
ブランド 商品名 内　容　量

イーエヌ大塚 あいーと鶏とｼﾞｬｶﾞ芋のﾊﾞﾀｰ醤油 80g
イーエヌ大塚 あいーと　鶏むねの旨煮 89g
イーエヌ大塚 あいーと　ぶりの照焼き 81g
イーエヌ大塚 あいーと　鮭の照焼き　柚子風味 57g
イーエヌ大塚 あいーと　酢豚風甘酢煮 77g
イーエヌ大塚 あいーと　豚肉の甘辛炒め 75g
イーエヌ大塚 あいーと　牛肉の赤ワイン煮 66g
日清オイリオ 食物繊維入り緑茶 6g×60
日清オイリオ 食物繊維入り緑茶 6g×14
日清オイリオ 食物繊維入り紅茶 6g×30
ニュートリー ブイ・クレス　CP10 125ml
マルサンアイ ＪＦまめぴよ　いちご 125ml×24
マルサンアイ ＪＦまめぴよ　ココア 125ml×24
大塚食品 マンナンヒカリ 2kg
大塚食品 マンナンヒカリ 15kg
ヘルシーフード たんぱく調整　食パン（約100g) 2枚×20
ヘルシーフード たんぱく調整　ロールパン 50g×20
マルサンアイ ＪＦまめぴよ　バナナ 125ml×24
マルサンアイ ＪＦまめぴよ　きなこ 125ml×24
旭松 減塩こうや豆腐 10個
サンヨー堂 低カロリー　杏仁フルーツ 230g×6×4×2
サンヨー堂 低カロリー　黄桃 230g×6×4×2
サンヨー堂 低カロリー　白桃 230g×6×4×2
サンヨー堂 低カロリー　フルーツMIX 230g×6×4×2
サンヨー堂 低カロリー　みかん 230g
サンヨー堂 低カロリー　みつ豆 230g
キューピー プロチョイス　ごはん　1/25 180g×20
キューピー やさしい献立　豚汁煮込みうどん 120g
キューピー やさしい献立　牛ごぼうしぐれ煮 120g
キューピー ｾﾞﾘｰ寄せ　えびと野菜のｺﾝｿﾒ 70g×6
キューピー ｾﾞﾘｰ寄せ　たらつみれのかきたま 70g×6
キューピー ゼリー寄せ　わかめの酢の物 70g×6
キューピー 凍結全卵（調理用）HVNo.3 1kg
キューピー 凍結全卵（調理用）HVNo.3 500g
キューピー エスプーマベース 200g
キューピー 目玉焼風まるオムレツP 35g×6
ハウス食品 ﾗｸｹｱ　とろとろ煮込みのﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 80g
ハウス食品 ﾗｸｹｱ　とろとろ煮込みのｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ 80g
ハウス食品 ﾗｸｹｱ　とろとろ煮込みの肉じゃが 80g
ハウス食品 ﾗｸｹｱ　とろとろ煮込みのすき焼き 80g
マルハチ村松 朝らく　味付けマグロおかか風味 500g
マルハチ村松 朝らく　味付けﾏｸﾞﾛしょうが風味 500g
サラヤ 低GI　へるしごはん 150g×24
サラヤ 低GI　へるしごはん 150g×3×8
日清オイリオ ＭＣＴオイル 180g
マルハチ村松 減塩だしの素 500g
マルハチ村松 Fe・Ca強化減塩だしの素 4g×30
大塚食品 マンナンヒカリ 1.5kg
大塚食品 マンナンヒカリ 75g×7
大塚食品 マイサイズ　グリーンカレー 150g
キューピー ノンオイルドレッシング　ｻｳｻﾞﾝ 1L
キューピー ノンオイルドレッシング　ｻｳｻﾞﾝ 10ml×40
キューピー ノンオイルドレッシング　ｻｳｻﾞﾝ 200ml
キューピー ハーフ 8g×40
盛田 全病食　きゅうり風味 500g
盛田 全病食　しば漬 500g
盛田 全病食　ふくじん漬 500g
盛田 全病食　しその実漬 500g
盛田 全病食　きざみ　きゅうり風味 500g
盛田 全病食　きざみ　しば漬 500g
盛田 ペースト漬物　しその実漬　 250g
盛田 ペースト漬物　ふくじん漬 250g
ハインツ日本 タンパク調整食品　マカロニ 490g
ハインツ日本 タンパク調整食品　ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾀｲﾌﾟ 490g
ハインツ日本 タンパク調整食品　中華めんﾀｲﾌﾟ 245g
ヘルシーフード 『懐かしのおやつ』　どら焼き 24g×10



ヘルシーフード ﾔﾜﾗｶｻﾌﾞﾚ　Ca入り　いちご 18g×10
ホリカフーズ パインアップルすりおろし 350g×20
ホリカフーズ パインアップルすりおろし 1kg
ホリカフーズ パイン角切り 500g
ホリカフーズ イエローピーチすりおろし 350g×20
ホリカフーズ イエローピーチすりおろし 1kg
マルハチ村松 とうもろこしパウダー 100g
マルハチ村松 とまとパウダー 100g
マルハチ村松 ほうれん草パウダー 100g
マルハチ村松 素材ペースト　鮭 200g
マルハチ村松 素材ペースト　白身魚 200g
マルハチ村松 素材ペースト　鶏 200g
マルハチ村松 白だし 1.8L
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいﾃﾞｨｯｼｭ　あかうお 44g×5
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいディッシュ　あじ 42g×5
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいディッシュ　かれい 48g×5
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいディッシュ　さけ 42g×5
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいディッシュ　さば 48g×5
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいディッシュ　さんま 32g×5
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいディッシュ　たら 42g×5
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいディッシュ　ほたて 18g×2×5
キューピー プチゼリー80　ぶどう 35g×20
キューピー プチゼリー80　もも 35g×20
キューピー プチゼリー80　ゆず 35g×20
ニュートリー ブイ・クレスハイプチゼリー 23g×24
日清オイリオ レナケアーカルニチンゼリー 23g×30
ハウス食品 おいしくｻﾎﾟｰﾄ　ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ　ﾗﾑﾈ 98g
ハウス食品 おいしくｻﾎﾟｰﾄ　ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ　梨 98g
ヘルシーフード エナチャージ160　もも風味 165g×50
ヘルシーフード イオンサポート　オレンジ味 75g
ヘルシーフード イオンサポート　オレンジ味 2kg
ヘルシーフード イオンサポート　マスカット味 75g
ヘルシーフード イオンサポート　マスカット味 2kg
ハウス食品 ﾗｸｹｱﾏﾙﾃﾞ果物のようなｾﾞﾘｰ　なし 60g
ハウス食品 ﾗｸｹｱﾏﾙﾃﾞ果物のようなｾﾞﾘｰ　ﾐｶﾝ 60g
ヘルシーフード カルシウム　ぽんせんえび 5.6g×8
ヘルシーフード カルシウム　ぽんせんしょうゆ味 5.0g×8
ネスレ日本 ｱｲｿｶﾙ･ｼﾞｪﾘｰ　HC　きなこ 66g×24
H+B L.S. 粉飴ゼリー　うめ 82g
H+B L.S. 粉飴ゼリー　オレンジ 82g
H+B L.S. 粉飴ゼリー　モモ 82g
H+B L.S. 粉飴ゼリー　りんご 82g
キューピー 水ようかん　あずき味 58g×30
キューピー 水ようかん　抹茶味 58g×30
ニュートリー ニュートリーコンク2.5 200ml
林兼産業 四季の和菓子　春　桜見 10個
林兼産業 四季の和菓子　春　春風 10個
林兼産業 四季の和菓子　春　たんぽぽの花 10個
林兼産業 四季の和菓子　春　花あやめ 10個
林兼産業 四季の和菓子　夏　西瓜 10個
林兼産業 四季の和菓子　夏　夏金魚 10個
林兼産業 四季の和菓子　夏　星くず 10個
林兼産業 四季の和菓子　夏　夏ほたる 10個
林兼産業 四季の和菓子　秋　秋の彩　 10個
林兼産業 四季の和菓子　秋　秋風　 10個
林兼産業 四季の和菓子　秋　紅葉　 10個
林兼産業 四季の和菓子　秋　夕焼けとんぼ 10個
林兼産業 四季の和菓子　冬　寒梅 10個
林兼産業 四季の和菓子　冬　雪恋きつね 10個
林兼産業 四季の和菓子　冬　雪花うさぎ 10個
林兼産業 四季の和菓子　冬　水仙 10個
林兼産業 高齢者ソフトクレープ　バナナ 26g×10
林兼産業 高齢者ソフトクレープ　抹茶 26g×10
フードケア SLプロテインパウダー+Zn 480g
ニュートリー ソフティア　SUPER  Ｓ 500g
ニュートリー ソフティア　SUPER  Ｓ 1.5g×50
ヘルシーフード かんたんﾊﾟﾝがゆﾐｯｸｽ　ﾐﾙｸ風味 1kg



明治 ﾀﾞｲｴｯﾄﾋﾞｽｹｯﾄさくさく食感ココア 4枚×4
明治 ｽﾏｰﾄﾎﾞﾃﾞｨ　ﾀﾞｲｴｯﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ 20g×12
明治 ｽﾏｰﾄﾎﾞﾃﾞｨ　ﾀﾞｲｴｯﾄｽﾃｨｯｸうま塩 48g
明治 メイオリゴWボトル　シロップ 600g
ヘルシーフード サバイバル・カプセル　カレー 200g×12
ホリカフーズ ﾚｽｷｭｰ　ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ（ﾚﾄﾙﾄ） 180g×24
ホリカフーズ ﾚｽｷｭｰ栗五目ご飯(ｱﾙﾐ缶) 200g×24
ホリカフーズ ﾚｽｷｭｰ牛肉すきやき（アルミ缶） 70g×24
ホリカフーズ ﾚｽｷｭｰ牛肉大和煮（アルミ缶） 70g×24
ホリカフーズ レスキュー牛丼の素（レトルト） 180g×24
ホリカフーズ ﾚｽｷｭｰ　ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ（レトルト） 180g×24
ホリカフーズ ﾚｽｷｭｰ　とりそぼろ（ｱﾙﾐ缶） 70g×24
ホリカフーズ ﾚｽｷｭｰ鶏肉うま煮（アルミ缶） 70g×24
旭化成 笑顔倶楽部　もあカップ　あずき 140ml×12
旭化成 笑顔倶楽部　もあカップ　バナナ 140ml×12
旭化成 笑顔倶楽部　もあカップ　ｺｰﾋｰ 140ml×12
旭化成 笑顔倶楽部すいすい　ﾌﾙｰﾂ風味 125ml×24
旭化成 笑顔倶楽部すいすい　ゆず風味 125ml×24
旭化成 笑顔倶楽部すいすい　アソート 125ml×24
旭化成 暖々笑顔　アソート 50g×40
旭化成 暖々笑顔　オニオン 50g×40
旭化成 暖々笑顔　かぼちゃ 50g×40
旭化成 暖々笑顔　コーン 50g×40
旭化成 暖々笑顔　ポテト 50g×40
キューピー ﾌｧｲﾝｹｱｽｰﾌﾟ　コーンポタージュ 100g×6
キューピー ﾌｧｲﾝｹｱｽｰﾌﾟ　コーンポタージュ 100g
キューピー ﾌｧｲﾝｹｱｽｰﾌﾟ　かぼちゃのﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 100g×6
キューピー ﾌｧｲﾝｹｱｽｰﾌﾟ　かぼちゃのﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 100g
キューピー ﾌｧｲﾝｹｱｽｰﾌﾟ　じゃがいもﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 100g×6
キューピー ﾌｧｲﾝｹｱｽｰﾌﾟ　じゃがいもﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 100g
クリニコ エンジョイｃlimeal プレーン 125ml×12
クリニコ エンジョイｃlimeal いちご味 125ml×12
クリニコ エンジョイｃlimeal コーヒー味 125ml×12
クリニコ エンジョイｃlimeal あずき味 125ml×12
クリニコ エンジョイｃlimeal バナナ味 125ml×12
クリニコ エンジョイｃlimeal ｺｰﾝｽｰﾌﾟ味 125ml×12
クリニコ エンジョイｃlimeal 　ｲﾛｲﾛｾｯﾄ 125ml×6種×4
クリニコ エンジョイArgina　ｸﾞﾚｰﾌﾟﾐｯｸｽ 125ml×24
クリニコ エンジョイArgina　ピーチ 125ml×24
テルモ テルミールミニSOUPかつおだし 125ml×24
テルモ テルミールミニSOUPクリームシチュー 125ml×24
テルモ テルミールミニSOUPトマトスープ 125ml×24
明治 ﾒｲﾊﾞﾗﾝｽｿﾌﾄJelly　バラエティBOX 150ml×30
明治 メイバランス　mini　コーヒー 125ml
明治 メイバランス　mini　キャラメル 125ml
明治 メイバランス　mini　ヨーグルト 125ml
明治 メイバランス　mini　ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 125ml
明治 メイバランス　mini　バナナ 125ml
明治 メイバランス　mini　ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 125ml
明治 メイバランス　mini　抹茶 125ml
明治 メイバランス　mini　ﾁｮｺﾚｰﾄ 125ml
明治 リーナレンLP　コーヒー 125ml×24
明治 リーナレンMP　コーヒー 125ml×24
明治 リーナレンLP　Zﾊﾟｯｸ400 250ml×12
明治 リーナレンMP　Zﾊﾟｯｸ400 250ml×12
クリニコ エコフロー300　パウチ 400g×20
クリニコ エコフロー400　パウチ 400g×20
カセイ食品 人形焼き　こしあん 26g×8
カセイ食品 人形焼き　ゆずあん 26g×8
カセイ食品 人形焼き　緑茶あん 26g×8
カセイ食品 やわらか団子　黒ごま 30g×10
カセイ食品 やわらか団子　よもぎ 30g×10
カセイ食品 やわらか団子　さくら 30g×10
カセイ食品 和風ぷりん　宇治抹茶 55g
日清オイリオ ＭＣＴパウダーノンプロテイン 800g
ヘルシーフード ﾍﾑ鉄入りふりかけ 鉄之助たらこ 3g×40
明治 リーナレンD 125ml×24



明治 リーナレンD　Zパック300K 196ml×12
明治 リーナレンD　Zパック400K 262ml×12
ネスレ日本 ｱｲｿｶﾙｻﾎﾟｰﾄｼﾞｪﾘｰヨーグルト 66g×24
ヘルシーフード 枝豆よせ 50ｇ×40
ヘルシーフード ほうれん草のごまあえ 50ｇ×40
ヘルシーフード コーンクリーム 50ｇ×40
ヘルシーフード にんじんとごぼうのきんぴら 50ｇ×40
ｷｯｾｲ薬品 たんぱくUPヘルパー 400g
アルファー食品 安心米五目ご飯 ST 100g×15
アルファー食品 安心米わかめご飯AF－ST 100g×15
アルファー食品 安心米鶏そぼろ ST 100g×50
ニュートリー アイオールソフト 130ml
ニュートリー アイオールソフト120 80ml
クリニコ ｴﾝｼﾞｮｲﾊｲｶﾛｾﾞﾘｰ　もも味 40g×24
クリニコ ｴﾝｼﾞｮｲﾊｲｶﾛｾﾞﾘｰ　りんご味 40g×24
クリニコ ｴﾝｼﾞｮｲｺﾗｰｹﾞﾝｾﾞﾘｰ　ﾋﾟｰﾁ 72g×24
名糖 ウォーターメイト 600g
名糖 シンバイオの力 10g×30
名糖 果汁100%ビタミンゼリー　りんご 55g×24
名糖 果汁100%ビタミンゼリー　ぶどう 55g×24
名糖 果汁100%ビタミンｾﾞﾘｰ　ﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽ 55g×24
ハウス食品 ＬＬヒートレスカレー　野菜ｶﾚｰ 200g×30
ネスレ日本 ﾘｿｰｽ　ﾍﾟﾑﾊﾟﾙとろみつきｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 62.5ml×24
ネスレ日本 ﾘｿｰｽ　ﾍﾟﾑﾊﾟﾙとろみつき ｺｰﾋｰ 62.5ml×24
大塚製薬工場 ハイネイーゲル 375ml×16
大塚製薬工場 ハイネイーゲル 500ml×12
フジッコ ソフトデリ　うぐいす豆 500g
ホリカフーズ 栄養支援　茶碗蒸し　鯛風味 75g
ホリカフーズ 栄養支援　茶碗蒸し　松茸風味 75g
ホリカフーズ 栄養支援　茶碗蒸し　詰め合わせ 4種×6
味の素ニュートリション アミノケアゼリー　ロイシン40 100g×6
ヤヨイサンフーズ SF　とけないｱｲｽﾃﾞｻﾞｰﾄ　バニラ 35g×10
ヤヨイサンフーズ SF　とけないｱｲｽﾃﾞｻﾞｰﾄ　いちご 35g×10
ヤヨイサンフーズ SF　とけないｱｲｽﾃﾞｻﾞｰﾄ　チョコ 35g×10
ヤヨイサンフーズ SF　とけないｱｲｽﾃﾞｻﾞｰﾄ　抹茶 35g×10
ヤヨイサンフーズ SF　とけないｱｲｽﾃﾞｻﾞｰﾄ　あずき 35g×10
味の素ニュートリション ﾒﾃﾞｨﾐﾙｽｰﾌﾟじゃがいもポタージュ 780g
三島食品 ﾏｾﾞｺﾞﾊﾝﾉﾓﾄ　五目ｺﾞﾊﾝ（ｼｮｳｶﾞ） 50g
旭化成 Ｌ－3ファイバーズ MP300 300ml×24
旭化成 Ｌ－3ファイバーズ MP400 400ml×18
旭化成 L-S300 530ml×12
旭化成 L-S400 586ｍｌ×12
キューピー おかゆにかける　和風カレー   50g
キューピー おかゆに混ぜる　五目ちらしの素 50g
キューピー おかゆに混ぜる　鮭わかめ 50g
キューピー おかゆにかけるたまご丼の具 50g
伊那食品 ﾔﾜﾗｶﾅｵｶｽﾞかぼちゃ煮つけ 50g×10
伊那食品 ﾔﾜﾗｶﾅｵｶｽﾞほうれん草おひたし 50g×10
宮坂醸造 防災食　野菜ミックス 50g×30
宮坂醸造 ポケット１おみそ汁 9.5g×15×4
ヘルシーフード ミキサー&ソフト 1kg
フードケア ミキサーパウダーMJ 450g


