
食 品 添 加 物
Food Additives

Food Science

製品リスト

製品名 包装 製品番号 価格 性状 用途

無機塩類

硫酸第一鉄（結晶）
Ferrous Sulfate

500 g 58000-17 ¥2,200

結晶又は結晶性粉末
淡青緑色

強化剤、
発色剤（野菜類加工品）

20 kg 58000-41 *

水酸化ナトリウム
Sodium Hydroxide

500 g 58009-17 ¥1,900

粒状、白色
食品製造用（中和剤等）
※使用基準あり

20 kg 58009-41 *

水酸化カリウム
Potassium Hydroxide

500 g 58020-17 ¥2,300

粒状、白色
食品製造用（中和剤等）
※使用基準あり

20 kg 58020-41 *

食品添加物は、風味、外観、保存性の向上や栄養成分の強化等、今日の食品加工に欠かせ
ないアイテムです。弊社では、皆様が研究開発や少量試作の段階よりご使用いただけるよう
小容量包装より各種取り揃えています。また、包装仕様（重量、容量、容器の形状）、混合や
溶液調製等ご要望に合わせたカスタムメイドを承ります。



製品名 包装 製品番号 価格 性状 用途

有機酸塩類

クエン酸（結晶）
Citric Acid

500 g 58012-17 ¥2,000

結晶または結晶性粉末
白色

酸味料

25 kg 58801-43 *

クエン酸三ナトリウム（結晶）
Trisodium Citrate

500 g 58011-17 ¥2,300 結晶、白色 調味料

クエン酸鉄
Ferric Citrate

500 g 58005-17 ¥6,800
粉末または小葉片
褐色または暗橙色

強化剤

50 % 乳酸
50 % Lactic Acid

500 g 58026-17 ¥3,200

液体
無色または淡黄色

酸味料

20 kg 58812-41 *

リン酸塩類

リン酸三カルシウム
Tricalcium Phosphate

500 g 58027-17 ¥2,900 粉末、白色
強化剤、醸造用、食品製造用
※一般食品、使用基準あり

ピロリン酸第二鉄液
Ferric Pyrophosphate Solution

500 g 58025-17 ¥2,500

液体
白色または淡黄色

強化剤

10 kg 58025-36 *

ピロリン酸四ナトリウム（結晶）
Sodium pyrophosphate

500 g 58031-17 ¥2,900 粉末、白色 結着剤、品質改良剤

メタリン酸ナトリウム
Sodium Metaphosphate

500 g 58023-17 ¥2,500 粉末、白色 結着剤、品質改良剤

ポリリン酸ナトリウム
Sodium Polyphosphate

500 g 58019-17 ¥2,000 粉末、白色 結着剤、品質改良剤

リン酸水素二カリウム
Dipotassium Hydrogen 
Phosphate

500 g 58015-17 ¥2,300
結晶または結晶性粉末
白色

醸造用

リン酸二水素カリウム
Potassium Dihydrogen 
Phosphate

500 g 58016-17 ¥2,000
結晶または結晶性粉末
白色

醸造用

リン酸水素二ナトリウム（結晶）
Disodium hydrogen Phosphate

500 g 58017-17 ¥1,800 結晶、白色 結着剤、品質改良剤、強化剤

リン酸二水素ナトリウム（結晶）
Sodium Dihydrogen Phosphate

500 g 58018-17 ¥1,800
結晶または結晶性粉末
白色

結着剤、品質改良剤、強化剤



製品名 包装 製品番号 価格 性状 用途

無機塩類

炭酸水素ナトリウム
Sodium Bicarbonate

500 g 58024-17 ¥1,700
結晶または結晶性粉末
白色

膨張剤

炭酸ナトリウム（無水）
Sodiumu Carbonate

500 g 58029-17 ¥2,200 粉末、白色 膨張剤、食品製造用

亜硝酸ナトリウム
Sodium Nitrite

500 g 58002-17 ¥2,000
結晶性粉末
白色または淡黄色

発色剤
※食肉製品など、使用基準あり

硫酸銅
Cupric Sulfate

500 g 58003-17 ¥2,400

結晶又は結晶性粉末
青色

強化剤
※母乳代替食品、使用基準あり

20 kg 58003-41 *

硫酸亜鉛
Zinc Sulfate

500 g 58008-17 ¥2,100

結晶又は結晶性粉末
白色

強化剤
※母乳代替食品、使用基準あり
製造用剤
※発泡性酒類、使用基準あり20 kg 58008-41 *

塩化カリウム
Potassium Chloride

500 g 58028-17 ¥2,000
結晶または結晶性粉末
白色

調味料

炭酸カリウム（無水）
Potassium Carbonate

500 g 58010-17 ¥1,900
顆粒状または結晶性粉
末
白色

膨張剤、食品製造用

水酸化カルシウム
Calcium Hydroxide

500 g 58014-17 ¥2,100 粉末、白色
食品製造用、強化剤
※使用基準あり

炭酸カルシウム
Calcium Carbonate

500 g 58036-17 ¥1,700 粉末、白色
強化剤、膨張剤、食品製造用
※一般食品など、使用基準あり

塩化カルシウム（粒状）
Calcium Chloride 

500 g 58001-17 ¥2,200

粒状、白色
豆腐凝固剤、強化剤
※一般食品、使用基準あり

20 kg 58001-41 *

塩化マグネシウム
Magnessium Chloride

500 g 58013-17 ¥2,000
結晶
無色または白色

豆腐凝固剤、合成清酒用

硫酸マグネシウム（結晶）
Magnessium Sulfate

500 g 58042-17 ¥1,800 結晶、白色 醸造用
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製品名 包装 製品番号 価格 性状 用途

ビタミン・アミノ酸類

L-アスコルビン酸
L-Ascorbic Acid

1 kg 58817-30 ¥10,500
結晶または結晶性粉末
白色または淡黄色

強化剤、酸化防止剤

L-アスコルビン酸ナトリウム
Sodium L-Ascorbic Acid

500 g 58049-17 ¥6,300
結晶または結晶性粉末
白色または淡黄

強化剤、酸化防止剤

ビタミンB12, 0.1 % water-soluble 
powder
Vitamin  B12 0.1 % 水溶性粉末製剤

100 g 58229-13 ¥5,400 粉末、淡赤色 強化剤

L -アルギニン
L-Arginine

500 g 58050-17 ¥16,000 粉末、白色 調味料

L-グルタミン酸
L-Glutamic Acid

500 g 58052-17 ¥4,800
結晶または結晶性粉末
白色

調味料

シクロデキストリン

α-シクロデキストリン
α-Cyclodextrin

500 g 58863-17 ¥9,000 粉末、白色 包接、徐放、乳化作用など

β-シクロデキストリン
β-Cyclodextrin

500 g 58864-17 ¥5,800 粉末、白色 包接、徐放、乳化作用など

γ-シクロデキストリン
γ-Cyclodextrin

500 g 58865-17 ¥14,000 粉末、白色 包接、徐放、乳化作用など

その他

カフェイン（抽出物）
Caffeine(Extract)

250 g 58250-13 ¥11,500
結晶または粉末
白色

苦味料

過酢酸製剤

パーサンMP2-J ※

（PERASAN MP2-J)

※ ENVIROTECH製

5 kg 49173-05 ¥30,000

液体、無色
殺菌剤
※使用基準あり

17 kg 49173-06 ¥63,750

220 kg 49173-07 *

＊ お問い合わせください。
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