
商品規格書

カツオブシマイクロハチュウシュツカオリエキス

鰹節マイクロ波抽出香りエキス

ＮＢ

ブランド名 300g×5

画像情報 一括表示情報

名称

原材料名

内容総量

保存方法

原産国

原料原産地名

使用上の注意

アレルギー物質情報

使用方法

殺菌方法

期限

その他表示

分析・計算単位

アレルゲンコンタミ注意喚起 エネルギー たんぱく質

脂質 炭水化物

ナトリウム 食塩相当量

商品情報

賞味・消費区分 賞味期限対象 製造者名

賞味・消費期間 365日 製造者住所

製造年月日の表示 あり 製造者電話

賞味・消費期限の表示 あり 販売者名

保存時温度帯区分 常温 販売者住所

米トレーサビリティ対象区分 － 販売者電話

輸入者名

輸入者住所

輸入者電話

加工者名

加工者住所

酒類識別区分 当該ケースに酒類を含まない

酒類分類 －

アルコール分 －

召し上がり方・
利用方法

食品などに、適量、エキスを添加するだけで鰹
節の香りを再現できる香りエキスです。
鰹節マイクロ波濃縮だしと合わせて使えば、旨
味と香りのあるエキスとして、素材のおいしさを
引き立てます。
添加量は、目安として0.1%～0.5%が適量です。
（一部、商品においてはその限りではありませ
ん。）

高知県高知市春野町弘岡下2869-1

088-850-3113

有限会社西尾商店

静岡県静岡市清水区蒲原4-15-37

054-388-2341

0 mg 0 g

商品特徴

備考 成分分析の結果、ほぼ水です。

企業情報

有限会社スタジオオカムラ

－

－

－

－

ただし、原料の工場では、いかとさば、魚介類を取り扱っています。

焼津産の手火山式焙乾製法で作られた、国内で
も希少な鰹節を、独自の遠赤外線焼節加工をし
伝統の削り節技術で作られる、だし屋西尾商店
の削り節。だしをひくと部屋中においしい香りが
ただよいます。最新のマイクロ波減圧蒸留技術
でひきたての香りだけを集めてエキスにした、鰹
節のフレーバーエキスです。魚節の焙乾臭を残
しつつも多環芳香族炭化水素（PAHｓ）が検出さ
れない安全なエキスです。

－

0 kcal 0 g

0 g 0 g

枠外の表面に記載してあります

栄養成分情報

１００ｇあたり

機密製容器に密封し、加圧加熱殺菌

さば 含まない

含まない

ごま 含まない ゼラチン 含まない

さけ 含まない 魚介類 含む

落花生 含まない 牛肉 含まない やまいも 含まない

くるみ 含まない りんご

乳 含まない ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 含まない もも 含まない

含まない 豚肉 含まない

卵 含まない ｶｼｭｰﾅｯﾂ 含まない まつたけ 含まない

いくら 含まない バナナ 含まない

そば 含まない オレンジ

かに 含まない いか 含まない 鶏肉 含まない

JANコード 4580347023116 ﾒｰｶｰﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ ＰＢ／ＮＢ 分類

静岡県焼津

〈開封上の注意〉袋のフチや切り口で手を切らないようにご注意ください。また、液体
がこぼれたり、飛び散る場合がございますのでご注意ください。
〈開封後の保存方法注意〉お使い残りの出た場合は、密封し冷蔵庫に入れ、お早目
にお使いください。

えび 含まない あわび 含まない 大豆 含まない

だし屋西尾商店 荷姿規格

香りエキス

かつおのふし（静岡県焼津製造）

300g

直射日光を避け、常温で保存してください。

日本

食品などに、適量、エキスを添加するだけで鰹節の香りを再現できる香りエキスで
す。
鰹節マイクロ波濃縮だしと合わせて使えば、旨味と香りのあるエキスとして、素材の
おいしさを引き立てます。小麦 含まない

＊記載の情報は「適用日」時点の情報です。

適用日

商品名 メーカー名
ユウゲンガイシャニシオショウテン

有限会社西尾商店

標準商品規格書（ＳＳＳＰ/2014）は平成26年度の農林水産省補助事業『標準商品規格書とそのガイドラインの検討会』で定めた酒類・加工食品業界の標準フォーマットです。



商品規格書

カツオブシマイクロハチュウシュツノウシュクダシ

鰹節マイクロ波抽出濃縮だし

ＮＢ

ブランド名 300g×5

画像情報 一括表示情報

名称

原材料名

内容総量

保存方法

原産国

原料原産地名

使用上の注意

アレルギー物質情報

使用方法

殺菌方法

期限

その他表示

分析・計算単位

アレルゲンコンタミ注意喚起 エネルギー たんぱく質

脂質 炭水化物

ナトリウム 食塩相当量

商品情報

賞味・消費区分 賞味期限対象 製造者名

賞味・消費期間 365日 製造者住所

製造年月日の表示 あり 製造者電話

賞味・消費期限の表示 あり 販売者名

保存時温度帯区分 常温 販売者住所

米トレーサビリティ対象区分 － 販売者電話

輸入者名

輸入者住所

輸入者電話

加工者名

加工者住所

酒類識別区分 当該ケースに酒類を含まない

酒類分類 －

アルコール分 －

－

召し上がり方・
利用方法

食品などに、適量、エキスを添加するだけで鰹
節の旨味を再現できる香りエキスです。
鰹節マイクロ波香りエキスと合わせて使えば、旨
味と香りのあるエキスとして、素材のおいしさを
引き立てます。
添加量は、目安として0.1%～0.5%が適量です。
（一部、商品においてはその限りではありませ
ん。）

高知県高知市春野町弘岡下2869-1

088-850-3113

有限会社西尾商店

静岡県静岡市清水区蒲原4-15-37

054-388-2341

96 mg 0.24 g

商品特徴 焼津産の手火山式焙乾製法で作られた、国内で
も希少な鰹節を、独自の遠赤外線焼節加工をし
伝統の削り節技術で作られる、だし屋西尾商店
の削り節。贅沢にたっぷり使用して濃く抽出し、
さらに最新のマイクロ波減圧濃縮技術で風味を
活かした濃縮だしにしました。

備考

企業情報

有限会社スタジオオカムラ

－

－

－

－

ただし、原料の工場では、いかとさば、魚介類を取り扱っています。

16 kcal 4.1 g

0 g 0 g

枠外の表面に記載してあります

栄養成分情報

１００ｇあたり

機密製容器に密封し、加圧加熱殺菌

さば 含まない

含まない

ごま 含まない ゼラチン 含まない

さけ 含まない 魚介類 含む

落花生 含まない 牛肉 含まない やまいも 含まない

くるみ 含まない りんご

乳 含まない ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 含まない もも 含まない

含まない 豚肉 含まない

卵 含まない ｶｼｭｰﾅｯﾂ 含まない まつたけ 含まない

いくら 含まない バナナ 含まない

そば 含まない オレンジ

かに 含まない いか 含まない 鶏肉 含まない

JANコード 4580347023123 ﾒｰｶｰﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ ＰＢ／ＮＢ 分類

静岡県焼津

〈開封上の注意〉袋のフチや切り口で手を切らないようにご注意ください。また、液体
がこぼれたり、飛び散る場合がございますのでご注意ください。
〈開封後の保存方法注意〉お使い残りの出た場合は、密封し冷蔵庫に入れ、お早目
にお使いください。

えび 含まない あわび 含まない 大豆 含まない

だし屋西尾商店 荷姿規格

濃縮だし

かつおのふし（静岡県焼津製造）

300g

直射日光を避け、常温で保存してください。

日本

食品などに、適量、エキスを添加するだけで鰹節の旨味を再現できる呈味エキスで
す。
鰹節マイクロ波香りエキスと合わせて使えば、旨味と香りのあるエキスとして、素材
のおいしさを引き立てます。小麦 含まない

＊記載の情報は「適用日」時点の情報です。

適用日

商品名 メーカー名
ユウゲンガイシャニシオショウテン

有限会社西尾商店

標準商品規格書（ＳＳＳＰ/2014）は平成26年度の農林水産省補助事業『標準商品規格書とそのガイドラインの検討会』で定めた酒類・加工食品業界の標準フォーマットです。







第 21002662001-0101 号

        2021年01月29日

有限会社　西尾商店

香りエキス

東京都渋谷区元代々木町52番1号

2021年01月14日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上

検出せず 1 ppb

結　　果

高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ

方　　法定量下限 注

分析試験成績書

分　析　試　験　項　目

検  体  名

依  頼  者

ﾍﾞﾝｿﾞ[a]ﾋﾟﾚﾝ(3,4-ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾟﾚﾝ)

RCA0201-07


