
ポーションタイプ調味料のご紹介
幅広 い 用 途 に ご 使 用 い た だ け る 1 食使 い 切 り タ イ プ の 調 味 料 で す 。

セパレートタイプ
ドレッシング

キユーピー
和風ドレッシング
しょうゆ
●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温10ヵ月
醤油のうま味を活かした、オーソドックスな
味わいのドレッシングです。

キユーピー
すりおろしにんじん
ドレッシング
●荷 姿：25ml／40袋×10袋
●賞味期間：常温7ヵ月
すりおろしたにんじんの入った鮮やかな色
あいのドレッシングです。野菜の甘味とオ
レンジ果汁のさっぱりとした味わいが素材
の味を活かします。

キユーピー
和風ドレッシング
ごましょうゆ
●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温7ヵ月
ごまの香ばしい風味が特長の醤油ベース
の和風ドレッシングです。酸味をおさえた
まろやかな味わいです。

キユーピー
和風ドレッシング
ゆずしょうゆ
●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温10ヵ月
香り豊かなゆずの風味を効かせた、さっぱ
りとした和風ドレッシングです。

キユーピー
黒酢たまねぎドレッシング

●荷 姿：25ml／40個×10袋
●賞味期間：常温10ヵ月
玉ねぎの甘みと大麦黒酢の芳醇な
香りを活かした、味わい深いドレッシング
です。

キユーピー
イタリアンドレッシング

●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温8ヵ月
EXバージンオリーブオイルやスパイス、
ハーブの芳醇な香りを効かせたオイル＆
ビネガータイプのドレッシングです。

小袋タイプ

マヨ・タルタル

キユーピー
マヨネーズ
●荷 姿：8g／40個×10袋

10g／40個×10袋
12g／40個×10袋
15g／40個×10袋

●賞味期間：※下記の通り
卵黄を使用したコクのあるおいしさで、日本で
最も愛用されている代表的なマヨネーズです。
※8g、10g、12g：常温5ヵ月、15g：常温6ヵ月

マヨネーズ

●荷 姿：5g／100個×12袋
●賞味期間：常温4ヵ月
卵黄を使用したコクのあるしっかりとした
味のマヨネーズです。小袋タイプですので
お弁当や惣菜に最適です。

キユーピー
からしマヨネーズ

●荷 姿：15g／40個×10袋
●賞味期間：常温8ヵ月
辛子本来のおいしさを感じられる卵黄を
使用したマヨネーズです。辛味とうま味が
素材の味を引き立てますので、お好み焼
き、たこ焼き、おつまみ等に最適です。

キユーピー
エッグケア(卵不使用)

●荷 姿：10g／40個×10袋
●賞味期間：常温6ヵ月
独自の技術により卵を使用せずに仕上げ
たマヨネーズタイプの調味料です。
配合の工夫でマヨネーズのコクを再現し、
さらにアレルゲンに配慮しました。

キユーピー
すりおろしオニオン
ドレッシング
●荷 姿：15ml／40個×10袋

30ml／40個×5袋
●賞味期間：常温9ヵ月

すりおろした玉ねぎに、炒めたにんにく
とねりごまの風味を効かせた、コクとうま
味のあるドレッシングです。

キユーピー
タルタルソース

●荷 姿：8g／40個×10袋
12g／40個×10袋

●賞味期間：常温4ヵ月

茹卵とピクルス（きゅうり・玉ねぎ）を加える事
で、風味豊かなタルタルソースに仕上げました。
フライやムニエル、茹で野菜によく合います。

キユーピー株式会社 フードサービス本部 https://www.kewpie.co.jp/prouse/ 2022.12

キユーピーハーフ

●荷 姿：8g／40個×10袋
10g／40個×10袋

●賞味期間：常温8ヵ月

独自の技術により、カロリーを半分に控えました。
なめらかな口溶けと、しっかりとした卵のコクが味
わえる仕立てです。



乳化タイプ
ドレッシング

キユーピー
フレンチドレッシング（白）

●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温10ヵ月
フレンチタイプの代表的なドレッシングです。
酸味の効いたプレーンでさわやかな味が、
野菜のおいしさを引き立てます。

キユーピー株式会社 フードサービス本部 https://www.kewpie.co.jp/prouse/

キユーピー
シーザーサラダ ドレッシング

４種類のチーズ、アンチョビー、ガーリックの風味
を効かせたクリーミィタイプのドレッシングです。
粒感のあるチーズを加え、まろやかでコクのある
味わいに仕上げました。

●荷 姿：15ml／40個×10袋
30ml／40個×5袋

●賞味期間：常温6ヵ月

●荷 姿：10ml／40個×10袋
30ml／40個×5袋

●賞味期間：常温7ヵ月

キユーピー
焙煎胡麻ドレッシング

すりたての煎りごまの風味とうま味を
活かしたクリーミィタイプのドレッシング
です。香ばしいごまの香りが食欲をそそります。

キユーピー
コールスロードレッシング

●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温６ヵ月
ほどよい甘味とさわやかなレモンの酸味が
特長のドレッシングです。

キユーピー
フレンチドレッシング（赤）

●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温7ヵ月
つやのある赤色が特長のフレンチタイプの
ドレッシングです。さっぱりとした甘味はさ
まざまな素材とよく合い、サラダをおいしく
彩ります。

キユーピー
レインボードレッシング

●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温6ヵ月
ソフトな口あたりが特長のクリーミィタイプ
のドレッシングです。レモン果汁の
さわやかな酸味とトマトペーストの甘味が
特長です。

キユーピー
中華ドレッシング 棒々鶏
（バンバンジー）
●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温9ヵ月
醤油ベースに香ばしいピーナッツとすりごま
を加えた甘口タイプのドレッシングです。

キユーピー
明太子ドレッシング

明太子のピリッとした辛味が特長の
クリーミィタイプのドレッシングです。
素材を活かした色調が料理のおいしさを
引き立てます。

●荷 姿：15ml／40個×10袋
30ml／40個×5袋

●賞味期間：常温6ヵ月

2022.12

キユーピー
ペイザンヌサラダ
ドレッシング

熟成卵黄を使用した卵のコクとうま味を
ベースにタラゴンなどのハーブを効かせた
風味豊かな ドレッシングです。

●荷 姿：30ml／40個×5袋

●賞味期間：常温6ヵ月

●荷 姿：15ml／40個×10袋

キユーピー
１０００アイランド
ドレッシング

●賞味期間：常温９ヵ月
トマトケチャップのやさしい甘味とスパイス
の香りに、ピクルスのほのかな酸味を効か
せたクリーミィタイプのドレッシングです。明
るい彩りが料理を華やかに仕上げます。

キユーピー
中華ドレッシング

●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温10ヵ月
醤油・ごま油等の調味料に、唐辛子の
風味をピリッと効かせました。

ノンオイル
ドレッシング

キユーピー
ノンオイルドレッシング
香味和風
●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温10ヵ月

醤油ベースに、ごま、しょうが、みょうが等
の香味を効かせた、具材感のある
ノンオイルドレッシングです。和風ソースと
しても幅広くご使用いただけます。

キユーピー
ノンオイルドレッシング
青じそ
●荷 姿：15ml／40個×10袋

30ml／40個×5袋

●賞味期間：常温10ヵ月
生しょうゆのやさしい味わいにまろやかな
だしのうま味と青じそが豊かに香るノンオイ
ルドレッシングです。

キユーピー
コブサラダ ドレッシング

●荷 姿：15ml／40個×10袋
30ml／40個×5袋

●賞味期間：常温8ヵ月

具沢山なサラダによく合う、スパイシーでクリー
ミィな味わいのドレッシングです。数種類の香辛
料を組み合わせ、味わい豊かに仕上げました。

キユーピー
和風ドレッシング
デリシャス
●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温10ヵ月
ローストオニオン、ブラックオリーブ、
赤ピーマン等がたっぷり入った、具材感の
ある和風ドレッシングです。酸味をおさえ、
コクのあるうま味を引き出しました。

キユーピー
ノンオイルドレッシング
香味ゆず
●荷 姿：15ml／40個×10袋
●賞味期間：常温8ヵ月
ゆずの果皮と果汁を加えた、さわやかな
香り広がるノンオイルドレッシングです。



ジャネフ
ノンオイル
ドレッシング

ジャネフ
ノンオイルドレッシング
減塩サウザン
●荷 姿：10ml×40個／10袋
●賞味期間：常温6ヵ月
低カロリー、塩分50%カット。やさしい甘
みとさわやかな香りが温野菜やシーフード
サラダによく合います。

ジャネフ
ノンオイルドレッシング
減塩フレンチ
●荷 姿：10ml×40個／10袋
●賞味期間：常温6ヵ月
低カロリー、塩分50%カット。3種のさわ
やかな果汁の酸味が生野菜はもちろん
温野菜等によく合います。

ジャネフ
ノンオイルドレッシング
減塩ごま
●荷 姿：10ml×40個／10袋
●賞味期間：常温6ヵ月
低カロリー、塩分50%カット。香ばしいご
まの香りと味わいで、かけだれや汎用調
味料として幅広く使えます。

ジャネフ
ノンオイルドレッシング
減塩和風
●荷 姿：10ml×40個／10袋
●賞味期間：常温6ヵ月
低カロリー、塩分50%カット。大根とゆず
のさわやかな香りが、おひたしや豚しゃぶ
サラダによく合います。

ジャネフ
ノンオイルドレッシング
減塩青じそ
●荷 姿：10ml×40個／10袋
●賞味期間：常温6ヵ月
低カロリー、塩分50%カット。青じその香
りとだしのうま味が、海藻や豆腐のサラダ
によく合います。

キユーピー株式会社 フードサービス本部 https://www.kewpie.co.jp/prouse/ 2022.12

テイクアウト・デリバリー向けのご提案をキユーピー業務用ホームーページにて
無料公開しております。ぜひご覧ください。

※パキッテは中身を触れず、手を汚さず
衛生的に使えます。片手で簡単に開け
られるユニバーサルデザインの容器です。

※容器名を“ディスペンパック”からパキッ
テへ変更しました（容器名の変更：
2021年11月以降）

トマトミックスソース

●荷 姿：8g／20個×20函
●賞味期間：常温4ヵ月
適度な酸味とうま味のあるトマトミックス
ソースです。ワンハンドで手軽に軽食にご
使用いただけます。

キユーピー
タルタルソース

●荷 姿：10g／20個×20函
●賞味期間：常温4ヵ月
茹卵とピクルス（きゅうり・玉ねぎ）を加
える事で、風味豊かなタルタルソースに仕
上げました。フライやムニエル、茹で野菜
によく合います。

トマト＆あらびきマスタード
●荷 姿：6.5g／60個×20函

8g／20個×20函

●賞味期間：常温5ヵ月
ホットドッグ・フランクフルト等と相性のよい
トマトソースとあらびきマスタードを一緒に
パックしました。ワンタッチでご使用いただ
けます。

キユーピー
フレンチドレッシング(白)

●荷 姿：10ml／20個×20函
●賞味期間：常温6ヵ月
フレンチタイプの代表的なドレッシングです。
酸味の効いたプレーンでさわやかな味が、
野菜のおいしさを引き立てます。

キユーピー
マヨネーズ

●荷 姿：10g／20個×20函
●賞味期間：常温4ヵ月
卵黄を使用したコクのあるおいしさで、
日本で最も愛用されている代表的な
マヨネーズです。

キユーピー
和風ドレッシング
しょうゆ
●荷 姿：10ml／20個×20函
●賞味期間：常温8ヵ月
食べやすいオーソドックスな味の和風ド
レッシングです。サラダをはじめ、豆腐等に
もよく合います。

キユーピー
焙煎胡麻ドレッシング

●荷 姿：10ml／20個×20函
●賞味期間：常温6ヵ月
煎りごまの風味とうま味を活かしたクリー
ミィタイプのドレッシングです。香ばしいごま
の香りが食欲をそそります。

パキッテ


