
ブランド 商品名 内　容　量

イーエヌ大塚 あいーと　ごはん 140g
いなばデリカフーズ まぐろフレーク水煮　 200g
いなばデリカフーズ まぐろフレーク水煮　 500g
いなばデリカフーズ まぐろフレーク油漬　 200g
いなばデリカフーズ まぐろフレーク油漬　 500g
いなばデリカフーズ かつおフレーク水煮 200g
いなばデリカフーズ かつおフレーク水煮 500g
いなばデリカフーズ かつおフレーク油漬 200g
いなばデリカフーズ かつおフレーク油漬 500g
日清オイリオ カロリーミックス　ピーチ 125ml×18
日清オイリオ カロリーミックス　マスカット 125ml×18
ふくなお やわらか小エビちゃん 500g
ふくなお 大エビちゃんの天ぷら25g×20 25g×20
ふくなお 大エビちゃんのフライ25g×20 25g×20
ふくなお 骨ごとコダイくん　Ｌ 1尾
ふくなお ほぐし魚　白身ちゃん 60g×6
ふくなお やわらかいか 250g×2
ふくなお やわらかたこ焼き君 20g×50
ふくなお やわらかごぼうやん 25g×8本
ふくなお ふわふわたまご巻 160g
ふくなお 信田巻 30g×20
ふくなお やわらか昆布巻 95g×2
ふくなお さっくりお餅 20個
ふくなお 紅あんぺい君 30g×12
ふくなお べじのすけ 35g×10
ふくなお 花形キャロりん 7g×30
ふくなお 味付け湯葉 30g×10
ふくなお えびサンド 25g×36
ふくなお ひじきサンド 25g×36
ふくなお いろどりだんご 500g
ふくなお えび入りだんご 500g
ふくなお やわらかビーフ 250g
ふくなお やわらかチキン 250g
ふくなお やわらかポーク 250g
木徳神糧 たんぱく質調整真粒米1/25 1kg
旭松 やわらか彩り蒸し　枝豆 25個
旭松 やわらか彩り蒸し　かぼちゃ 25個
旭松 やわらか彩り蒸し　トマト 25個
宮源 宮源のドリンクゼリー　ほうじ茶 5g×50
宮源 宮源のドリンクゼリー　ほうじ茶 500g
宮源 宮源のドリンクゼリー　緑茶 5g×50
宮源 宮源のドリンクゼリー　緑茶 500g
日清オイリオ マトメアップPlus 300g
ハウス食品 ﾗｸｹｱやわらかな具の鶏の水炊き 100g
ハウス食品 ﾗｸｹｱやわらかな具の芋煮 100g
ハウス食品 ﾗｸｹｱやわらかな具の鶏飯 100g
ハウス食品 ﾗｸｹｱやわらかな具の鯛雑炊 100g
ハウス食品 ﾗｸｹｱ黒蜜きなこプリン 63g
ハウス食品 ﾗｸｹｱあずきミルクプリン 63g
ハウス食品 果実のゼリーすっきりオレンジ 65g×48
ハウス食品 果実のゼリーすっきり巨峰 65g×48
ハウス食品 カテキン緑茶　粉末 3.8g×14
ハウス食品 歩く応援飲料　アルジョア 200ml×12×2
キューピー いちご風味ゼリー 135g
キューピー ミルク風味ゼリー 135g
キューピー 黒みつ風味ゼリー 135g
キューピー コーヒー風味ゼリー 135g
キューピー バナナ風味ゼリー 135g
キューピー みかん風味ゼリー 135g
キューピー レモンクリーム風ゼリー 135g
マルハチ村松 減塩惣菜いわし煮炊き　かつお味 200g×2
マルハチ村松 減塩惣菜いわし煮炊き　うめ味 200g×2
マルハチ村松 減塩惣菜さんま煮炊き　かつお味 250g×2
マルハチ村松 減塩惣菜さんま煮炊き　しょうが 250g×2
マルハチ村松 減塩惣菜にしん煮炊き 250g×2



キューピー ごはんにあうソース　たまご風味 500g
キューピー ごはんにあうソース　うに風味 500g
江崎グリコ ビスコ保存缶 （5枚×6袋）10缶×4

江崎グリコ たんぱく調整　えび風味スナック 17g×10
マルハチ村松 素材ペースト　さば 200g×24
マルハチ村松 素材ペースト　ぶた 200g×24
マルハチ村松 はっさく缶　1号缶 固形量1550g
マルハチ村松 はっさく缶　2号缶 固形量470g
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいﾃﾞｨｯｼｭ　とりにく 57g×5
ｷｯｾｲ薬品 やわらかあいﾃﾞｨｯｼｭ　ぶたにく 51g×5
ニュートリー ﾌﾞｲ・ｸﾚｽﾊｲﾌﾟﾁｾﾞﾘｰｷｳｲﾌﾙｰﾂ風味 23g×24
ハウス食品 ふるーつゼリー　鉄分巨峰　 60g
ハウス食品 ふるーつゼリー　鉄分オレンジ 60g
ハウス食品 ふるーつゼリー　ｶﾙｼｳﾑ　ﾋﾟｰﾁ 60g
ハウス食品 ふるーつゼリーｶﾙｼｳﾑりんご 60g
フードケア ｴﾌﾟﾘｯﾁﾄﾞﾘﾝｸＳaraﾐｯｸｽﾌﾙｰﾂ風味 125ml×24
フードケア ｴﾌﾟﾘｯﾁﾄﾞﾘﾝｸＳaraｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ風味 125ml×24
フードケア ネオハイトロミールNEXT 2kg
テルモ そらまるごはん 180g×20
テルモ そらまるごはん 118g×2×20
テルモ そらまるおかゆ 150g×20
テルモ そらまる食パン1/25 100g×20
林兼産業 ソフミート　赤の野菜 300g
林兼産業 ソフミート　黄の野菜 300g
林兼産業 ちっちゃな肉だんごエビ入り 1kg
林兼産業 ちっちゃな肉だんご　チキン 1kg
三和化学 Juicioミニ　オレンジ 125ml
三和化学 Juicioミニ　グレープ 125ml
三和化学 Juicioミニ　フルーツミックス 125ml
三和化学 Juicioミニ　青うめ 125ml
三和化学 Juicioミニ　ピーチ 125ml
三和化学 Juicioミニ　マンゴー 125ml
三和化学 Juicioミニ　イチゴ 125ml
三和化学 Juicioミニ　メロン 125ml
尾西食品 非常用食　ｱﾙﾌｧ米　田舎ごはん 100g×50
尾西食品 非常用食　ｱﾙﾌｧ米　松茸ごはん 100g×50
ホリカフーズ オクノス　プリン状おかゆ 95g×24
クリニコ ヘパス　コーヒー風味 125ml×24
クリニコ ヘパス　抹茶風味 125ml×24
クリニコ DIMS　紙パック 200ml×30
テルモ テルミールミニ  コーヒー味 125ml
テルモ テルミールミニ  麦茶味 125ml
テルモ テルミールミニ  バナナ味 125ml
テルモ テルミールミニ  コーンスープ味 125ml
テルモ テルミールミニSOUPかつおだし 125ml
テルモ ﾃﾙﾐｰﾙﾐﾆSOUPクリームシチュー 125ml
テルモ テルミールミニSOUPトマトスープ 125ml
テルモ テルミールミニα　いちご 125ml
テルモ テルミールミニα　抹茶 125ml
ネスレ日本 インパクト 250ml×12×2
明治 メイバランスR BLUE 547ml×12
明治 メイバランスR YELLOW 562ml×12
明治 メイバランスR GREEN 447ml×12
カセイ食品 ｶﾛﾘｰﾌﾟﾘﾝ　アーモンドキャラメル 55g
カセイ食品 カロリープリン　クルミ＆ゴマ 55g
カセイ食品 カロリープリン　チョコレート 55g
クリニコ エコフローアクア300 472g×16
クリニコ エコフローアクア400 546g×16
ネスレ日本 アイソカルグルコパルTF 200ml×20
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
コモ ソフトコッティー　チョコ 48個
ニュートリー アイオールソフト 128g
ニュートリー アイオールソフト120 77g
ニュートリー アイオールソフトﾌﾞﾘｯｸﾊﾟｯｸ 220g
ネスレ日本 リソース　ペムパル　ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 125ml
ネスレ日本 リソース　ペムパル　バナナ 125ml



ネスレ日本 リソース　ペムパル　コーヒー 125ml
ネスレ日本 リソース　ペムパル　あずき 125ml
ネスレ日本 リソース ﾍﾟﾑﾊﾟﾙｱｸﾃｨﾌﾞ　バニラ 125ml
ネスレ日本 リソースﾍﾟﾑﾊﾟﾙｱｸﾃｨﾌﾞ ﾐｯｸｽﾌﾙｰﾂ 125ml
名糖 チョコdeおいしく栄養補給 160g
名糖 おいしくたんぱくUP飲料ｶﾌｪｵﾚ 425g
名糖 おいしくたんぱくUP飲料ココア 425g
H+B L.S. ｽｳｨｰﾄﾏｰﾋﾞｰ紅茶　キャンディ 49g
H+B L.S. ｽｳｨｰﾄﾏｰﾋﾞｰﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ　ｷｬﾝﾃﾞｨ 49g
H+B L.S. ｽｳｨｰﾄﾏｰﾋﾞｰ珈琲キャンディ 49g
H+B L.S. ｽｳｨｰﾄﾏｰﾋﾞｰﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽ　ｷｬﾝﾃﾞｨ 360g
H+B L.S. ｽｳｨｰﾄﾏｰﾋﾞｰﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽｷｬﾝﾃﾞｨ（ﾐﾆ） 49g
H+B L.S. ｽｳｨｰﾄﾏｰﾋﾞｰﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ ｷｬﾝﾃﾞｨ 49g
H+B L.S. オリゴワン乳果オリゴシロップ　 2kg
H+B L.S. オリゴワンオリゴ糖シロップ　 700g 
H+B L.S. オリゴワンオリゴ糖ｼﾛｯﾌﾟ(7g*40) 7g×40
レシピ計画 エブリープラス　コーン味 500g
レシピ計画 エブリープラス　和風味 500g
ヤヨイサンフーズ SF　みたらし団子風デザート 45g×10
ヤヨイサンフーズ SF　あんころ餅風デザート 45g×10
ヤヨイサンフーズ SF　さくら餅風デザート 45g×10
ヤヨイサンフーズ SF　くず餅風デザート 45g×10
ヤヨイサンフーズ ミニおはぎ　こしあん 40g×10
三島食品 三島のお吸い物 11.4g×10
マルハニチロ やわらかおかずみためがギョウザ 108g×50
マルハニチロ 山芋トロロ（食物繊維配合） 50g×10
マルハニチロ 山芋トロロ（食物繊維配合） 300g
マルハニチロ しっとりチョコマーブルケーキ 240g
マルハニチロ しっとりプレーンケーキ 240g
マルハニチロ しっとり抹茶ケーキ 240g
マルハニチロ やわらかゼロリーぶどう風味 100g
マルハニチロ やわらかゼロリーもも風味 100g
マルハニチロ やわらかｾﾞﾛﾘｰﾚﾓﾝﾃｨｰ風味 100g
マルハニチロ やさしいおかずﾁｷﾝﾑｰｽ唐揚げ 10個
マルハニチロ やさしいおかずﾎﾟｰｸﾑｰｽカツ 10個
マルハニチロ やさしいおかずﾎﾟｰｸﾑｰｽｶﾂ50g 10個
マルハニチロ やさしいおかず鮭ムースフライ 10個
マルハニチロ やさしいおかず白身魚ﾑｰｽﾌﾗｲ 10個
マルハニチロ やさしい素材ブロッコリー 390g（15個）
マルハニチロ やさしい素材温野菜かぼちゃ 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜いんげん 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜さつまいも 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜こんにゃく 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜さといも 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜ひじき 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材とけないたまねぎ 360g（8個）
マルハニチロ やさしい素材とけないだいこん 360g（8個）
マルハニチロ やさしい素材とけないえだまめ 180g(6個）
マルハニチロ やさしい素材とけないながねぎ 315g（7本）
マルハニチロ やさしい素材とけないにんじん 300g（10本）
マルハニチロ やさしい素材とけないはくさい 180g(6個）
マルハニチロ やさしい素材とけないきゅうり 315g（7本）
マルハニチロ やさしい素材とけないしいたけ 180g(6個）
マルハニチロ やさしい素材とけないピーマン 180g(6個）
マルハニチロ やさしい素材とけないコーン 300g（10本）
マルハニチロ やさしい素材とけないひじき 180g(6個）
マルハニチロ やさしい素材とけないほうれん草 180g(6個）
マルハニチロ やさしい素材とけないなす 180g(6個）
マルハニチロ やさしい素材たまご 120g（3個）
マルハニチロ やさしい素材白糸だら 320g（8個）
マルハニチロ やさしい素材ほっけ 320g（8個）
マルハニチロ やさしい素材さわら 320g（8個）
マルハニチロ やさしい素材ポーク 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材ポーク(ﾎﾟｰｼｮﾝ) 120g（3本）
マルハニチロ やさしい素材ビーフ(ﾎﾟｰｼｮﾝ) 120g（3本）
マルハニチロ やさしい素材チキン(ﾎﾟｰｼｮﾝ) 120g（3本）



マルハニチロ やさしい素材温野菜にんじん 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜ごぼう 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜れんこん 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜こまつな 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜キャベツ 300g（3本）
マルハニチロ やさしい素材温野菜じゃがいも 300g（3本）
アルファフーズ おいしい防災食牛丼の具 120ｇ×50
アルファフーズ おいしい防災食 さば味噌煮   150g×50
アルファフーズ ミネストローネスープ 11g×50
アルファフーズ 中華風たまごスープ 8g×50
アルファフーズ 卵ときのこの雑炊 19.5g×50
アルファフーズ 豚汁雑炊 23g×50
アルファフーズ 超レトルト宣言かぼちゃ煮 90g×60
アルファフーズ 超ﾚﾄﾙﾄ宣言ｻﾂﾏｱｹﾞ大根ｺﾝﾆｬｸ煮物 185g×60
アルファフーズ 超レトルト宣言中華風ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 100g×60
アルファフーズ 超ﾚﾄﾙﾄ宣言鶏肉と野菜のﾄﾏﾄ煮 130g×60
アルファフーズ 超レトルト宣言肉じゃが 90g×60
アルファフーズ 超レトルト宣言ﾏﾝﾅﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 80g×60
アルファフーズ おいしい防災食いわしの煮付け   150g×50
アルファフーズ おいしい防災食わかめうどん   70.5g×50
マルハニチロ やさしい素材えび 320g（8個）
マルハニチロ やさしい素材さけ 320g（8個）
マルハニチロ やさしい素材白身魚 320g（8個）
宮坂醸造 さっとろおみそ汁　かつおだし 9.4g×3
宮坂醸造 さっとろおみそ汁　昆布だし 9.4g×3
マルハニチロ やさしい素材温野菜しいたけ 300g（3本）
味の素ニュートリション ﾒﾃﾞｨﾐﾙﾌﾟﾁﾛｲｼﾝﾌﾟﾗｽいちごミルク 100ml
味の素ニュートリション ﾒﾃﾞｨﾐﾙﾌﾟﾁﾛｲｼﾝﾌﾟﾗｽコーヒー 100ml
味の素ニュートリション ﾒﾃﾞｨﾐﾙﾌﾟﾁﾛｲｼﾝﾌﾟﾗｽバナナミルク 100ml
味の素ニュートリション ﾒﾃﾞｨﾐﾙﾌﾟﾁﾛｲｼﾝﾌﾟﾗｽバニラ 100ml
味の素ニュートリション メディエフバッグ 300ml×24
マルハニチロ やさしい素材とけないわかめ 180g×6
マルハニチロ やさしい素材とけないこんにゃく 180g×6
フードケア 一挙千菜　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ　ﾚﾓﾈｰﾄﾞ風味 16g×30
フードケア 一挙千菜　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ　青ﾘﾝｺﾞ風味 16g×30
ホリカフーズ ピーエルシー米　1/10 1kg


