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企業名 商品名（製品名）

味の素㈱ やわらか水ようかん　（こしあん）
味の素㈱ やわらか水ようかん　（抹茶）
味の素㈱ やわらか水ようかん　（芋）
味の素㈱ 冷凍食品ココアムース
味の素㈱ やわらかいよかんゼリー
味の素㈱ やわらかピーチゼリー
味の素㈱ やわらかぶどうゼリー
味の素㈱ やわらかメロンゼリー
味の素㈱ 和菓子風ムース　ふんわりみたらし
味の素㈱ 和菓子風ムース　ふんわりこしあん
味の素㈱ 和菓子風ムース　ふんわりきなこ
味の素㈱ 全病食　バニラムース
味の素㈱ 全病食　いちごムース
味の素㈱ 和菓子風ムース　ふんわりよもぎ
味の素㈱ メディミル　ムース　チョコレート
味の素㈱ メディミル　ムース　抹茶
味の素㈱ メディミル　プリン　カスタード
イオントップバリュ株式会社 やわらか　甘めの麻婆豆腐
イオントップバリュ株式会社 やわらか　かぼちゃの煮込み
イオントップバリュ株式会社 やわらか　鶏肉と豆腐の卵とじ
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　大根のそぼろ煮
イオントップバリュ株式会社 やわらか　白身魚の卵とじ
イオントップバリュ株式会社 やわらか　カニのクリーム煮
イオントップバリュ株式会社 やわらか　たけのこと白身魚の煮物
イオントップバリュ株式会社 やわらか　さつまいも入りごはん
カゴメ㈱ KAGOME　やわらか野菜　かぼちゃ
カゴメ㈱ KAGOME　やわらか野菜　にんじん
カゴメ㈱ KAGOME　やわらか野菜　ごぼう
カゴメ㈱ KAGOME　やわらかしいたけ
カゴメ㈱ KAGOME　やわらかひじき
カゴメ㈱ ＫＡＧＯＭＥ　やわらかグリーンアスパラガス
カゴメ㈱ ＫＡＧＯＭＥ　やわらか赤ピーマン
カゴメ㈱ ＫＡＧＯＭＥ　やわらか黄ピーマン
カゴメ㈱ KAGOME　やわらかトマト
カゴメ㈱ KAGOME　やわらかほうれんそう
カゴメ㈱ やわらか　紫いも
カゴメ㈱ やわらか　玉ねぎ
カゴメ㈱ やわらか　白いんげん豆
カセイ食品株式会社 葛こごり　あずき
カセイ食品株式会社 葛こごり　さくら
カセイ食品株式会社 葛こごり　うめ
カセイ食品株式会社 葛こごり　かき
カセイ食品株式会社 葛こごり　ゆず
カセイ食品株式会社 葛こごり　くり
カセイ食品株式会社 葛こごり　宇治抹茶
カセイ食品株式会社 葛こごり　黒みつ
カセイ食品株式会社 やわらか団子　黒ごま
カセイ食品株式会社 やわらか団子　よもぎ
カセイ食品株式会社 やわらか団子　さくら
亀田製菓㈱ NB　ふっくら梅がゆ
亀田製菓㈱ NB　ふっくらおかゆ
亀田製菓㈱ NB　150ｇ　ふっくらおかゆ
亀田製菓㈱ NB　150ｇ　ふっくら梅がゆ
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろしりんご
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キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろしりんご
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろしりんご
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろし白桃
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろし白桃
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろしバナナ
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろしパイナップル
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろしりんご
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろしマンゴーブレンド
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろしパイナップルＮ
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おろしバナナＮ
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おいしく野菜　かぼちゃ（うらごし）
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おいしく野菜　にんじん（うらごし）
キッコーマン食品株式会社 キッコー　おいしく野菜　やきいも（うらごし）
キッセイ薬品工業株式会社 やわらかあいディッシュ　さけ
キッセイ薬品工業株式会社 やわらかあいディッシュ　たら
キッセイ薬品工業株式会社 やわらかあいディッシュ　あかうお
キッセイ薬品工業株式会社 やわらかあいディッシュ　かれい
キッセイ薬品工業株式会社 やわらかあいディッシュ　あじ
キッセイ薬品工業株式会社 やわらかあいディッシュ　さんま
キッセイ薬品工業株式会社 やわらかあいディッシュ　さば
キッセイ薬品工業株式会社 やわらかあいディッシュ　ほたて
キユーピー㈱ やさしい献立　やわらかおかず　Y3-13　うなたま
キユーピー㈱ やさしい献立　おかゆにかける　和風カレー
キユーピー㈱ やさしい献立　おかゆにかける　たまご丼の具
キユーピー㈱ やさしい献立　おかゆに混ぜる　五目ちらしの素
キユーピー㈱ やさしい献立　おかゆに混ぜる　鮭わかめ
キユーピー㈱ やさしい献立　味わう海鮮雑炊　ほたて
キユーピー㈱ やさしい献立　味わう海鮮雑炊　煮穴子
キユーピー㈱ やさしい献立　味わう海鮮雑炊　紅鮭
キユーピー㈱ やさしい献立　味わう海鮮雑炊　かに
キユーピー㈱ やさしい献立　味わう海鮮雑炊　えび
キユーピー㈱ ジャネフ　ワンステップミール　プチゼリー80　アップル
キユーピー㈱ ジャネフ　ワンステップミール　プチゼリー80　オレンジ
キユーピー㈱ やさしい献立　やわらかおかず　Y3-3　大根の鶏そぼろあん
キユーピー㈱ やさしい献立　Y3-8　やわらかごはん
キユーピー㈱ やさしい献立　やわらかおじや　Y3-10　鶏とたまご
キユーピー㈱ やさしい献立　やわらかおかず　Y3-12　かにのクリーム煮
キユーピー㈱ やさしい献立　やわらかおかず　Y3-2　肉じゃが
キユーピー㈱ やさしい献立　やわらかおかず　Y3-1　かぼちゃの含め煮
キユーピー㈱ やさしい献立　やわらかおかず　Y3-11　かれいと大根の煮もの
キユーピー㈱ やさしい献立　Y3-15　やわらかごはん　赤飯風
キユーピー㈱ やさしい献立　やわらかおかず　Y3-14　さつまいもと豆のきんとん
キユーピー㈱ やさしい献立　やわらかおかず　Y3-25　クリームシチュー
キユーピー㈱ やさしい献立　Y3-27　とろけるデザートいちごゼリー
キユーピー㈱ やさしい献立　Y3-28　とろけるデザートももゼリー
キユーピー㈱ やさしい献立　Y3-26　とろけるデザートりんごぜりー
キユーピー㈱ ジャネフ　ワンステップミール　プチゼリー80　ゆず
キユーピー㈱ ジャネフ　ワンステップミール　プチゼリー80　もも
キユーピー㈱ ジャネフ　ワンステップミール　プチゼリー80　ぶどう
株式会社クリニコ エンジョイカップゼリー　小豆味
株式会社クリニコ エンジョイカップゼリー　キャラメル味
株式会社クリニコ エンジョイおかずゼリー　チキンカレー風味
株式会社クリニコ エンジョイおかずゼリー　ビーフシチュー風味
株式会社クリニコ エンジョイおかずゼリー　えびチリ風味
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　厚揚げ
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　厚揚げ
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　高野豆腐
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　高野豆腐
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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　ロースハム
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　ロースハム
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　ほうれん草
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　ほうれん草
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　小松菜
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　小松菜
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　スナック
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　スナック
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　ブロッコリー
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　ブロッコリー
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　枝豆
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　枝豆
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　カリフラワー
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　カリフラワー
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　しいたけ
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　しいたけ
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　人参
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　人参
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　南瓜
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　南瓜
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　キャベツ
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　キャベツ
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　トマト
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　トマト
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　ごぼう
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　ごぼう
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　たけのこ
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　たけのこ
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　オレンジ
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　みかん
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　りんご
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　マンゴー
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
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
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　さわら
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　さわら
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
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
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
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
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
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
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　ビーフ
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　ビーフ
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　ポーク
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　ポーク
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　チキン
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　チキン
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　卵
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　卵
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　さつま芋
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　さつま芋
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　ひじき
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　ひじき
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　たまねぎ
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　たまねぎ
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　大根
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　大根
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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　栄養補給ゼリー　もも
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　栄養補給ゼリー　黒みつ
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　キウイ
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　栄養補給ゼリー　カレーライス
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　栄養補給ゼリー　フレンチトースト
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　おやつ　紫芋ようかん
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　おやつ　里芋のスイートポテト
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　おやつ　いちじくのレアチーズ
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　おやつ　こしあん
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　おやつ　さくら
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　おやつ　抹茶
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　おやつ　黒ごま
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　おやつ　はちみつレモン
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　おやつ　コーヒー
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　おやつ　クリームチーズ
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　おやつ　ココア
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　おやつ　カスタード
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　おやつ　チョコナッツ
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　おやつ　生キャラメル
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　いちじく
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　あわゆきもち
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　おやつ　羽二重（ゆず）
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　おやつ　羽二重（よもぎ）
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　とろけるうどん
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　厚揚げ
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　高野豆腐
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　ロースハム
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　ほうれん草
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　スナック
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　しいたけ
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　人参
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　南瓜
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　キャベツ
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　トマト
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　ごぼう
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　たけのこ
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　枝豆
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　大根
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
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　さわら
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
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
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
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　ビーフ
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　ポーク
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　チキン
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　卵
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　さつま芋
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　小松菜
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ぬくもりチキン
㈱大冷 高タンパクお魚ムース（たら）
㈱大冷 高タンパクお魚ムース（さけ）
㈱大冷 高タンパクお魚ムース（ほっけ）
㈱大冷 高タンパクお魚ムース（いか）
㈱大冷 高タンパクお魚ムース（えび）
大和製罐株式会社 鮭と野菜のあんかけ風ムース
大和製罐株式会社 肉じゃが風ムース
大和製罐株式会社 かぼちゃの煮物風ムース
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大和製罐株式会社 きんぴらごぼう風ムース
㈱ﾀｶｷﾍﾙｽｹｱﾌｰｽﾞ らくらく食パン
㈱ﾀｶｷﾍﾙｽｹｱﾌｰｽﾞ らくらく食パン　コーヒー牛乳
㈱ﾀｶｷﾍﾙｽｹｱﾌｰｽﾞ らくらく食パン　コンソメ
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　えび豆
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　がんもの含め煮
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　かぼちゃの甘煮
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　カリフラワーの梅肉和え（カリフラワー）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　ブロッコリー
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　コーン
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　トマト
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　さつま芋の甘露煮
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　鯖の煮付け
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　鯖の味噌煮
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　プレーンオムレツのケチャップ付き（プレーンオムレツ）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　鮭のちゃんちゃん焼き
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　照り焼きハンバーグ（冷凍ハンバーグ）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　和風ハンバーグ（冷凍ハンバーグ）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　ポークステーキ生姜醤油ソース（ポークステーキ）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　ポークステーキオリジナルソース（ポークステーキ）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　鶏の照り焼き
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　鶏のクリームソースがけ（鶏）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　鶏の味噌焼き（鶏）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　デミソースハンバーグ（冷凍ハンバーグ）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　白身魚のカレーソース（白身魚）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　白身魚の煮付風（白身魚）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　鶏のカレーソース（鶏）
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　きんぴらごぼう
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　ひじきの煮物
タナカフーズ株式会社 すむーす食つるりん　にんじんの和風煮
タナカフーズ株式会社 ほうれん草のお浸し
タナカフーズ株式会社 めかぶ豆
タナカフーズ株式会社 白身魚
タナカフーズ株式会社 ブロッコリー　300ｇ
タナカフーズ株式会社 かぼちゃの甘煮　300ｇ
タナカフーズ株式会社 トマト　300ｇ
タナカフーズ株式会社 鶏
タナカフーズ株式会社 ごぼうの煮物
タナカフーズ株式会社 筍の煮物
タナカフーズ株式会社 きんとん
タナカフーズ株式会社 ひじきの煮物（300ｇ）
タナカフーズ株式会社 たけのこの　土佐煮
タナカフーズ株式会社 鰆
タナカフーズ株式会社 金時豆
タナカフーズ株式会社 キャベツ
タナカフーズ株式会社 にんじんの和風煮　300ｇ
タナカフーズ株式会社 きんぴらごぼう　300ｇ
タナカフーズ株式会社 たけのこの土佐煮　300ｇ
タナカフーズ株式会社 さつまいもの甘露煮　300ｇ
タナカフーズ株式会社 金時豆　300ｇ
タナカフーズ株式会社 えび豆　300ｇ
タナカフーズ株式会社 がんもの含め煮　300ｇ
タナカフーズ株式会社 黒豆（60ｇ）
タナカフーズ株式会社 鰆の西京焼き（60ｇ）
タナカフーズ株式会社 すむーす食　あじ
タナカフーズ株式会社 すむーす食　かれい
タナカフーズ株式会社 すむーす食　枝豆
タナカフーズ株式会社 すむーす食　いんげんの和え物
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タナカフーズ株式会社 すむーす食　業務用ほうれん草のおひたし300ｇ
タナカフーズ株式会社 すむーす食　業務用枝豆300ｇ
タナカフーズ株式会社 すむーす食　業務用いんげんの和え物300ｇ
日清オイリオグループ㈱ エネプリン　いちご味
日清オイリオグループ㈱ エネプリン　かぼちゃ味
日清オイリオグループ㈱ エネプリン　マンゴー味
日清オイリオグループ㈱ トウフィール
日清オイリオグループ㈱ ごまトウフィール
日清オイリオグループ㈱ エネプリン　りんご味
日清オイリオグループ㈱ エネプリン　みかん味
日清オイリオグループ㈱ エネプリン　パイン味
日清オイリオグループ㈱ エネプリン　ぶどう味
日清オイリオグループ㈱ トウフィール　うまみだし味
日東ベスト㈱ HGプチ水ようかん（抹茶）
日東ベスト㈱ HGプチ水ようかん（こしあん）
日東ベスト㈱ HG水ようかん（抹茶）
日東ベスト㈱ HG水ようかん（こしあん）
日東ベスト㈱ HGマスカットゼリー
日東ベスト㈱ HGみかんゼリー
日東ベスト㈱ HGりんごゼリー
日東ベスト㈱ HG野菜ゼリー（ほうれん草）
日東ベスト㈱ HG野菜ゼリー（にんじん）
日東ベスト㈱ HG野菜ゼリー（かぼちゃ）
日東ベスト㈱ HG野菜ゼリー（枝豆）
日東ベスト㈱ SGなめらかビーフ
日東ベスト㈱ SGなめらかポーク
日東ベスト㈱ SGなめらかチキン
日東ベスト㈱ SGなめらかごぼう
日東ベスト㈱ SGなめらかさつま芋
日東ベスト㈱ SGなめらか里芋
日東ベスト㈱ SGなめらかじゃが芋
日東ベスト㈱ SGなめらかれんこん
日東ベスト㈱ ＳＧなめらか鮭
日東ベスト㈱ ＳＧなめらかイカ
日東ベスト㈱ ＳＧなめらかエビ
日東ベスト㈱ SGなめらか玉ねぎ
日東ベスト㈱ SGなめらかかぼちゃ
日東ベスト㈱ SGなめらかほうれん草
日東ベスト㈱ SGなめらか枝豆
日東ベスト㈱ HGかに入り卵蒸し
日東ベスト㈱ SGなめらかにんじん（温）
日東ベスト㈱ SGなめらかピーマン
日東ベスト㈱ SGなめらかキャベツ
日東ベスト㈱ SGなめらかブロッコリー
日東ベスト㈱ SGなめらか大根
日東ベスト㈱ SGなめらか椎茸
日東ベスト㈱ SGなめらか長ネギ
日東ベスト㈱ SGなめらかひじき
日東ベスト㈱ SGなめらかカリフラワー
日東ベスト㈱ SGなめらかきゅうり
日東ベスト㈱ SG　なめらかナス
日東ベスト㈱ SG　なめらかタラ
日東ベスト㈱ YO　なめらか鶏肉のごま味噌だれ
日東ベスト㈱ YO　なめらかタラのバターソース
日東ベスト㈱ YO　なめらか牛ごぼう煮
日東ベスト㈱ YO　なめらか鮭のクリーム煮
日東ベスト㈱ YO　なめらかたらの照り煮
日東ベスト㈱ YO　なめらか筑前煮
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日東ベスト㈱ YO　なめらか豚肉の生姜焼き風
日東ベスト㈱ YO　なめらかビーフカレー
日東ベスト㈱ YO　なめらか酢豚
日東ベスト㈱ YO　なめらか鮭の西京味噌だれ
日本ケアミール株式会社 サーモンムース
日本ケアミール株式会社 シイラムース
日本ケアミール株式会社 鯛ムース
日本ケアミール株式会社 玉子焼きムース
日本ケアミール株式会社 ハンバーグムース
日本ケアミール株式会社 焼き鳥ムース
日本ケアミール株式会社 アスパラムース
日本ケアミール株式会社 うぐいす豆ムース
日本ケアミール株式会社 コーンムース
日本ケアミール株式会社 小松菜ムース
日本ケアミール株式会社 椎茸ムース
日本ケアミール株式会社 大根ムース
日本ケアミール株式会社 人参ムース
日本ケアミール株式会社 ブロッコリームース
日本ケアミール株式会社 ほうれん草ムース
日本ケアミール株式会社 ポテトサラダムース
日本ケアミール株式会社 １人前セット　５日目
日本ケアミール株式会社 海老ムース
日本ケアミール株式会社 牛ムース
日本ケアミール株式会社 肉団子ムース
日本ケアミール株式会社 鶏ムース
日本ケアミール株式会社 豚ムース
日本ケアミール株式会社 うなぎムース
日本ケアミール株式会社 イカムース
日本ケアミール株式会社 タラムース
日本ケアミール株式会社 カレイムース
日本ケアミール株式会社 カレイの子ムース
日本ケアミール株式会社 ギョウザムース
日本ケアミール株式会社 かぼちゃムース
日本ケアミール株式会社 シュウマイムース
日本ケアミール株式会社 豆腐ムース
日本ケアミール株式会社 トマトムース
日本ケアミール株式会社 ごま豆腐ムース
日本ケアミール株式会社 里芋ムース
日本ケアミール株式会社 うずら豆ムース
日本ケアミール株式会社 さつま芋ムース
日本ケアミール株式会社 １人前セット　１日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　２日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　３日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　４日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　６日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　７日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　８日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　９日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　１０日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　１１日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　１２日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　１３日目
日本ケアミール株式会社 １人前セット　１４日目
日本ケアミール株式会社 やわらか押し寿司　海老
日本ケアミール株式会社 やわらか押し寿司　玉子
日本ケアミール株式会社 やわらか押し寿司　サーモン
日本ケアミール株式会社 やわらか押し寿司　鯛
日本ケアミール株式会社 やわらか押し寿司　うなぎ
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日本ケアミール株式会社 やわらか押し寿司　セット
日本ケアミール株式会社 やわらか　うどん（150ｇ）
日本ケアミール株式会社 やわらか　うどん（500ｇ）
日本ケアミール株式会社 やわらか　そば（150ｇ）
日本ケアミール株式会社 やわらか　そば（500ｇ）
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　はちみつレモン味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　甘夏みかん味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　ゆず味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　巨峰味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　ミックスベリー味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　梅味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部プラス　ハンバーグ味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部プラス　すき焼き味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部プラス　ビーフシチュー味
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらかプリン　カスタード味
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらかプリン　抹茶味
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらかゼリー　みたらし団子味
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらか玉子豆腐
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　やわらかごま豆腐
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　もも味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　りんご味
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　まるで果物のようなゼリー　もも
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　まるで果物のようなゼリー　メロン
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　まるで果物のようなゼリー　洋なし
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部　鶏風味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部　ほたて風味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部　きんとき鯛風味
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　かぼちゃのプリン
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　白ごまのプリン
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　まるで果物のようなゼリー　りんご
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　まるで果物のようなゼリー　マンゴー
ハウス食品㈱ おいしくサポートゼリー　コーヒー
ハウス食品㈱ おいしくサポートゼリー　イチゴ
ハウス食品㈱ おいしくサポートゼリー　ヨーグルト風味
ハウス食品㈱ おいしくサポートゼリー　バナナ
ハウス食品㈱ おいしくサポートゼリー　抹茶ミルク風味
ハウス食品㈱ おいしくサポートゼリー　ミルクティ風味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部HOT　カレー味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部HOT　クリームシチュー味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部HOT　すき焼き味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部HOT　ハンバーグ味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部HOT　ビーフシチュー味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部HOT　焼いも味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部HOT　焼きりんご味
ハウス食品㈱ やわらか倶楽部HOT　ぜんざい味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　梨味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　ラムネ味
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　まるで果物のようなゼリー　なし
ハウス食品㈱ やさしくラクケア　まるで果物のようなゼリー　みかん
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　はちみつレモン味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　梅味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　ミックスベリー味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　ゆず味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　巨峰味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　甘夏みかん味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　りんご味
ハウス食品㈱ おいしくサポート　エネルギーゼリー　もも味
㈱フードケア ふっくら白がゆ
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㈱フードケア ふっくら梅がゆ
㈱フードケア ふっくら海苔がゆ
㈱フードケア ふっくらおはぎ
㈱フードケア やわらかおはぎ
㈱フードケア やわらかしゃり玉
㈱フードケア やわらかいなり
㈱フードケア やわらかたまご寿司
不二製油株式会社 Sもっとやわらかプチ豆腐USP1000
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社笑顔の時間　とろけるマンゴープリン
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社笑顔の時間　とろける和風抹茶プリン
ホリカフーズ㈱ ＦＦＫ食事で元気シリーズ　おいしく栄養　小豆とうふ
ホリカフーズ㈱ ＦＦＫ食事で元気シリーズ　おいしく栄養　　胡麻とうふ
ホリカフーズ㈱ ＦＦＫ食事で元気シリーズ　おいしく栄養　鮭とうふ
㈱マルハチ村松 とりの照焼煮こごり
㈱マルハチ村松 まぐろの煮こごり
㈱マルハチ村松 チキンカレーの煮こごり60ｇ
㈱マルハチ村松 かれいの煮こごり
㈱マルハチ村松 ほたてのクリーム煮こごり
㈱マルハチ村松 さばのみそ煮こごり
㈱マルハチ村松 焼きさけのにこごり
㈱マルハチ村松 うなぎの蒲焼煮こごり
マルハニチロ㈱ やさしい素材（白身魚）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（赤魚）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（さけ）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（さば）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（えび）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（いか）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（ほうれんそう）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（キャベツ）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（トマト）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（ブロッコリー）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（マンゴー）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（赤メロン）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（にんじん）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（温野菜いんげん）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（温野菜にんじん）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（温野菜かぼちゃ）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（温野菜れんこん）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（チキン）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（ポーク）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（温野菜こまつな）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（温野菜キャベツ）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（温野菜じゃがいも）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（温野菜さつまいも）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（さわら）
マルハニチロ㈱ やさしい素材（ビーフ）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（人参）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（長ねぎ）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（白菜）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（ブロッコリー）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（玉ねぎ）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（キャベツ）
マルハニチロ㈱ やわらかフルーツ（マンゴー）
マルハニチロ㈱ やわらかフルーツ（赤メロン）
マルハニチロ㈱ やわらかお魚（メルルーサ）
マルハニチロ㈱ やわらかお魚（赤魚）
マルハニチロ㈱ やわらかお魚（さわら）
マルハニチロ㈱ やわらかお魚（ホキ）
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マルハニチロ㈱ やわらかえび
マルハニチロ㈱ やわらかいか
マルハニチロ㈱ やわらか食（シューマイ風）
マルハニチロ㈱ やわらか食（ギョーザ風）
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか小鉢　れんこんムース和風甘辛煮
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか小鉢　にんじんムース和風甘辛煮
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか小鉢　ほうれん草ゼリー　胡麻和え
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか小鉢　金平ごぼう風ムース
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか小鉢　里いもムース和風煮
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか小鉢　さつま芋ムース甘露煮
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか小鉢　かぼちゃムースいとこ煮
マルハニチロ㈱ やさしい素材　温野菜　さといも
マルハニチロ㈱ やさいい素材　温野菜　ごぼう
マルハニチロ㈱ やさいい素材　温野菜　しいたけ
マルハニチロ㈱ やさしい素材　温野菜　ひじき
マルハニチロ㈱ やさしい素材　温野菜　こんにゃく
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　赤魚ムース煮付け
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　チキンムース和風照焼き
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　ポークムースかつ和風煮
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか洋食　鮭ムースクリーム煮
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか洋食　ハンバーグムース洋風ソースがけ
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか中華　餃子ムース中華ソースがけ
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和菓子　豆乳みたらし
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和菓子　黒蜜きなこ
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜れんこん）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜キャベツ）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜こまつな）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜さつまいも）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜じゃがいも）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜こんにゃく）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜しいたけ）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜ひじき）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜さといも）
マルハニチロ㈱ やわらか野菜（温野菜ごぼう）
マルハニチロ㈱ やさしい素材　とけないにんじん
マルハニチロ㈱ やさしい素材（チキン）　ポーションタイプ
マルハニチロ㈱ やさしい素材（ポーク）　ポーションタイプ
マルハニチロ㈱ やさしい素材（ビーフ）　ポーションタイプ
マルハニチロ㈱ やさしい素材　とけないだいこん
マルハニチロ㈱ やさしい素材　とけないはくさい
マルハニチロ㈱ やさしい素材　とけないたまねぎ
マルハニチロ㈱ やさしい素材　とけないながねぎ
マルハニチロ㈱ やさしい素材　（あじ）
マルハニチロ㈱ やさしい素材　（ほっけ）
マルハニチロ㈱ やさしい素材　（あぶらがれい）
マルハニチロ㈱ やさしい素材　（白糸だら）
マルハニチロ㈱ やわらか小鉢　ふろふき大根のゼリー
マルハニチロ㈱ やわらか小鉢　たくあん風ゼリー
マルハニチロ㈱ やわらか小鉢　茄子ゼリーの味噌田楽
マルハニチロ㈱ やさしい素材　とけないわかめ
マルハニチロ㈱ やさしい素材　とけないこんにゃく
マルハニチロ㈱ やさしい素材　とけないえだまめ
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　梅かゆ
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　鮭かゆ
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか和食　海苔かゆ
マルハニチロ㈱ 簡単！おいしく！やわらか中華　中華たまごかゆ
マルハニチロ㈱ やさしい素材　チキン（たんぱく21）
マルハニチロ㈱ やさしい素材　ポーク（たんぱく21）
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企業名 商品名（製品名）
マルハニチロ㈱ やさしい素材　ビーフ（たんぱく21）
マルハニチロ㈱ みためがギョーザ
マルハニチロ㈱ みためがシューマイ
マルハニチロ㈱ やさしい素材　白身魚入りムース
マルハニチロ㈱ やさしい素材　さけ入りムース
マルハニチロ㈱ やさしい素材　さば入りムース
㈱明治 メイバランス　ビタミンゼリー　オレンジ味
㈱明治 メイバランス　ビタミンゼリー　マスカット味
㈱明治 メイバランス　ビタミンゼリー　パイナップル味
㈱明治 メイバランス　たんぱくゼリー　青リンゴ味
㈱明治 メイバランス　たんぱくゼリー　マンゴー味
㈱明治 メイバランス　たんぱくゼリー　フルーツミックス味
㈱明治 明治メイバランス　ムースミックス　50ｇ*10袋
㈱明治 明治メイバランス　ムースミックス　300ｇ
㈱明治 明治メイバランス　デザートムースの素
㈱明治 明治メイバランス　デザートムースの素（6包）
㈱明治 明治やわらか食　豆腐と野菜の中華煮
㈱明治 明治やわらか食　鶏入り玉子雑炊
㈱明治 明治やわらか食　豆腐入り五目煮
㈱明治 明治やわらか食　肉豆腐
㈱ヤヨイサンフーズ カレイの煮付け風ムース
㈱ヤヨイサンフーズ SF　やわらかチキン
㈱ヤヨイサンフーズ SF　やわらかポーク
㈱ヤヨイサンフーズ SF　やわらかホウレン草
㈱ヤヨイサンフーズ SF　NEWやわらかかぼちゃ
㈱ヤヨイサンフーズ SF　NEWやわらか人参
㈱ヤヨイサンフーズ SF　NEWやわらかエンドウ
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　ＮＥＷ　ごまプリン
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　ＮＥＷ　きなマンジェ
㈱ヤヨイサンフーズ SF　新だいこんゼリー
㈱ヤヨイサンフーズ SF　新プチトマトゼリー
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　ばななムース
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　いちごムース
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　鮭ムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　さばムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　カレイムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　タラムース40
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　まぐろムース40
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　牛肉ムース40
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　鶏肉ムース40
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　豚肉ムース40
㈱ヤヨイサンフーズ ほうれん草のおひたし風ムース
㈱ヤヨイサンフーズ かぼちゃの煮物風ムース
㈱ヤヨイサンフーズ 豚の角煮風ムース
㈱ヤヨイサンフーズ 鶏のトマト煮込風ムース
㈱ヤヨイサンフーズ 鮭の西京焼風ムース
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　そのままにんじん
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　そのままブロッコリー
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　そのままれんこん
㈱ヤヨイサンフーズ ＳＦ　そのままたけのこ
㈱ヤヨイサンフーズ SF　ぶりムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　いかムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　海老フライ風ムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　鮭フライ風ムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　白身魚フライ風ムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　イカフライ風ムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　豚カツ風ムース40
㈱ヤヨイサンフーズ SF　ソフリそのままごぼう10
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㈱ヤヨイサンフーズ SF　ソフリそのままかぼちゃ10
㈱ヤヨイサンフーズ SF　ソフリそのままさといも12
㈱ヤヨイサンフーズ SF　ソフリそのままにんじん10
㈱ヤヨイサンフーズ SF　ソフリそのままブロッコリー10
㈱ヤヨイサンフーズ SF　ソフリそのままれんこん20
㈱ヤヨイサンフーズ SF　ソフリそのままたけのこ20
㈱ヤヨイサンフーズ SF　あじムース40
㈱ヤヨイサンフーズ 牛すき焼き風ムース
㈱ヤヨイサンフーズ 鯖の味噌煮風ムース
㈱ヤヨイサンフーズ きんぴらごぼう風ムース
和光堂㈱ 京風五目豆
和光堂㈱ 京風豆乳うどん
和光堂㈱ 麻婆豆腐
和光堂㈱ かぼちゃの鶏そぼろ煮
和光堂㈱ 5種野菜のきんぴら煮
和光堂㈱ こしひかりのおかゆ

各社商品


