじん レッシング 玉ねぎﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

セロリとパセリの

ドレッシング

カレーソースデミグラスソース ナポリタンソース

ポン酢野菜ドレッシング

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

◆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◆

タルタルソース

■営業マンにお気軽にお申し付け下さい。


