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11月1日 279 747289 ※バランス献立こしひかりのやわらかごはん 4987244193346 アサヒグループ食品 ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 279 747290 ※バランス献立こしひかりのなめらかごはん 4987244193353 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 128466 ※バランス献立こしひかり鯛だしごはん 4987244194756 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 747291 ※バランス献立 鯛雑炊 4987244188434 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 124973 ※バランス献立 かに雑炊 100g 4987244188403 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 124974 ※バランス献立 ふかひれ雑炊 100g 4987244188410 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 124975 ※バランス献立 鶏五目雑炊 100g 4987244188427 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 124976 ※バランス献立 ほたて雑炊 100g 4987244188441 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 124977 ※バランス献立 しらす雑炊 100g 4987244188458 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 747287 ※やさしい献立 やわらかごはん Y3-8                4901577041280 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 279 747288 ※やさしい献立 なめらかごはん Y4-14               4901577056789 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 134602 ※やさしい献立 たまごと野菜の雑炊 Y3-47               4901577085994 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 279 134604 ※やさしい献立 鶏ときのこの雑炊 Y3-48               4901577086007 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 279 128467 ※やわらかおじや 鶏とたまご Y3-10               4901577041297 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 130736 ※やさしい献立  おじや 親子丼風 Y2-3                4901577041099 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 130741 ※やさしい献立  おじや 鮭大根 Y2-4                4901577041112 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 130742 ※やさしい献立  おじや 鶏ごぼう Y2-7                4901577041136 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 130744 ※やさしい献立  おじや 牛すき焼き Y2-5                4901577041129 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 279 130743 ※やさしい献立  けんちんうどん Y2-8                4901577041143 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 128471 ※バランス献立 白身魚だんごの寄せ鍋 4987244195678 アサヒグループ食品 ¥230 ¥240 ¥216 ¥233 ¥232 ¥250

11月1日 280 128472 ※バランス献立 白身魚だんごのかきたま 4987244195685 アサヒグループ食品 ¥230 ¥240 ¥216 ¥233 ¥232 ¥250

11月1日 280 128473 ※バランス献立 鶏だんごのクリーム煮 4987244195692 アサヒグループ食品 ¥230 ¥240 ¥216 ¥233 ¥232 ¥250

11月1日 280 128474 ※バランス献立 鶏だんごの甘酢あんかけ 4987244195708 アサヒグループ食品 ¥230 ¥240 ¥216 ¥233 ¥232 ¥250

11月1日 280 747297 ※バランス献立 すき焼き 4987244188359 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747298 ※バランス献立 肉じゃが 4987244188342 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 128475 ※バランス献立 チキンクリームグラタン風 4987244195746 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 128476 ※バランス献立 鶏とごぼうが入った五目煮 4987244195753 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 761805 ※バランス献立いわしのつみれ汁 4987244194411 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747317 ※やさしい献立 鶏だんごの野菜煮込み Y1-4                4901577041013 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747318 ※やさしい献立 海老だんごのかきたま Y1-6                4901577041020 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747319 ※やさしい献立 煮込みハンバーグ Y1-8                4901577041037 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747320 ※やさしい献立 貝柱のマカロニグラタン Y1-10               4901577041051 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747321 ※やさしい献立 鶏と野菜のシチュー Y1-14               4901577041204 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747322 ※やさしい献立 肉じゃが Y1-19               4901577051098 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747302 ※やさしい献立 鮭と野菜のかきたま Y2-11               4901577041150 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747303 ※やさしい献立 すき焼き Y2-15               4901577041167 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747304 ※やさしい献立 貝柱彩りかきたま Y2-16               4901577041174 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747305 ※やさしい献立 海老と貝柱のクリーム煮 Y2-19               4901577041181 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 280 747306 ※やさしい献立 肉じゃが Y2-20               4901577041198 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 281 747308 ※バランス献立 5種野菜のきんぴら煮 4987244188489 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 281 747309 ※バランス献立 京風五目豆 4987244188502 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 281 747310 ※バランス献立 かぼちゃの鶏そぼろ煮 4987244188496 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 281 747311 ※バランス献立 麻婆豆腐 4987244188472 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 281 761806 ※バランス献立いわしと野菜の生姜煮 4987244194428 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 281 747337 ※バランス献立なめらかにんじんポタージュ 4987244193360 アサヒグループ食品 ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 747338 ※バランス献立なめらかほうれん草ポタージ 4987244193384 アサヒグループ食品 ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 747339 ※バランス献立なめらかさつまいも芋きんと 4987244193391 アサヒグループ食品 ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 747340 ※バランス献立 なめらかかぼちゃ 含め煮風 4987244193377 アサヒグループ食品 ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 128464 ※バランス献立なめらかおかず肉じゃが風 4987244194732 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 281 128465 ※バランス献立なめらかおかずすき焼き風 4987244194749 アサヒグループ食品 ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 281 747292 ※やわらかおかず かぼちゃの含め煮 Y3-1                4901577041259 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 747293 ※やわらかおかず 肉じゃが Y3-2                4901577041266 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 747294 ※やわらかおかず 大根の鶏そぼろあん Y3-3                4901577041273 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 747295 ※やわらかおかず かつ煮味 Y3-32               4901577070693 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 747296 ※やわらかおかずさつまいもと豆のきんとん Y3-14               4901577041334 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 128468 ※やわらかおかず たらの彩りあんかけ Y3-39               4901577080999 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 124969 ※やわらかおかず 海老グラタン Y3-40               4901577081002 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 281 124970 ※やわらかおかず 豚汁 Y3-33               4901577070709 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥155 ¥182 ¥196

11月1日 281 124971 ※やわらかおかず うなたま Y3-13               4901577041327 キユーピー ¥200 ¥230 ¥180 ¥155 ¥225 ¥243

11月1日 282 747327 ※やさしい献立 なめらか野菜にんじん Y4-1                4901577041372 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 747328 ※なめらか野菜 グリーンピース Y4-2                4901577041389 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 747329 ※なめらか野菜 コーン Y4-3                4901577041396 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 747330 ※なめらか野菜 かぼちゃ Y4-4                4901577041402 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 747331 ※なめらかおかず 鶏肉と野菜 Y4-6                4901577056727 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 747332 ※なめらかおかず 大豆の煮もの Y4-9                4901577041433 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 747333 ※なめらかおかず うぐいす豆 Y4-10               4901577041488 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 747334 ※なめらかおかず 豚肉と野菜 Y4-15               4901577056734 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 747335 ※なめらかおかず 白身魚と野菜 Y4-17               4901577056765 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 747336 ※なめらかおかず 鮭と野菜 Y4-16               4901577056758 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 282 124972 ※なめらかおかず 牛肉じゃが Y4-21               4901577081019 キユーピー ¥150 ¥160 ¥144 ¥155 ¥155 ¥167

11月1日 284 134481 ※アイソカルゼリーハイカロバラエティ66g 788511491           2147345333917 ネスレ ¥3,440 ¥4,400 ¥3,330 ¥3,564 ¥3,520 ¥3,801

11月1日 286 747182 ※すりおろし果実りんご Y4-11               4901577041440 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 286 747183 ※すりおろし果実ももとりんご Y4-12               4901577041457 キユーピー ¥180 ¥190 ¥170 ¥183 ¥182 ¥196

11月1日 289 860347 ※バランス献立 とろみエール 2.5g 30本 4987244163905 アサヒグループ食品 ¥570 ¥580 ¥550 ¥594 ¥566 ¥611

11月1日 289 864531 ※バランス献立 とろみエール 30本 10入 アサヒグループ食品 ¥5,700 ¥5,800 ¥5,230 ¥5,648 ¥5,500 ¥5,940

11月1日 289 860348 ※バランス献立 とろみエール 200g 4987244163912 アサヒグループ食品 ¥850 ¥888 ¥820 ¥885 ¥850 ¥918

11月1日 289 864532 ※バランス献立 とろみエール 200g 6入 アサヒグループ食品 ¥5,100 ¥5,328 ¥4,650 ¥5,022 ¥4,950 ¥5,346

11月1日 289 115362 ※バランス献立 とろみエール 600g 4987244193438 アサヒグループ食品 ¥2,400 ¥2,450 ¥2,280 ¥2,462 ¥2,350 ¥2,538

11月1日 289 115363 ※バランス献立 とろみエール 1kg 4987244165947 アサヒグループ食品 ¥3,600 ¥3,680 ¥3,400 ¥3,672 ¥3,500 ¥3,780

11月1日 289 746309 ※とろみファイン 1.5gx50本 Y5-17               4901577063046 キユーピー ¥920 ¥960 ¥828 ¥894 ¥870 ¥939

11月1日 289 746310 ※とろみファイン 300g Y5-18               4901577063060 キユーピー ¥1,450 ¥1,480 ¥1,304 ¥1,408 ¥1,340 ¥1,447

11月1日 289 115353 ※とろみファイン  600g Y5-19               4901577081415 キユーピー ¥2,790 ¥2,840 ¥2,580 ¥2,786 ¥2,630 ¥2,840

11月1日 297 860341 オ-ラルプラス口腔ケアウェティ-M60枚 4987244172495 アサヒグループ食品 ¥400 ¥420 ¥348 ¥382 ¥407 ¥447

11月1日 297 873507 オ-ラルプラス口腔ケアウェティ-M60枚 12個 アサヒグループ食品 ¥4,800 ¥5,040 ¥4,090 ¥4,499 ¥4,776 ¥5,253

11月1日 297 860340 オ-ラルプラス口腔ケアウェティ-60枚 4987244172464 アサヒグループ食品 ¥400 ¥420 ¥348 ¥382 ¥407 ¥447

11月1日 297 873508 オ-ラルプラス口腔ケアウェティ-60枚 12個 アサヒグループ食品 ¥4,800 ¥5,040 ¥4,090 ¥4,499 ¥4,776 ¥5,253

11月1日 297 860343 オ-ラルプラス口腔ケアウエッティ-100枚 4987244172471 アサヒグループ食品 ¥800 ¥838 ¥660 ¥726 ¥755 ¥830

11月1日 297 873509 オ-ラルプラス口腔ケアウエッティ100枚12個 アサヒグループ食品 ¥9,600 ¥10,056 ¥7,800 ¥8,580 ¥8,940 ¥9,834

11月1日 297 860342 オ-ラルプラス口腔ケアウェティ-詰替100枚 4987244172488 アサヒグループ食品 ¥640 ¥660 ¥550 ¥605 ¥610 ¥671

11月1日 297 873510 オ-ラルプラス口腔ケアウェティ-詰替12個 アサヒグループ食品 ¥7,680 ¥7,920 ¥6,450 ¥7,095 ¥7,080 ¥7,788

11月1日 300 862136 オーラルプラス  C24口腔ケア綿棒15本 4987244172525 アサヒグループ食品 ¥500 ¥520 ¥460 ¥506 ¥480 ¥528

11月1日 300 873462 オーラルプラス C24口腔ケア綿棒15本 10袋 アサヒグループ食品 ¥5,000 ¥5,200 ¥4,370 ¥4,807 ¥4,555 ¥5,010

11月1日 300 862137 オーラルプラス  C25口腔ケア綿棒50本 4987244172532 アサヒグループ食品 ¥1,400 ¥1,460 ¥1,200 ¥1,320 ¥1,380 ¥1,518

11月1日 300 873463 オーラルプラス C25口腔ケア綿棒 50本12箱 アサヒグループ食品 ¥16,800 ¥17,520 ¥13,680 ¥15,048 ¥15,600 ¥17,160

11月1日 306 860339 オ-ラルプラス Ｃ２６口腔ケア歯ブラシ 4987244172549 アサヒグループ食品 ¥1,000 ¥1,080 ¥980 ¥1,078 ¥1,020 ¥1,122

11月1日 306 873473 オ-ラルプラス Ｃ２６口腔ケア歯ブラシ12本 アサヒグループ食品 ¥12,000 ¥12,960 ¥11,100 ¥12,210 ¥11,600 ¥12,760

11月1日 348 746505 便利なワイドシート46枚 4904585591921 リブドゥコーポレーション ¥1,460 ¥1,877 ¥1,168 ¥1,284 ¥1,502 ¥1,652

11月1日 348 746506 便利なワイドシート46枚  ６Ｐ リブドゥコーポレーション ¥8,760 ¥11,259 ¥6,983 ¥7,681 ¥8,975 ¥9,872

11月1日 359 736166 無添加ボディーソープたっぷり泡 570 3200                4901797033010 シャボン玉石けん ¥950 ¥1,020 ¥950 ¥1,045 ¥1,020 ¥1,122

11月1日 359 736167 無添加ボディーソープたっぷり泡詰替470 3201                4901797033027 シャボン玉石けん ¥650 ¥700 ¥650 ¥715 ¥700 ¥770

11月1日 363 761583 無添加せっけんシャンプー泡タイプ520ml 4901797033430 シャボン玉石けん ¥950 ¥1,020 ¥900 ¥990 ¥970 ¥1,067

11月1日 363 761584 無添加せっけんシャンプー泡タイプ詰替 4901797033447 シャボン玉石けん ¥680 ¥730 ¥646 ¥710 ¥700 ¥770

11月1日 363 862184 無添加せっけんシャンプー用リンス520ｍｌ 4901797029549 シャボン玉石けん ¥950 ¥1,020 ¥900 ¥990 ¥970 ¥1,067

11月1日 363 862185 無添加せっけんシャンプー専用リンス詰替用 4901797029556 シャボン玉石けん ¥680 ¥730 ¥646 ¥710 ¥700 ¥770

11月1日 363 862196 化粧せっけんシャボン玉浴用  3個入 4901797006014 シャボン玉石けん ¥390 ¥435 ¥390 ¥429 ¥435 ¥478

11月1日 394 862492 手洗いせっけん  バブルガード  300ｍｌ 4901797030019 シャボン玉石けん ¥600 ¥645 ¥519 ¥570 ¥580 ¥638

11月1日 394 862493 手洗いせっけんバブルガード詰替用250ｍｌ 4901797030026 シャボン玉石けん ¥420 ¥450 ¥357 ¥392 ¥400 ¥440

11月1日 394 862494 手洗いせっけん  バブルガード  500ｍｌ 3383                4901797033355 シャボン玉石けん ¥1,000 ¥1,075 ¥840 ¥924 ¥960 ¥1,056

11月1日 394 896813 手洗いせっけんバブルガード500ｘ12 シャボン玉石けん ¥12,000 ¥12,900 ¥9,960 ¥10,956 ¥11,000 ¥12,100

11月1日 394 862495 手洗いせっけん  バブルガード業務用  4Ｌ 4901797030217 シャボン玉石けん ¥6,000 ¥6,450 ¥4,700 ¥5,170 ¥5,800 ¥6,380

11月1日 394 896814 手洗いせっけんバブルガード業務用4Ｌｘ４ シャボン玉石けん ¥24,000 ¥25,800 ¥18,720 ¥20,592 ¥22,000 ¥24,200

11月1日 408 862532 メンバンNo4 500g 11371               4902610113711 白十字 ¥1,900 ¥2,100 ¥1,350 ¥1,485 ¥1,490 ¥1,639

11月1日 408 873338 メンバン NO4 500g  20箱 白十字 ¥0 ¥42,000 ¥25,600 ¥28,160 ¥28,300 ¥31,130

11月1日 412 862567 三角巾  特大 14030               4902610140304 白十字 ¥420 ¥460 ¥420 ¥462 ¥460 ¥506

11月1日 412 873356 三角巾 特大  25枚 白十字 ¥0 ¥11,500 ¥9,950 ¥10,945 ¥10,950 ¥12,045

11月1日 412 862566 三角巾  大 14031               4902610140311 白十字 ¥400 ¥440 ¥400 ¥440 ¥440 ¥484
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11月1日 412 873355 三角巾 大  30枚 白十字 ¥0 ¥13,200 ¥11,400 ¥12,540 ¥12,540 ¥13,794

11月1日 414 761779 エコノミータイ5cm×9m  10巻入 4987603130975 白十字 ¥1,000 ¥1,050 ¥670 ¥737 ¥750 ¥825

11月1日 414 761780 エコノミータイ7.5cm×9m  10巻入 4987603130982 白十字 ¥1,400 ¥1,470 ¥980 ¥1,078 ¥1,050 ¥1,155

11月1日 414 761781 エコノミータイ10cm×9m  10巻入 4987603130999 白十字 ¥1,600 ¥1,680 ¥1,120 ¥1,232 ¥1,200 ¥1,320

11月1日 424 130750 シッカロールデオ（パフ付き） C8                  4987244150790 アサヒグループ食品 ¥652 ¥680 ¥522 ¥574 ¥600 ¥660

11月1日 435 896626 圧抜きグローブ手ムレ防止タイプ 002273655           4904585591518 リブドゥコーポレーション ¥1,680 ¥1,880 ¥1,570 ¥1,727 ¥1,760 ¥1,936

11月1日 435 896625 リフレ移動サポートシート 002273662           4904585591433 リブドゥコーポレーション ¥3,250 ¥3,640 ¥2,600 ¥2,860 ¥2,910 ¥3,201

11月1日 801 122978 WEBカメラ 200万画素 オート UCAM-C820ABBK UCAM-C820ABBK 4549550199445 エレコム ¥10,650 ¥8,870 ¥6,346 ¥6,980 ¥5,285 ¥5,813


