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【ソース・たれ・ドレッシング・合わせ調味料】 

 

フレンチ・イタリアン 

酒で作る 

 

赤ワインソース（古屋） 

マデラソース(古屋)  

しっかり赤ワインソース（有馬） 

軽い赤ワインソース（有馬） 

ハモの赤ワインソース（有馬） 

シンプル赤ワインソース（和知） 

キャラメル赤ワインソース（和知） 

白ワンンソース（古屋） 

昆布だし白ワインソース（和知） 

スパイシー白ワインソース(和知)  

ウイスキーソース(和知)   

 

オイルで作る 

ベジタブルオイル（和知） 

ドライ・ハーブ・オイル(和知)  

カレー・コーヒー・オイル(和知)  

タイムとニンニクのソース（古屋） 

クルミオイルドレッシング（ヴィネグｔｒットソース）(古屋)  

生姜ドレッシング（古屋） 

カルダモンドレッシング（古屋） 

オニオンドレッシング（有馬） 

柚子ドレッシング（有馬） 

 

バターで作る 

 

ハーブバター(和知)   

エスカルゴバター（古屋） 

赤ワインバター（和知） 

酒盗バター（有馬） 
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ブール・ノワゼット・ソース（古屋） 

 

乳製品で作る 

クリームソース（有馬） 

塩辛のクリーム（有馬） 

玉ねぎのベシャメル（古屋） 

キャビアとクリームのソース（古屋） 

ヨーグルトマヨネーズ（有馬） 

チーズのソース（和知） 

 

ビネガーで作る 

バルサミコソース（有馬） 

タイムビネガー（和知） 

 

スパイス・チョコレート・砂糖で作る 

ミックススパイス（有馬） 

マサラ（和知） 

チョコレートソース（古屋） 

キャラメルソース（古屋） 

 

野菜・植物性食品で作る 

パセリとニンニクのソース（古屋） 

バジルのソース（古屋） 

ほうれん草のソース（古屋） 

サルサ・ヴェルデ（グリーンソース）（有馬） 

かぶの葉のソース（有馬） 

バジリコのソース（有馬） 

シブレットのソース（有馬） 

バジリコとレモンのソース（有馬） 

サンショウのソース（有馬） 

きゅうりのソース（古屋） 

トマトのソース（有馬） 

ハーブのトマトソース（古屋） 

ドライトマトソース（有馬） 

トマトジュレ（古屋） 

自家製ケチャップ（和知） 
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バーベキューソース（和知） 

ビーツのソース（有馬） 

ビーツのソース（古屋） 

ビーツのラビコットソース（古屋） 

とうもろこしドレッシング（有馬） 

とうもろこしのソース（有馬） 

とうもろこしマヨネーズ（有馬） 

かぼちゃのソース（有馬） 

かぶのソース（古屋） 

ごぼうのソース（古屋） 

ソフリット（有馬） 

刻み野菜のサルサ（和知） 

ソテーオニオンソース（有馬） 

ニンニクソース（有馬） 

バーニャカウダソース（有馬） 

自家製タバスコ（和知） 

生姜のソース（古屋） 

黒オリーブソース（有馬） 

パンのソース（有馬） 

シャンピニオンデユクセル（古屋） 

きのこのラグーソース（古屋） 

豆腐マヨネーズ（和知） 

 

果物で作る 

いちごのソース（古屋） 

みかんのジュレソース（古屋） 

ライムのソース（古屋） 

コリアンダーオレンジソース（古屋） 

りんごのソース（古屋） 

ドラゴンフルーツとバジルシードのソース（古屋） 

いちじくのソース（古屋） 

梅ソース（有馬） 

ドライフルーツのソース（有馬） 

びわのソース（有馬） 

 

魚介・魚介加工品で作る 
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いかすみのソース（有馬） 

いかすみのソース（古屋） 

あわびの肝ソース（有馬） 

あゆの肝ソース（有馬） 

アンショワヤード（アンチョビペースト）（古屋） 

あさりのだし（有馬） 

ソース・ブイヤベース（古屋） 

 

肉・肉加工品で作る 

豚肉のソース（和知） 

なめらか豚肉ソース（和知） 

ミートソース（有馬） 

鴨のミートソース（有馬） 

パンチェッタのソース（有馬） 

 

卵で作る 

タルタルソース（有馬） 

卵黄とジェリービネガーのソース 

 

 

和食 

基本のたれ・合わせ調味料 

お浸しだし（吉岡） 

うどんだし（吉岡） 

そばがえし（吉岡） 

土佐酢（吉岡） 

ポン酢（吉岡） 

ごまだれ（吉岡） 

ごま酢（吉岡） 

ごまつゆ（吉岡） 

ごましゃぶだれ（吉岡） 

白和え衣（江﨑） 

白酢和え衣（江﨑） 

万能煮つけだれ（江﨑） 

照り焼きだれ（江﨑） 
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味噌で作る 

柚子味噌（吉岡） 

ごま味噌（吉岡） 

きのこ味噌（吉岡） 

トマト味噌（吉岡） 

 

おろしだれ 

かぶおろしだれ（吉岡） 

きゅうりおろしだれ（吉岡） 

にんじんおろしだれ（吉岡） 

 

ジュレ 

お浸しだしジュレ（吉岡） 

土佐酢ジュレ（吉岡） 

ポン酢ジュレ（吉岡） 

梅酒ジュレ（吉岡） 

 

和食に合うマヨネーズ 

マヨネーズ（スタンダード）（江﨑） 

マヨネーズだれ（江﨑） 

 

だしで作る 

美味だし（江﨑） 

ココナッツハマグリソース（江﨑） 

 

野菜・果物・植物性食品で作る 

夏の緑々ソース（江﨑） 

ボカドソース（江﨑） 

たけのこソース（江﨑） 

カリフラワーソース（江﨑） 

清見オレンジとミントのソース（江﨑） 

いちごのドレッシング（江﨑） 

文旦（ぶんたん）ドレッシング（江﨑） 

豆乳ソース（江﨑） 

香味ドレッシング（江﨑） 
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ジンジャードレッシング（江﨑） 

黒オリーブソース（江﨑） 

 

珍味で作る 

あわびの肝トマトだれ（江﨑） 

うにソース（江﨑） 

 

 

中華・韓国・ベトナム・タイ料理 

 

中華の炒め物ソース 

蠔油ソース（菰田） 

青椒肉絲ソース（菰田） 

豆豉ソース（菰田） 

奶油ソース（菰田） 

藻塩ソース（菰田） 

馬垃醤（菰田） 

紅麹ソース（菰田） 

翡翠（ヒスイ）ソース（菰田） 

糖醋ソース（菰田） 

チリソース(菰田)  

咖哩醤ソース（カレーソース）（菰田） 

回鍋肉ソース（菰田） 

 

中華の和える・添える・かけるソース 

麻辣ソース（菰田） 

XOソース（菰田） 

沙茶醤ソース（菰田） 

スパイシーソース（菰田） 

紅油ソース（菰田） 

連鍋湯ソース（菰田） 

黒胡椒ソース（菰田） 

旨辛胡麻ソース（菰田） 

蒸し魚ソース（菰田） 

紹興酒ソース（菰田） 
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怪味ソース（菰田） 

魚香ソース（菰田） 

芥茉ソース（菰田） 

姜汁ソース（菰田） 

葱油ソース（菰田） 

香味醤油ソース（菰田） 

葱生姜ソース（菰田） 

葱油風味明太子ソース（菰田） 

リンゴ酢ソース（菰田） 

黒酢ソース（菰田） 

マヨネーズ入り胡麻ソース（菰田） 

梅ソース（菰田） 

マンゴーチリソース（菰田） 

オレンジソース（菰田） 

香菜ドレッシング（菰田） 

ピータンソース（菰田） 

クコの実ソース（菰田） 

赤酢ジュレソース（菰田） 

ハイビスカスソース（菰田） 

金木犀（キンモクセイ）ソース（菰田） 

 

 

韓国料理のたれ・ソース 

醤油たれ（金） 

キウィリンゴソース（金） 

コチュジャンだれ（金） 

マヨネーズソース（金） 

松の実ソース（金） 

韓国酢醤油（金） 

チョジャン（金） 

 

ベトナム・タイ料理のたれ・ソース 

ヌクチャム（鈴木） 

なます入りヌクチャム（鈴木） 

香味ソース（鈴木） 
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ディルマヨネーズ（鈴木） 

ピーナッツごま塩（鈴木） 

バター＋グラニュー糖（鈴木） 

塩、こしょう、ライム（レモン）だれ（鈴木） 

香菜ジェノヴェーゼ(鈴木)   

ゆで卵入りヌクチャムだれ（鈴木） 

きのこ鍋のたれ（鈴木） 

パパイヤサラダのたれ（鈴木） 

バジル炒めのたれ（鈴木） 

ヌクマムだれ（鈴木） 

 

 

 


