
別紙

企業名 商品名（製品名）

イオントップバリュ株式会社 やわらか　親子丼風おじや
イオントップバリュ株式会社 やわらか　牛すき焼きおじや
イオントップバリュ株式会社 やわらか　海老と貝柱のクリーム煮
イオントップバリュ株式会社 やわらか　肉じゃが
イオントップバリュ株式会社 やわらか　すき焼き
イオントップバリュ株式会社 やわらか　けんちん風うどん
イオントップバリュ株式会社 やわらか　たけのこと鶏肉のおじや
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-3　おじや　親子丼風
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-4　おじや　鮭大根
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-5　おじや　牛すき焼
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-7　おじや　鶏ごぼう
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-8　けんちんうどん
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-11　鮭と野菜のかきたま
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-15　すき焼き
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-19　海老と貝柱のクリーム煮
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-20　肉じゃが
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-22　チキンライス
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-23　かぼちゃのグラタン
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-16　貝柱の彩りかきたま
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-24　豚汁煮込みうどん
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-25　牛ごぼうしぐれ煮
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-26　ゼリー寄せ　えびと野菜のコンソメ
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-27　ゼリー寄せ　たらつみれのかきたま煮
キユーピー㈱ やさしい献立　Y2-28　ゼリー寄せ　わかめの酢の物
株式会社クリニコ やわらか亭　梅ごはん
株式会社クリニコ やわらか亭　海苔ごはん
株式会社クリニコ やわらか亭　カレーごはん
株式会社クリニコ やわらか亭　麻婆ごはん
株式会社クリニコ やわらか亭　ハヤシライス
株式会社クリニコ やわらか亭　そぼろごはん
シダックスデリカクリエイツ株式会社 やわらかマザーフード　白身魚ベース
シダックスデリカクリエイツ株式会社 やわらかマザーフード　鰆ベース
シダックスデリカクリエイツ株式会社 やわらかマザーフード　鮭ベース
シダックスデリカクリエイツ株式会社 やわらかマザーフード　えびベース
シダックスデリカクリエイツ株式会社 やわらかマザーフード　いかベース
シダックスデリカクリエイツ株式会社 やわらかマザーフード　牛肉ベース
シダックスデリカクリエイツ株式会社 やわらかマザーフード　豚肉ベース
シダックスデリカクリエイツ株式会社 やわらかマザーフード　鶏肉ベース
㈱大冷 やわらか豆乳入つみれ
㈱大冷 ｶﾙｼｳﾑ強化型　やわらかかまぼこ（赤）
㈱大冷 ｶﾙｼｳﾑ強化型　やわらかかまぼこ（白）
㈱大冷 楽らく旨味鯛生つみれ
㈱大冷 楽らく旨味あじ生つみれ
㈱大冷 楽らく旨味シリーズ　楽らく旨味えび生つみれ
㈱大冷 楽らく旨味シリーズ　楽らく旨味いか生つみれ
㈱大冷 やわらか　あじ生つみれ
㈱大冷 やわらか　鯛生つみれ
㈱大冷 楽らく旨味えび生しんじょ
㈱大冷 楽らく旨味いか生しんじょ
㈱大冷 楽らく旨味鯛生しんじょ
㈱大冷 楽らく旨味　鯛生つみれ
㈱大冷 楽らく旨味さけ生しんじょ
㈱大冷 楽らく匠味　ふわふわ鶏だんご
㈱大冷 楽らく旨味さけ生つみれ
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㈱大冷 健康惣菜　じゃがいも鶏そぼろ煮
㈱大冷 健康惣菜　むきかぼちゃの含め煮
㈱ﾀｶｷﾍﾙｽｹｱﾌｰｽﾞ しっとりプチケーキ　7個入り
堂本食品株式会社 ソフトな噛みごこち　ひじき煮（250ｇ）
堂本食品株式会社 ソフトな噛みごこち　切干大根煮（250ｇ）
堂本食品株式会社 ソフトな噛みごこち　ひじき煮（1ｋｇ）
堂本食品株式会社 ソフトな噛みごこち　切干大根煮（1ｋｇ）
堂本食品株式会社 ソフトな噛みごこち　切干大根（80ｇ）
堂本食品株式会社 ソフトな噛みごこち　ひじき煮（80ｇ）
株式会社ニチレイフーズ 白身魚と豆腐のふんわりしんじょ25
株式会社ニチレイフーズ 和のパンケーキ（抹茶クリーム）
株式会社ニチレイフーズ とろける大福
株式会社ニチレイフーズ とろけるよもぎ大福
日東ベスト㈱ HGゼリー寄せ（かれい）
日東ベスト㈱ HG紫芋ようかん
日東ベスト㈱ HG梅ようかん
日東ベスト㈱ HGようかん（白あん）
日東ベスト㈱ HGようかん（こしあん）
日東ベスト㈱ HG　芋ようかん
日東ベスト㈱ ソフトマーボ豆腐
日東ベスト㈱ ソフト鶏そぼろ
日東ベスト㈱ ソフトクリームシチュー
日東ベスト㈱ ソフト鱈つみれ汁N
日東ベスト㈱ ＨＧやわらかミート（ポーク）
日東ベスト㈱ えび入しんじょN
日東ベスト㈱ HGやわらかミート（チキン）
日東ベスト㈱ HGやわらかミート（ビーフ）
日本水産株式会社 おいしいやわらか　とろ～り　たこ焼
日本水産株式会社 たまごそぼろ
ハウス食品㈱ やさしくサポート　やわらか　かぼちゃの甘辛煮
ハウス食品㈱ やさしくサポート　やわらか　肉じゃが
ハウス食品㈱ やさしくサポート　やわらか　大根と豚肉のしょうが煮
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらかビーフの欧風カレー
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらかビーフのデミグラシチュー
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらかポークのクリームシチュー
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらかビーフのトマトハヤシ
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらか肉の牛すき煮
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらか肉の親子煮
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらか肉の豚と大根のうま煮
不二製油株式会社 S豆腐バーグ　USTB-40
不二製油株式会社 S野菜ボール（かぼちゃ）USBK-15
不二製油株式会社 S野菜ボール（にんじん）USBN-15
不二製油株式会社 S野菜ボール（ほうれん草）USBH-15
不二製油株式会社 冷凍絹厚揚げ　ＵKE-36
㈱マルハチ村松 朝らくシリーズ　味付まぐろ　おかか風味
㈱マルハチ村松 朝らくシリーズ　味付まぐろ　しょうが風味
㈱マルハチ村松 やわらかまぐろ味付フレーク
㈱マルハチ村松 やわらか焼きさけフレーク
㈱マルハチ村松 やわらかさばみそ煮フレーク
マルハニチロ㈱ やさいいおかず　ポークムースカツ
マルハニチロ㈱ やさしいおかず　チキンムース唐揚げ
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　煮込みうどん
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　牛肉のおじや
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか洋食　トマトソースのスパゲッティ
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　牛丼
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか中華　中華丼
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか洋食　チキンカレー
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか洋食　鶏肉と野菜のトマトスープ
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マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか洋食　かぼちゃのクリームスープ
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　豚汁
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか中華　豆腐と卵のあんかけ
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　ノルウェーさば
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　赤魚
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　メルルーサ
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　ころ鯛
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　ピンクサーモン
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　ホキ
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　豚ロース
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　金目鯛
マルハニチロ㈱ やさしいおかず　あじムースフライ
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　鶏むね肉6枚入
マルハニチロ㈱ やさしいおかず　鮭ムースフライ
マルハニチロ㈱ やさしいおかず　白身魚ムースフライ
マルハニチロ㈱ New素材deソフト　さわら
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか中華　しょうゆラーメン
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか中華　ちゃんぽん
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　カレーうどん
マルハニチロ㈱ 日々のやわらか献立　黒毛和牛のすき焼き
マルハニチロ㈱ 日々のやわらか献立　ふかひれと卵の中華風あんかけ
マルハニチロ㈱ 日々のやわらか献立　麻婆豆腐
マルハニチロ㈱ 日々のやわらか献立　鶏肉と４種の野菜トマトスープ
マルハニチロ㈱ Ｎｅｗ素材deソフト　鶏むね肉460ｇ
マルハニチロ㈱ 肉じゃが
マルハニチロ㈱ 牛丼
マルハニチロ㈱ チキンカレー
マルハニチロ㈱ すき焼き
マルハニチロ㈱ 麻婆豆腐
マルハニチロ㈱ 中華丼
マルハニチロ㈱ 豆腐と卵のあんかけ
㈱明治 明治やわらか食　白身魚の雑炊
㈱明治 明治やわらか食　野菜の煮物
㈱明治 明治やわらか食　肉じゃが
㈱明治 明治やわらか食　鶏入り生姜雑炊
㈱明治 明治やわらか食　野菜シチュー
㈱明治 明治やわらか食　ミネストローネ
和光堂㈱ 鶏とごぼうの五目煮
和光堂㈱ 肉じゃが
和光堂㈱ すき焼き
和光堂㈱ 鶏肉のクリーム煮
和光堂㈱ 牛肉の赤ワイン煮
和光堂㈱ 7種野菜のトマトリゾット
和光堂㈱ 豚肉と野菜の五目チャーハン
和光堂㈱ ちゃんぽんうどん
和光堂㈱ 和風カレーうどん
和光堂㈱ 牛肉と野菜の中華煮込み
和光堂㈱ こしひかりのやわらかごはん

各社商品


