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アサヒグループ食品

販売店様用
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アサヒク．ループ食品

｢おいしさ＋α」を､もっと身近に。

アサヒグループ食品
企業理念

食の探求により、「おいしさ＋α｣をお客様へお届けし、
新たな生活スタイルの提案をします

且

■

感動や共感・暮らしのゆとり・利便性や簡便性・機能性などの

ビジョン

付加価値をプラスし、カタチにすることで、

可

P

ヨ

■

ひとりひとりの毎日の笑顔

を育む企業をめざします

へ︐

口常にお客様の生活を想い、信頼されるパートナーとして誠実に行動します
口大切にしてきた､妥協のない品質とおいしさを追求しつづけます

行動指針
可

私たちは、「心とからだの健やかさ」を大切にし、おいしさに、

口夢を描き､情熱をもって新しい付加価値創造に挑戦します
P

口多様な考えを尊重し、共に高め合い、互いに成長していきます

ベビー＆ヘルスケア事業
ベビー及びシニア分野では､日本で初めて育児用ミルクやベビーフードを開発するなど､和光堂は創業以来100年以上に
わたり､赤ちゃんの健やかな成長を見守ってきました｡"ずっと､赤ちゃん品質"にこだわり､育児用ミルク『はいはい』『ぐんぐん』、
乳幼児用食品『グーグーキッチン』や『栄養マルシェ』などお客様のニーズに対応した幅広いベビー関連商品をご提案して
います｡また､ベビーで培った技術や知見を活かしたシニア向け食品『バランス献立』や口腔ケア『オーラルプラス』といった
新しいご提案に挑戦し､お客様の健やかな生活をサポートします。

こだわったサプリメント『ディアナチュラ』､機能性表示食品『デイアナチュラゴールド』､女性の美と健康を追求したダイエット
サポート食品『スリムアップスリム』､プラセンタを配合したスキンケアシリーズ『素肌しずく』など､お客様の美容と健康に
役立つ商品を取り揃えています。

食品事業
食品菓子分野では､錠菓市場において売上個数&金額ともにNo.1※の人気のシュガーレスタブレット『MINTIA(ミンテイア)』、

手軽に栄養補給できる『クリーム玄米プラン』『1本満足バー』､『三ツ矢サイダー』などの飲料ブランドを中心に､バラエティ
豊かなラインアップを取り揃えた｢キャンディ｣､おいしくてヘルシーなスープ『おどろき野菜』など､お客様のニーズに合わせ
た幅広い商品を取り揃えています。

フリーズドライ食品では､日本の食卓になくてはならない一品｢おみそ汁｣を中心に､長年培ってきたフリーズドライの技術と
経験を活かし､｢スープ｣｢雑炊｣「にゆうめん｣「どんぶりの素｣｢パスタ」｢カレー｣など､バラエティ豊かな商品を取り揃えて
います。
※資料出所INTAGE食品SRI/キャンディ（錠菓市場)/全国(沖細を除く)/全業態/20055〜2018.10(個数)､2007.5〜201810(金額）

へ︐

ヘルスケア分野では､ビール酵母から生まれた胃腸･栄養補給薬『エビオス錠』(指定医薬部外品)､国内工場で一貫管理に
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l細催ﾚｰベﾝｽ筐ﾙｸはいはい8109…【剛繼ﾚｰﾝｽﾐﾙｸla"いｽ殉ﾂ州ｸ… [和繼Iﾉｰペﾝｽﾐﾙｸはいはい3009"
母乳に多く含訓るう外ﾌｴﾘﾝや
新生児期の発育に大切抑HAｱﾗ

ｷドﾝ醗､母乳の篭阻励を参考にし
たガﾗ外ｵﾘゴ糖､母乳に合ま梱

嚇ﾁﾝを配合するとともに､母乳に
含諏ないβ･ﾗｸﾄグﾛブﾘﾝを低
蔵しています0赤ちゃんとﾏﾏのこと
髭えて母乳に近づけたﾐﾙｸです。

−

商品コード 179920
内容量 8109

外出時の携帯や夜中の
調乳に便利なスティック
タイプです。

です。

いという方に便利な小缶

個装重量 1759

個装鑓量 4429

梱装サイズ 540X272x193

梱装サイズ 390X320X198

梱装サイズ

梱装重量 8.6kg

梱装重量 4.8kg

梱装重量 5.7k8

梱入数 8缶

梱入数 24個

梱入数 12缶

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 520円
■辱匡■凸＝坐ヱ
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賞味期限 1年6か月

はいはい
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ITFコード 04987244184290

＝一

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月
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179944

4987244 179937

I和光堂ﾌｫﾛｰｱﾂプﾐﾙｸ
大缶では多いという方に

ﾐﾝﾐﾈﾗﾙを里合してい巖す。

牛乳や食事でiま不足しがちな栄養
を乱1IJ<ｻﾄﾄするﾐﾙｸです。

一

個装重通 1859

個装璽量 4428

梱装サイズ 390X320x198

梱装サイズ 416x312X139

540x272x193

へ

梱装重量 8.7kg

梱装重量 5.0kg

梱装重量 5.7kg

梱入数 8缶

梱入数 24個

梱入数 12缶

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 520円

希望小売価格 830円

ITFコード 04987244184306

ITFコード 04987244184313

…｡。函
ぐU●,．

賞味期限 1年6か月
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作られた育児用粉乳です。

内容量 3609

にがい粉薬を包みこん
で､飲みやすくするいち

内容量 3gxl2

個装サイズ 102の×125

す｡1回ずつ使いきりの

個装サイズ 80x50x125

個装重量 4809

分包だから､衛生的にご

梱装重量 6.2kg

使用いただけます。

人! 」 llllⅢ

7､8"g頃から] 1お薬じ&う洲圃用ゼﾘｰりんご

商品コード 134158

ご風味の服用ゼリーで

梱装サイズ 416x312x137

賞味期限 1年6か月

179982

4 987244 179975

薑ﾙｸのあわな､琢雷やA にI Iお薬じょうず服用ゼﾘｰ
402042

ITFコード 04987244184320
−

賞味期限 1年6か月

◆属■血8骨●亭■Lr9Q

商品コード

個装重量 639

水で溶かす穎粒タイプで

梱装サイズ

す。

梱装重量 1.8kg

425X260x152

さわやかなりんご風味で、

粉薬や錠剤､カプセル剤
などのお薬をゼリーが包
みこむので､違和感やむ
せることなく飲むことが
できます。

7．．か月瞳がら］

商品コード 158345
内容量 1509
個装サイズ 91x45x170
個装重量 1608

すぐに使えるゼリータイ

梱装サイズ

ブです。

梱装重量 4.4kg

356X190x187

梱入数 12缶

梱入数 24個

梱入数 6個×4

希望小売価格 1,100円

希望小売価格 350円

希望小売価格 300円

ITFコード 14987244402049

ITFコード 14987244134155

ITFコード 14987244158342

賞味期限 2年

賞味期限 1年

￨川￨￨ ￨￨￨￨￨￨￨￨

￨ ￨ ￨ ￨ ￨￨￨￨￨￨

4987244 134158

498ﾉ244 402042

[和光堂ﾏﾙﾂｴｷｽ･ｽﾃｨｯｸ瓢s凧適蒙晶I
赤ちゃんの便秘薬です。

麦芽糖のゆるやかな発
酵作用が腸の運動を活

●和光堂マルツエキスの主成分は麦芽糖です
ので､食事療法に近い自然な排便を促し､便

発にし､おだやかな排便
を促します｡水飴状で淡
い甘さの飲みやすい薬
です。

︒▼・■１１１１ｊ＆Ⅱ旧泗一ｍ〃〃

●淡い甘さがあり､水飴状なので飲みやすい

内容量 99×12
個装サイズ 50×50×117
個装重量 1309
梱装サイズ

320x250x140

梱入数 24個
︽︾︾一一雪一一一︾︾

便をやわらかくします。

商品コード 100597

梱装重量 3，7kg

通を整えます。

●麦芽糖のゆるやかな発酵作用が腸の運動を
活発にし､一部カラメライズされた麦芽糖は、

薬です。

内容量 3009
個装サイズ 102の×125

100x46x175

個装重量 1,0349

ﾐﾙｸがあわない赤ちゃん
のために､牛乳成分を使わ
ず､大豆たんぱくを用いて

ができます｡専門家のご指
導を受けてご使用ください。

商品コード 179982

梱装サイズ

【ボﾝﾗｸﾄi360g

牛乳の代わりにあげること

個装サイズ

便利な小缶です。

蝿

篝望

内容量 149×10

画・︾﹃

趨鞠藤段罰

個装サイズ 132の×180

商品コード 179975

ｂ ｌ Ｊ ■ 垂 ■ ■ ■ ︑ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 凸 用 ｄ ■ ︲ ｌ

くﾝUくｿﾘ

アレンジに便利なスティッ
クタイプです。

卜巳０４も０昼凸０凸ｈｌ０

園

179968

内容量 8309

外出時の携帯や離乳食の

︾軸鰯
亀

窪9

商品コード

416X312x139

希望小売価格 950円

ITFコード 04987244184283

q亘瞳翻可 倉した

4987244

個装サイズ 102の×125

農乳食が3回食になる溝9か月頃
の成長閑には､各栄養素をバラン

乳庭は種しが宛裁､その他ピﾀ

内容量 3009

個装重量 1，0149

100X46X175

【､艫ﾌ犯一ｱﾂプﾐjﾚｸ…I柵繼加‑'， ｸ〈ﾙ〈ﾙｽ殉ﾂｸ/Wｸ…
スよく補ってあけること力汰賑す。
莞育に涯なｶﾙｼｳﾑ.DHA,牛

商品コード 179944

個装サイズ

ITFコード 04987244184276

蕊

混合栄謎や大缶では多

内容量 139×10

個装サイズ 132の×180

智

繭は涛

商品コード 179937

希望小売価格 980円
ITFコード 14987244100594

使用期限 4年

|lllllllll 剛

4987244

閥
葡鏑じょうず
園用ゼリー

簿

賞味期限 1年
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●ベビーのじかん●アクアライトオーアールエス
■■■■■■

１１

ベビーのじがん 心

加熱殺菌済みの赤ちゃ
んにやさしいお水です□
粉ミルクのミネラルバラ

商品コード

155795

内容量

22

ンスをくずさない､調乳

個装サイズ 107×91×305

に適したお水です ．

個装重量 2,0539
梱装サイス

梱入数 6本

お風呂あがり､外あそび､お食事のとき、
いつでもどこでも｢ベビーのじかん」

臺鑿魁一

商品コード

172280

粉ミルクのミネラルバラ

内容量

500,2

ンスをくずさない､調乳
に適したお水です。

個装サイズ

60X60X210

希望小売価格 250円

梱装重量 13．1kg

舎

梱入数 24本

ITFコード 04987244155856

賞味期限 2年

小さなココロとカラダの

ごきげんタイムが始まります。

個装重量 5309
梱装サイス 369×247×219

﹃瀞一劃

瓢、

加熱殺菌済みの赤ちゃ
んにやさしいお水です。

332X190x322

梱装重量 12．7kg

轡

赤ちゃんのための品質とおいしさを
大切にした飲みものをつくりました。

] 侭ビニのじかん赤ちゃんの純水500m1 ]

ミルク／医薬品／
乳幼児飲料

1べビｰのじかん赤ちゃんの純水2L

可

’ I ’|’’’ ’’

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格
￨TFコード 04987244761705

賞味期限 2年

’ |llll’||llllll

I

4''987244 155795

411987244 17'2280

−

1ぺピｰのじかんｱｸｱﾗｲﾄりんご【3】か月頃からD

【ペビｰのじがんｱｸｱﾗｲﾄ白脳…

1べビｰのじかんむぎ茶

外出後や入浴後の汗をかいた

外出後や入浴後の汗をかいた

風味豊かな国産六条大麦を使

−

時などの水分と電解質の補給に

'可

商品コード 171917

適したｲｵﾝ飲料です｡水分及

内容量

500m2

び電解質がすばやく体内に吸収

個装サイズ

60x60x210

さ､るように設計さ1Kいます。

個装重量 5419

赤ちゃんに飲みやすい甘さとり
んこの風味に調整しています。

梱装サイズ

時などの水分と電解質の補給に
適したｲｵﾝ飲料です｡水分及
び電解質がすばやく体内に吸収
さ机るように設計されています。

赤ちゃんに飲みやすい甘さとぶ

371x249X219

どうの風味に調整にいます。

梱装重量 13．3kg

杏

轡

梱入数 24本
希望小売価格 オープン価格
イ．

卜

一フ

蝿
乃
ァ鐡︲・

認

lTFコード

04987244761637

内容量 500M
個装サイス

60x60x210

個装重量 5419
梱装サイス 371x249x219

梱入数 24本

呈聖

&璽愈詞

■

’ ’|llll’ I l l |’

171924

梱装重量 13．3kg

蕊

賞味期限 10か月

商品コード

希望小売価格 オープン価格

用しました｡無菌ｯｸ製法なの

171931

で乳化剤を使っていません｡に

内容量 500,2

がみをおさえ､赤ちゃんに欺み

個装サイズ 60X60X210

やすく仕上げましたcｶﾌｪｲﾝ

個装重量 5259

を含まず､カロリーゼロなので
日馳水分補給に週Lﾉています。

梱装サイス 375x247X215

巻

梱入数 24本

梱装重量 12．9kg
一

希望小売価格 オープン価格

麓

lTFコード 04987244761644

賞味期限 10か月

￨TFコード 04987244761651

賞味期限 1年

穂

’ l l l’ |’ ||’ ’

4 987244 171924

4 987244 171917

…

商品コード

LL

‑
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4 987244 171931

国

−

Iべビｰのじかんほうじ茶
国産茶葉を使用し､にが
みをおさえ､赤ちゃんに
飲みやすく仕上げました。

…

商品コード

171948

内容量

500，2

すっきり飲みやすい｡糖質
50％カット蕪｡やさしい､お
いしいぶどうとももの風味
です｡赤ちゃんのおなかに

二−

ちゃんのおなかに負担が
かからないよう浸透圧
を調整しています。

375x247X215

個装サイス

60×60×210

鶴

一

,鳶?･迄

4987244 171948

個装重量 5359

梱装サイス

社アップルウォーター比べ

梱装サイズ

賞味期限 10か月

負担がかからないよう､浸透
圧を調整しています｡※当
社アップルウォーター比べ

内容量

500，2

個装サイズ

60x60x210

個装重量 5359
梱装サイス

371x249x219

…

もろこし､あわ､麦芽､きび、
黒米､ひえ､あずき､ゴマ、

商品コード 171986
内容量

500,2

I￨ I ￨ ￨

4 987244 171962

消費者庁許可個別評価

型病者用食品
ウイルス性の感染性胃

個装重量 5309

発熱などで失われた水分・

梱装サイス 375x247x215

す□お子さまが飲みやす

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

lTFコード

ITFコード

電解質補給に適していま
いりんご風味です。

04987244761712

125mLx3

個装重量 4009
梱装サイズ 300×150×96

希望小売価格 300円
￨TFコード

14987244141757

賞味期限 1年
言

︲垂一

一一

轡

Ｉ﹂

￨ ￨

内容量

個装サイズ 147×49×95

梱装重量 2 5kg

賞味期限 1年

4 987244 171986

商品コード

141750

梱入数 6個

撤

希望小売価格 オープン価格

I

【ｱｸｱﾗｲﾄｵｰｱｰﾙｴｽ

いたけ､まいたけの十六
素材を赤ちゃん向けに飲
みやすく仕上げました。

梱入数 24本

Illllll ￨llllllll

賞味期限 10か月

腸炎による下痢･嘔吐

梱入数 24本

4 987244 171979

￨TFコード 04987244761682

個装サイズ 60×60×210

梱装重量 1alkg

賞味期限 10か月

希望小売価格 オープン価格

えんどう豆､黒豆､昆布､し

梱装重量 13．1kg

04987244761699

梱入数 24本

llll ￨ ￨ ￨

幽﹃

繩︾畿縦

雷

商品コード

八トムギ､大麦､玄米､とう

371X249x219

梱装重量 13．1kg

4 987244 171955

』

171979

371×249×219

lTFコード 04987244761675

1ペピｰのし棚ももとりんこ肺水鰯繊肩!"1s 1赤ちゃんの十六茶500ml
すっきり飲みやすい｡糖質
50％カット※｡やさしい､お
いしいももとりんこの風味
です｡赤ちゃんのおなかに

個装サイズ 60x60x210

負担がかからないよう､浸透
圧を調整しています｡※当

−
｡
恥

llllllll ￨ l l

500,2

二
悲
令
,
雇

,自鐡

ほうじ茶

171962

内容量

u

￨ lllllllll

4 987244 14175（

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。
※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。

圖

尋

賞味期限 1年

商品コード

個装重量 5409

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 04987244761668

壷

5001Ⅱ2

梱入数 24本

希望小売価格 オープン価格

〆

内容量

梱装重量 13．3kg

書

梱入数 24本

171955

ゞ雲

梱装重量 12．9kg

商品コード

書

個装重量 5259

密

1べビｰのじかんぶどうともものお水…

甘すぎず､すっきり飲み

やすく仕上げました｡赤

個装サイズ 60×60×210

梱装サイス

1 べピｰのじかんｱﾂプﾙｳｫｰﾀｰ(5】か月頃がら】

"ql<ODO●元気つち！

●飲みたいぶんだけ
■■■■■■

ミルク／医薬品／
乳幼児飲料

…

l元気つち1むぎ茶
風味豊かな国産六条大
麦を使用しました｡にが

みをおさえ､赤ちゃんに
飲みやすく仕上げました。
カフェインを含まず､カロ
リーゼロなので日常の水

商品コード 134288
内容量

125m2X3

個装サイズ

147×49×95

個装重量 4039

分補給に適しています。

梱装サイズ 300x150x96

雷

梱入数 6個

梱装重量 25kg
希望小売価格 240円
ITFコード 04987244760401

I 元気つち1アクアライト

I元気つち!りんごと野菜

外出後や入浴後の汗をかい

りんごと7種類の野菜(に

た時などの水分と電解質の
補給に適したイオン飲料で
す｡水分及び電解質がすは
やく体内に吸収されるよう
に設計されています｡赤ちゃ

りんこ､コンコードグレー

プ)と､7種類の野菜(ﾄﾏ
ﾄ､にんじん､赤ピーマン、
アスパラガス､かぼちゃ、
黄ピーマン､ほうれんそ
う)をおいしくブレンドし
ました｡香料不使用です。

商品コード

…

内容量 125m2x3

個装サイズ 147x49x95
個装重量 4009

梱装亜量 2.5kg

番

希望小売価格 240円

希望小売価格 240円

ITFコード 04987244760418

lTFコード 04987244760425

ケ．‑.‑ ．

！

＝

イ

ｰﾕ

習

鰯＃

緬 漂酔､識

いください。

己

凸

411987244 150455

甘味･酸味のバランスが

…

良い【ふじりんこ】使用。
りんご本来のやさしい甘

さの果汁100%ジュー
スです。

商品コード

19408

内容量 125m2x3

個装サイズ 152x37x88
個装重量 4149
梱装サイズ

…

1果汁ﾐｯｸｽ100%
5種類の果物(りんご､ぶ
どう､バナナ､もも､オレ

ンジ)をおいしくブレンド
しました｡素材本来のや
さしい甘さの果汁100
96ジュースです。

商品コード 19409
内容量 125mOX3

個装サイズ

梱装サイズ

229X160x92

152×37×88

個装重量 4149
229x160x92

梱装重量 2.6kg

梱装重量 2.6kg
梱入数 6個

密

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

ITFコード 04987244760432

lTFコード 04987244194220

賞味期限 1年

賞味期限 1年

…
商品コード

183903

内容量 1．29×8
個装サイズ 70x40x125
個装重量 309
梱装サイズ 345×228×152

舎
一

…

国産の茶菓を使用しました｡カ

フェインを半分以上抑えたq

商品コード 183910

赤ちゃんにやさしいほうじ茶で

内容量 1.2gx8

或お食事中やお出かけ先など
毎日の水分補給にお使いくだ

個装サイズ

さい。 燕日本食品標準成分麦
2015ほうじ茶浸出涜と比載

70×40×125

個装重量 309
梱装サイズ 345×228×152

ITFコード 04987244194237

賞味期限 1年

l llll llll

4 987244 194084

I ほうじ茶

4987244194091

…

【粉末ｱｸｱﾗｲﾄ
赤ちゃんやお子さまは､からだの

なかの水分を上手に謁節できませ
ん｡そのため失われた水分と電解
質をすみやかに捕ってあIること
が大切です｡ｱｸｱﾗｲﾄは水分

及び電篇質がすばやく体内に珊咽
さ机るように設計されています。

商品コード 183927

内容量 3.19×8
個装サイズ 70×40×125
個装重量 459
梱装サイズ

345×228×152

梱装重量 1.0kg

梱装重量 1.0kg

梱装重量 1.3kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オーブン価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244183900

ITFコード 14987244183917

ITFコード 14987244183924

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

…

[果汁3種パｯｸ
旬の時期に収穫した果物
を使用し､赤ちゃんが苦
手な酸味を抑え､ほどよ

商品コード

い甘さで飲みやすく仕上
げました｡おやつのとき

個装サイズ

19415

内容量 5．0gx6
70×40×125

個装重量 489

補給にお使いください。

梱装サイズ 345×228×152

合

梱入数 24個

梱装重量 1.4kg
希望小売価格 ｵｰブﾝ価格
ITFコード 14987244194159

賞味期限 1年6か月

I ￨ ll ￨ ￨

4Ⅱ987244 194152

￨l l ￨ l l

4 987244 183910

へ

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格
＝

II ￨

150479

I ￨ lll lI

l｡

l l l ￨lllllllll

ぴ△■■■
ｰ一

梱入数 6個

4Ⅱ987244 183903

やお出かけ先などの水分

賞味期限 1年

麓

梱装重量 2.5kg

1麦茶

毎日の水分補給にお使

lll ￨ ￨ ￨

lりんご果汁100%

lll ￨ ￨ I

さしい麦茶ですもお食
事中やお出かけ先など

賞味期限 1年

梱入数 6個

41'987244

しました｡カフェインを
含まない､赤ちゃんにや

梱装サイズ 300X150x96

300X150x96

4 987244 134271

梱装サイズ 300x150x96

希望小売価格 240円

国産の六条大麦を使用

個装重量 4008

梱入数 6個

ーー

150479

ました｡香料不使用です。

梱装重量 26kg

4 987244 134288

3種類の果物(ﾏｽｶｯﾄ、

個装重量 4119

内容量 125m2X3
個装サイズ 147x49X95

梱入数 6個

へ

＜だも のと野菜
1元気つち!＜だも

個装サイズ 147x49X95

んじん､トマト､赤ピーマ
ン､アスパラ魂､力ぽちや、
黄ピーマン､ほうれんそ
う)をおいしくブレンドし

150455

梱装サイズ

…

￨l l ￨

内容量 125m2x3

…

商品コード

んに飲みやすい甘さとりん
この風味に調整しています。

ｰｰ｡…･…亀1

賞味期限 1年

商品コード 134271

￨￨ ￨

4'1987244 183927

一

"ql<ODO

⑭はじめての離乳食●手作り応援ファーストステップ
■■■■「■曲

【蕊ご哩腫うれん篭畳
国産ほうれん草をゆでて
なめらかに嚢ごしました。

商品コード 163431
内容量 2．19

圃産かぼちゃを蒸してな
めらかに裏ごしました。

個装重量 59
梱装サイズ 237x150x149

梱装重量 0.4kg
梱入数 6個×4

希望小売個格 オープン価格
ITFコード 14987244163438

賞味期限 1年

商品コード

内容量 2．49

個装重量 49
梱装サイズ 237x150X149

梱装重量 0．4kg

梱装重量 0．4kg

梱入数 6個×4

梱入数 6個X4

希望小売価格 オーブン価格

希望小売個格 オープン価格

ITFコード 14987244163445

ITFコード 14987244163452

賞味期限 1年

賞味期限 1年

I■lp

【嚢ごし窪つ雲いも
圃産さつまいもを蒸して
なめらかに褒ごしました。

llllllll ￨￨川lll

II■I■11

4987244 163455

⑤厩璽
商品コード

国産にんじんをゆでてな
めらかに票こしました。

170330

内容量 2．39

商品コード 185181

内容量 2．29
個装サイズ 50x25X136

︽︲

個装サイズ 50x25X136

個装サイズ 50X25×136

個装重量 59

個装重量 59

個装重量 59

梱装サイス

梱装･サイズ 237X150x149

梱装サイズ

梱装遁量 0.4kg

梱装重量 0．4kg

梱装重量 0.4kg

梱入数 6個X4

梱入数 6個×4

梱入数 6個×4

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

lTFコード

￨TFコード

ITFコード

237×150×149

14987244163469

賞味期限 1年

一

一

IIllll ￨lIlllll

画ごLgLAj吋一鴎蕊

内容量 2．19

鶏ささみと野菜をなめら
かに狸こしました。

個装サイズ 50x25x136

4987244 185181

17脚溌訓

商品コード 170347

内容量 2．09
個装サイズ 50X25x136

今卜

憲一

個装重量 58

個装重量 49
梱装サイズ 237x150x149

237x150x149

梱装重量 0．4kg

梱装重量 0.4kg
梱入数 6個×4

イ

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

ITFコード 14987244170344

ITFコード 14987244163476

￨賞味期限'1年

賞味期限 1年

琴

■︼四一討

lIlll llIllllll

14987244185188

￨Ⅲ￨I | | l l l l

lllllllll Ⅱ

梱装サイズ

梱入数 6個×4

237x150x149

賞味期限 1年

4987244 170330

N7M繩馴［塵冒し綴きざみと野漂

商品コード 163479

14987244170337

賞味期限 1年

4987244 163462

鶏レバーと野菜をなめら
かに裏ごしました。

p

163448

白身魚をゆでてなめらか
に塵ごしました。

内容量 1.79
個装サイズ 50x25x136

個装重量 59

￨ﾘﾘ！ ￨

【裏ごし識奮鄭欺

商品コード 163455

梱装サイズ 237x150x149

￨llllll ￨l l l ll

内容量 269

た。

個装サイズ 50x25×136

4987244 163431

商品コード 163462

国産とうもろこしをゆで
てなめらかに蕊ごしまし

163448

498）244 163479

￨￨￨￨Ⅲ ￨lllllll

4987244 170347
一

【国産.動画伽繋が腿蝿麗？
国産コシヒカリを使用し

ました｡お湯で溶くだけ
でなめらかなおかゆが出
来上がります。

｢手作り応援』で手間なし離乳食作り1
いろいろな素材や味を組み合わせて

⑤

謹0国産｡勧幽ﾘ鰡鮒腿5訓卸鰡蝋

商品コード 19265

国産のコシヒカリと野菜

内容量 2.59×7

溶くだけでなめらかなお
かゆが出来上がります。

個装サイズ

70x40x125

を使用しました｡お湯で

商品コード

19266

内容量 2．59×7
個装サイズ 70x40X125

個装重量 379

個装重量 379

梱装サイズ 345x228X152

梱装サイズ 345x228X152

梱装重量 1.1kg

梱装重量 1.1kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244192650

ITFコード 14987244192667

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

赤ちゃんの好みに合わせられます。

…!Ⅲ ￨￨Ⅲlll

192653

￨￨｣ l l lllII

4987244 192660

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。

1

篭置１了ｊドおやつ

寳一

個装サイズ 50x25X136

…

鯉〕腱ご睦諦悪運し

M50磯霞 1裏ごし織睡雷や

ROKODO

●手作り応援ファーストステップ●手作り応援
■曰圃■■寂

【た跡性霊輔綜低め冠"ﾂ蜜M5M繩鑑川璽顔洗測嚇釧鱒･囎藤10N5M鵠艘I I国産羽鐘り鵬藻獅即解柵M5M§綴副
離乳食開始頃の離乳食
作りに便利な素材の詰

め合わせです｡離乳食の
すすめ方がわかる｢はじ
めの30日献立カレンダ
ー｣入りです。

商品コード

19267

内容量

己.OB×毎､2.Sgx2､
霞.Sgx1､Z･Bgx1

個装サイズ 70X40×125

国産コシヒカリを使用し

ました｡お湯で溶くだけ
でなめらかなおかゆが
出来上がります。

ベビー蕨ｉｆ／おやつ

個装重量 819
梱装サイズ

梱装重量 1.1kg

梱装重量 2．3kg

梱装重量 2.3kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244192674

ITFコード

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

内容量 2．39×10

個装サイズ

70x45x125

個装重量 479

…

てもいろいろなメニュー
作りにお使いいただけ
ます。

個装サイズ

l#｡'M ￨｣lllll

19'2608

離乳食作りに便利なス
ープの詰め合わせです。

内容量 3．6gx8

⑤厩霞

:嘉一淘彊バツ拳

70x40x125

商品コード 170392

内容量

ZeagxS,S､egxS､
4．s圧×全

個装サイズ

70x40X125

個装重量 499

個装重量 479

梱装サイズ 345x228x152

梱装サイズ 345X228X152

梱装重量 1.4kg

梱装重量 1.4kg

梱装重量 1.4kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

−

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244170375

ITFコード

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

ー＝一ー

…

国産のかつお節と昆布か
らとったおだじで或おだし
としていろいろなメニュ

商品コード 170408

国産の野菜とチキンをじ

内容量 2.5gx10

ー作りにお使いいただけ

個装サイズ 70x45x125

ープです｡スープとして
いろいろなメニュー作り
にお使いいただけます。

個装重量 498
梱装サイス

っくり煮込んでとったス

llllll l l l l l

4987244 170392

内容量 2.3gx10
個装サイズ 70X45X125
個装重量 479

なめらかなホワイトソー
スのもとです｡おかゆに
混ぜたり､野菜を加えた
りと､いろいろなメニュー
作りにお使いください．

商品コード 170422
内容量 3．59×8
個装サイズ

70x40x125

個装重量 489
梱装サイズ

385X228X152

3 45x228X152

梱装重量 1.4kg
梱入数 24個

梱入数 24個
ー凸

⑤厩鬮

【ポﾜｲﾄｯｰｽ

梱装重量 1.4kg

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

商品コード 170415

梱装サイズ

385x228x152

梱装重量 1.4kg

希望小売価格 オーブン価格

賞味期限 1年6か月

498j244 170385

:和風鯨し

希望小売価格 オープン価格

−＝ー

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244170405

ITFコード 14987244170412

ITFコード 14987244170429

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

lllllllll l lllll

【誰し｡浮一翼冒禰バツ簿
内容量

4987244 17'0415

15I韻鑑］ I朧うれん章副職菜

商品コード 170439
2．5gx3､zq3gxS｡
3．5座×2

4987244 170422

15N鵬篭急】 [富身魚と鶴黄色野粟
白身魚と国産の緑黄色

国産のほうれん草と小松商品コード170446

菜を使用しました｡おか

野菜を使用しました｡お

ゆに混ぜたり､お魚にか内容量2,09×8

個装サイズ 70X40x125

けたりと､いろいろなメ個装サイズ70X40x125

個装重量 429

ニュー作りにお使いくだ個装重量36g
さい。

梱装サイス

lllllll lllllll

Ⅲlll ￨ l l l l

4987244 17'0408

⑤厩鬮

商品コード 170453

かゆに混ぜたり､お魚に

内容量 2.3gx8

かけたりと､いろいろな
メニュー作りにお使いく
ださい。

個装サイス

70x40x125

個装重量 399

梱装サイズ345X228xl52

梱装サイズ

梱装重量 1.3kg

梱装重量1.1kg

梱装重量 1.2kg

梱入数 24個

梱入数24個

345x228x152

一

ITFコード 14987244170436

lIl l l l l ￨lllll

4987244 170439

345×228×152

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

賞味期限 1年6か月

へ

ITFコード 14987244170399

14987244170382

lllll ￨￨llllIlll

II!!

離乳食作りに便利なだし
とソースの詰め合わせで
す。

14987244192605

賞味期限 1年6か月

￨￨11 ￨lllllllll

商品コード 170385

希望小売価格 オープン価格
ITFコード

14987244192599

北海道産スイートコーン
を使用してやさしい味に
仕上げました｡ソースとし

505×273×152

梱入数 24個
I

｣

4<;》81244 192592

⑤霊勘1ｺ‑ ﾘｰ単爽ｰプ
商品コード 170378

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

．一ー･画■＝§、理1

個装サイズ 85×60×125

梱装サイズ 505X273x152

梱装サイズ 385x228X152

ます。

溶くだけでなめらかなお
かゆが出来上がります。

19260

内容量 5．09×10

梱装サイズ 345X228x152

I聯‑或
スープとしていろいろな
メニュー作りにお使いい
ただけます。

個装サイズ 85X60X125

商品コード

個装璽量 819

￨lll lllllI

さしい味に仕上げました。

を使用しました｡お湯で

内容量 5.09×10

個装重量 359

4987244 19'2677

国産の野菜を使用してや

国産のコシヒカリと野菜

商品コード 19259

希望小売価格 オープン価格
ITFコード

i

4987244170446

14987244170450

賞味期限 1年6か月

ⅢⅢⅢⅢ11

一

R0I<ODO

●手作り応援
一官■■い■■

⑤羅霞）

iとろみ⑳茜と
国産のかぼちゃとさつま
いもを使用しました｡お
かゆに混ぜたり､お魚に
かけたりと､いろいろな
メニュー作りにお使いく
ださい。

離乳食作りに便利な緑

内容量 2．38×8

です。

個装サイズ

黄色野菜の鰭め合わせ

梱装重量 1.3kg

梱装重量 1.2kg

梱装重量 1.1kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244170467

ITFコード 14987244192612

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

170507

内容量 2.09×6

梱入数 24個
ー望

ITFコード 14987244170498

￨ ￨1 111 llllllllll

国産の緑黄色野菜と鶏

レバーを使用して食べや

商品コード

lll!1%

⑰瀦劉1鶏･'"←･鴎3種バ騨参⑭瑚雛目
170538

離乳食作りに便利なた

んぱく素材の詰め合わ

︽１

に仕上げました。

合
一

2.agxS･a3gxS勺

個装サイズ 70x40x125

ぜたり､野菜を加えたり

個装サイズ 70x40x125

個装サイズ 70x40x125

個装堕量 318

と､いろいろなメニュー
作りにお使いください。

個装重量 399

個装重量 399

梱装サイス 345X228x152

梱装サイズ 345x228x152

梱装重量 1.0kg

梱装重通 1.2kg

梱装重量 1.2kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

ITFコード 14987244170504

ITFコード 14987244170535

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

川 ￨￨lllllll

肉を使用しています｡ご

商品コード

170576

飯はもちろんパスタやお

内容墨 2．89×5

個装サイズ 70x40X125

いもなどにかけて､いろ
いろなメニュー作りにお
使いください。

個装サイズ 70x40x125

345x228x152

185198

…[あ け｡雪睡迩蝿糾卿wﾂ罰qZ脇臘

内容量 2.79×6
個装重量 359

ITFコード 14987244185195

lllllll ￨llllll

国産の緑講色野菜と鶏

Z･ag×2

￨賞味期限￨'年

4987244 170538

…[重團紺訓函祉
商品コード 19262

せです。

離乳食作りに便利なあ

んかけとまぜご飯のもと
の詰め合わせです。

商品コード 185211
内容量

2．79×Z,Z､7巴×､1.
2.Bgx1､3.Ogx1

個装サイズ 70x40x125

個装重量 329

個装重量 329

梱装サイズ

梱装サイズ 345x228X152

345x228x152

梱装重量 1.1kg

梱装重量 1.0kg

梱装重量 1.0kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244192629

ITFコード

ITFコード 14987244185218

賞味期限 1年

賞味期限 1年

14987244170573

賞味期限 1年

lllllllll lllllllll

llull lllllll

4987244 170576

185211

1チキ獣と醜麺碍ﾄﾂｰｽ07脳蹄畠I [ﾁｷｿ避陳鯉弾ﾘｰ蛾ﾉ肖訓7N謡腱； Iﾁ認し＃嚇しI識』

抑え､まるやかな味わい

内容量

内容量 2．39×8

1 ￨Ⅲ￨￨

ン､鶏肉を使用していま
す｡お子さまが食べやす

商品コード 185198

すくしました｡おかゆに混

4987244 192622

いよう、トマトの酸味を

希望小売属格 オープン価格

￨賞味期限'1年6か月

4987244 192615

…【湧岬f雪と鵬色野菜
商品コード

梱装サイズ

国産のほうれん草､コー

個装重量 439
梱装サイズ 345x228x152

I鬮鼈I壷あん識吋

〆

に食べやすい離乳食に！

内容量 2.8gx8
個装サイズ 70x40x125

個装重量 379

llllllll llllllll

いろなメニュー作りに
お使いください。

でも､大人の取り分けメ
ニューに混ぜれば､すぐ

170491

梱装サイズ 345×228×152

345x228x152

4987244 170507

す｡おかゆに混ぜたり、
野菜を加えたりと､いろ

ろみのもとです｡外出先

商品コード

個装重量 399

梱装サイズ 345×228×152

したあんかけのもとで

2−09×室、Z･SgxS,
2.Ogxa

水溶きや加熱が不要なと

梱装サイズ

【識醗篭I愚鰯もと

鯛と国産の野菜を使用

内容量

個装サイズ 70x40x125

70X40x125

lul1￨￨ⅢⅢ
おみそとだしの風味をい
かしたおみそしるのもと
です｡おかゆに混ぜたり、
野菜を加えたりと､いろ
いろなメニュー作りに
お使いください。

商品コード 19261

商品コード 19411
内容量 3.59×6
個装サイズ 70×40×125
個装重量 399
梱装サイス 345x228x152

国産のほうれん草､コー

ン､鶏肉を使用していま
す｡素材の風味豊かなや
さしい味わいに仕上げま
した。

商品コード 19412

電子レンジで簡単に作れ

内容量 3.6gx6

ばん。

個装サイズ

ます｡甘さを控えた蒸し

〔9皿
商品コード 170620
内容量 20gx4
個装サイズ 83x50x125

70×40×125

個装重量 409

個装重量 1049

梱装サイス 345x228x152

梱装サイズ 440x263x147

梱装重量 1,2kg

梱装重量 1.2kg

梱装重量 28kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244194111

lTFコード 14987244194128

賞味期限 1年

賞味期限 1年

l l l l l llllllllll

4987244 194114

F』ー一

蒲9

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格
ITFコード 14987244170627

賞味期限 1年6か月

11;｣￨￨ ￨￨￨￨￨￨llll 蕊 &￨IIII￨￨
194121

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。
※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。

'I

べ樫Ｉ覇１噸〆おや意

一

商品コード 170460

"dl<ODO

灘手作り応援⑪たっぷり手作り応援
額、｡n画I庫

:9mlチﾝし定ｺｺ野幟ん

Iﾁﾝﾚ竃｡崇畠'億ん
電子レンジで簡単に作れ
ます｡甘さを控えたコーン
蒸しばん。

ベビーフードノ｜お轡っ

｜＝

電子レンジで簡単に作れ
ます｡甘さを控えたココア
蒸しばん。

商品コード 170675

内容量 209×4

個装サイズ 83x50X125

個装サイズ

開け閉めが簡単なチャッ

個装サイズ

個装重量 1048

個装重量 1049

ク付きです。

個装重量 529

梱装サイス 440X263×147

梱装サイズ

梱装重量 2.8kg

梱装重量 2.8kg

梱装重量 1.4kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

商品コード 170637
内容量 20gx4

希望小売価格 オープン価格

内容量 469
120x35x150

梱装サイズ 351×159×132

440x263x147

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244170641

ITFコード 14987244170672

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

■一．了一

lllllllll ￨￨lllllll

I仙

4987244 170644

⑤職制I諏露ﾄﾂｰ謝鯨卿⑤鵬劉1とる識鰯もと聴鬮〕

徳用タイプの和風だしで
す｡箱タイプの2倍の約
20回分が入っていて､開

商品コード 170682

け閉めが簡単なチャック
付きです。

個装サイズ 120×35×150

徳用タイプのホワイトソ

ースです｡箱タイプの2
倍の約16回分が入って
いて､開け閉めが簡単な

内容量 509

チャック付きです。

個装重量 569
梱装サイズ 351×159×137

商品コード 177957
内容量 569
個装サイズ

120×35×150

個装重量 629
梱装サイズ

徳用タイプのとろみのも
とです｡箱タイプの2倍
の約16回分が入ってい
て､開け閉めが簡単なチ
ャック付きです。

｜

M51蠅巽］

商品コード 177964
内容量 459
個装サイズ

120X35x150

個装重量 519

へ

梱装サイス 351x159x142

351×159×132

梱装重量 1.5kg

梱装重量 1.6kg

梱装重量 1.4kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244170689

￨TFコード

ITFコード 14987244177961

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

￨lllllll ￨￨￨ ,I

,ｺｰ諮り患‑割幽塁=ブ轆用)⑤
r

商品コード

賞味期限 1年6か月

lu｣￨ lllllll

177964

4981，244 177957

l [ｺﾝ

182494

内容量 589
個装サイズ 120x35X150
個装重量 649
梱装サイズ

14987244177954

l1 ￨ lll l

4987244 170682

⑤職割I剛あんが賊噸卸

蝿馴

徳用タイプのコンソメで

す｡箱タイプの2倍の約
20回分が入っていて､開
け閉めが簡単なチャック
付きです。

351x159x132

商品コード

19414

内容量 469

個装サイズ

120x35x150

徳用タイプの和風あん

かけです｡約16回分が
入っていて､開け閉めが
簡単なチャック付きです。

W7】溌鑑］

商品コード 182500

内容量 369
個装サイズ 120x35x150

個装重量 519

個装重量 429

梱装サイズ 351x159X132

梱装サイズ 351×159×132

梱装重量 1.4kg

梱装重量 1.2kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244182491

ITFコード 14987244194142

ITFコード 14987244182507

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

梱装重量 1.7kg
梱入数 24個

￨ l l l l llu1ll

4987244

:識磯L愚璽難聴剛…
商品コード 19413

2倍の約12回分が入っ

内容量 249

ていて､開け閉めが簡単
なチャック付きです。

個装サイズ 110x34x150
個装重量 298
梱装サイズ

351X159X112

梱装重量 0．8kg

毛等

83x50x125

希望小売価格 オーブン価格

【和風程し聴用'》

徳用タイプのおみそしる
のもとです｡箱タイプの

商品コード 170644

ITFコード 14987244170634

17

簡単なチャック付きです。

H引羅雛』

徳用タイプの野菜スープ
です｡箱タイプの2倍の
約201回分が入っていて、

4￨ﾘlﾘ！ 脳，

徳用タイプのコーンクリ
ームスーブです｡箱タイ
プの2倍の約16回分が
入っていて､開け閉めが

【･胴卿騨一ブ聴師

梱入数 24個
希望小売価格 オープン価格
ITFコード 14987244194135

賞味期限 1年

Ⅲllll lllllllll

4り87'244 194138

3月弗亮

lllllll llllllllll

4981 244 194145

lllllllll ￨￨lllllllI

4987244 182500

〕緑黄色野菜ふりかけ⑪らくら＜まんま●栄養マルシェ

"dl<ODO

■■.宮年F■

さけ鮭をフリーズドライ
製法でふんわりやわらか
く仕上げました。

商品コード

おかかかつお削り節を
香り高くしょうゆで調味

個装サイズ 70×40×125

しました。

19250

内容量 13．29(2,2gx6）

いわし:いわしを薄く削り
ふんわり食べやすく仕上
げました。
おかか:かつお削り節を

香り高くしょうゆで調味

個装重量 329

商品コード

ごはんの味を引き立てる
しらすとわかめの風味豊
かな味わいです。

19251

内容量 13，29<2 2gx6）
個装サイス

商品コード

19252

内容垂 159
個装サイズ 120X5×160

70X40x125

個装重量 229

梱装サイス 345×228×152

梱装サイズ 345x228X152

梱装サイス 174X129X174

梱装重量 1.0kg

梱装重量 1.0kg

梱装重量 0.7kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 12個×2

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

￨TFコード 14987244192513

ITFコード 14987244192520

賞味期限 1年

賞味期限 1年

希望小売価格 オープン価格
一
一

ITFコード 14987244192506

１

￨ ￨ ||’

ｰ諄＃弊＃糸ｫ

窒隷鐸

識鑿
蝋一灘

蕊

賞味期限 1年

謬壷掴■

…

I篭う輪ん
勺1

スプーンですくいやす
い長さにカットしまし

︽︑

た｡食塩不使用なので、
お鍋ひとつでそうめん
のメニューが作れます。

商品コード 185235
内容量 1009
個装サイズ

個装重量 1059

梱装サイズ

’
蕊＃

Q画

’ llll’￨￨￨￨Ⅲ

…

侭どん
スプーンですくいやす
い長さにカットしまし

た｡食塩不使用なので、
お鍋ひとつでうどんの
メニューが作れます。

192523

411987244

IgVW

'零打画二

ー一

商品コード

内容量 1009

スプーンですくいやすい
長さにカットしました｡ソ
ースがからみやすく､フォ

個装サイズ 140X72x150

ークでも食べやすい､ク

個装サイズ

個装重量 1059

ルクルした形のマカロニ
です。

個装重量 1089

商品コード 185242

185259

内容量 1009
170X70x170

梱装サイス 301X183X110

梱装サイス

梱装重量 1.4kg

梱装重量 1.4kg

梱装重量 1.5kg

梱入数 12個

梱入数 12個

梱入数 12個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード

ITFコード 14987244185256

301x183x110

ITFコード 14987244185232

賞味期限 1年6か月

￨ll 1

鰯
､錘静W
q唖函

4M987244 185235

賞味期限 1年

賞味期限 1年6か月

IⅢI ￨ l

窺諄｡…

4 987244 185242

しらすのうま味をとじこ
め､野菜と一緒にやわら
かく仕上げた雑炊です。

内容量 80gX2

f

一町

忙しいママの代わりに

バランスのとれた食事を
しっかりケアする"栄養マルシェ"・
容器はそのまま食器として使え、

せです。

185334

内容量 80gx2
個装サイズ

87X68x85

87x68X85

個装重量 1989

梱装サイズ 362x266x143

梱装サイズ 362x266x143

梱装重量 5.0kg

梱装重量 5.0kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード

￨TFコード 14987244185331

14987244179019

賞味期限 1年6か月

ll ￨ I

|||||’口 ￨￨￨￨￨IM

付きで外出に便利です。

商品コード

個装重量 1989

賞味期限 1年6か月

さらにスプーン(使い捨て）

…

1租画飛筐=妻ﾝチ
｢しらすの雑炊｣と｢彩り
野菜の汁椀｣の詰め合わ

商品コード 179012

個装サイス

￨ l l ￨ⅢI

4 987244 18Ei259

…

IIJ毒諭醗雑欺

栄養マルシェ

14987244185249

346x201x136

一■ⅡⅡ■ⅡⅡ■Ⅱ■ⅡⅡⅡⅡⅡ■Ⅱ︒■Ⅱ■

識

140×72×150

’|’ ’’ll l l l

4 987244 192516

4 987244 192509

4 98ﾉ'244 179012

4 987244 185334

−

⑳…量】

l鎖到輔一義夢チ
｢さつまいもとかぼちゃ
のおかゆ｣と｢白身魚と
野菜の洋風煮込み｣の詰
め合わせです。

商品コード

179036

内容量 80gx2

1鶏墜識き郵慧瞳べピｰﾗｼ琴M7W"gum島】 1剛野菜"ぺ筐一言ジ穿一緬蛎唾鳩
ヨー

｢やわらか鶏のおかゆ｣と
｢白身魚と野菜の洋風煮
込み｣の詰め合わせです。

商品コード

｢やわらか鶏のおかゆ｣と
｢彩り野菜の汁椀｣の詰

179043

内容量 80gx2

め合わせです。

商品コード 185341
内容量 80gX2

個装サイズ 87X68x85

個装サイズ 87X68x85

個装重量 1989

個装重量 1989

個装重量 1989

梱装サイズ 362x266X143

梱装サイス 362x266x143

梱装サイズ 362x266X143

個装サイズ 87x68x85

唖

梱装重量 5.0kg

梱装重量 5.0kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244179033

ITFコード 14987244179040

ITFコード

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

鶴 l!￨ﾘﾘ￨￨￨!!!!!

l ￨ l l l llul」

49[
98 7244

1

梱装重量 5.0kg

14987244185348

II!I

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。 11

1

蕊瞳１フード〆毒蒋つ

個装重量 329

しました。

ndI<ODO

●栄養マルシェ
■唾■■■■

【野蕊毒んがけ鰯這朧ん
鯛や野菜と一緒にふっく
ら炊き込んだごはんです。

商品コード

：8通
179067

⑨…曇］

i駆風弁当
｢まぐろと野菜の炊き込
みごはん｣と｢筑前煮｣の

商品コード 179074

｢野菜あんかけ鯛ごはん」
と｢里芋と豚肉のうま煮」

商品コード 179081
内容量 809×2

鶏ガラやほたてのうま味

内容量 80gX2

をいかして風味豊かに仕
上げました。

個装サイズ 87X68x85

個装サイズ 87X68x85

個装サイズ

個装重量 1989

個装重量 1989

個装重量 1989

梱装サイズ 362×266×143

梱装サイス， 362X266x143

梱装サイズ

梱装重量 5.0kg

梱装重量 5.0kg

梱装重量 5.0kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希劉廃価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244179064

￨TFコード

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

詰め合わせです。

内容量 80gX2

I鯉ごほん涛当
の結め合わせです｡

87X68X85

−

瀧瞳Ｉフ｜Ｉ暇／おや霧

lllull ￨￨llllI

lTFコード 14987244179088

14987244179071

賞味期限 1年6か月

l l l l l |llllll

179067

362x266x143

｣￨ﾘﾘll ||Illllll

4987244 179074

179081

一

｢たらと彩り野菜のうど

ん｣と｢茶わんむし｣の詰
め合わせです。

商品コード 185303

｢鶏と野菜のリゾット｣と

内容量 80gx2

込みjの詰め合わせです。

個装サイズ

【璽皿

I榊綴曇』 Iま零魯ごはん詩当

[うど恥と茶わ鎚鋤し弁当
｢レバーと野菜の洋風煮

87x68x85

商品コード 179104

｢まぐろと野菜の炊き込

みごはん｣と｢レバーと野

商品コード

179111

内容量 809×2

菜の洋風煮込み｣の詰め

内容量 80gx2

個装サイズ 87x68X85

合わせです。

個装サイズ

87x68x85

個装重量 1989

個装璽量 1988

個装重量 1989

梱装サイズ 362x266x143

梱装サイズ 362x266x143

梱装サイズ 362x266x143

へ

梱装重量 5．0kg

梱装重量 5.0kg

梱装亜量 5.0kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希劉､売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244185300

ITFコード 14987244179101

ITFコード 14987244179118

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

Illlll lllllllll

￨Ⅲlll 仙肌

lllmlll皿Ⅲ

4987244 179104

4987244

【謎錨さが錘鰯洋唖弗当
｢鶏と野菜のリゾット｣と

｢鮭のホワイトシチュー」
の詰め合わせです。

商品コード

179128

内容量 809×2

陸とほうれん草の雑蜘

と｢筑前煮｣の詰め合わ
せです。

商品コード 179135

内容量 80gx2

｢藩と野菜のリゾット｣と
｢筑前煮｣の詰め合わせ
です。

商品コード

179142

内容量 809×2
個装サイズ 87x68x85

個装サイズ 87x68x85

個装サイズ 87x68x85

個装重量 1989

個装重量 1988

個装重量 1989

梱装サイズ 362X266x143

梱装サイズ 362x266x143

梱装サイズ 362X266x143

梱装重量 5.0kg

梱装重量 5.0kg

梱装重量 5.0kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オーブン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244179125

ITFコード 14987244179132

ITFコード 14987244179149

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

lul ￨Ⅷ l l

, ￨ ￨ ￨ ￨ ￨￨Ⅲ'1

l l l l l ￨llllll

42

4987244

4987244

｢鮭と騒罰柵,草鰯認鱗弁当M"廟W'圏】[壁鯉謝辱ｲ蝉チュー謡雪■i=il廻[握菜と豚開⑳錐需漣圃晒
｢鮭とほうれん草の雑炊」
と｢茶わんむし｣の詰め合
わせです。

商品コード 179159
内容量 80gx2
個装サイズ

87×68×85

｢まぐろと野菜の炊き込

みごはん｣と｢鮭のﾎﾜｲ
ﾄシチュー｣の詰め合わ
せです。

商品コード 179166
内容量 80gX2
個装サイズ

87x68x85

｢たらと彩り野菜のうど

ん｣と｢里芋と豚肉のうま
煮｣の酷め合わせです。

商品コード 185365
内容量 80gX2
個装サイズ

87x68X85

個装重量 1989

個装重量 1989

個装重量 1989

梱装サイズ 362x266X143

梱装サイズ

梱装サイズ 362×266×143

梱装重量 5.0kg

梱装重量 5.0kg

梱装重量 5.0kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244179156

ITFコード 14987244179163

ITFコード 14987244185362

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

.￨III%￨￨

362x266X143

1mll IMlll

｣ⅢⅢ,ullll

へ

WOl<ODO

●栄養マルシェ⑪BIGサイズの栄養マルシェ
一■■■■■■

…[祥圃鰐さ毒ﾝ壬

l服お尋さまﾗｼﾁ
｢雪国まいたけごはん｣と
｢すき焼き風煮込み｣の
詰め合わせです。

商品コード

｢彩り野菜のチキンリゾッ

179197

ト｣と｢ポテトとツナのグ
ラタン｣の詰め合わせで

内容量 909，809

個装サイズ

す。

個装サイズ

87x68X85

梱装サイズ 362x266x143

梱装サイズ 362X266x143

梱装サイズ 362x266x143

梱装重量 5.3kg

梱装重量 5．3kg

梱装重量 5．3kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード

ITFコード

ITFコード 14987244185287

14987244179194

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

llll ￨￨Ⅱ￨￨

lllllll |l lll

4987244 185273

185280

⑲…。

1個"…I I蕊溌ﾉwバｰ鮨ﾝチ洞岬"＆ l牛開おこわｦシデ
可

』

｢牛肉おこわ｣と｢とうふ

商品コード 179227

八ンバーグ｣の詰め合わ

内容量 909，809
個装サイス

14987244185270

せです。

商品コード

179234

内容量 909，809

｢牛肉おこわ｣と｢牛肉と
ほつくりじゃがいもの煮

物｣の詰め合わせです。

商品コード

179241

個装サイズ 87x68x85

個装サイズ

個装重量 2089

個装重量 2089

梱装サイス

梱装サイス 362X266x143

梱装サイス 362×266×143

362X266x143

亜

梱装重量 5.3kg

認

梱装重量 5 3kg

可

必

内容量 909，808

個装重量 2089

87x68x85

蕊樫１令誠Ｉド薇裳やづ

個装重量 2089

I謹聴澄室は臆塞
せです。

内容量 908809
個装サイズ

87x68x85

185280

個装重量 2089

lll%
｢鮭と椎茸のまぜごはん」

の詰め合わせです。

商品コード

個装重量 2089

賞味期限 1年6か月

と｢牛肉とほつくりじゃが
いもの煮物｣の詰め合わ

｢わかめとしらすのごは
ん｣と｢和風八ンバーグ」

185273

内容量 909，809
87×68×85

魎謬鼠"畠］

…[弧劉胸パｰ歸裂チ

商品コード

87x68x85

梱装重量 5.3kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

lTFコード 14987244179224

ITFコード 14987244179231

ITFコード 14987244179248

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

￨ l l l l ￨II ｜

￨l l l l l ￨lllllll

｜

4987244 17922ノ

I

｣￨IMll Illllll
1 7'9241

4987244

罐蝿測鞠'尋ｼ謡圃淳睡亘]1源胎脚ﾅ翰蝉鍛毒琴⑲,鯛圃麗昌川醗斌鮒鰡鯲f‑討調癖⑲""si
｢彩り野菜のチキンリゾッ

ト｣と｢とうふ八ンバーグ」
の詰め合わせです。

｢鮭と椎茸のまぜごはん」

商品コード 179258

と｢ポテトとツナのグラタ

内容量 909，809
個装サイズ

ン｣の詰め合わせです。

87x68x85

ーライス｣と｢ポテトとツ
ナのグラタン｣の詰め合

個装サイズ

わせです。

87x68x85

商品コード 185310
内容量 909，809
個装サイス 87×68×85

個装重量 2089

個装重量 2089

梱装サイス

梱装サイズ 362×266×143

梱装サイズ 362X266X143

362x266x143

唖

梱装重量 5.3kg

唖

梱装重量 5．3kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244185294

ITFコード 14987244185317

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

ITFコード

14987244179255

賞味期限 1年6か月

￨￨III￨￨

￨Illl1ll1 ￨￨lllI

4987244179258

｢鶏おこわ｣と｢すき焼き
風煮込み｣の詰め合わせ
です。

BIGサイズの

栄養マルシェ

守Ⅷ

1歳からのおでかけにもべんり1

」

食事バランスをしっかりケアする

BIGサイズの栄養マルシェ。

r

大満足のたっぷりサイズ！

スプーン1本付き。

』

』

:LJI ''''1

4987244 185297

…

【和璽ﾗ翠チ堂ツト

可L

｢じゃがいもとお肉のカレ

内容量 909，809

個装重量 2089

梱装重量 5.3kg

P

商品コード 185297

商品コード 177834
内容量 1109，809
個装サイズ

87X84X85

185310

…

瓶菜き雄惑唇翻当
｢鯛めし｣と｢根菜きんぴ
ら｣の詰め合わせです。

商品コード

177841

内容量 1109，809
個装サイス

87×84×85

個装重量 2289

個装重量 2289

梱装サイズ 362x266x175

梱装サイズ 362x266x175

梱装重量 5.8kg

梱装重逓 5.8kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244177831

ITFコード

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

llIllⅡ

498， 1244 177834

14987244177848

lllllllⅢ￨￨

4987244177841

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。 13
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aBIGサイズの栄養マルシェ
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ー硯咽■閉側■

…

:翻蝿1爵当
｢鯛めし｣と｢とうふハン
バーグ｣の詰め合わせで
す。

商品コード 177858
内容量 1109，809
個装サイズ

⑲蝿噛鰄雪】

潤銀誰当
｢鶏おこわ｣と｢牛肉とほ
つくりじゃがいもの煮物」
の詰め合わせです。

商品コード 177865
内容量 1109，809
個装サイズ

87×84×85

個装重量 2289

｢五目中華丼｣と｢根菜き
んぴら｣の詰め合わせで
す。

唖

梱装重量 5.8kg

商品コード

177872

内容量 1109，809
個装サイズ

87x84X85

87×84×85

個装重量 2289

個装重量 2289

梱装サイズ 362x266X175

⑫耐' ］

'五目印華丼恒響I員

梱装サイズ 362x266x175

唖

梱装並量 5．8kg

梱装サイズ 362X266×175
梱装重量 5.8kg

ベビー載Ｉド／おやう

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

￨TFコード 14987244177855

￨TFコード

ITFコード 14987244177879

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

14987244177862

賞味期限 1年6か月

lull ￨￨￨￨Ⅱ

ll"11 ￨ll lⅢ

II￨￨￨￨￨ lllllllll

4987244 177858

177872

177865

1和風御膳
｢鮭と根菜の五目ごはん」
と巨腐と野菜の京風煮」
の詰め合わせです。

商品コード 177889
内容量 1309,809
個装サイズ 87x84x85

｢彩り野菜の豚丼｣と｢つ
ぶつぶコーンクリームシ

チュー｣の詰め合わせで

内容量 1309,809

す。

個装サイズ

87x84x85

梱装サイズ

梱装サイズ 362×266×175

梱装サイズ 362×266×175

362×266×175

梱装重量 6.3kg

梱装重量 6 3kg

梱装重量 6．3kg

梱入数 24個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード

ITFコード 14987244185263

ITFコード 14987244177909

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

14987244177886

商品コード 177919
内容量 1309,809

｢彩り野菜の豚丼｣と｢具
だくさん豚汁｣の胎め合
わせです。

内容量 1309,809
個装サイズ 87x84x85
個装鍾量 2489

梱装サイズ 362×266×175

梱装サイズ 362x266X175

梱装重量 6.3kg

梱装遁湿 6.3kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244177916

ITFコード 14987244177923

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

4981244177926

177919

【撤跡陶和哩壱ﾝ琴

⑲蝿"。 ． 【銀蝿鴎慰ﾙｯﾙ鋪当⑩鯲鳳郵置』
−

職磯瀧蹴龍‑&鵬｡
せです。

栄養マルシェ

外出先でのごきげんなランチタイムを
サポートするおでかけシリーズ！
おでかけ先でも大満足のたっぷりサイズ。
スプーン1本付き。

へ

￨￨IN￨ ￨

l,1．1 ￨l l l l l

￨ )嘉鋼守

4987244 177902

商品コード 177926

個装重量 2489

BIGサイズの

へ

￨l l l llllll

￨ lll llllllll

4987244 185266

個装サイズ 87x84x85

唖

内容量 1309,809

個装サイズ

87x84x85

個装重量 2489

Illll ￨ lllll

め合わせです。

せです。

商品コード 177902

個装重量 2489

4987244 177889

｢鮭と根菜の五目ごはん」

｢京風雑炊｣と｢豆腐と野
菜の京風煮｣の詰め合わ

個装重量 2489

賞味期限 1年6か月

と｢具だくさん豚汁｣の詰

商品コード 185266

｢鮭と椎茸のまぜごはん」

と｢とうふ八ンバーグ｣の
酷め合わせです。

商品コード 19417
内容量 1109，809

個装サイズ87X84x85

個装サイズ 87×84×85

個装亜量228g

個装重量 2289

含 F悪閲司淵駕歪蔑2…

梱装サイズ 362x266x175

梱装重量 5.8kg

梱入数24個

梱入数 24個

希望小売価格オープン価格

希望小売価格 オープン価格

蕊霧議蛎､職鮒"

lllllll lllllllll

4987244 194169

ITFコード 14987244194173

賞味期限 1年6か月

lⅢⅢ￨￨伽!'

GBIGサイズの栄養マルシェ⑭グーグーキッチン

ROl<ODO
I

■＄nDn1■
一

【蹴鮒牛鮒蛎き弁当… 【赫醐糊I'‑酎脚潤冒野…

[を撫識勘洋風ﾗｼﾁ

｢牛肉おこわ｣と｢すき焼
き風煮込み｣の詰め合わ

ト｣と｢やわらか牛肉と野

せです。

密

｢じゃがいもとお肉のカレ
ーライス｣と｢和風八ンバ

商品コード 19418
内容量 1109，809

ーグ]の詰め合わせです。

商品コード 19419

内容量 1109，809

｢彩り野菜のチキンリゾッ

商品コード

内容量 1109，809

合わせです。

個装サイズ

個装サイズ 87X84x85

個装重量 2289

個装重丑 2289

個装重量 2289

梱装サイズ 362X266x175

梱装サイス

梱装サイズ 362×266×175

密

362X266X175

梱装並量 5.8kg

密

梱装重量 5.8kg
梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

￨TFコード 14987244194197

ITFコード 14987244194203

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

’ llll’||’|||’

蕊

4'1987244 194183

lll’ ||’||’

lll’ llllllllll

4 987244 194206

4 987244 194190

[1駒とゎ蝿画一

【とり雑鱗

食べやすく切った韻岐う

かつお昆布だしをきかせ

商品コード 181527

野菜をかつお昆布だしで

内容量 809

た窺肉入りの雑炊です。
小麦を使用していないし

香り良く仕上げました。

個装サイズ 108x8x160

ょうゆを使っています。

どんと一緒に海の幸と

伊

鵜

梱装サイズ

梱装サイズ 253X236x172

260x236x175

ベビーﾌｰドです。

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格
ITFコード

￨ lllll

E力函函薗＝

1瞬電

ゴ

14987244181524

賞味期限 1年6か月

↓られｶｶ伽1 肌

食べやすい食感にこだわった

F蕊洞

梱装重量 4.5kg
梱入数 12個×4
希望小売価格 オープン価格

舗

ITFコード 14987244181531

賞味期限 1年6か月

とり雑炊

￨￨ ￨ ￨

曾騨響弓
〃

■

心

や●Q

■

■･

〒

：1

ｰ､、里『

4 987244 181527

⑰面羅司 Iま篭謬亜蝋窒畑ご賎胤，

1画箇揃と卵鋤撞膨や

…

ヨニ

ひらめとたっぷりの野菜、
卵黄そぼろを､お米と一
緒にかつお昆布だしでコ

商品コード

トコト煮ました。

個装サイズ 108×8×160

ひらめと卵のおじや
重■唾わぎ浬毎苛一

h現

内容量 809

を､お米と−緒にかつお
昆布だしでふっくら炊き
上げました。

ゃソースで仕上げました。

商品コード 181565
内容量 809

個装重量 848

個装重量 849

梱装サイズ 260x236xl75

梱装サイズ 253x236x172

梱装サイズ 260x236X175

梱装重量 4.5kg

梱装重量 4.5kg

梱装重量 4.5kg

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

ITFコード 14987244181548

lTFコード 14987244181555

ITFコード 14987244181562

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

l l l ￨ ||’
…

個装サイズ 108X8x160

内容通 809
個装重量 849

’ ||||’’ ￨￨Ⅲ￨

’ 1'1’|’|’ll

4 987244 181541

用しておりません。

4 987244 181558

[ﾁ奉聖と野菜鰯ﾘゾｯﾄ
鶏ささみ肉とたっぷりの

野菜を一緒に炊いた､じ
っくり妙めたたまねぎと
チーズの風味がやさしい
リゾットです。

梱装サイズ 253x236x172

…

4 987244 181565

商品コード 181589

鮭とわかめ､たっぷりの

内容量 809

コトコト炊き上げました。

個装サイズ 108x8x160

…I

瀧騨海鮮車華が鱗
野菜とお米を､おだしで

商品コード

181596

内容量 809
個装サイズ 108x8x160

個装堕量 849

個装重量 849

梱装サイズ 253X236x172

梱装サイズ 253x236X172

梱装重量 45kg

梱装亜量 4,5kg

梱装重量 4.5kg

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244181586

ITFコード 14987244181593

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

ITFコード

14987244181579

ｍｗ細

釦叩Ｊ畑

州画

蛇

諏翻 一 冊 口 卦

チ

lml ''1Ⅲ｣

キ

賞味期限 1年6か月

陛仇盲乳ﾘｿﾂﾄ

夕い ;｡｡L:MA!
らも｡｡L戦
▲■ ■般竺

たっぷりの野菜､マカロ
ニをほんのり甘いかぼち

個装重量 849

商品コード 181572

鐙驚理巽電

内容量 809

…

Hかぼちゃ趣鍾青鍾ン

個装サイズ 108x8x160

鮭と野菜とお米を豆乳で
ふっくら煮込んだﾄﾏﾄリ
ゾットです｡乳成分は使

蕊

181558

181534

個装サイズ 108X8x160

;鮭鰯豆乳ﾘｿ外

F燕1

商品コード

4 987244

−１１

識

181541

１

l

まぐろとたっぷりの野菜

108X8x160

個装重量 849

梱入数 12個×4

ｸ螢クニキッチン

内容量 809
個装サイズ

個装重量 849
梱装重量 4.5kg

赤ちゃんの｢□から出しちゃう｣｢丸のみ」
の悩みを徹底追求してつくりました。
｢月齢｣にあわせた具材の固さと大きさ、

…
商品コード 181534

I l l l l l ￨ l1 職IM￨￨ ￨￨￨1￨1l

411987244

81589

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消饗税は含まれておりません。 15

1

鍾陛ｌブー膿／寝や雪

梱入数 24個

賞味期限 1年6か月

r

87x84x85

梱入数 24個

ITFコード 14987244194180

．可

19420

菜のクリーム煮｣の詰め

個装サイス 87x84x85

梱装重量 5.8kg

L

62噸嘩豊

ヘ

⑪グーグーキッチン

Wql<ODO

■．■

翻劉蕊鯉雑鍛

[牛蕗⑬すき鵠鯉ごはA

食べやすくほぐした鯛と

牛肉とたっぷりの野菜を

野菜を､お米と一緒にか
つお昆布だしでコトコト
煮ました。

商品コード

19324

お米と一緒に和風だしで

内容量 809
個装サイズ

108X8X160

煮込んだすき焼き風ご飯
です｡小麦を使用してい

ないしょうゆを使ってい

個装重量 849

ます。

梱装サイズ 253x236X172

個装重量 849

梱装サイズ 260x236X175

梱装サイズ 260x236x175

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244181609

lTFコード 14987244181616

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

商品コード

K9園

馳醗醒雰手ヤー州騨
181626

内容量 809

かつお昆布だしとごま油
のやさしい風味のしらす
入りチャー八ンです。

内容量 809

個装重量 849

個装重湿 848
梱装サイズ 260X236x175

260×236×175

噂﹄

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244181630

ITFコード 14987244181647

岬灘・◇︾︾

蝿癖需言や

賞味期限 1年6か月
｜

'''111 ￨ ￨ l l

商品コード

181657

内容量 809

鳶,

脚

陸じゃがいもの和踊

和風し師ﾁｬｰﾊﾝ

￨lll ￨lllli

ロ函、や函

瀞創

llllllllIllllllll l

4 987244 181633

たっぷりの野菜を､とろ
みのついた和風あんで
からめました。

4 987244181640

厩

商品コード 19256
内容量 808

個装サイズ

108×8×160

[璽窟暹里琴鰯露雪這暑凱，
調肉と里芋をかつお昆
布だしでじっくり煮込み
ました｡小麦を使用して

商品コード 181671

いないしょうゆを使って
います。

個装サイズ 108x8x160

内容量 809
個装重量 849

個装重量 849

個装重量 849
梱装サイズ 260x236x175

梱装重量 4.5kg

梱装重量 4.5kg

梱装重量 4.5kg

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244192568

ITFコード 14987244181678

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

￨TFコード 14987244181654

賞味期限 1年6か月

1

1

鶴
田と野菜のあんかけ

1

I￨ ￨ I

騨

商品コード

〔9週
181688

内容量 809

と一緒にチキンブイヨン
で煮込んだﾘソｯﾄです。

ひらめとたっぷりの野菜

を､お米と一緒に魚介ブ
イヨンでじっくり煮込ん
だチーズ風味のリゾット

内容量 808

個装重量 849

個装亜量 849

梱装サイズ

梱装サイス

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

253x236X172

梱装重鉦 4,5kg

梱入数 12個×4

ITFコード 14987244185379

賞味期限 1年6か月

汐蛾
汐騨

恋函

四吋

Ｕ

ひらめのﾘｿﾂﾄ
︾

■画腱■伽 凹甘mF初

４

￨￨ ￨ ￨

4 987244 181695

梱装サイズ

希望小売価格 オープン価格

幽

ITFコード 14987244181692

一

1TFコード 14987244181685

一 手

希望小売価格 オープン価格

声

梱入数 12個×4

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

織

梱入数 12個×4

81688

個装重量 849

Ｉ

梱装璽量 4.5kg

llulll ￨ ￨議謹

内容量 809
個装サイズ 108X8X160

です。

260X236x175

梱装重量 4．5kg

ﾂﾅときのこのﾘｯﾄ

商品コード 185372

目

個装サイズ 108X8x160

181671

順函

I I謬らぬ通ﾘゾ外

商品コード 181695

個装サイズ 108x8x160

260X236x175

￨I1 ￨ ￨ ￨

4 987244

4 987244 192561

H ツナ達き醗屋翻り禦劉卜
ツナとまいたけを､お米

梱装サイズ 260x236x175

￨ ￨lllllll

旦窒竺埜堅丑奎

4 987244 181657

Iや輯s瀞牛閏鞠閏蜘瀞

勝劃

賞味期限 1年6か月

限 1年6か月

梱装サイズ 253x236x172

ロ写Fぎわヤ…『

ー

へ

260x236x175

梱装璽量 4.5kg

個装サイズ 108x8x160

神らｶｷ閃蛎じゃガ

梱装サイズ

梱入数 12個×4

コロコロに切った豚肉と野

だ肉じゃがです。

個装重量 849

梱装重量 4.5kg

食べやすくほぐした鯛と

に牛肉のうまみがしみこん

内容量 808
個装サイズ 108×8×160

梱入数 12個x4

I馳醗趣壷ん鋤ず■帥麺"魯

コロコロに切ったじゃがいも

商品コード 181640

梱装重量 4.5kg

I認燕睦豚璽穐煮

厩謬

ロ

ー』

梱入数 12個×4

4 987244 181626

鰯

l鴎凱鋤がいも…顕圃鮮冨
鮭とコロコロのじゃがい
もを､かつお昆布だしで
やわらかく煮込みました。
小麦を使用していないし
ょうゆを使っています。

商品コード 181633

梱装サイズ

ITFコード 14987244181623

で甘くじっくり煮込みました。

I

個装サイズ 108X8x160

個装サイズ 108x8x160

菜を､果実としょうゆの風味

Ⅲllll ￨ ￨ ￨

4 987244 181619

4 987244 181602

4 987244 193247

l野菜造卵醗茜胤,鋤腓うどん

酉・■ⅡⅡ■■Ⅱ︒■ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡＩ︒ⅡⅡⅡ・

￨￨ I ￨ ￨

￨l l ￨ IJ

。，

ごＩ二

馬澄ＩアＩド／おやつ

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

ITFコード 14987244193244

和｡＝

霊蔵

個装サイズ 108x8X160

個装重量 848

希望小売価格 オープン価格

己与

ました。

181619

内容量 809

梱装璽量 4.5kg

■

らかくかき卵風に煮込み

っくらと炊き上げた和風
ご飯です。

個装サイズ 108X8x160

商品コード

梱入数 12個×4

.‑ｺa･CD､−1

野菜と讃岐うどんをやわ

緒にかつお昆布だしでふ

内容量 808

梱装重量 4.5kg

、ﾖ ｮﾆｴ三ﾝL偶蔀f
［

鶏肉と野菜を､お米と一

商品コード 181602

梱入数 12個×4

骨凸一一一一一

L

(9MI劃割諺鰯鵬塾琴ごはん

梱装重量 4.5kg

錘c叩ごr司以■零両

。｡ ,1

毎■

梱入数 12個×4

鯛と野菜の雑炊
可

■由

IM1mllll

987244

へ

WOl<ODO

輯グーグーキッチン
唾■■■■■

IM=M"職需f要職'一ｽ【'四【肌=入騨Iﾔｼ識ス
野菜たっぷりのミートソ

ースに裏ごしレバーを加
え､食べやすく什卜げま
した。

商品コード

181718

内容量 809
個装サイズ

108x8x160

野菜たっぷりの八ヤシソ
ースに裏ごしレバーを加

【9m[M1一入鰄卦蝿鋤
■Z

商品コード 181725

トマトクリームソースに

え､食べやすく仕上げま

内容量 809

裏ごしレバーを加え､食
べやすく仕上げたポテト

した。

個装サイズ 108X8x160

グラタンです。

【9皿

商品コード 181732
内容量 809

個装サイズ

108x8x160

個装重量 849

個装重量 849

梱装サイズ 260X236x175

梱装サイズ 260x236x175

梱装サイス 260x236x175

梱装重量 4.5kg

梱装重量 4．5kg

梱装重量 4.5kg

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

梱入数 12個x4

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

図

希望小売価格 オープン価格
ITFコード 14987244181715

ｌｌｈ

榊一

Ｏ〃嘩

瀦

脚

豊漁
馴・

賞味期限 1年6か月

|llllll

賞味期限 1年6か月

lllll Ⅲ

4987244 181725

4987244 181718

毒巽

lTFコード 14987244181722

lTFコード 14987244181739

賞味期限 1年6か月

".|llull|llllll

181732

一

Iお雛騨鍵噌轆ﾘｰｰﾑ騨冒鐸【9W噸廻鯵ら0幅と野蕊印鱒華あん郷オ
ーー

ツナとたっぷりの野菜を
コクのあるチーズクリー
ムソースで仕上げました。

商品コード 181749
内容量 809
個装サイズ 108x8x160

口司

酷

窺肉と野菜をごま油で風
味豊かに仕上げた､トマ
トペースの中華あんかけ
です。

商品コード 19325
内容量 809
個装サイズ 108x8x160

個装重量 849

個装重量 849

梱装サイズ

梱装サイズ

梱装サイズ

260×236×175

260X236x175

260×236X175

梱装重量 4.5kg

梱装重量 4.5kg

梱装重量 4.5kg

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244181746

ITFコード

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

II￨￨￨ Ⅲ

鯉

鶴

14987244181753

働勧恥1踏副払

￨lllll ￨￨￨Ⅲ

4987244 181749

一距骨誤砦雪垂
｡。＝一一
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｡
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D令

臼嘩!

毎

凸■

今

b

陽
↓

●

ー一

斌一

ITFコード 14987244193251

賞味期限 1年6か月

￨lllll ￨ ￨l lllll

4981244 193254

4987244 181756

蔀跡砿謡‑…[豆離野栞鯏風懸跳 ⑲噸…1 1醗離根菜鰯凱ぴ鯛⑫岨鰹曾］

お麩としらすを使った豆
腐ちゃんぷる−です｡お
麩を食べやすく仕上げま

商品コード 181763

した。

たっぷりの野菜とお豆腐
をかつお昆布だしで煮込
みました｡小麦を使用し

商品コード 181787
内容量 809

たてからとったスープで
風味豊かに仕上げまし

個装サイズ 108x8x160

ていないしょうゆを使っ

個装サイズ

た。

個装重量 849

ています。

内容量 809

梱装サイズ

L

個装サイズ 108X8x160

熟蕊の中軸んかけ

……

一

内容量 809

鯛とわかめをごはんにま
ぜこみ､ふっくら食べやす
く炊きあげました。

個装重量 849

飽上甑鞠ｸﾘ故ﾗ〃

[蝿:蝿

⑨幅"sl 1鱈と糊馳蛾鋤鱸鮎画幽周鎚］

商品コード 181756

繍
雄ﾙ肘磁も帆j6−
■■F含わぜ拳輌

騨

260×236×175

108×8×160

豚肉と根菜をごま油とほ

商品コード

181794

内容量 809
個装サイズ 108x8x160

個装重量 849

個装重量 849

梱装サイス 260x236x175

梱装サイズ 260x236x175

梱装重量 4.5kg

梱装亜量 4,5kg

梱装重量 4.5kg

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244181760

ITFコード 14987244181784

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

￨￨llllll ￨ ￨

l l llll ￨ ￨

4987244 181763

4987244 181787

I鰯塑醗諏謝蘓函一意罰 腫鳳剛毎s】 【蜜豆⑳ﾐﾈｽ廻壹‑ネ
豚肉と根菜をかつお昆
布だしで煮上げ､卵でと
じた和風どんぶりのもと

商品コード

です。

個装サイズ

181800

内容量 809

ふっくらお豆とたっぷり
の野菜が入った具だくさ
んなミネストローネです。

…

商品コード 181817
内容量 809
個装サイズ 108x8X160

108X8x160

個装重量 849

個装重量 849

梱装サイズ 260x236x175

梱装サイズ 260x236X175

梱装重量 4.5kg

梱入数 12個×4
希望小売価格 ｵｰプﾝ価格
ITFコード

14987244181807

賞味期限 1年6か月

F薊1

鰯
お副ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ

￨川￨￨￨ ￨￨￨llll l 齢も■

4987244 181800

鰯
願上繊のき 繍
画■竜的曾輯m7

畷

ITFコード 14987244181791

￨賞味期限'1年6か月

￨l l l l l

4987244 181794

…

'五冨中華蹴，
豚肉とたっぷりの野菜を鶏
ガラほたてからとったス
ープとごま油で風味鯉か

に仕上げた中華丼のもと
です｡小麦を使用していな
いしょうゆを便っています。

商品コード

181824

内容量 809
個装サイズ 108X8x160

個装重量 849
梱装サイズ 260x236x175

梱装重量 4.5kg

梱装重量 4.5kg

梱入数 12個×4

梱入数 12個X4

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244181814

￨TFコード 14987244181821

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

￨￨Ⅲ ￨ⅢI

4987244 181817

&IIII

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消髄税は含まれておりません。 17

1

侭匿−ずＩド〃翁蒋雪

個装重量 849

Rql<ODO

轟一グーキッチン

曇1食分の野菜が摂れるグーグーキッチン
一噂■■■嬢■

U野職伽が随腐ﾊﾝパｰ⑫翻周"衝】Iさ霧 'もと柵ぽち"琴1‑画蝉睡][僻芋該力I剖一
野菜たっぷりの中華風あ
んをからめた､豆腐八ン
パーグです。

F悪司
蕊ビーブードノユ理靭つ

鰯

商品コード

181831

さつまいもとかぼちゃの

内容遥 809

やさしい甘味のほくほく
シチューです｡乳成分は

個装サイズ 108x12x160

使用しておりません。

砲距､織侵！
商品コード 181855

内容量 809

辛味成分を使わず､鶏肉
とたっぷりの野菜を牛乳、
りんごでマイルドに仕上

個装サイズ 108X8x160

げたカレーです。

個装サイズ 108x8x160

商品コード

181848

内容量 809

個装重量 849

個装重量 849

個装霊量 849

梱装サイス

梱装サイズ

梱装サイズ 260x236X175

329x236x172

260X236x175

梱装重量 4.5kg

梱装霊量 4.5kg

梱装重量 4,5kg

梱入数 12個X4

梱入数 12個x4

梱入数 12個×4

希望小売価格 オーブン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244181838

ITFコード 14987244181845

ITFコード 14987244181852

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

礁鮎捌j誼ﾊ"トグ

￨Ⅲlllll I

湿

ll ll

4987244 181831

−一

ズでマイルドに仕上げま
した｡臭みがないので食
べやすいです。

商品コード 181879

鶏肉とたっぷりの野菜を、

内容量 809

豆乳でじっくり煮込んだ
和風ドリアソースです。

個装サイズ 108x8x160

乳成分は使用しておりま

個装重量 849
梱装サイズ

せん。

253X236X172

F燕1

梱装重量 4.5kg
梱入数 12個×4

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格
￨TFコード 14987244181876

賞味期限 1年6か月

鰯

商品コード 181886

豆腐ハンバーグをロコモ

内容量 809

た。

個装サイズ

コ風ソースで煮込みまし

商品コード 181893
内容量 809
個装サイズ

108x8X160

108x12X160

個装重量 849

個装重量 849

梱装サイズ 260X236X175

梱装サイズ

梱装重量 4 5kg

梱装重量 4．5kg
梱入数 12個×4

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244181883

賞味期限 1年6か月

￨￨lll l l ll 篭遡 ll lllll ￨

繍
獅

4987244 181886

へ

329×236×172

梱入数 12個×4

鶏肉の豆乳ドﾘｱ

4987244 181879

4987244 181855

⑫適癒,血参I臆逸釧ﾝﾉ卑ｰ蠅調入り》⑫ 函 】

[っ騨棚語=薫儒卜騨ﾁヱｰ⑫鯏鳳瞳噸sI [鶏寵蛎豆乳剛'夢
つみれを野菜入りのトマ
トソースで煮込み､チー

|||||||’ ||lllllll

4987244 181848

￨TFコード 14987244181890

賞味期限 1年6か月

lllu!!lﾘ!!!

Iやわ鮒讓ｷ對唖蜜'ﾘｰ削嬬⑫醗厘"富川剛‑弧りﾏｰポｰ豆腐⑬噸"菌』
−

鶏肉とたっぷりの野菜を、

チーズ風味のホワイトソ
ースでじっくり煮込みま

商品コード 181909

マーボー豆腐に裏ごしレ

内容量 809

仕上げました。

個装サイズ

した。

鰯

バーを加え､食べやすく

商品コード 181916
内容量 809
個装サイズ 108X8X160

108x8x160

個装重量 849

個装重量 849

梱装サイズ 260x236x175

梱装サイズ

梱装重量 4．5kg

梱装重量 4.5kg

梱入数 12個×4

梱入数 12個×4

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244181906

ITFコード 14987244181913

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

ﾔｶ帥ﾁｷ期ｸﾘｰ崎

噛童型

4987244 181916

4987244 181909

ー

〔9週

声曇描イュ
野菜とツナをまろやかト
マトソースでじっくり煮込
みました。

商品コード 19215

内容量 1009

野菜と鶏肉に鶏ガラ･ほ
たてからとったスープと
ごま油を加えて仕上げま

個装サイズ 120x10X160

した。

個装サイズ 120X10x160

商品コード 19214

個装重量 1049

梱装サイズ 276X254x175

梱装サイズ

梱入数 12個×4

1食分の野菜が摂れるグーグーキッチンをどうぞ。

L穂:畷鴬霧？』

内容量 1009

個装重量 1049
梱装重量 5.5kg

野菜不足を感じている、
もっと野菜を摂らせたい時には

へ

ll llll llllllll

lllllllll llllllll

…

260X236X175

斑

276×254×175

梱装重量 5.5kg
梱入数 12個×4

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244192148

ITFコード 14987244192155

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

,,￨￨￨ llllllllll

4981'244 192141

｣Imi!』Ⅲ

へ

WOi<ODO

⑪1食分の野菜が摂れるグーグーキッチン
■曲曲■■唾

身鯉懇蕊鰯縦妻塾罰冨はんq9W""豊川蕪遮瀞脅遷伽
野菜とうどんをやわらか

瀞謡蕊鯉寵‑島::ザ

締諺溌おのだ

かせて仕上げました。

小麦を使用していないし個装サイズ120x10x160

ょうゆを使っています。

しがきいています。

梱装サイズ276×254×175

W9W麺国璽雪I

需濡鴬鰯露龍‑蝋

梱装重量5.5kg
梱入数12個×4

希望小売価格ｵｰプﾝ価格

H鰄鰯州露

ITFコード14987244192179

賞味期限1年6か月

lIlll 川lllll

4987244 192172

W9W卿趣ﾖ］ 【和璽嚇嬢
野菜のだしがとけこんだ
やさしい味わいにかつお
昆布だしをきかせました。

商品コード19219

懲噸"言：
商品コード 1922o

乳成分は使用しておりま

内容量100g

せん。

個装サイズ120x10x160

個装サイズ l20x10x160

個装璽量104g

個装重量 104g

梱装サイズ276X254x175

梱装サイズ 276X254x175

内容量 100g

バピーフｊド省や一雪

希望小売価格ｵｰブﾝ価格

llllll lllI1

伊

:;惑涛や‑郷謬

個装サイズ120x10x160
個装重量104g

4987244 19216Ei

乳ソースで作りました。

内容量100g

梱装サイズ276x254x175

[豆乳ドﾘｱ

』

−

商品コード19217

個装重量1049

図：駕蘇

野菜の甘みがきいた豆

W9M蛎馳圏

，1

騨伽
lきん謬箇
野菜とお豆を甘辛く煮込
み､ごま油の風味をほん

のり加えました。
小麦を使用していないし
ょうゆを使っています。

胴雨
商品コード19221

内容量100g
個装サイズ120x10x160

個装重量104g
梱装サイズ276X254x175

唖

梱装重量5,5kg

梱装重量 5.5kg

梱入数12個×4

梱入数 12個x4

希望小売価格オープン価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格オープン価格

ITFコード 14987244192209

ITFコード14987244192216

賞味期限 1年6か月

賞味期限1年6か月

ITFコード14987244192193
賞味期限1年6か月

ⅡI

鰯鶏

｜｜

llllll 1111111

4987244

梱装重量5.5kg
梱入数12個x4

llllllll

4987244 192202

4987244 192215
−

1ﾎ 鴎fド翻譲1−

da廊鳳亟畠】 I薄き鏡奮風露

野菜とやわらかチキンの

野菜と牛肉を甘辛く煮込
みました。

商品コード19222

うま味がきいたクリーミ
ーな味わいです。

ました。
小麦を使用していないし
ょうゆを使っています。

小麦を使用していないし

内容量 100g

個装サイズ120x10X160

ょうゆを使っています。

個装サイズ 120x10x160

個装重量1049

個装重量 104g

梱装サイズ276x254x175

梱装サイズ 276X254X175

唖

梱入数12個×4
希望小売価格ｵｰプﾝ価格
ITFコード1498724419

ｸ9

ITFコード 14987244192230

賞味期限 1年6か月

llllll 1J￨

野菜と鶏肉のうま味をい

個装サイズ120x10x160

かし､ほんのりしょうゆを
きかせて仕上げました。
小麦を使用していないし

個装重量104g

ょうゆを使っています。

梱装サイズ276X254x175

梱装重量5.5kg

唖

62.瓢口型a
商品コード19226

内容量100g
個装サイズ120x10x160

−

商品コード19224

内容量1009
個装サイズ120x10x160

個装重量104g
梱装サイズ276x254x175

F悪司

躍鶏

梱装重量5.5kg
梱入数12個×4
希望小売価格ｵｰプﾝ価格
ITFコード14987244192247
賞味期限1年6か月

lllll ￨Ⅲ￨

49'87244 192233

6か働値唾］ I■劃溺②,鼬し

シとつめ込んだ風味豊か内容量100g
な味わいです。

つお昆布だしで炊きあげ

lllll l l l l l1

4(; '87244 192226

野菜と鍋のうま味をギユ商品コード19225

梱装重量 5.5k8
梱入数 12個×4

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

賞味期限1年6か月

【璽騨凱夕卿惚ｼ涼

野菜とやわらか鶏肉をか

内容量1009

梱装重量5.5kg

f利

随…参][聴煮
商品コード 19223

62剛劇…】

4987244 192240

禮輪ん涯恥うどん
野菜と魚介のうま味が溶
け込んだスープでうどん
を煮込みました。

司

（1勿顕迩曝国

』

商品コード19227

内容量100g
個装サイズ120x10X160

個装重量104g

個装重量1049

梱装サイズ276x254x175

梱装サイズ276x254X175

梱装亜量5.5kg

梱装重量5.5kg

梱入数12個×4

梱入数12個×4

希望小売価格オープン価格

希望小売価格ｵｰプﾝ価格

希望小売価格ｵｰプﾝ価格

悶感繍"塗

ITFコード14987244192261

ITFコード14987244192278

賞味期限1年6か月

賞味期限1年6か月

梱入数12個×4

￨I￨￨￨￨￨￨ llllll

49811244 192257

￨l l l l l

4987244 l92264

lllllll， 川

4987244 19'2271

※サイズについては幅×奥行x高さ(mm)表記となっております。

表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。 19
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癒'BIGサイズのグーグーキッチン
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仙色■'四■■

E■■
−

[欝輯姉繊鰍劃聯諦耐燗卿頭職員j 1麹澱溜蕊鰯煮迅みう鼈A｣ (1②噸恥璽

灘

食べやすい長さに切った商品コード19229

諭撫撫蕊龍‑畠:箸

謡識倉懲驍内容鐘130g

さしい和風味です。

だしでコトコト煮込みま個装サイズ123x12x160

個装サイズ123×12×160

州︾

BI

梱装重量7.0kg

梱装亜量7.0kg

梱入数12個×4

梱入数12個×4

蕊膳Ｉアードノおや尋

蕊鶏磯瀞｡"

識窺鎌瀞｡蘂

￨￨￨Ⅲ

「月齢｣にあわせた具材の固さと大きさ、
食べやすい食感に
こだわりました。

個装重量1348
梱装サイズ312x263x188

梱装サイズ312x263x188

撰暴
食べる量が増えて､今までの量では足りない
お子さまには量もBIG､具もBIGな
BIGサイズをどうぞ。

した。

個装重量134g

企

心

園. ,ら坐り

、回●診､や八●

一一

懸熊醐溌：品鯏::ツ
いに仕上げました。

一

個装サイズ123X12×160
個装重量1349

梱装サイズ312x263x188

梱装サイズ312x263x188

梱装サイズ312X263xl88

梱装重量7.0kg

梱装重量7.0kg

梱入数12個×4

梱入数12個×4

一一

霞鯛隙欝｡蕊
讐

llll ￨llll

b寺一

轡心･

■■■

’

起電塵，参●

一

賞味期限1年6か月

Ⅲlllll l l l l l|’

:謨駕繍窯商品ｺｰド19234

臭みをおさえた鶏レバー商品コード19235

個装サイズ123x12x160

ました。

個装重量1348

小麦を使用していないし個装重量1349

っぱいソースにからめま個装サイズ123x12x160
した。
個装重量1049

内容量130g

かせてふっくら炊きあげ内容量130g

個装サイズ123×12×160

ょうゆを使っています。

希望小売価格ｵｰプﾝ価格
ITFコード14987244192339
賞味期限1年6か月

︾一

いI ￨lllllll

撰鰊甥鶏内容量↑00g
梱装サイズ300×264×177

梱装サイズ312x263x188

唖：苧:磯

梱入数12個×4

梱装重量5.6kg
梱入数12個×4

蕊鯛繍瀞霊
急

‐膠1:4聖

lllll ￨ llll

霞鰯辮瀞霊
心

‐心薗塞里

【鍾蝋がビｰヮ雲'琴1両一]血翻綱1，墨 [錨向顕り垂れ鰻野菜毒此鄭け醐呼麹．． qすき鋪き
牛肉･野菜豆腐を甘み
やわらかい鶏つくねと野商品コード19237
がきいた和風のだしで煮
菜を､かつおだしをきか
舗壱蕊繋黙商品ｺｰド'9236
込みました。
せた和風あんにからめま内容量100g
ラスソースでじっくり煮内容量100g

個装サイズ123X12x160

した。

個装サイズ123x12x160

個装重量104g

個装重量104g

梱装サイズ300x264X177

梱装サイズ300x264x177

■:苧捌

鱈鰐繍瀞露

1 ￨lllllI

4987244 192363

梱装壷量5.6kg
梱入数12個×4

小麦を使用していないし
ょうゆを使っています。

心必！ ●

一

lIMII ￨lll l

192370

」■顕圃

‐1
．J

−

商品コード19238

内容量1009
個装サイズ123x12X160
個装璽量104g

梱装サイズ300X264x177

唖

梱装重量5,6kg

梱入数12個×4
希望小売価格オープン価格

騨撒瀞鍵
D言一

￨￨￨￨￨II l l l l l

4987244 192356

4987244 192349

192332

12｡

ITFコード14987244192322

−

−

梱装璽量7.0kg

,?●診迦31・

希望小売価格ｵｰプﾝ価格

(1"""""sl 職瀧撫露蛎開,露脚ｰﾊﾘ)【耐

、勤卵園逼曇1 【五目縦嘗迅纏薩はん
商品コード19233

へ

4987244 192325

4987244 192318

梱装サイズ312x263x188

込みました。

内容量1308

個装重量1349

Iふっくら親琴どん

宮窪冒写璽画弓

商品コード19232

個装重量1349

15'231〕1

ふっくら親子と孔

味をきかせ､やさしい甘
さで仕上げました。

立てです。

晒看嗣冒I

個装サイズ123x12x160

．'￨Ⅲ'1 IJ ￨ ￨

鰯雲

I雷霧ﾁｬｰ脇ジ

個装サイズ123x12X160

識調隙瀞｡蕊･

味がしみ込んだ､ごはん
入り親子どんです。

J

コロコロ豚肉と卵のうま

瀞f司乳珊蕊‑繩::

:竿珊

鶏肉とふんわり卵のうま

可

蝉

I

[鎚蹴いづ賎鯛報u鯉一脚Z鯨凰"匿

￨l l l l ￨￨￨II

4987244 192295

4987244 192288

I鱈碓大槻"まぜご朧丸⑫"…H

m

一到

ITFコード14987244192384

賞味期限1年6か月

呑み 塵 &.●

IIIII￨￨

へ

BBIGサイズのグーグーキッチン

WOl<ODO

一臼守■■■■

やわらかい白身魚だんご商品コード19239

と野菜を､鶏がらのきい内容量1009
たあんにからめました。

個装サイズ123x12x160

個装重量104g

個装サイズ123x12x160

で煮込みました。

個装サイズ123x12x160

した｡牛肉のうま味がしっ

かり出ている家庭料理の

定番です。

個装重量104g

個装重量104g

梱装サイズ300x264x177

梱装サイズ300x264x177

内容量1009

梱装重迩5.6kg

梱装重量5.6kg

梱入数12個x4

梱入数12個×4

希望小売価格ｵｰプﾝ価格

希望小売価格ｵｰプﾝ価格

ITFコード14987244192407

ITFコード14987244192414

賞味期限1年6か月

賞味期限1年6か月

罵鰯

￨Ⅲ ￨llllllll

￨Ⅲ ￨!LI

公■●容知、●
ー

aUe燕Iや恥）●
−

4987244

ル |llllI

192417

辛味成分を使わずに仕
上げました｡鶏肉と野菜
のうま味が溶け込んでい

ロ遡麺麺畠川鰐さ淺麻婆豆腐
蝿酎…屋I 侭過熱wバーダ
辛味成分を使わずに仕 商品コード19244
商品コード19242
上げました｡鶏がらのう
裟劉脇夛釜商品ｺｰド↑9243
内容量100g
内容量100g

ます。

個装サイズ123x12x160

I具涯逼巻A幽睦一

〆

個装重量1049

梱装サイズ300x264x177

梱装サイズ300x264x177

梱装重量5.6kg

梱装重量5.6kg

梱装重量5.6kg

梱入数12個×4

梱入数12個×4

梱入数12個×4

雛隙瀞鍾

露

￨ l l I￨￨

I冥賎さんﾊﾔｼｿｰｽ

−

鰯…。 』
可

のうまみと甘みをいかし、
内容量100g
まるやかに仕上げました。

今

宗嘩＆●

一一一一

希望小売価格ｵｰプﾝ価格
ITFコード14987244192445

賞味期限1年6か月

Ⅲ

4987244 192』+48

Hお魚翰首赫愚脅趨ね

噸…衝i 霞冒馴鋤吋凱鰯もと鰯諏刷,"。

蔑識鮭躍慨駕 i

l9246

たっぷりの野菜と豚肉が商品コード19247

100g

＄釜舟獺淵蕊内容量100g

にからめました。

個装サイズ123×12×160

個装サイズ l23x12×160

です。

個装重量104g

個装重量 104g

梱装サイズ300x264x177

梱装サイズ 300X264X177

小麦を使用していないし個装重量104g
ようゆを使っています。

梱装重量5,6kg

梱装重量 5.6k8

梱入数12個×4

梱入数 12個×4

希望小売価格オープン価格

屋鯛臓潟辮"
｡■●冷釦 〉9

騒鯛

4987244 192431

トマトを中心とした野菜商品コード19245

−

l l l l ￨Ⅱ

Iﾕ軍●も知、｡

498 , 244 l9'2424

篭

個装サイズ123x12x160

梱装サイズ300x264x177

賞味期限1年6か月

一

ています。

個装重量1049

lTFコード14987244192421

一

ま味と味噌のコクがきい

個装サイズ123x12x160

個装重量104g

希望小売価格ｵｰブﾝ価格

のも､患小農

ラスソースで煮込みまし内容湿1009

た。

￨川￨ l 1l l

4987244 19'2455

翻辮
少■●･今知，●
−−−

ｵｰブﾝ価格
14987244192469

1年6か月

￨￨￨￨ ￨￨lllllll

4987244 192462

個装サイズ123x12x160

梱装サイズ300x264xl77

図：剰灘

調聯瀞,
,』■●、知凸●
一一一

,Ⅲ￨ llllllll

4 987244 192479

総野菜た包誠蠅陶■Ⅲ1顕阻｡惨]
やらわかい鶏だんごとた商品コード19248

栽驚鯆鯏内容量100g
です。

個装サイズ123x12X160
個装重mlO4g
梱装サイズ300×264×177

梱装重量5.6kg
梱入数12個×4
希望小売価格オープン価格
ITFコード14987244192483
賞味期限1年6か月

■●浴釦･〉●
一一

lllllllll ￨lllll

4 987244 19'2486

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消徴税は含まれておりません。21
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減匿Ｉフード／お弾う

梱装重量5.6kg
梱入数12個×4

4987244 192394

〆

商品コード19241

内容量100g

やわらかい白身魚だんご
を野菜と一緒にかつお
昆布だしのきいたスープ

商品コード19240

艤鯛隙瀞｡
−

翻蝿馳豊I

[お魚②つ静鰄1。

大きく切ったじゃがいも
と野菜をたっぷり入れま

梱装サイズ300X264x177

心垂●､知〕●

翻纐圃蠅】

⑬…壜川ほ･曇り剛やが

[海鮮壷目中華あん瀞臓

へ

Wql<ODO

⑪はじめてのシリアル●赤ちゃんのやさしいホットケーキミックス
■■車わ砂源

l鍾黄璽聾菜嬢だも鰯
、1

園I

6種の緑黄色野菜と園産
米をパフにした甘さひ

かえめのシリアルです。
野菜のやさしい風味で
す。

商品コード

19257

内容量 409
個装サイズ

160X90x240

個装重量 499

4種類の緑黄色野菜と2
種類のくだもの､国産米

をパフにした甘さひか
えめのシリアルです｡野
菜やくだもののやさし
い風味です。

梱装サイズ 396x256x177

■■
｜縄謄

一b

好き嫌いや食べムラのある

お子さまでも苦手な野菜が摂りやすい

ず１腰／おや︒

緑黄色野菜シリアル。
1歳頃のお子さまにも
スプーンですくいやすく、
つまみやすい大きさです。

ホットケーキミックス
です｡麦芽糖の素朴な甘

赤ちゃんのやさしい

卿峠渉鞠参認
手づくりするママの声から生まれた、

赤ちゃんのお食事やおやつにお使いいただける
やさしいホットケーキミックスです。
L

希望小売価格 オープン価格
ITFコード 14987244192582

賞味期限 10か月

賞味期限 10か月

ぷり。

!｣11 ￨

192585

〔,鯛
水だけで簡単に調理できる、

内容量 1009

赤ちゃんのためのホットケー

商品コード 183880

キミックスです｡国産のほう

内容量 1009

個装サイズ 140x68X160

れん草と小松菜を使用しま

個装サイズ 140X68x160

個装重量 1069

した｡麦芽穂の素朴な甘み。
鉄,カルシウムたっぷり。

個装重近 1069

梱装サイス 333×208×136

梱装重量 2．8kg

梱装重量 2.8kg
梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード

ITFコード 14987244183887

14987244183870

賞味期限 1年

へ

梱装サイズ 333×208×136

梱入数 24個

4 987244 183873

l瀞睡齢崖謹罰まい掴

4

商品コード 183873

￨￨ ￨

三

賞味期限 1年

Ⅲ』Ⅲ

4 987244

'ilm鰯麗

水だけで簡単に調理できる、
赤ちゃんのためのホットケー

商品コード

キﾐｯｸｽです｡国産のかぼ
ちゃとさつまいもを使用しま
した｡麦芽糖の素朴な甘み。

個装サイズ 140×68×160

鉄カルシウムたっぷり。

み｡鉄･カルシウムたっ

梱入数 12個

ITFコード 14987244192575

[プL−雪
きる､赤ちゃんのための

160X90x240

個装重量 499

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

1|’’￨｛

水だけで簡単に調理で

個装サイズ

梱装重量 0．9kg
ヂー

4 987244 192578

,‑･ 訓一

19258

内容量 409

梱装サイズ 396x256x177

梱装重量 0.9kg
梱入数 12個

商品コード

183897

内容量 1009
個装重量 1069
梱装サイズ 333×208×136

梱装重量 2.8kg
希望小売価格 ｵｰブﾝ価格
ITFコード 14987244183894

賞味期限 1年

’|llll’|’ l l

4'1987244 183897

12’

へ︐

梱入数 24個

⑭ミルクデザート⑪1歳からのMYジュレドリンク

ROl<ODO

一心田mnp｡

やわらかいちご果肉入り
でくだもののやさしい甘
さ｡鉄､食物繊維入り。

やわらかりんこ果肉入り

商品コード 19405

でくだもののやさしい甘

内容量 30gx2袋

さ｡鉄､食物陵維入り。

蒋一一

梱装サイズ

希望小売価格 オープン価格
ITFコード 14987244194067

￨賞味期限

賞味期限 1年

蟻

梱入数 12個

￨lll l l

1年

!'蕊。 ￨￨￨l l 1 l l ￨

987244 194060

987244 194053

方

パビーフード／鐘やつ

囹︑：

蝋

︾鋸一一

ITFコード 14987244194050

186x136x182

梱装重量 0．9kg

縦置

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

簡単に出来る､ミルクデザートです。
混ぜるだけなので､お子さまと
一緒に作ることも楽しめます。

個装重量 689

梱装サイズ 186x136x182

梱入数 12個

牛乳や粉ミルクと混ぜるだけで

19406

内容量 309×2袋

個装重量 689
梱装重量 0.9kg

密

商品コード

可

且

個装サイズ 130×76×180

個装サイズ 130×76×180

重)

⑪麩…

[りんご窪瞳伽哩＆

I いち蚕と値ん低ん

磯》へ》ア

④…垂］

[も遣造が涯塞篭
やわらかもも果肉入りで

くだもののやさしい甘さ。
銭食物繊維入り。

フー

イ
》
ト

商品コード 19407
内容量 309×2袋
個装サイズ

130×76X180

︽

梱装サイズ 186×136×182

梱装重量 0 9kg

囮

舎一︾

個装重量 689

梱入数 12個
希望小売価格 ｵｰプﾝ価格
ITFコード 14987244194074

量ﾙ蜜郷

賞味期限 1年

￨ ￨ llllllllll

49
9 87244 194077

一

rヨー鈎昨味

lア常ｱﾗｲﾄ
水分及び電解質がすばやく

体内に吸収されやすい浸
透圧260mOsm/Lに設計。
(アクアライトは､栄養補給
の飲料ではありません｡）
乳酸菌(殺菌済み)入り。

︽１

會

L，

商品コード 19427
内容量 809
個装サイズ 84X48x140

オリゴ糖入りでやさしい
甘さのすっきりさわやか
菌(殺菌済み)入り。

個装サイズ 84×48×140

個装重量 899

個装重量 899

梱装サイス 360X210x170

梱装サイズ 360×210×170

梱装重量 2.6kg
梱入数 6個×4

ITFコード

☆

梱装重量 2．6kg
梱入数 6個×4

希望小売価格 オーブン価格
lTFコード 14987244188240

14987244194272

￨賞味期限''0か月

賞味期限 10か月

ジュレタイブ飲料です。

188243

内容量 809

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

1歳からのお子さまが自分で飲みやすい、

商品コード

なヨーグルト味｡鉄､乳酸

lll ￨ ￨

4

4 987244 194275

｜
￨lIllllll
ll!!lll
188243

一
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コ−

りんご風味で飲みやす
く､1/2食分の野菜入り。

8種の野菜と3種のく
だもの入り｡鉄､乳酸菌
(殺菌済み)入り。

商品コード 19402
内容愚 709
個装サイズ 84x48x130

個装重量 789

ぶどう風味で飲みやす
く､1/2食分の野菜入り。

内容量 709

だもの入り｡鉄､乳酸菌
(殺菌済み)入り。

個装サイズ

梱装サイズ 348x207x160

柵繊

含

梱装重量 2.2kg

商品コード 19403

8種の野菜と3種のく

84x48x130

菌(殺菌済み)入り。

個装重量 789
梱装サイズ 348×207×160

舎

オレンジ風味で飲みや
すく､1/2食分の野菜入
り｡8種の野菜と3種の
くだもの入り｡鉄､乳酸

商品コード

19404

内容量 709
個装サイズ

84x48x130

個装重量 789
梱装サイズ 348×207×160

梱装重量 2.2kg

梱装重量 2．2kg

梱入数 6個×4

梱入数 6個×4

希望小売価格 オーブン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244194029

ITFコード

ITFコード 14987244194043

梱入数 6個×4

賞味期限 10か月

I l l l ￨ ￨l l l l

41'987244 194022

蕊

14987244194036

賞味期限 10か月

￨￨

4 987244 194039

賞味期限 10か月

4''987244

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消賀税は含まれておりません。23

l

"ql<ODO⑱ちやんのおやつ+Caカルシウム
■色浄晦■■
−

⑱垂凹蝿】l蔭うれ侭ど小繊菜せん縄いM7N噸剛雄1

:小魚せんべい
国産米を使用し､しらす

コ＝

商品コード 183477

国産米を使用し､ほうれ

が分かる口どけしやす

内容量 2枚×6袋

ん草と小松菜を練り込
んだ､お米の味が分かる

いおせんべいです。

個装サイズ 105x50x130

口どけしやすいおせん

を練り込んだ､お米の味

漆電鮮

べいです。

個装亜量 489
梱装サイズ 430X331x151
梱装重量 1.5kg
梱入数 24個

ベピーアードノおやつ

お子さまの月齢に合った

□どけ．固さ･味付けに配慮し、
にぎりやすい､つまみやすい形状にした

■0F

b閏

−

商品コード

内容量 2枚X6袋
個装サイズ

105x50x130

個装重量 489
梱装サイス

舎

183484

430x331x151

梱装重量 1 5kg
梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244183474

ITFコード 14987244183481

賞味期限 1年

賞味期限 1年

406

ママも安心してあげられる

｣￨索11 ￨llllI

L鑿鞍筋2榮野』
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4987244 l83484

183477

【たま重瀕 ロ
北海道産のばれいしょ
でん粉をつかった口ど
けしやすいポーロです。

商品コード

183491

内容量 159×3袋
個装サイズ 95x65x130
個装重量 739

北海道産のばれいしょ

でん粉をつかい､かぼち
ゃ､にんじん､ほうれん
草を練り込んだ口どけ
しやすいボーロです。

梱装サイズ 543x298x151

会
｢一＝一一一一1

梱装重量 21kg
梱入数 24個
希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

舎
｢一三一二一L

個装サイズ 95x65x130

商品コード 183521
内容量 4gx3袋

個装サイズ

95x65X130

梱装サイズ

543x298x151

梱装重量 2.1kg

梱装重量 1.3kg
梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

14987244183504

霞

ITFコード 14987244183511

賞味期限 10か月

｣￨",;!l ￨￨川llll

183514

⑨聯鬮"雪』

【9皿【え祷麹凄琴轡卜

1識入馴ピｽ叡鮴

商品コード 183538

えだまめを練り込んだ、

内容量 1本x8袋

トです。

甘さ控えめのビスケッ

商品コード 183545
内容量 1本×8袋

個装サイズ 95X65x130

個装サイズ 95x30x130

個装サイズ

個装重量 419

個装重量 548

個装重量 549

梱装サイス

梱装サイズ

梱装サイズ

543X298x151

298x262x151

書

95x30X130

298x262X151

梱装重量 1 5kg

梱装亜量 1 5kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244183528

ITFコード 14987244183535

ITFコード

賞味期限 10か月

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年

￨￨￨ ￨ ,￨ ￨￨llllllll
③癖周…］

Iやきいも鱗蒔一

14987244183542

｣￨l!｣l1 ￨￨￨Ⅱ］
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183545

4987244 183538

⑨""畠]1バﾅ藷ﾂｷｰ

[識ぽちや錫ｼ謂一
かぼちゃを練り込んだ、
口どけしやすい甘さ控

梱入数 24個

やきいものやさしい甘
さで､口どけしやすい甘
さ控えめのクッキーで

商品コード

す。

個装サイズ 95×50×130

個装サイズ 95×50×130

個装サイズ

個装重量 819

個装重量 819

個装重量 819

梱装サイス 425x298X151

梱装サイス 425X298x151

梱装重量 2.2kg

梱装亜量 2，2kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244183559

ITFコード

賞味期限 1年

賞味期限 1年

183552

内容量 2本x6袋

￨lll l ￨￨ ￨￨11

4987244 183552

えめのクッキーです。

商品コード 183569

バナナを練り込んだ､□

内容量 2本X6袋

めのクッキーです。

14987244183566

￨

｜ ￨￨川llll

498, 244 183569

どけしやすい甘さ控え

商品コード 183576
内容量 2本×6袋

梱装サイズ
園ノ足

りf剤
凸＝弓＝一 一山

95x50x130

425X298X151

梱装重量 2.2kg
梱入数 24個
希望小売価格 オープン価格
ITFコード 14987244183573

賞味期限 1年

jII!!

へ︐

梱装重量 1.3kg

4987244 183521

會

へ

543x298x151

梱入数 24個

l l l ￨l lllI

です。

183514

内容量 4gx3袋

梱装サイス

4987244 183507

鉄がたっぷり入った､甘
さ控えめのビスケット

商品コード

個装重量 419

賞味期限 1年

…

んじんを加えた､口どけ

個装重量 739

賞味期限 1年6か月

:小魚&薄麺割り夢夢

毒

しやすいノンフライス
ナックです。

ITFコード

Ⅱ￨￨ ￨llIlllll

りを加えた､pどけしや
すいノンフライスナッ
クです。

国産米にかぼちゃとに

内容量 159×3袋

ITFコード 14987244183498

4987244 183491

国産米にしらすと青の

商品コード 183507

ROl<ODC●赤ちゃんのおやつ+Caカルシウム態1歳からのおやつ+DHA
、剛■｜■■■

ほんのりチーズ味の､甘

さ控えめのビスケット
です。

チーズを練り込んだ､甘

商品コード 183583

さ控えめのおやつです。

内容量 11.59×3袋

やさしい甘さに仕上け
た､赤ちゃんのためのウ

商品コード 183590

内容量 3本×7袋

エハースです。

商品コード 183606

内容量 1枚×8袋

個装サイズ 95x50X130

個装サイズ 95x36x137

個装重量 629

個装重鼠 759

個装重田 559

梱装サイズ 543x298x151

梱装サイス' 425x298x151

梱装サイズ 398×234×153

個装サイズ

譜

【9四

'一ズ溌詞ツタ

1瞳ぅ蕊ｮ筐戴参ﾂト

95x65x130

吉

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244183580

ITFコード 14987244183597

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格
ITFコード

￨賞味期限'1年6か月

賞味期限 1年6か月

14987244183603

￨賞味期限'1年

I

II￨￨￨￨

1l川l1l1￨

｣￨III

梱装重量 1.6kg
梱入数 24個

4987244183606

I臓謝伽剛鯛鯲剛訂刷…圏I [順職1蛎誠辨 Ma"卜⑪"唖Smし騨&麺鐡鰯せん穂い躯…
クッキーとビスケット

︽１

おせんべいとパフリン
グのバラエティパック
です｡3つの味が楽しめ

商品コード 183613
内容量 8袋

のバラエティパックで
す｡3つの味が楽しめま

ます。

個装サイズ 170x44x270

す。

窪藝
−−

内容量 9袋
個装サイズ 155x35x210

です。

個装重量 429

個装重量 809

梱装サイズ 473x358X221

梱装サイズ 453×288×206

5余り

梱装重量 1.4kg

国産米を使用し､しらす
とわかめを練り込んだ、
お米の味が分かる口ど
けしやすいおせんべい

商品コード 183620

商品コード 183637
内容量 5gx4袋
個装サイズ 105X15x530
個装重量 319
梱装サイズ 308×263×234

吉

梱装重量 2.2kg

梱装重量 0.9kg
梱入数 20個

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売侭格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オーブン価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244183610

lTFコード

ITFコード 14987244183634

賞味期限 10か月

賞味期限 1年

lIlllll ￨

−−−.

14987244183627

賞味期限'1年

lJII ll l

lIJI! llllllll

6＄

183637

183620

4 987244 183613

:"rrrAバい
やさしいミルク風味に仕

上げた､甘さ控えめビスケ
ットです。

国産米を使用し､えびの
風味をいかして焼き上

商品コード 183644
内容量 10gx4袋

げた､口どけしやすいお
せんべいです。

個装サイズ 100×18×530

商品コード

憾

。

183651

個装サイズ 95x65x130

一︑

壺電謡篭湾一

舎

個装重量 489

梱装サイズ 333x238X216

梱装サイズ 543x298x151

吉

梱装重量 1.2kg
梱入数 20個

育ちざかりのお子さまに必要な
DHA･鉄･カルシウム入り。

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244183658

お子さまとコミュニケーションを

賞味期限 1年

梱装重量 1.5kg
梱入数 24個
希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

楽しいいろいろな形で、

ITFコード 14987244183641

I

内容量 69×3袋

個装重量 469

賞味期限 10か月

楽しめるおやつシリーズです。

￨l l l l l lllllll l

￨￨￨￨￨￨￨￨II

□どけ．固さ･味付けにも
配慮しています。

4987244183651

4987244 183644

川ﾄﾏド窒一ズ瞳巽錠卿脹

【黒豆雪嘩運堂難零一
黒豆のきな粉のやさし
い風味をいかして焼き
上げた､口どけしやすい

商品コード

甘さ控えめのクッキー

個装サイズ 95X50x130

です。

rL

183668

内容量 2本×6袋

緬恥這
一

トマトを加え､食べやす
いチーズ味に焼き上げ
た､甘さ控えめのビス

商品コード

ケットです。

個装サイズ 95X65xl30

可

』 I小魚す軽雪黛

183675

内容量 11.5gx3袋

国産米にしらすを加え
た､口どけしやすいノン
フライスナックです。

■kM働韓I
商品コード

183682

内容垂 49×3袋
個装サイズ 95X65x130

個装重量 819

個装亜湿 629

個装重量 429

梱装サイズ 425×298×151

梱装サイズ 543x298x151

梱装サイズ 543x298X151

梱装重量 2.2kg

梱入数 24個

☆

梱装重量 1.8kg
梱入数 24個

吉

梱装重量 1.3kg
梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

ITFコード 14987244183665

ITFコード 14987244183672

ITFコード 14987244183689

賞味期限 1年

賞味期限 1年

賞味期限 10か月

'11M ￨￨￨Ⅲ

183668

Ⅲlllll ￨ll ll

4987244 183675

l↓ゞ￨I llllll

183682

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。25

I

ゞ鋪ビーアードおや君

宮

梱装重量 1.8kg
梱入数 24個

梱装重量 2.1kg

1歳からのおやつ+DHA

"qI<ODO

■■■■砥■

[菊璽猟一ｽﾖｰ錦し堀味【 ■塵
さわやかなヨーグルト
風味に仕上げた､口どけ
しやすい甘さ控えめの
ウエ八一スです。

商品コード

IIM離醇覇鍾畔一一11I齢員
さわやかないちごとま
るやかなミルクの風味
が楽しめる､口どけしや
すい甘さ控えめのクッ

183699

内容量 1枚×8袋
個装サイズ 95x36x137

キーです。

個装重量 559

雷

ITFコード 14987244183719

賞味期限 1年

賞味期限 1年

賞味期限 10か月

。 ￨l lll

商品コード 183729
内容量 49×3袋
個装サイズ 95x65X130

4987244183712

【小嗣龍繼馳
国産米を使用し､いわし
を練り込んだ､ほんのり
しょうゆ味のノンフラ
イスナックです。

ほうれん草を加え､食べ
やすいコンソメ風味に
焼き上げた､甘さ控えめ

商品コード 183743

内容量 3gx3袋
個装サイズ 95x65X130

のビスケットです。

個装サイズ 95X65x130

商品コード 183736

内容量 109×3袋

個装遁量 429

個装重量 399

個装重量 589

梱装サイズ 543X298x151

梱装サイズ 543x298x151

梱装サイズ 543x298x151

巻■

梱入数 24個

｢ー葛言謹＝愚毒宇一V

希望小売価格 オープン価格
ITFコード 14987244183726

￨賞味期限''0か月

l1,,l ￨lllllll

梱装重量 1.7kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰプﾝ価格

￨TFコード 14987244183733

ITFコード 14987244183740

賞味期限 10か月

賞味期限 1年

jl1mlI￨Ⅲ､』

49'87'244 183736

L←

内容量 2本×6袋

やさしい甘さをいかし
て焼き上げた､甘さ控え

えめのクッキーです。

個装サイズ 95×50×130

めのビスケットです。

商品コード

183767

内容量 11.5gx3袋
個装サイズ 95x65X130

ごり講す錐謬鐘

国産米にごぼうを加え
ほんのり塩味に仕上げ
た､pどけしやすいノン
フライスナックです。

商品コード 183774
内容量 49×3袋
個装サイズ 95×65×130

舎認

個装重量 819

個装重量 629

個装亜量 429

梱装サイズ 425X298X151

梱装サイズ 543x298x151

梱装サイズ 543X298X151

梱装重量 2,2kg

合

梱入数 24個

へ

梱装重量 1.3昭

￨￨￨￨

4981'244 183729

商品コード 183750

梱装重量 1.8kg
梱入数 24個

吉

梱装重量 1.3kg
梱入数 24個

希望小売価椹 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244183757

ITFコード 14987244183764

lTFコード 14987244183771

賞味期限 1年

賞味期限 10か月

￨賞味期限'1年

＝aや

￨ ￨ ￨l l llIllll

4987244 183705
﹃ １ ．

I函

１１

鎮瞳Ｉブード黙お零つ

希望小売価格 オープン価格

口どけしやすい甘さ控

＝号舎.、

梱入数 24個

￨TFコード 14987244183702

にんじんとかぼちゃの

コア風味に焼き上げた、

り詞

ITFコード 14987244183696

ﾛ豆乳亘コア念ツキー
L
豆乳を加え､ほんのりコ

543X298x151

梱装重量 1.5kg

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

梱装重量 1.3kg

蕊

梱装サイズ
ノL

95x65x130

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

[壜罰金蚤薑しず無藝篭

ノンフライスナックで
す。

内容量 6gx3袋
個装重量 489

梱入数 24個

I

商品コード 183712

個装重量 769
梱装重量 2.1kg

吉

国産米を使用し､わかめ
を練り込んだ､口どけし
やすいおせんべいです。

個装サイズ

梱装サイズ 543X298x151

183699

りキャラメル風味に仕
上げた､□どけしやすい

内容量 169×3袋

【理

:わか馳せ繩鎚い

個装サイズ 95x65x130

梱装重量 1.6kg

11ﾘ！ l l l lI
い甘さをいかし､ほんの

183705

梱装サイズ 398x234x153

梱入数 24個

とうもろこしのやさし

商品コード

￨lll l ￨￨￨Ⅱ

lllllllll ' ' '

4987244 183750

￨￨#￨￨1

4987244 183767

4987244183774

へ

1

一言

1幅ｴﾃｨﾉ聴…
おせんべいとパフのバ

ラエティパックです｡3
つの味が楽しめます。

塵 Iﾛ憾職ﾉ聯剛僅榊鵬抑半← 旧唖[L"lj鋤バ幽遅

商品コード 183781

ビスケットとクッキー

内容量 6袋

のバラエティパックで
す｡3つの味が楽しめま

個装サイズ 170X50x270

す。

183798

内容量 9袋
個装サイズ 170X53X260

【1)睡息］
−

国産米を使用し､いわし
を練り込んだ､ほんのりし
ょうゆ味の口どけしやす

商品コード

いおせんべいです。

個装サイズ

183804

内容量 6gx4袋
105×15×530

個装重量 499

個装重量 1078

個装重量 359

梱装サイス 473x408x221

梱装サイズ

梱装サイス

梱装塗量 1,6kg

梱装重量 3 0kg

梱入数 24個

梱入数 24個

希望小売価格 ｵｰブﾝ価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

ITFコード 14987244183788

ITFコード 14987244183795

lTFコード 14987244183801

賞味期限 10か月

賞味期限 1年

賞味期限 10か月

￨￨Ⅲlll
183781

l2｡

商品コード

493x428X176

￨￨llllll

4''<; 187244 183798

☆

308x263x234

梱装重量 1.0kg
梱入数 20個

Illlll ￨

4987244 183804

へ

VVqI<ODC唖1歳からのおやつ+DHA
一」

[冨凄せんぺい迩適
国産米を使用し､ごまを
線り込んだ､ほんのりしょ
うゆ味の口どけしやすい
おせんべいです。

㈹"。」1…ビス銅螺適
商品コード183811

内容量6gx4袋

巌蝋溌魂龍一難驚袋
個装サイズ100x16x530

個装重量35g

個装重量62g

梱装サイズ308x263x234

梱装サイズ373x238x216

希望小売価格オーブン価格
ITFコード14987244183818
賞味期限10か月

吉

：雫襲譜

謹礫獄…

ぺどＩ罰Ｉド輯やつ

梱入数20個

]

が楽しめます。

個装サイズ105x15x530

梱装重量1.Okg

蔦

旧M"'a

恵噂矧印寺■

｣￨IIII￨￨ 鰯" IuIl1m
II!
lⅢ￨￨ⅢI

今

伊

サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。
表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。
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1

ママスタイル

"q!<ODO

影参

ｈ︐

■Ｐ

1葉酸ｷｬﾝデｨ

■■■■■■

1葉酸十鉄ｷｬﾝデｨ

葉酸･ビタミンB6･ビタミ
ン￨B,2を配合したキャン
ディです｡1日2粒で妊娠

商品コード 182098

葉酸･鉄ビタミンB5･E

内容量 789

ャンディです｡1日2粒で

内容量 789

初期の必要分が補えま

個装サイズ 130X76x190

妊娠初期の必要分が補

個装サイズ 130x76x190

個装亜量 838

えます｡グレープフルー
ツとりんこの2つの味が
楽しめます。

梱装サイズ 305x200X209

す｡レモンとマスカットの
2つの味が楽しめます。

タミンB,2を配合したキ

梱装サイズ 305x200x209

一今をもっと輝かせたいママヘー

個装重量 839

梱装重量 1.2kg

梱装重量 1.2kg
梱入数 12個
希望小売価格 320円
ｮ｡

ITFコード 14987244182095

ベビーの元気につながります。

ITFコード 14987244182101

￨鼠

賞味期限 1年

いつも素敵に輝きたい、

そんな前向きな女性(ママ)を

賞味期限 1年

￨震

￨ ￨ IⅢlll

応援する商品です。

￨lll l

剣百匹一蕊

987244 182098

商品コード 182111

乳中に必要な栄整を補
えます｡コーヒーの深い
コクと苦味､ミルクの優

個装サイズ

しい味わいが楽しめます。

梱装サイズ 287X174x172

水にも溶けて､簡単に作
れます。

Iﾐﾙｸﾃｨ
カフェインレスの原料を

使用した粉末タイプのミ
ルクティーです｡妊娠中・
授乳中に必要な栄養を

内容量 95.29(13.69×7本）
90X40x153

補えます｡上品で芳醇な

個装重量 1219

紅茶の香り､ミルクの優
しい味わいが楽しめます。
水にも溶けて､簡単に作

梱装重量 1.6kg

れます。

梱装重量 1.7kg

としても楽しめます｡水
にも溶けて､簡単に作れ

梱装サイズ

ます。

梱装重量 0.9kg
希望小売価格 500円
ITFコード

賞味期限 1年

賞味期限 1年

賞味期限 1年

￨ ￨ ￨ ￨lll

個装重量 239
梱装サイズ 171x166x102

ｈ■Ｐ

個装サイズ 95X60x160

4 987244 182135
１Ｊ

プリメントです｡妊娠計

妊娠中期以降大切な鉄
もしっかり配合したサブ
リメントです｡妊娠中期か
ら後期までご使用いただ

ンB6･ビタミンB,2に加え、

14987244182132

￨￨llll ￨ ￨l l l l

4 987244 182128

I I マタニティチャージ鉄プラス

【授乳ﾏﾏﾁｬｰｼﾞ

商品コード 182159

赤ちゃんと授乳中のママ

内容量 17.49<60粒）

をバランス配合したサブ

内容量 51.69(120敗）

個装サイズ 95X60x160

リメントです｡授乳期から

個装サイズ 95x60X160

個装重量 239

ご使用いただけます。

に大切なDHA･ビタミン

商品コード 182166

個装重量 588

梱装サイズ 171x166x102

梱装サイズ

梱装重量 0.4kg

梱装重量 0．8kg

梱入数 12個

梱入数 12個

希望小売価格 1,180円

希望小売価格 1 580円

lTFコード 14987244182149

ITFコード 14987244182156

iTFコード 14987244182163

賞味期限

賞味期限 2年

賞味期限 1年6か月

けます。

梱装重量 0.4kg
梱入数 12個
希望小売価格 780円

園一・画…

2年

ll l l ￨ ￨ ￨

4 987244 182142

薑慧萱塗

￨l l ￨ lll I

4 987244

182159

へ

287x174x172

ITFコード 14987244182125

内容量 16.89(60粒）

28

287×174×172

90×40×153

個装重量 619

希望小売価格 500円

ビタミンBI2が摂れるサ

唇憲遜も一

梱装サイズ

内容量 359<58×7本）

ITFコード 14987244182118

商品コード 182142

イーウ

個装重量 1319

個装サイズ

希望小売価格 500円

葉酸カルシウムビタミ

用いただけます。

個装サイズ 90x40X153

商品コード 182135

使用した粉末タイプのコ
ーヒーです｡妊娠中･授
乳中に必要な栄養を補
えます｡ブラックでも.牛
乳に溶かしてカフェオレ

梱入数 12個

I マタニティチャージ

画中､妊娠初期からご使

カフェインレスの原料を

内容量 1059（159x7本）

梱入数 12個

III￨￨ ￨ ￨l l l

カルシウム･ビタミンB6･

I Iプﾗｯｸｺｰﾋｰ
商品コード 182128

梱入数 12個

4987244 182111

妊娠期に大切な葉酸鉄

987244
且■

可１Ｊ■■■戸

マタニティ＆ママ向け

1 カフェオレ
カフエインレスの原料を
使用した粉末タイプのカ
フェオレです｡妊娠中･授

182104

梱入数 12個
希望小売価格 320円

｢きれいで優しい､元気な｣ママになると、

商品コード

=毫遥一

4

171x166x102

￨l l ￨llll l

987244 182166

へ

へ

WOKODO●ミルふわ
｜■■■■■■

化瞳畠】 【全身べビｰｿｰブ泡ﾀｲブつめかえ用'砿畠］

1全身べビｰｿｰプ泡ﾀｲﾌﾟ

｢全身ベビーソーブ泡

赤ちゃんの肌を考えて､水と油のパ
ﾗﾝｽI壷目したｽｷﾝケア｡水溶

商品コード

性儒誠分(加麺･ｲﾉｼI−ﾙ）

内容量 450mL

&うるおい麗質廟分(ﾘﾝ麗質･ｾ
ﾗﾐド)麗合｡ｱﾐﾉ駿系洗浄威分

個装サイズ 100x80x185

麗合のふわっとﾐﾙｷｰな泡が､お

個装重量 5509

個装重量 4259

W仰うるおいを守りながら洗しぽす。

梱装サイズ 415x261x198

梱装サイズ 365x235X215

梱装重量 7.0kg

梱装重量 5.5kg

梱入数 12個

梱入数 12個

希望小売価格 900円

希望小売価格 650円

泡切机がよく､すばやくｽｯｷﾘ。

タイプ｣専用の経済的で

19201

環境にやさしいつめかえ
用です。

￨ ITFコード'14987244192025

￨ l l l llllll

人,」 llllll lll
｜

一一

Iべビｰｼｬﾝブｰ髪用泡ﾀｲプ
ﾗﾝｽに蘭目したｽｷﾝケア｡水

屑性保浸成分(ｵﾘゴ鷺･ｲﾉｼﾄ
ｰﾙ)&うるおい窟質聞分(ﾘﾝ麗

F

質ｾﾗﾐド)置洽.ｱﾐﾉ酸系撹浄
成分麗合のふわっとﾐﾙｷｰな泡

でうるおいを守りながら洗います。
溜珈1がよく､すI鈴<ｽｯｷﾘ。

毛回
1

鐘
‐瞬一酸de

L

｢ベビーシャンプー髪用
泡タイプ｣専用の経済的

商品コード

内容量 450mL

で環境にやさしいつめか
え用です。

内容量 400mL

17411

個装亜量 4259

分(ﾘﾝ脂質ｾﾗﾐド)麗合。

個装重量 1809

梱装サイズ 365x235x215

さっとのばせてべたつかない

梱装サイズ 443x310x150

415X261x198

梱装重量 7.0kg

梱装重量 5 5kg

梱入数 12個

梱入数 12個

希望小売価格 900円

希望小売価格 650円

ITFコード 14987244174106

￨TFコード

商品コード

赤ちゃんの肌を考えて､水と
油のバランスに蒲目したスキ
ンケア。

内容量 300mL

水溶性保湿脱分(オリゴ糖
イノシトール)＆うるおい脂
質成分(ﾘﾝ脂質セラミド）

個装サイズ 80x57x170

記合｡さっとのばせてべたつ
かないプﾙブﾙジｴﾙﾀｲブ。

495×250×186

希望小売価格 1,100円

脂質成分(ﾘﾝ脂質セラミ
ド)配合｡のびがよくべたつ
かないクリームタイプ。

商品コード

17416

個装サイズ

55×33×131

個装重量 759
梱装サイズ

ベビージェルローション

のポンプタイブ｡たっぷ

内容量 150mL

り使える300mL｡さっと

内容垂 300mL

のばせてべたつかない
プルプルジェルタイプ。

個装サイズ 80x57x170

個装サイズ 70X34x130
個装重量 1809

個装重量 3589

梱装サイズ

梱装サイズ 495x250x186

443×310×150

梱装亜量 8.9kg

梱装重量 8.9kg

梱入数 48個

梱入数 24個

新

希望小売価格 650円

323X221x147

ｲk鱸昌

一

希望小売価格 1.100円

￨ITFコード'14987244177985

｜

￨l l l ￨ llllll

987244 1 7'7988

I 1ﾐﾙふわ高保水べビｰｸﾘｰﾑ

商品コード

内容量 59

17418

個装サイズ 75x18x105
個装重量 179
梱装サイズ

322×266×129

水と油のバランスに着目
したスキンケア。
米由来うるおい成分＆セ

ラミド(保湿成分)でうる
おいを守る高保水ベビー
クリーム。

商品コード 19354
内容量 709

個装サイズ 100X29x190
個装重量 889
梱装サイス 378×268×218

梱装重量 2.0kg

梱装重量 2.8kg

梱入数 48個

梱入数 96個

梱入数 24個

希望小売価格 650円

希望小売価格 500円

ITFコード 14987244174168

ITFコード

梱装重量 3.9kg

化綴畠］

赤ちゃんの肌を考えて、

の保湿威分(リン脂質)､保水
パﾘｱ成分(ｾﾗﾐド)､うるお
合｡乾燥しやすいお□まわりに。
しっとりのびてべたつかない、
塗りやすいｽﾃｨｯｸタイプ。

商品コード 17798

商品コード 17415

植物性ｵｲﾙ主成分で水分を
逃がさないバリア設計｡肌へ

い成分(オリーブ果実油)配

ITFコード 14987244192056

化耀品】 【べビｰジｴﾙﾛｰｼﾖﾝポﾝブﾀｲプ'"畠 I

I 【べビｰケアｽﾃｨｯｸ

内容量 609

希望小売価格 650円

1 ’ l l l’|,lllll

4 987244 174154

赤ちゃんの肌を考えて､水

梱装重量 8 9kg

4 987244 192059

’|llll’|’ lll||’

I||lllllllll

4981244 192066

化粧品

且

14987244174113

ITFコード 14987244174151

ITFコード 14987244192063

個装サイズ 70x34x130

１１

I

I

梱入数 48個

4 987244 174116

19206

Iべビｰｸﾘｰﾑ

乳液タイプのローション。

’|llll’|’ l l l

II|’||’’

梱装重量 8.9kg

イノシトール)＆うるおい

150mL

個装重量 5509

梱入数 24個

水溶性保湿成分(オリゴ糖・

19205

内容量

梱装サイズ

梱装サイズ

と油のバランスに着目した
スキンケア。

商品コード

水溶性保湿成分(ｵﾘゴ糖･ｲ
ﾉｼﾄｰﾙ)&うるおい脂質成

100×80×185

個装重量 3589

丁

油のバランスに着目したスキ
ンケア。

個装サイズ 150X60x200

個装サイズ

I ベビーミルキーローションボンブタイブ化駐晶 I [べビｰジｴﾙﾛｰｼｮﾝ

一

ｲ師晶

L

赤ちゃんの肌を考えて､水と

商品コード 17410

4 987244 174109

ベビーミルキーローショ
ンのポンプタイプ｡たっ
ぷり使える300mL｡さっ
とのばせてべたつかない
乳液タイプのローション。

｢ベビーミルキーローション

希望小売価格 900円
一

ITFコード

14987244174182

14987244193541

ー

高田ホ
ピ号ワリーム

【

l l l l l ￨￨lllllll

4987244 174161

￨ ￨ ll

4'1987244

174185

■凸

･凸醍

争堅
−1■■ーー

僻
■且●■吟①『

￨￨ ￨ ￨

4 987244 193544

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店樵の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。29

l

ペ贋﹄１用百ｍ

｜

49
9 87244 192028

192011

ｨ確昌］ I べピｰｼｬﾝｰ髪用泡ﾀｲブつめかえ用化粧品 I

赤ちゃんの肌を考えて.水と油の

内容量 400mL
個装サイズ 150x60x200

ITFコード 14987244192018

I

商品コード 19202

"di<ODO●ミルふわ●虫よけ
■■■■■Iー

IべビｰUVケア 水遊びやﾚジｬｰ用化粧扇】 【べビｰUVケア 毎日のお散歩用
赤ちゃんの肌を考えて､ と油のバラ
双￨篭目1虻ｽｷｶｽ

商品コード

ﾎ藩惟厩城分材ﾘゴ壇･ｲﾉｼﾄｰ
ﾙ)&うるおし囑聞鋤(ﾘ漏貫･ｾﾗ

内容量 309

ﾐ1据合鋼切う認,庵保鈍力も、
謝勵弱癖忍ガリ録せて、

白く棚こくい!さらさらﾉけタｰ毘合。
水遡鯛ﾉジ缶lE忍旋SPm

18247

ﾝｽI錨目碓ｽｷﾝｹｱ。

商品コード

ﾎ層￨蛎識分(加ゴ臘.ｲﾉｼﾄｰ

内容量 309

ﾙ)&うるおb囎鰄分(ﾘﾝ職セラ
調飴鋼切巍吃保魂力ら、
紫外勵騎聴囿ﾅﾊﾉ録せこ

個装サイズ 85X24x170
個装重量 489

日<棚こくい1鎚鎚ﾉけｰ麗合，
毎Bの芯散歩に鍬韮艮いS醜1．

梱装サイズ 451×169×195

梱装重量 2.0kg
梱入数 6個x5

閑諦

希望小売価格 750円

￨￨ ￨ ￨ ￨ ￨ ￨ I

商品コード

ジェルタイプの虫よけ。

内容量 509

吸い込む危険が無く､塗
るだけ簡単なティシュタ
イプの虫よけ｡お肌にや
さしいアルコールフリー。
さらさらパウダーイン。

160836

個装サイズ 85X33x175
個装重量 769

お出かけに便利。

梱装サイズ 356x426x192

梱装重量 4.6kg
2

梱入数 6個×8
希望小売価格 600円

ベ吟﹂ｉ函︑ロ叩

￨ ITFコード'14987244160833

’ l l l’|’ I ’

雷

105x25x185

個装重量 1049

まの手の届かないところ

個装重量 869

に設邇できるつり下げタ
イプ｡約60日用。

梱装サイズ

梱装重量 5.8kg

させることで虫を寄りつ

きにくくします｡洋服や

商品コード 142764
内容量 24枚
個装サイズ 120X3x200

身の回りのものに貼るだ

個装亜丑 139

け､6〜8時間効果が持

梱装サイズ

続します。
髄4

洋服や身の回りのものに
貼るだけで虫を寄りつき
にくくします｡天然植物
鯛油(ユーカリシトロネ
ラ)配合｡たっぷり使える

へ

610×410×213

梱装重量 5.1kg

梱入数 8個×6
希望小売価格 800円
ITFコード 14987244165296

|’ |’|’’|’ |lll’

49
987244 165299

商品コード

160843

内容量 60枚
個装サイズ 130x6x200
個装亜量 279

お徳用パックです。

梱装サイズ 278X252X216

梱装重量 1.9kg
※5

梱入数 24個×4

梱装重量 3.2kg
梱入数 24個×4

ITFコード 14987244142761

ITFコード 14987244160840

ユーー

ｊ

￨￨ ￨

4 987244 160843

韮ダエ
ブ江︵

瀞

へ

塞淫︾座︾﹄

希望小売価格 1,000円

用１成ソａス
適※蚊サ※１

希望小売価格 580円

9 87244 142764

要帛 画旦一一一

4987244 165275

255×150×210

｣！ l l l ￨ l l

※3

梱入数 12個x4

||lllllll |’ |’’’

1

内容量 1個
個装サイズ 130x35x195

梱装サイズ 477x280x195

ITFコード 14987244165272

1

商品コード 165299

１Ｊ

シトロネラ)をシールに
含浸させ持続的に蒸散

精油を練りこんだネット
をかわいいコアラのケー
スに入れました｡お子さ

内容量 20枚

I 【虫きちゃダﾒ60枚

天然植物精油(ユーカリ

殺虫成分不使用の空間
用虫よけ｡天然ハーブの

希望小売価格 420円

4''987244 160836

【虫きちゃダメ

防鯵關匿蕊郷'Ig] [虫きちゃダメごつ り下げﾀイプ

商品コード 165275

個装サイズ

１Ｊ

聯開扉認可I虫よけｳｫｰﾀｰﾃｨｼｭ

ラ無くぬれて効果の高い

l｡。

梱装重量 1.9kg

4 987244 182463

吸い込む危険が無く､ム

鴇1

梱装サイズ 451x169x195

ITFコード 14987244182460

I l l l ⅡI

用感。

85X24x170

個装重量 459

希望小売価格 650円

4 987244 182470

1虫よけｳｫｰﾀｰジｪﾙ

個装サイズ

18246

梱入数 6個x5

￨ITFコード'14987244182477

アルコール界面活性剤
防腐剤香料･着色料無
配合｡さっぱりとした使

｛上粧晶］

赤ちや/Uの肌轌江､水と油のﾗ

ヘ

Wol<ODO●シッカロール
■■■■■■

商品コード 203007

内容量 1609
個装サイズ 98の×52

をはじめ､ご家族そろって
お使いください｡有効成
分クロルヒドロキシAI。

ｼｯｶﾛｰﾙ･ﾊｲ紙箱170g

あせも､おむつかぶれ等
を防ぎ､汗をかきやすい
赤ちゃんの肌をサラッと
清潔に保ちます｡赤ちゃん
をはじめ､ご家族そろって
お使いください｡有効成
分クロルヒドロキシAI｡

あせも､おむつかぶれ等

を防ぎ､汗をかきやすい
赤ちゃんの肌をサラッと
清潔に保ちます｡赤ちゃん

ｒＬ

…圏外墨］

1ｼｯｶﾛｰﾙ･ハイ缶1609

個装重量 2389
梱装サイズ 416×309×242

色です｡特に､デリケートな

個装亜量 2039
梱装サイズ 427x317x247

肌の赤ちゃんに最適です。
有効成分:酸化亜鉛､アル
ジオキサ。

内容量 1408
個装サイズ 98の×52
個装重量 2189
梱装サイズ

416×309×242

梱入数 6個×8

梱入数 6個×8

希望小売価格 360円

希望小売価格 330円

希望小売価格 480円

〃−

lTFコード 14987244204001

医蕊郎外品

商品コード 145055

植物生まれのｺｰﾝｽﾀｰﾁパ
ウダー(基剤)使用含周りの湿度

内容量 1409

に合わせて吸湿攻湿する機能

個装重量 2249

性ﾉbｰです｡うる凱城分｢緑
茶ｴｷｽ(ベにふうき)&植物性
ｽｸﾜﾗﾝ｣配合｡茨黙ｺｯﾄﾝパ

梱装サイズ 416×309×242

ﾌ付き｡有効成分醇化面詰。

個装サイズ 98の×52

内容量 1209
個装重量 2049
梱装サイズ

416x309X242

梱入数 6個×8
希望小売価格 580円
g孝一一

皇塾舎舅

ITFコード 14987244150421

lll ￨ I

4 987244 150424

︽
サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。
表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。

ベビー用品

llllllll ￨ ￨ ￨l l l

4947 4923

個装サイズ 98の×52

梱入数 6個×8

ITFコード 14987244145052

￨l l l ￨￨lllI

商品コード 150424

梱装重量 11．3kg

希望小売価格 580円

ITFコード 10000049474920

医薬郵外品］

梱装重量 12.3kg

4 987244 145055

一室豆瀝′諺

4Ⅱ987244 204004

I [ｼｯｶﾛｰﾙﾅﾁｭﾗﾙ

一堂篝毫
冒鶏ｼｯｶﾛｰｲﾚ ・

l ￨￨

203007

あせもを予防して肌を整

，

個装サイズ 98ゆx52

商品コード 201010

梱装重量 12．5kg

1 シシカロールキュア

で電謡 −−，

内容量 1709

梱入数 6個×8

￨l l lllllllll

ジオキサ。

商品コード 204004

="'Is]

梱装重量 11.5kg

4'1987244

一

粉飛びの少ない､なめらか
なタルク(基剤)を使用して
います｡ももの葉工キス(保
湿成分)配合｡無香料･無茜

梱装璽量 11．0kg

ITFコード 14987244203004

える､スキンケアする薬用
ベビーパウダー｡キトサン
配合の敏感肌用パフ付き。
有効成分:酸化亜鉛､アル

医蕊翻'屋】 [零月ｼｯｶﾛｰﾙ缶1409

へ

WqKODO●にこピカ
■■■■■■

[にこビカ歯みがきｼｰﾄ30包

"昂］ I にこビカ大きな歯みがきシート20枚化粧品 I

ﾃﾘｸｰﾄな乳歯の騎手入測こさ

つと､やさしく拭き取机る歯みがき
用のｳｴｯﾄｼｰﾄです｡N坊液は

食昌用原料成分のみ使用しまし
た｡ｷｼﾘﾄｰﾙ(甘味剤)･ｶﾙｼ
ｳﾑ(顕剤)･りんご&緑菟ボﾘﾌ

ｴﾉｰﾙ(湿潤剤)配合｡しっかり
拭き取机る凸凹ﾒｯｼｭｼｰﾄ。

お子さまの成長に合わせた大きめ

商品コード 170705

W加鋤がを用のｳｴｯﾄｼｰ
ﾄです｡哉世力Wに侭ﾘ噂携帯用こ
どこでも騨に乳歯ケアでき詞。
ｷｼﾘﾄｰﾙ(甘鯛)･ｶﾙｼｳﾑ

内容量 30包
個装サイズ 75×45×115
個装重量 1259
梱装サイズ

(湿潤剤)･りんご&胤茶ﾘﾌｴﾉ
ｰﾙ(顕剤)麗合｡いかり拭諏

470X290X131

れる凸凹ﾒｯｼｭｼｰﾄ｡りんご味。

梱装重量 4.9kg
梱入数 36個
希望小売価格 600円

︾︾︾銅

四
馨卿
一一一

I|llllI |’’’’

3号←

4 987244 170705

１Ｊ

みがけ詞｡のど突き防止に蝿
吹ｾｰﾌﾃｨｰl繼・子供の詞Eﾌ
ｨｯﾄする､這りやすWIyWlﾉです。

個装サイズ 97×33×190
個装重量 659

梱装サイス 355x190X195
梱装重量 1.9kg
希望小売価格 280円
ITFコード 149872

どの角度からでもみがける

’ llll’|’’|’

[にこビカ歯みがきジｪﾙ

匿秦部外畠】

ﾌｼ索(薬用威分)が箇箇を強化u

360"ﾘﾝグ歯ブﾗｼ｡小さな

商品コード 170743

虫歯の鑑と遣ﾃを予防する歯みが

商品コード

内容量 1本

お口と歯に合わせた超ｺﾝバ

内容量 1本

きジｪﾙです｡ﾌｼ累100ppm露台b

内容量 409

個装サイズ

170736

ｸﾄﾍｯド､0.06叩の超極細
毛､101000本以上の超高密

個装サイズ 66x17x203

個装重量 269

度毛でお子さまが猫がらずに

個装重量 179

梱装サイス 406x321X175

すばやくしっかりみがけます。

梱装サイス

90X45x160

梱装重量 1.7kg

仕上げみがきにおすすめ。

希望小売価格 1,000円
ITFコード 14987244170733

4 987244 170736

ﾉｰﾙ(湿澗剛)麗合｡研磨剤･発泡
剤不餓｡ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ｡藺色料・
ﾗぺ坏使用.ﾜヵｯｼ郵顛

236x216x217

量の目劃晦る闇ﾘ櫛tﾉ方ｲス

梱装重量 1.9kg

個装サイズ

183309

75X33X180

梱装サイズ

333x241X201

梱装重量 2.0kg

梱入数 12個×6

梱入数 24個

希望小売価格 1↑000円

希望小売価格 680円

ITFコード 14987244170740

ITFコード

14987244183306

’’I’|’’ ’

4 987244 170743

言唇

’ |llll’ I ’’

4 987244 183309

ｒＬ

I にこビカ歯みがきジェルりんご味医薬部外畠 I にこピｶ歯みがきジエル白ぶどう味匿蕊劉外晶】 [にこビカおﾛｹｱｽブい−りんご味
ﾌﾂ累(蕊用 )施質を強化し､虫

ﾌﾂ累(薬用 ) 雌強化し､虫

歯の発生と進行を予I耐る歯み礎

商品コード 183316

ジｴﾙですbﾌｼ環500p伽毘合｡ｷ

内容量 509

営醗生鎚椛予防する鋤脆
ｴﾙです｡ﾌﾂ累500叩､臨合｡ｷｼ
ﾘﾄｰﾙ(甘鯛)蕊ﾘﾌｪﾉｰﾙ

商品コード 183323
内容通 508

個装サイズ

胤ﾉﾝｱ1個−IL着色料･ﾗベﾝ

個装重量 769

ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ清色料･ﾗﾝ不

個装重量 768

不観｡ﾜﾝブｯｼｺが使用貝の目安

梱装サイズ 333x253x201

便用｡ﾜﾝプｯｼｭが鯛貝の目賢に

梱装サイズ 333x253X201

i魂る騨惚北ﾉプﾀｲｽﾘん識。

梱装重量 2.3kg
希望小売価格 680円

希望小売価格 680円

鋤旋鮮箇燭副E麺ｼとｽﾌﾚｰ

畷鱸ｽﾌﾚｰﾀｲ･師どう朧，

商品コード

183347

内容量

30mL

個装サイズ 75×31×180
個装重量 579
梱装サイス 333X229X201
梱装重量 1.9kg
梱入数 24個

︾︾

希望小売価格 680円
ITFコード 14987244183344

睡一

Il l |’ ’

4 987244 183347

鯛)り碇ﾘﾌｪﾉｰﾙ(顕剤)屋

台で､芯D@q]噸淵覗5詞も魎涜
は餓淵願齢呪鯛(怠(沁ﾉﾝ
ｧﾙｺｰﾙ､ﾗﾝ頴肌謡邑携
帯に便轆ｽブﾚｰﾀｲｽりん錨。

I

商品コード 183330
内容量

30mL

個装サイズ 75x31x180
個装重量 579
梱装サイズ 333x229x201

梱装重量 1.9kg
梱入数 24個
希望小売価格 680円

ー

￨TFコード

14987244183320

￨ll ￨

4 987244 183323

識

︲霞

183316

するだけ蛎削､便伽加ｹﾌﾌｽﾌﾚｰ
です,ｷ洲ﾄｰﾙ(甘綱)bllf/ｳﾑ(湿

轟冨

￨lull ￨ ￨

I にこビカおロケアスブレー白ぶどう味化粧品 I

ﾙｺｰﾙ､ﾗﾝ諦仙,瀦邑縦

梱装重量 2.3kg
梱入数 24個

4

で,お 中額燕保売す拠流は
食品鵬鰄分 鯛崎した,ﾉﾝｱ

なる圃応刀ﾀｲｽ白舵う味。

個装サイズ 75x35×180

梱入数 24個

￨ITFコード'149872441833131

ｦ銅幅員､露寛釦ｹｱｽﾌlノー
で乳ｷｼﾘﾄｰﾙ(甘鍋) 力IMﾑ偲
調)･縣ﾘﾌｴﾉｰﾙ(韻剛)毘合

(霊副飴｡聴爵悪測不鯛。

化粧品

鋤脆紳洲獅lEｼｭｯとスプレー

ｼﾘﾄｰﾙ(甘瞬) 艤測ﾌｪﾉｰ
ﾙ儂調)酷.研銅･晃溌杯侵

75×35x180

へ

個装重量 669

0
9

’’||’|’’ ’

ｷｼﾘﾄｰﾙ(甘味剛緑茶ﾘﾌｪ

一一

一一

へ彦﹂０１国ｍｐｍ

謬剛燃鼠

梱入数 6個×6

170726

4 987244 170729

1 にこビカベビー歯ブラシ自分でみがく用 I [にこビｶべビｰ歯ブラシ仕上げみがき用
商品コード

170729

内容量 20枚

梱入数 24個

￨ITFコード'149872441707021

どの角勧､らでもみ鯛ﾅる360 ﾘﾝ
グ歯プラス小魂お口と歯に合bせ
礎ｺﾝﾉ<外ﾍｯド､叩6剛の錘
闇毛10 000本以上の翅高密度毛
でお子さま力輔がらず￨こすばや〈しっ

商品コード

ITFコード 14987244183337

￨lllllll

4 987244

へ

"ql<ODO●清浄綿●赤ちゃんのための水だけコットン●手．くちふき●肌着洗い●哺乳ぴん洗い
■■■■■I‑

【ﾅｯプｸﾘﾝ24包
脱脂綿に殺菌剤の水溶
液を浸みこませ､1包ず
つ密封し高圧蒸気滅菌し

た清浄綿です｡赤ちゃん
の口まわりや授乳時の乳
首目や局部の清拭にお
使いください。

震垂郊外品

I [ﾅｯブｸﾘﾝ80包

商品コード 245038

脱脂綿に殺菌剤の水溶
液を浸みこませ､1包ず

商品コード 245045

内容量 24包

つ密封し高圧蒸気滅菌し

内容量 80包

個装サイズ

た清浄綿です｡赤ちゃん

95x70x113

個装重量 3019

の口まわりや授乳時の乳
首､目や局部の清拭にお

梱装サイズ

使いください。

400x225x251

梱装重量 13．4kg

希望小売価格 520円

希望小売価格 1,560円

ITFコード 14987244245035

lTFコード 14987244245042

内容量 60包

配合した弱酸性の手くち
ふきです｡拭き取りやす
い凸凹メッシュシートを

内容量 60枚×3

個装重壷 5349

使用しています.ノンア

個装重量 5509

梱装サイズ 530×289×258

ルコール猟香料。

梱装サイズ 500x250X230

135x100x113

個装サイズ

梱入数 20個

梱入数 12個

梱装サイズ 480x270x200

梱装重量 4.2kg
希望小売価格 400円

￨Ⅲ'' |llll

4'987244 158413
１Ｊ

I1甫乳びん洗い

｢赤ちゃんの肌着洗い」
専用の､経済的で環境に

商品コード

やさしい酷替え用です。

内容量 600mL

合｡泡スプレータイブな
ので､哺乳びんに直接つ

個装サイズ 140x69x250

けられます｡優れた洗浄

115×64×220

個装重量 1559

￨ITFコード'149872441584101

￨￨￨ ￨ ll
135ｸｸ目

内容量 20枚×2
個装サイズ 80x50X200

梱入数 24個

ITFコード 14987244158397

[赤ちゃんの肌着洗い詰替え用

商品コード 158413

I

アミノ酸系洗浄成分配
商品コード 135230
内容量 280mL
個装サイズ 82x52x197

肌にマイルドです。

梱装重量 8.4kg

梱装重量 8.4kg

梱装重量 8.6kg

梱入数 12個

梱入数 24個

希望小売価格 600円

希望小売価格 650円

︻

澪

ITFコード 14987244135220

￨l l ￨lll1lll

￨￨￨￨￨Ⅲ ￨ ￨ l l l l

4 987244 135216

【哺乳びん洗い詰替え用

余

ITFコード 14987244135213

︾一周

ｂ ｐ

希望小売価格 900円

塞

梱入数 9個

薑

力で汚れをスッキリ落と
します｡泡切れがよく､手

西

個装重量 6579
梱装サイズ 294x264x256

聰肌堂

個装重量 8809
梱装サイズ 355×197X249

4 987244 135223

個装重量 3409
梱装サイズ 431x279x219

ITFコード 149872

135237

lllllllllIllllllll

4987244135230

］

商品コード 135247
内容量 250mL
個装サイズ 120X66x200
個装重量 2719
梱装サイズ 342x278x214

梱装重量 7.0kg
■

梱入数 24個
希望小売価格 500円

鋸に

鐸

lTFコード 14987244135244

一恥

lllllllll lllllll

4 987244 135247

※サイズについては幅×奥行x高さ(mm)表記となっております。

※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。33

I

ベＰ﹄Ｉ西川品

︽一毒部ジ

︾

135216

内容量 720mL
個装サイス

ルコール無香料｡お出
かけに便利な拠帯用。

4 987244 158390
１Ｊ

商品コード

ふきです｡拭き取りやす
い凸凹メッシュシートを
使用しています｡ノンア

希望小売価格 640円

諸＝＝
・

同好・︲

瀞

梱装重量 7.1kg

【赤ちゃんの肌着洗い

エキス＆緑茶エキス)を
配合した弱酸性の手くち

140x110X110

梱装重量 11．5kg

￨l l Ill l

詰替え用です。

うるおい成分(ももの葉
商品コード 158390

145079

4Ⅱ987244 145079

経済的で環境にやさしい

l l l ￨￨￨￨lllll

4 987244 145062

化鱸晶］ 1 手｡くちふきふんわりももちやん60枚x31" 剛 I 手｡くちふきふんわりももちやん20枚×2化粧 4

ITFコード 14987244145076

｢哺乳びん洗い｣専用の、

￨ITFコード149872441450691

￨￨I l l

エキス＆緑茶工キス)を

個装サイス

一ノ

4 987244 245045

希望小売価格 900円

〆

希望小売価格 900円
＝‐

うるおい成分(ももの葉

エットコットンです｡授乳の
前や､口まわり顔ふき､新
生児期のおむつ替えの時
に｡薬液(殺菌剤)不使用。
ふんわり厚手タイプ(当社

手肌にマイルドです。

梱装サイズ 509x289X278
梱入数 20個

商品コード

仕上がりです｡優れた洗
浄力で汚れをスッキリ落
とします｡泡切れがよく、

個装重量 6419

梱入数 12個

な水を使用した滅菌済ウ

植物生まれの石けんベ
ースで､ふっくらやさしい

個装重量 10099

内容量 40包
個装サイズ 135×97×125

梱入数 24個

高度に綱製したクリーン

ナッブクリン比120%)。

個装サイズ 160x140x113

…外畠］

商品コード 145062

梱装重量 12．7kg

【赤ちゃんのための水だけｺｯﾄﾝ

L

脱脂綿に殺菌剤の水溶
液を浸みこませ､ 1包ず
つ密封して高圧蒸気滅菌
した滴浄綿です｡産後の
衛生処理にも使いやす
い大判タイプ(当社ナッ
プクリン比2.2倍)です。

梱装重量 7．7kg

I llll l l

l

I [大きな清浄綿ﾅﾂブｸﾘﾝL

梱装サイス 498X294X251

4 987244 245038

今

疾謹瑚外品

"ql<ODO●ウエッティー
■■■■■■

[おしぼりｳｴﾂﾃｲｰ150枚

I

DIおしぼりｳｪｯﾃｨｰ詰替え用130枚

蕊瀕難鷺雛::．

｝

溌懲薙龍‑fl:::'

諾繍禮語聡個装重量494

適なウエット感を保ちま梱装サイズ440x333X190

璽耐窒
[おしぼりｳｴｯﾃｲｰ70枚

爵鱸冊溌g篭商品ｺｰド↑66692
ウエットティシュです｡手内容量70枚

1

」 Iおしぼりｳｴﾂﾃｲｰ10枚

］ Iおしぼりｳｴｯﾃｨｰ10枚5個バｯｸ

蒲罵鯆3獅喜商品ｺｰド↑66708
ウエットティシュです｡手内容量10枚

肌にやさしい弱酸性｡無個装サイズの83×170

香料緑茶工キス配合。

個装璽量2528

鵜蹴鴎悲鑿梱装ｻｲズ510x345x190
す。

庫一

諾黛踊綱篭商品ｺｰド'6678

ウエットティシュです｡手内容量 0枚×5

蕊,蕊譲語蕊個装重量40g

蕊,繍鯛嚇個装蕊量196g

ITFコード14987244126570

l l l l l ￨llllllll

4987244 126573

ヘ

イズです｡お得な5個パ梱装サイズ419X309x145
ツクです。

梱装重量5.2kg

梱入数24個

擢小蕊Iml6420R

l

肌にやさしい弱酸性｡猟個装サイズ80x55x180

梱装璽量6.6kg

■，

i
梱入数24個

議

裳…
'1II￨￨

議靜職鵜…
l lll l
n

ー

4987244126597

【ｱﾙｺｰﾙ配合除菌ｳｴﾂﾃｲｰ120枚］ 【ｱﾙｺｰﾙ配合除菌ｳｴﾂﾃｲｰ詰替え用100枚D Iｱﾙｺｰﾙ配合除菌ｳｴﾂﾃｲｰ60枚］
衛生用品

拭くだけで簡単に除菌が商品コード166715

瑳烈現澪學内容趣12011
肌にやさしいグリセリン個装サイズ巾108×170

鰯駕蕊龍 fl::f'
さしい詰言え用です。

屑謂嚇霊X蕨個装重量"9

肌にやさしいグリセリン個装サイズの83×170

個装重量303g

鴎鐵蝿溌X示個装霊量243

梱装サイズ335x185x180

ます。

梱装亜量5.9kg

梱装重量3.8kg

梱入数12個

梱入数12個

亜鴬壁画蝿::…"，

｣!!Ⅲ￨ⅢⅢ

国

希望小売価格500円
"……

唾

募諌葵男澪學内容曇601i

個装サイズ80X50x190

快適なウエット感を保ち梱装サイズ440×333×190

一一一

拭くだけで簡単に除菌が商品コード166739

｜￨￨￨￨ ￨ ￨｜

4987244166722

快適なウエット感を保ち梱装サイズ510x345x190
ます。

梱装霊屋6.4kg
梱入数24個

電耐iiⅢ、
4987244166739

[ｱﾙｺｰﾙ配合除菌ｳｴｯﾃｲｰ12枚D[ｱﾙｺｰﾙ配合除菌ｳｴﾂﾃｲｰ12枚3個バｯｸ】 1ブﾛﾃｸﾄ消毒ｳｴｯﾃｲｰ80枚指定医薬郎外畠】

溌稲割耀：商品ｺｰド166746

拭くだけで簡単に除菌が商品コード166791

肌にやさしいグリセリン個装サイズ80x12x181

にやさしいグリセリン配合。

ウエットティシュです｡手内容量 2枚

屑認鵠駕読F個装重量43§
梱装サイズ519x179X190

蘆｜

個装サイズ75X35x185

鰯蛎赫溌￨圓装重量128g

瀧淵瀧攝？滴品ｺｰド↑6675

だけで簡単に手指.皮膚の内容量80枚
洗浄消毒ができるウエッ個装サイズの108×170

トティシユです｡しっかり拭個装重量360g
けるコットンﾒｯｼｭｼｰﾄ。

梱装サイズ460x340x176

独自のおしぼりゴムが快梱装サイズ440x333x190

梱装重量3,6kg

梱装重量6.2kg

適なｳｴｯﾄ感を保ちます。

梱入数12個×6

梱入数48個

サイズです。

論縁

闘勤ヨヨ擦謝内容量12"x3

籍勤嶬m6240円

ITFコード14987244166743

1 11111 1 1

4987244166746

す｡お得な3個パックです。

■蕊蔭

霜望小売Imla560円

圖ｰ"…。
．
｜ ￨llll l lll
4987244166791

梱装重量4.8kg
梱入数12個

希望小売価格860円

"Ni
4987244166753

へ

WOl<ODO

●牛乳屋さんシリーズ
師■■■■■

I牛乳屋さんの珈琲5本入り箱
なつかしいコーヒー牛乳
のような味わいが楽しめ
るミルク感豊かなカフェ

オレです 二水でも溶け､1
杯分ずつ手軽に楽しめま
す。

牛乳屋さん画

内容量 82.59(16.59×5本）
個装サイズ 60x46x145
個装亜量 1049
内装サイズ 138x120X145
内装重量 6219

なつかしいコーヒー牛乳
のような味わいが楽しめ
るミルク感豊かなカフェ

オレです｡水でも溶けお
好みの量や溌さで楽しめ
ます。

梱装重量 2.7kg
梱入数 6個x4
希望小売価格 オーブン価格

一

ITFコード

コーヒー､紅茶､ココアの粉末飲料です。

160×50×165

個装重量 2789
内装サイズ

梱装サイズ 360x265x157
梱装重量 3.6kg
梱入数 12個
ー一

希望小売価格 オープン価格
ITFコード 14987244173499

14987244173680

￨賞味期限'1年6か月

￨￨Ⅲ ￨llllll l

劃

内容量 2709<約16杯分）
個装サイズ

−

￨賞味期限'1年6か月
= "l

商品コード 173492

内装重量

梱装サイズ 292x260x160

ミルク風味がおいしい

I

］ I牛乳屋さんの珈琲27回塵

商品コード 173683

4

4 987'244 173683

III1

I轌聰さんのやさしい珈琲5本入り箱】 1牛乳屋さん軸嬉しい珈琲理0蝿： I牛乳屋さんのﾛｲ制ﾚﾐﾙｸﾃｲｰ5本入り画

今

カフエインレスコーヒー
を使用し､甘さをおさえ
たやさしい味わいのカフ
エオレです｡カルシウム入
り｡水でも溶け､1杯分ず
つ手軽に楽しめます。

自謝

商品コード173690

内容量659(138x5本）
個装サイズ60x46x145
個装重量86g
内装サイズ138x120X145

カフェインレスコーヒー

を使用し､甘さをおさえ
たやさしい味わいのカフ
ェオレです｡カルシウム入
り｡水でも溶けお好み
の墨や濃さで楽しめます。

商品コード173508

内容量2209<約16杯分）
個装サイズ160x50x165
個装重量2289
内装サイズ−

まるやかなミルク感と響
かな紅茶の味わいが楽し
めるバランスの良いミル
クティーです｡粉砕した
紅茶葉でコクを深めまし

た｡水でも溶け､1杯分ず
つ手軽に楽しめます。

商品コード173713

内容量659(13gx5木）
個装サイズ60x46x145
個装重量86g
内装サイズ138x120x145
内装重量516g

内装重量516g

内装亜量

梱装サイズ292x260x160

梱装サイズ360x265x157

梱装サイズ292×260×160

梱装重量23kg
梱入数6個×4

梱装重量2.9kg
梱入数12個

梱装重量2.3kg

希望小売価格ｵｰプﾝ価格

希望小売価格オープン価格

lTFコード14987244173697

ITFコード14987244173505

ITFコード14987244173710

賞味期限1年6か月

賞味期限1年6か月

賞味期限1年6か月

'''''''' ￨l lllllll

lllllllll llIl lllll

987244 17'3690

4 987244 173508

梱入数6個×4
一

"J

希望小売価格ｵｰプﾝ価格

' ' ' ' ' ' ''''''' 1

4 987244

1737'13

I糊屋さ伽緬口ｲﾔ"ﾐﾙｸﾃｨｰ恩圖圃醗川鋤屋憲Am龍さしいﾐﾙｸﾃｨｰ冒本畑穂 ］ [牛乳屋さAj細やき叫這n蓉云−2軸虚I
まるやかなミルク感と豊
かな紅茶の味わいが楽し

めるバランスの良いミル
クティーです｡粉砕した
紅茶葉でコクを深めまし

た｡水でも溶け､お好み
の翻や濃さで楽しめます。

ｶﾌｪｲﾝﾚｽﾞながらも､香り

商品コード

内容量 2609(約20杯分）
個装サイズ 160x50X165

豊かな紅茉の風味を楽しめる

内容量 609(128×5本）
個装サイズ 60x46x145

個装重量 2688
内装サイズ
内装重量

手軽に楽しめます。

商品コード

173515

−

梱装サイス

360x265x157

ﾐﾙｸティーです｡カルシウム
入り｡水でも溶け1杯分ずつ

ﾙｸﾃｨｰ｡<旧本食品標準成

個装重量 819
内装サイズ 138X120X145
内装璽燈 4869

分表2015｣紅茶浸出液比）

梱装サイズ 292X260X160

※カフェ

インを90％以上ｶｯﾄしたﾐ

ｶﾌｴｲﾝﾚｽﾞながらも､香り
豊かな紅茶の風味を楽しめる
ミルクティーです｡カルシウム

入り｡水でも溶け､お好みの画
や濃さで楽しめます。 燕ｶﾌ
ｪｲﾝを90%以上ｶｯﾄしたﾐ

商品コード 180605
内容量 2409(約20杯分）
個装サイズ 160×50×165
個装重量 2489
内装サイズ

ﾙｸﾃｲｰ｡(旧本食品棚準成

内装重量

分表2015｣紅茶浸出液比）

梱装サイズ 360×265×157

ITFコード 14987244173512

ITFコード

ITFコード 14987244180602

希望小売価格 オーブン価格

14987244180701

賞味期限 1年6か月

￨賞味期限'1年6か月

賞味期限 1年6か月

｣￨1￨l!ll ￨llllllllll

｣￨川 I￨111￨

173515

4

!!lllluⅢ

件乳鵬h鋤韓郵j喝ﾙｸﾃｨｰ24M f判し誰ん鯛ほうじ茶ﾐﾙｳ詞一弊八り箱I 2牛乳屋さ迩剛詣畷ﾐﾙﾀﾃｲｰ副礪副
紅茶とミルクにとろける
キャラメル風味いっぱい

商品コード 173522

ほうじ茶の香ばしさがミ

ルクと一体となった味わ

のおいしさが広がるミル
クティーです｡水でも溶
け､お好みの量や濃さで
楽しめます。

内容量 2409(約20杯分）
個装サイズ 160X50x165
個装重量 2489

内装サイズ

い深い−杯｡ほんのり沖
縄産黒糖をきかせまし
た｡水でも溶け､ 1杯分ず
つ手軽に楽しめます。

商品コード 173737

内容量 559(119x5本）
個装サイズ 60X46X145

個装重量 769
内装サイズ 138x120x145
内装重量 4569
梱装サイズ 292x260x160

ほうじ茶の香ばしさがミ

商品コード

ルクと一体となった味わ

内容量 2009(約18杯分〉
個装サイズ 160×50×165

い深い−杯｡ほんのり沖
縄産黒糖をきかせまし

173539

た｡水でも溶け､お好み

個装重量 2089

の量や濃さで楽しめます。

内装サイズ

梱装重量 3.2kg

梱装鰻量 2.0kg

梱入数 12個

梱入数 6個X4

内装重量
梱装サイズ 360×265×157
梱装重量 2.7kg
梱入数 12個

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

lTFコード 14987244173734

ITFコード

賞味期限 1年

賞味期限 1年

内装重量

−

梱装サイズ 360x265x157

蕊

醐いしを．

Ｉ処夛で
とる〃凸

２らやか

〃姉作＃︒

ITFコード 14987244173529

賞味期限 1年6か月

|llllllllll ||||||11

4987244 173522

蕊

||llllllll ||llllll

4 987244 173737

4

14987244173536

lⅢ ￨lIllllll

173539

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり、ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。35

プリミッタズ麟側

梱装重量 3.2kg
梱入数 12個

希望小売価格 オーブン価格

梱装亜量 2．1kg
梱入数 6個×4
希望小売価格 オーブン価格

梱装重量 3.4kg
梱入数 12個

〆

180704

へ

WOl<ODO

●牛乳屋さんシリーズ
■■画■■■

L鯉此刷附ｽﾐﾙｸﾃｨｰｷｬﾗﾒﾙ風味5軌り箱】【判屋さんのﾙｲｽﾐﾙｸﾃｨｰｷｬﾗﾒﾙ風瞭220酸】I概屋さ恥鱸"ぬコア5本入り箱
ルイボスティーを使用し

た､キャラメル香るノンカ
フェインの新しいミルク

ﾃｨｰです。水でも溶け、
1杯分ずつ手軽に楽しめ
ます。

商品コード183125

内容量609(129×5本）
個装サイズ60x46X145

個装重量81g
内装サイズ138x120x145
内装重量486g

ルイボスティーを使用し
た､キャラメル香るノンカ
フェインの新しいミルク
ティーです。水でも溶け、

お好みの量や濃さで楽し
めます。

商品コード 183118

内容湿 2209(約18杯分）
個装サイズ 160X50X165
個装重量 2288
内装サイズ
内装重量

−

たっぷりのミルクでつく
ったような､まるやかさが
際立つココアです｡水で
も溶け､ 1杯分ずつ手軽
に楽しめます。

I

商品コード177285

内容量77.59(15.5gx5本〉
個装サイズ60x46x145
個装重量99g

内装サイズ138x120x145
内装重量5919

梱装サイズ 360X265X157

梱装重量2.1kg
梱入数6個×4

梱装重量 2.9kg

梱装重量2.6kg

梱入数 12個

梱入数6個×4

希望小売価格 オーブン価格

希望小売価格オープン価格
ITFコード14987244177282

希望小売価格オープン価格
ITFコード14987244183122
賞味期限1年6か月

￨llllllll ￨ ￨ ￨ l l l l

4987244 183125

一

梱装サイズ292×260×160

ITFコード 14987244183115

￨賞味期限'1年6か月

瞳lull llllllllll

183118

梱装サイズ292X260x160

賞味期限1年

￨ ￨l l l l ￨ ￨l l l

4987244 177285

I牛乳屋さんの割ﾚｸｺｺｱ2509袋I
たっぷりのミルクでつく
ったような､まるやかさが
際立つココアです｡水で

も溶け､お好みの量や濃
さで楽しめます。

商品コード 175762

内容量 2509<約16杯分）
個装サイズ 160x50X165

個装重量 2589
内装サイス
内装重量

へ

−

梱装サイズ 360x265x157
梱装重量 3，3kg
梱入数 12個

希望小売価格 オープン価格
lTFコード

14987244175769

￨賞味期限11年

｣III1111

謬りミ謬叡認醗料

へ
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●バランス献立
■■■■■■

【ヂﾐグﾗｽﾊﾝバｰｸﾞ

墜穏誌撫削商品ｺｰド'8826ア

／ へ、

のコクがあるソースで煮内容量100g

ﾊﾗﾆﾉｽ献立
噸

込みました。

ﾕ冨j膵働l暉銅'｡ｺｰ認定商品

個装サイズ123x15xl60

ふっくら仕上げたハンバ

ーグをしょうがの利いた
和風あんで甘辛く煮込
みました。

高齢者の方が楽しく､おいしく、
安心して食べられるよう
に工夫した食品です。

ず鵠…劉

司

凸

一・一恥塞一率

商品コード188274

内容量1009
個装サイズ123x15x160

個装蓮量1059

個装重量1059

梱装サイズ253x179x179

梱装サイズ253x179xl79

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg

梱入数6個X4

梱入数6個×4

希望小売価格180円

圏鯛辮蔓:…鐘

卑包霊…

圖亜睡圃］

…］ [和風ﾊﾝバｰゲ

ITFコード14987244188271

賞味期限2年

￨Illlllll ￨Ⅲ￨￨

ll ￨ ￨ ￨

4987244 188267

4987 244 188274

凹

…］ 1白身魚だんごと帆立の寄せ鍋函 【京風がんもの含め煮

1白身魚だんどのかき玉あんかけ

聖篭騒潅監駕‑鐙::ず

京風のだしで大きめのが商品コード188304

堂謝罰溌豊蕊‑柵9

んでまとめました。

…】

んもにじっくり味を含ま内容量1009
せました。

布だしで煮込みました。

︽１

個装サイズ123x12X160

個装サイズ123X12x160

個装重量105g

個装重量1058

個装重量105g

梱装サイズ253X179x179

梱装サイズ253X179X179

梱装サイズ253x179x179

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg

梱入数6個×4

梱入数6個×4

梱入数6個×4

希望小売価格180円

希望小売価格180円

希望小売価格180円

鰯臓雛…"2

鯛編態鰕釧"2

||l lll ￨￨川

…凶

4987244 188281

蠅脇侭鯛"

￨Ⅱ￨

1

"

￨l l l l l ￨ⅢI

4987244 188298

…］ 【やわらかごはん牛すき丼風

【やわらかごはん親子丼風

個装サイズ123x15x160

4987244 188304

麺

…］ lやわらかごはん鮭と根菜の舗楓

熟雛灘慧龍一蹴

謎繍羅澪商品ｺｰド'88328

ごはんと鮭.大根などの商品コード188335

で煮込み､卵でとじまし内容量1608

具材を煮込み､釜飯風に内容量1608
仕上げました。

にんべん｢白だし｣使用

個装サイズ129x12x173

た。

個装サイズ129X12x173

にんべん｢釜飯のたれ」

個装重量1658

にんべん｢白だし｣使用

個装重量165g

使用

込み､卵でとじました。

梱装サイズ269x189x187

梱装サイズ269x189X187

梱装重量4.3kg

︽︑

司難驫蹴

匡躍調聴態……

lu1 lllll l
188311

牛肉とじゃがいもたま
ねぎにんじんの旨味を
ひきだし､じっくり煮込み
ました。

梱装重量4.3k8

梱装重量4.3kg

梱入数6個×4

梱入数6個×4

希望小売価格180円

希望小売価格180円

鯛臓縦…"3ゞ

",iliimi

, llllIⅢlllI

4987244188328

…］ 1すき焼き
商品コード188342

牛肉の旨味と野菜の甘

内容量100g

みをひきだし､卵でとじ
たすき焼きです。

個装重量165g
梱装サイズ269x189x187

4 987244188335

睡睡罰固］ 【牛肉の赤ﾜｲﾝ煮
商品コード188359

内容量1008

…］

鶇:職夢職f商品ｺｰド'8836s
かなソースで黙込みまし内容量100g

個装サイズ123×12×160

個装サイズ123x12x160

個装重量105g

個装重量1059

個装重量1059

梱装サイズ253×179×179

梱装サイズ253×179×179

梱装サイズ253×179X179

た。

個装サイズ123X12x160

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg

梱入数6個×4

梱入数6個×4

梱入数6個×4

希望小売価格180円

希望小売価格180円

希望小売価格180円

ITFコード14987244188349

ITFコード14987244188356

賞味期限2年

賞味期限2年

Ⅲ ￨lllll

498.I'244 188342

§鱗!」 ￨lllllll

188359

鯛脇m"87244'8836｡

llmll ￨ ￨￨￨

188366

※サイズについては幅x奥行×高さ(mm)表記となっております。

※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消賀税は含まれておりません。37
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シニア向け食品

I肉じゃが

個装サイズ129x12x173

●バランス献立
■■■■■■

【鶏肉のｸﾘｰﾑ煮

匪霊団到 1鶏とごぼうの五目煮

轆職溌主難商品ｺｰド188373

難諜蕊続溌商品ｺｰド188380

立てのホワイトルーで煮内容量1009
込みました。

個装ｻｲス123×12×160

れで風味豊かに煮込みま内容量100g
1

菖鰯卿蟹…％

した。

個装サイズ123×12×160

かにの旨味を利かせ白
菜にんじん青ねぎとか

き卵で仕上げました。

内容量100g

にんべん｢白だし｣使用

個装サイズ123x12x160

個装重量105g

梱装重量29kg

梱装重量2.9kg

梱入数6個x4

梱入数6個×4

希望小売価格180円

希望小売価格180円

鯛

ITFコード14987244188394

賞味期限2年

, l l l ￨ ￨ ￨ ￨￨

4981'244 18835'7

【鶏五目雑炊

しょうがを利かせ､ちんげ
ん菜にんじん･まいたけ

商品コード188410

とかき卵で仕上げました。

内容量100g

にんべん｢白だしj使用

個装サイズ123x12x160

5つの具材(鶏肉･にんじ
んごぼうさやいんげん

梱装サイズ253×179×179

i

…］

商品コード188427

まいたけ)とかき卵で仕

内容量100g

上げました。

個装サイズ123x12x160

にんべん｢鶏のつゆの素」

個装重量105g

梱装サイズ253X179x179

使用

個装重量105g

へ

梱装ｻｲえ253x179x179

梱装重量2,9kg

梱装重屋2.9kg

梱装重量2.9kg

梱入数6個X4

梱入数6個×4

梱入数6個×4

希望小売価格180円

希望小売価格180円

ITFコード14987244188417

lTFコード14987244188424

賞味期限2年

賞味期限1年6か月

＝画

賞味期限2年

￨

￨Illlllll l l l ll

49872

4987244 188403

[鯛雑炊

4リ87244 188427

麺

Iしらす雑炊

商品コード188434

ぎとかき卵で仕上げまし

内容量100g

た。

個装サイズ123x12x160

で仕上げました。
にんべん｢白だu使用

にんじん･白菜とかき卵

商品コード188441

内容逓100g
個装サイズ123x12xl60

大根･白菜とかき卵でや
さしい風味に仕上げまし
た。
にんべん｢白だし｣使用

商品コード188458
内容量100g
個装サイズ123x12x160

個装重量1058

個装霊遥1059

個装重量105g

梱装サイズ253X179x179

梱装サイズ253x179x179

梱装サイズ253x179x179

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg

梱入数6個×4

梱入数6個×4

梱入数6個×4

希望小売価格180円

希望小売価格180円

希望小売価格180円

ITFコード14987244188431
賞味期限2年

￨￨￨Ⅲ llll

鱒

ITFコード14987244188448
賞味期限2年

シニア向け食品

[こしひかりのやわらかごはん

麺 1麻婆豆腐

￨￨ll ￨llllll

藍稚溌蕊龍‑蝋．

かいごはんです。
食物繊維､ビタミンB,配個装サイズ129X12x173
合
個装重量154g

F
●

仕上げました。

､Llll1 ￨￨￨￨llll

188458

冒豆亜圃】 [5種野菜のきんびら煮

｜

やわらか鶏そぼろと豆腐
を使ってほどよい辛さに

賞味期限2年

＝

4号睦P

商品コード188472

内容量100g
個装サイズ123x12x160
個装重量105g

へ

ITFコード14987244188455

ﾊ遡り

4987244 188441

4987244 188434

犀国風週］

謡零塁熱群商品ｺｰド'88489
いんげん)に鶏肉を加え内容量1009

て､やわらかく仕上げま個装サイズ123x12x160
した。
個装重量105g

梱装サイズ269×189×187

梱装サイズ253x179x179

梱装サイズ253x179x179

梱装重量4.0kg

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg

梱入数6個×4

梱入数6個×4

希望小売価格150円

希望小売価格180円

鯛蝋盤"2""鍋

1lIMMl

1

lllllll llllll

￨, !Ⅲ

圖至亜圃］ Iほたて雑炊
ほたての旨味を利かせ、

l3｡

個装サイズ123x12x160

梱装サイズ253X179x179

個装重量1059

ITFコード14987244188400

にんべん｢白だし｣使用

内容量100g

にんべん｢白だし｣使用

4987244 188380

希望小売価格180円

鯛と昆布の風味を利か
せ､にんじん･白菜青ね

商品コード188397

上げました。

梱装･サイズ253×179×179

固至匪団】 :ふかひれ雑炊
商品コード188403

菜青ねぎとかき卵で仕

￨￨￨llllll ￨lIllll

鴬に鱒

Iかに雑炊

海苔の風味を利かせ､白

個装重量1059

鯛蛎盤…

""￨￨111111 111ll

銅

i…】 (ふぐ雑炊

■

掴入数6Ex4
希望小売価格180円

鯛聴盤翫…

ITFコ
賞味期限1年6か月

￨￨ ￨￨￨￨

498, '244 188472

Lpw函

￨llllll ￨￨Ⅲ

4987'244 188489

●バランス献立
ーU■IB

:熱望篭驚龍一蹴:#
た。

個装サイズ123×12×160

にんじんごぼう、さやい
んげん昆布を入れて、
̲上品な甘さの京風だしで
煮込みました。

商品コード188502
内容量100g
個装サイズ123x12x160

個装愈量105g

個装重量105g

梱装サイズ253×179×179

梱装サイズ253x179x179

かなごはんです。

食物繊維､ビタミンB!配個装サイズ129×12×173
合

個装重量154g
梱装サイズ269×189×187
梱装重量4.0kg

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg
梱入数6個×4

司梱入数6個×4

希望小売価格180円

希望小売価格180円

希望小売価格180円

,川I llllll

鯛H鍼￨鮪綱，銅

ITFコード14987244188509
賞味期限2年

おW飴

I ￨ ￨￨

Ⅲ ￨￨Ⅲ

一

4981244 188502

188496

1

藍軽鵬溌駕‑占鰐

梱入数6個×4

鯛H鰄裟"2"蝿"，，

1I

圃

麺 【こしひかりのなめらかごはん

麺 【京風五目豆

Iかぼちゃの鶏そぼろ煮

ID

4987244 19'3353

小半全避

ぬ

劾

牛肉たまねぎにんじん．

鍼

商品コード188519

蹴8驚嚇Rﾘ：内容量1008
くり煮込みました。

F

豚肉.たまねぎ．じゃがい商品コード188526

もにんじんを裏ごしした、
内容量100g
なめらかなカレーです。

蝋肉たまねぎ．じゃがい商品コード188533

:職鰐隅鰐内容量100g

個装サイズ123x12x160

個装サイズ123x12x160

個装重量1059

個装重量1059

個装重量105g

梱装サイズ253x179xl79

梱装サイズ253x179x179

梱装重量2.9kg

梱装重量2.9kg

棚装ｻｲズ25",79×,
梱装重量2.9kg
梱入数6個×4

梱入数6個×4

希望小売価格180円

希望小売価格180円

瘻罪鰯H鰄裟…"副

1−です。

ﾛ

個装サイズ123x12x160

皇縦蹴

鯛N瓢￨鮒""鑓｡
鯛普鰄裟鋤2"I"鍵，
禦
堂

l"J" ￨Ⅲ‐

○少
一一

︽ ︾
Ｌ

川 llI

188519

函

｣￨￨ ￨￨￨II￨￨

4987244 188533

188526

…］ 【なめらか鋤鵡肉と蝋筑前瓢…］ Iなめらかにんじんボﾀｰジｭ風…］

【榊ら端力Iず牛肉と蝋 しくれ煮風
牛肉とごぼうなどの野菜
を裏ごしし､しぐれ煮風に

…］

…］ 1なめらかおかずボｰｸｶﾚｰ…］
1なめらかおかずｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ
吟ず

Iなめらかおかずビｰﾌｼﾁｭｰ

商品コード188557

鶏肉とごぼうなどの野菜商品コード188564

仕上げました。

内容量100g

を裏ごしし､筑前煮風に内容量1009
仕上げました．

にんべん｢白だし｣使用

個装サイズ123×12×160

にんべん｢白だし｣使用

個装サイズ123×12×160

朏雑E蟄貫露商品ｺｰド'9336
上げました｡(にんじん内容量659
27％使用）

個装サイズ100×10×170

個装重量1059

個装重量105g

個装重量69g

梱装サイズ253x179X179

梱装サイズ253x179X179

梱装サイズ215x164x188

梱装亜通2,9kg

梱装重量2.9kg

梱装重量1 .9kg

梱入数6個×4

梱入数6個x4

梱入数6個×4

希望小売価格180円

希望小売価格180円

希望小売価格150円

ITFコード14987244188554
賞味期限2年

園翻職MIW4'93367

鯛臓侭鮪釧"5

￨｣Ⅷ lllllllll

￨ ￨ ￨￨Ⅲ

4987244 188557

l l l l l ￨Ⅲlll

4987244 188564

4987244 193360

かぼちゃとたまねぎを
裏ごしし､含め煮風に仕
上げました｡（かぼちゃ
26％使用）

…●電興⑰

商品コード19337

内容量65g
個装サイズ100x10x170

商品コード19338

ポタージュ風に仕上げま

内容量65g

した。

個装サイズ100X10x170

さつまいもを裏ごしし、
芋きんとん風に仕上げま
した。

商品コード19339

内容量65g
個装サイズ100×10×170

個装重量699

個装重量69g

個装重量69g

梱装サイズ215×164×188

梱装サイズ215×164×188

梱装サイズ215×164×188

梱装重量1.9kg

梱装重量1｡9kg

梱装重量1.9kg

梱入数6個×4

梱入数6個×4

梱入数6個×4

希望小売価格150円

希望小売価格150円

希望小売価格150円

ITFコード14987244193374
賞味期限1年6か月

函賀凸一

ほうれん草とたまねぎ・
じゃがいもを裏ごしし、

￨ l llⅢ

4981244 193377

鰯
ー

ITFコード14987244193381

ITFコード14987244193398

賞味期限1年6か月

賞味期限1年6か月

川 ￨ l lllll

193384

ll｣ll lllllll l
193391

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。39
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シニア向け食品

【なめらかかぽちや 含め煮風…】 Iなめらかほうれん草 撤一ジﾕ風…］ 1なめらかさつまいも 芋きんとん風…］

●バランス献立●バランス献立とろみエール
■■■■■■

[こしひかりのやわらかごはんﾄﾚｰ入り l…］ I こしひかりのおかゆﾄﾚｰ入り
やわらか製法で食べやす
こしひかりのやわらかご

内容量 120gx2

やわらか製法で食べやす
く炊き上げた､おいしい
こしひかりのおかゆです。

はんです｡電子レンジで

個装サイズ

電子レンジで手軽に鯛理

く炊き上げた､おいしい

手軽に調理できます。

商品コード

188571

136×30×215

できます。

個装重量 2809

個装サイズ

188588

内容量 1009×2
136x30x215

個装重量 2409

梱装サイス 545X214x140

…函壁

圖至歴ﾖI

商品コード

梱装サイズ 545×214×140

梱装重量 6.0kg

梱装亜量 5.2kg

梱入数 20個

梱入数 20個

希望小売価格 300円

希望小売価格 270円

ITFコード 14987244188578

ITFコード 14987244188585

賞味期限 9か月

賞味期限 9か月

￨l l ￨ ￨ ￨￨I￨￨￨

￨lll

4 987244 188571

4 987244 188588

〆

2.5gx30本
Iとろみエール2．

ノー〜、

I1ﾗﾝｽ献寸
恥

■一

食品に加えるだけで､適
度なとろみが付けられま
す｡溶解性に優れ､食品

商品コード

本来の風味を損ないま

個装サイズ

せんので､手軽に様々な
食品にお使いいただけま

個装重量 1239

す｡便利な分包タイプ。

■暹豊醗韮=池

lとろみエール22009

110X70x145

梱装サイズ 440X240x170

口

一

一

一＝

食べ物や飲み物に加え混ぜるだけで

食品に加えるだけで､適
度なとろみが付けられま

商品コード

す｡溶解性に優れ､食品
本来の風味を損ないま
せんの己手軽に様々な

個装サイズ 180x90x230

食品にお使いいただけま
す。

梱装サイズ 331x186X242

個装璽量 2119

梱装重量 1.8kg

梱装重量 1.5kg
梱入数 6個
「・幽

ITFコード

賞味期限 2年

賞味期限 2年

||||’’|’ ||’’

とろみ調整食品です。

食品に加えるだけで､適
度なとろみが付けられま

|’||||’’ l l llllll

‑Iとろみエール1kg
Iとろみエール1

商品コード 19342

食品に加えるだけで､適

す｡溶解性に優れ､食品

内容量 3309

す｡溶解性に優れ､食品

内容量 6009

本来の風味を損ないま
せんので､手軽に様々な

個装サイズ

本来の風味を損ないま
せんので､手軽に様々な

個装サイズ 200x100x320

食品にお使いいただけま
す。

190x80x270

個装重量 3439
梱装サイズ

梱入数 6個
I

食品にお使いいただけま

370×196×282

梱装重量 2.3kg
I

度なとろみが付けられま

希望小売価格 1,400円

す。

商品コード

19343

個装亜量 6199
梱装サイズ 468x205x327

希望小売価格 2,400円

食品にお使いいただけま
す｡お得な大容量タイプ。

個装重量 10289
梱装サイズ

510x290x350

梱装重量 6.7kg
梱入数 6個
lふ必

希望小売価格 3,600円
ITFコード 14987244165944

賞味期限 2年

賞味期限 2年

賞味期限 2年

￨ lll l l

4 987244 193438

シニア向け食品

商品コード

19345

内容量 509
個装サイズ

120×70×150

個装重量 559

お湯に溶かすだけで簡単

にとろみの付いた和風だ

商品コード

19346

し(うす塩味付き)ができ

内容量 1509

ます｡国産のかつお節を
使用し､風味豊かに仕上

個装サイズ 150x80X180

げました。

梱装サイズ 362x258x171

l･弗劇

内容量 1kg
個装サイズ 270x136x350

lTFコード 14987244193435

[とろみｴｰﾙとろみだしの素509‑ Iとろみｴｰﾙとろ縦し朧1508■とろみ調整■
ます｡国産のかつお節を
使用し､風味塾かに仕上
げました。

商品コード 165947

本来の風味を損ないま

せんので､手軽に様々な

］

ITFコード 14987244193428

￨111 ￨ ￨l l l l

にとろみの付いた和風だ
し(うす塩味付き)ができ

岡とろみ調整

す｡溶解性に優れ､食品

梱入数 6個

￨､"』

4 987244 193421

お湯に溶かすだけで簡単

食品に加えるだけで､適
度なとろみが付けられま

梱装重量 4.1kg

｜

14987244163919

411987244 163912

4 987244 163905

6009

へ

希望小売価格 850円

ITFコード 14987244163902

適度なとろみを
簡単に付ける事が出来る、

Iとろみエール3309‑ 1とろみエール

163912

内容量 2009

梱入数 12個
希望小売価格 570円

一

皇宮

關至燗Ⅲ訊禰.割ド雛醗

163905

内容量 2.59×30

個装重量 1579
梱装サイズ 335x240X118

梱装重量 1.8kg

梱装重量 2.1kg

梱入数 6個x4

梱入数 12個

希望小売価格 340円

IC型

■

希望小売価格 550円

＝

lTFコード 14987244193459

ITFコード 14987244193466

賞味期限 1年6か月

賞味期限 1年6か月

llll ￨lll l l

4 987244 193452

I ￨ lll

4 987244 193469

I￨ I I

4'1987244

165947

へ

●バランス献立PLUS栄養プラス
■■■■□■

I栄養ブﾗｽプﾚｰﾝﾖｰグﾙﾄ味

ロ

ロノ

〆〆〜、−−

商品コード 19268

すっきり製法で作ったさ

内容量 125，0

飲料です｡エネルギー･た

内容量 125，2

んぱく質の補給に｡ビタ

個装サイズ 47x31x85

んぱく質の補給に｡ビタ

個装サイズ 47×31×85

ミンカルシウム食物繊

個装重量 1469

ミンカルシウム･食物繊

維配合｡プレーンヨーグル
ト味｡スマイルケア食(青）

ノI1ﾗﾝｽ南加

バナ ナヨーグルト味
I I栄養ブラスバ

すっきり製法で作ったさ
わやかな風味の栄養補給
飲料です｡エネルギー･た

わやかな風味の栄養補給

維配合｡バナナヨーグル

梱装サイズ 282x162x93

ト味｡スマイルケア食(青）

鼬

梱入数 24個

ITFコード 04987244192721

…"
一

削

I栄養ﾗｽいちごﾖｰグﾙﾄ味
すっきり製法で作ったさ
わやかな風味の栄養補給

飲料です｡エネルギーた
んぱく質の補給に｡ビタ
ミン･カルシウム･食物織

今雑配合｡いちごヨーグル
､

卜味｡スマイルケア食(青）

ぱく質の補給に｡ビタミン

個装サイズ 47X31x85

個装重量 1469

カルシウム食物織維配

個装重量 1469

125，2

梱装サイズ

露
…耀圃

282x162x93

ITFコード 04987244192738

￨ ￨ ￨llllllll

4 987244 192691

合｡ブルーベリーヨーグル
ト味｡スマイルケア食(青）

内容量 125，2

エネルギー･たんぱく質
の補給に適した､まるや

犀否

内容量 1759

10種のビタミン､カルシ
ウム＋ビタミンD､食物繊

個装サイズ 150x45x180

維､鉄､亜鉛､銅配合。

梱装サイズ 282X162x93

希望小売価格 200円

￨TFコード 04987244192745

ITFコード 04987244192752

賞味期限 1年

I

4Ⅱ987244 192707

蕊
厳選羅圃

賞味期限 1年

￨ll ll I

4 987244 192714

個装重量 1829
梱装サイズ 335×240×118

梱装重量 2.4kg

犀面

梱入数 24個

希望小売価格 200円

商品コード 19348

かな味わいのココアです。

梱装重量 3 8kg

梱入数 24個

￨lll l l

梱入数 24個

I 【栄養プラスプﾙｰべﾘｰﾖｰグﾙﾄ味】 【栄養ブﾗｽｺｺｱ1759袋粉末ﾀｲブ］

個装サイズ 47×31×85

内容量

＝＝

192684

商品コード 19271

19270

梱装重量 3.8kg

崎

￨ I

すっきり製法で作ったさわ
やかな風味の栄養補給飲
料です｡エネルギーたん

商品コード

282X162x93

賞味期限 1年

賞味期限 1年

4''987244

個装重量 1469
梱装サイス

希望小売価格 200円

希望小売価格 200円

PLUS

商品コード 19269

梱装重量 3.8kg

梱装亜量 3.8kg

囲

I

梱入数 12個
希望小売価格 490円

｜ ̲坐

ITFコード 14987244193480

賞味期限 1年

￨ ￨ ￨Ⅱ￨￨I

4 987244 193483

【栄養プﾗｽｺｰﾝ滋−ジﾕ1759袋粉末ﾀｲ ］
エネルギー･たんぱく質
の補給に適した､漂厚な
風味のコーンポタージュ
です｡10種のビタミン､カ
ルシウム＋ビタミンD,食
物織維､鉄亜鉛､銅配合。

商品コード 19349
内容量 1759
個装サイズ 150×45×180
個装重量 1829

梱装サイズ

335x240x118

梱装重量 2.4kg

︽

鼬

梱入数 12個
希望小売価格 490円
ITFコード 14987244193497

賞味期限 1年

￨￨ ￨ ￨

4 987244 193490

シニア向け食品

サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。
表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。
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●オーラルプラス

[口勘乃ｴｯデｨｰ(ｽｯｷﾘﾀｲブ)詰替え用10噸脆種品】 I口腔ｹｱｳｴｯﾃｨｰ(ﾏｲﾙドﾀｲブ)60M'砿晶Ⅱ口腔ケアｳｴﾂﾃｲｰ(ﾏｲﾙドﾀｲブ)100枚他腫畠］
｢口腔ケアｳｴｯﾃｲｰ(ス

拭き取ることでお口の中を

拭き取ることでお口の中を清潔

ツキリタイプ)100枚｣容商品コード172488
器専用の､経済的で環境内容量100枚

消潔にし､口臭を予防する口商品コード172495

にし､口臭を予防する口腔ケア商品コード172501
用のｳｴｯﾄﾃｲｼﾕです｡うる内容量100枚

にやさしい結替え用です。 個装サイズ90X55x205

E難献醐剛個装ｻｲズ180X"Ox50

腔ケア用のウエットテイシユ内容量60枚

混合｡ﾉﾝｱﾙｺｰﾙで低刺激．

梱装サイズ390x190x190

アルコールで低刺激｡無香梱装サイズ320x240x140

猟香料でマイルドな口あたりで梱装サイズ444x337X201

梱装重量5.4kg

料でﾏｲﾙドな口あたりです。 梱装重量2.7kg

關襲,縦脇

す｡お得な大容量ﾀｲブです。

難驫胤

ITFコード14987244172485

霞

津 錐WIg龍劇個装ｻｲズ'08'×'7．

リトール(甘味剤)配合｡ノン個装重量2048

個装重量4268

l lllll l ll

潮 コー…･…

畷

｜ ￨llll lllll l

4987244172495

にやさしい詰替え用です。 個装サイズ90x55x205

關筆磯蝋

iXmlmm

I

お口の中の汚れをやさし

く拭き取る､口腔ケア用商品コード164018

く拭き取る､口腔ケア用商品コード19410

のスポンジブラシです。

のスポンジブラシです。

内容量10本

内容量30本

しっかりキャッチします。

多機能スポンジが汚れを個装サイズ110X20x240

しっかりキャッチします。

多機能スポンジが汚れを個装サイズ110x70X221

水に強く折れにくいプラ個装重量259

水に強く折れにくいプラ個装重量1449

毛需溌篭…．
幕…耀櫛､

梱装重量5.41<9

【口腔ｹｱｽポﾝジ60本

｜ ￨￨lll lllllll

4987244172501

】 【口腔ｹｱｽポﾝジ30本

おロの中の汚れをやさし

器専用の､経済的で環境内容量100枚

、勤嶬髄耀8..

‐…

1口腔ケアｳｴｯﾃｲｰ(ﾏｲﾙ散ｲプ)詰替湖100枚'"園】 【口腔ｹｱｽポﾝジ10本

梱装重壷6.6kg

梱入数12個

1

ITFコード14987244172492

4987244172488

…

纈塗… ←
￨￨￨￨mll"￨￨￨￨III
1 11111 1 1111 鼠 ｜￨￨,111

爵
ユ…

4987244164018

■

」 【口腔ケア綿棒15本

4987244194107

川口腔ケア綿棒50本I
I

お口の中の汚れをやさし

お口の中の清掃やマッサ

く拭き取る､口腔ケア用の商品コード164025

ージにご使用いただける、

商品コード172525

−ジにご使用いただける、

商品コード172532

スポンジブラシです｡多内容量60本

口腔ケア用の綿棒です。

内容量15本

口腔ケア用の綿棒です。

内容量50本

勢溌毒鰯鮭個装ｻｲズ200x150xl30

鱸譜灘鼎灌個装ｻｲズ'23×3'×240

強く折れにくいプラスチ個装重量221g

ツク軸を使用しています。

梱装サイズ480×425x283

お得な大容量タイプです。 梱装重量3.2kg

シニア向け用品

告
墓織期。
ー二塁鞘1 ITFコード↑4987244164022

|llllllll |l l lllllll

4987244 164025

梱装サイズ525x495X260

梱装重量3.6kg

一

梱入数10個×6

霞辮淵……

蕊

］]

お口の中の清掃やマッサ

いプラスチック軸を使用個装重量359

しています。

へ

個装重量5109

｜ ￨￨lll llllll

4987244172525

繍際縛灌個装ｻｲズ200x150x90
いプラスチック軸を使用個装重量165g

しています｡お得な大容梱装サイズ415x288X315

鰹タイプです。

梱装重量2.6kg
梱入数12個

撤鯏響剛

lllll llll l

4987244172532

●オーラルプラス●テンダーケア
■■■■■■

、 Iやわらか舌ブﾗｼ

お口癖(歯･歯ぐき･舌など）

の汚れをやさしく除去する、

商品コード 172549

口腔ケア用歯ブラシです｡ど

内容量 1本

の角度からもみがきやすい
36oだ円型ブﾗｼです｡隅々

個装サイズ 65×20×212

までみがける極細毛｡舌など
の広い面はﾌﾗｯﾄ面でみが
くとｻｯとみがけて便利です。

︑Ｉ﹄

1口腔ケア歯ブラシ

舌の汚れをやさしく除去
する､やわらか素材の舌ブ
ラシです｡ブラシで舌の汚
れをかき出し､先端のへう
で集める､独自の汚れキャ

商品コード 172556

商品コード

内容量 1本

口膨目ジｴﾙです｡す−つとのび

内容量 609

個装サイズ

てぺたつかない､みず扮すしい感
謝､五ﾙです.うるおし城分(ﾋ

個装サイズ 75x36x180

60×15×212

ッチ構造｡洗いやすくて乾

個装亜量 178

梱装サイズ

かしやすい､術生詔計のブ

梱装サイス

ラシです。

ｱﾙﾛﾝ霞卜Iﾉ八ロース)麗合。
食品用原料のみ便用｡ノンｱﾙ

260x220X240

ｺｰﾙ･バﾗベﾝﾌﾘｰ｡無香料。

梱装重量 1.7kg
内

梱入数 12個×6

梱入数 12個×6

Ｉ

希望小売価格 1,000円

希望小売価格 500円

lTFコード

ITFコード

1 I |’ ’|’

鱗叡畠

梱装重丑 1.3kg

ITFコード 14987244157055

霜

4 987244 172556

個装重量 829
梱装サイズ 242×162×196

希望小売価格 950円

14987244172553

I|’’|’ ||’

41'987244 172549

157058

梱入数 12個

ろる弱いキープ

14987244172546

一・■Ⅱ■ⅡⅡ︒■Ⅱ

劃

凰︾１０１９

圖慰露

梱装重量 20kg

｛確墨］

お口の中にうるおいを与えること
で口中毒化し､口臭を予防する

個装重量 229
240X206X224

Iﾛ腔用ジｪﾙうるおいｷｰブ

￨￨I￨

4 987244 157058

I口腔用ｽﾚｰうるおいﾐｽﾄ(ｱｸｱﾐﾝﾄの香味) 確墨］ I口腔用ｽﾚｰうるおいﾐｽﾄ(ﾚﾓﾝの香味)'"墨］ 【口腔用ｽﾚｰ易うるおいﾐｽﾄ(無香料） '砿扇】
芯口の中にうるあいを与えること
で口中を浄化し､口臭を予防する

商品コード

1790?？

口醗ｽﾚｰです･あ口の中で

内容量

50mL

個装サイズ

65×37×170

ふわっと広がる､独自のｽプﾚｰﾉ

ズﾙを銅.うるおい成分(ﾋｱﾙ

で口中を浄化し､口臭を予防する
ﾛ脛用ｽプIﾉｰです｡諭口の中で
ふわっと広がる､独自のｽプﾚｰ

今口潅･ﾄﾚﾊﾛｰｽ)匠洽 食顕

個装重量 829

己勢讃窪恕淵

梱装サイズ 212×162×185

壷鴬畠
うろ訂いミスト

ﾉ刀しを銅｡うるおい威分(ﾋｱ
ﾙﾛﾝ酸ﾄﾚ八ロース)配合｡食
品用原料のみ使用｡ﾉﾝｱﾙｺｰ
ﾙﾉfﾗベﾝﾌﾘｰ｡1庵うめ香味。

梱装重量 1,2kg

洗浄する低刺激タイプのマ
ウスウォッシュです｡ほのか
なｱｸｱﾐﾝﾄの香りがおロ
の中を爽快にします｡保湿成

分(ﾋｱﾙﾛﾝ酸･ﾄﾚ八ロー
ス)配合､ノンアルコール。

L

個装重量 829

ｱﾙﾛﾝ霞ﾄﾚ八ﾛｰｽ)麗合。

個装重量 829

食品用原料のみ使用.ﾉﾝｱﾙｺ

梱装サイス

212x162x185

ｰﾙ･ﾉ壱ペンﾌﾘｰ｡黒香料。

梱装重量 1.2kg

一

曲

14987244178029

ｼｭガｰｷｬﾝデｨです｡気管
をふさぎにくい穴あき型｡レモ
コの香りで息さわやか。

￨Ⅲ

鰯 ｣Iull ￨￨Ⅲ 鰯

￨l l

1

{能晶] Iﾏｲﾙド歯みがきジｴﾙ

1確品
」

歯周病などで刺激を受けやす
商品コード 164032

くなった酋や歯ぐきにもやさ
しい低刺激タイプの八ﾐガｷ

内容量 250mL

個装サイズ

ITFコード 14987244180022

です｡ほのかなアクアミントの

65x38x182

香りがお口の中を爽快にしま
す｡保湿成分(ﾋｱﾙﾛﾝ酸･ト

個装重量 3109

レ八ロース)配合ノンアルコ
ール､研磨剤,発泡剤黒麗合。

梱装サイズ 212x193x196

梱装重量 3．9kg

商品コード

164049

内容量 1009
個装サイズ 65X40x160
個装重量 1169
梱装サイズ

167x126x212

梱装重量 1.5kg

￨l l Mml

4 987244

【うるおいｷｬﾝデｨ(ｱｸｱﾐﾝﾄ味）
お口の乾燥が気になる時に、
なめてうるおい広がるキャン
ディです｡表面の凸凹がおロ

商品コード 188861

をやさしく刺激｡pHバランス
に配慮L"と､歯にやさしいノン

個装サイズ 130x66x190

ｼｭガｰｷｬﾝテｨです｡気管
をふさぎlこくい穴あき型｡ｱｸ
ｱﾐﾝﾄの香りで息さわやか。

梱入数 12個

鰯

14987244164039

ジエル

I

ー
9負早苗･■凸

慰

[二コ

4Ⅱ987244 164032

商品コード

食品

零露旦

賞味期限 1年6か月

l l l l ￨川

￨lI ￨ ￨ ￨

4UI987244

4Ⅱ987244

164049

I

【シシｶﾛｰﾙデｵ(パﾌ付）

うるおい

っかりおさえる薬用シッ
カロールです｡制汗デオ

ドラント成分(酸化亜鉛)、
植物性保湿成分(柿タン
ニン)配合｡肌ざわりのよ

個装サイズ 130x66X190

個装重量 639
305x200x209

いコットンパフ付きです。

梱装重量 1.0kg

賞味期限 1年6か月

篭

￨￨ ￨￨￨￨Ⅲ

4 987244 188878

商品コード 150790

内容量 1409
個装サイズ 98の×52
個装重量 2249
梱装サイズ 416×309×242

梱装重量 12.3kg
梱入数 6個×8

希望小売価格 300円

キャンディ

唾甑外晶］

気になる汗やニオイをし

188878

ITFコード 14987244188875

梱装重量 1.0kg

介護される方にやさしく、
介護する方の負担を
軽減するやさしいケア
(TENDERCARE)
をサポートします。

希望小売価格 600円

臺二壼這rも奄
警‐す卸｡ 一口

、‑....厘;恐霞

ITFコード 14987244150797

蕨」

鬘趣診

￨lll ￨ ￨ lll

411987244

150790

※サイズについては幅×奥行×高さ(mm)表記となっております。

※表示されている希望小売価格はメーカー希望小売価格であり､ご販売店機の自主的な価格設定を拘束するものではありません｡消費税は含まれておりません。43

l

シニア向け用品

…も

個装璽量 638
梱装サイズ 305x200x209

ITFコード 14987244188868

lTFコード 14987244164046

内容量 579

梱装サイズ

内容量 579

希望小売価格 300円

希望小売価格 950円

マイルド

圏みがき

食品］

梱入数 12個

梱入数 12個
…

212×162×185

梱装重量 1.2kg
希望小売価格 950円

ITFコード 14987244180015

1

4 987244 178022

【うるおいｷｬﾝデｨ(ﾚﾓﾝ味）
お口の乾燥が気になる時に、
なめてうるおい広がるｷｬﾝ
デｨです｡表面の凸凹がお口
をやさしく刺激｡pHバランス
に璽慮した､歯にやさしいノン

個装サイズ 65×37×170

梱入数 12個

霊駕畠

ＴⅡⅡⅡⅡＩⅡＩⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ

守理Z麹

50mL

梱装サイズ

一

爾

内容量

ふわっと広がる､独自のｽプﾚｰ
ﾉズﾙを採用｡うるおい成分(ﾋ

ろるおいミスト

ITFコード

lTFコード

うるおい

商品コード 180025

個装サイズ 65X37x170

希望小売価格 950円

希望小売価格 950円

I

で口中を浄化し､口臭を予防する
口匪用ｽﾚｰです｡お口の中で

内容量 50mL

梱入数 12個

梱入数 12個
F両

180018

希望小売価格 950円

Iうるおいﾏｳｽｳｫｯｼｭ
乾燥しがちなお口の中にう
るおいを与えながらやさしく

商品コード

梱入数 12個

1

鯛

お口の中にうるおいを与えること

お口の中にうるおいを与えること

へ

へ４

伽州iアサヒグルニプ食品株式会社
ベビー＆ヘルスケア事業本部

https:"www.asahi‑gf.co.jp

〒150‑0022東京都渋谷区恵比寿南2−4−1
〒150‑0022束京都渋谷区恵比寿南2．4−1

TEL:03‑6303‑0463
03‑6303‑2650

FAX'03‑3793.6186
03‑3716‑1940

北海道支店

〒003‑0022北海道札幌市白石区南郷通4南1‑1

TEL:011‑846‑2250

FAX:011‑846‑2251

東北支店

〒980‑0811宮城県仙台市青葉区一番町4‑6‑1仙台第一生命タワービルディング14階

TEl :022‑225‑3155

FAX:022‑722‑6739

広域第一・第二・第三支店／
市場開発部

〒104‑0054東京都中央区勝どき1‑13‑1イヌイビル･カチドキ8階

TEL:03‑6204‑9650

FAX:03‑6204‑9663

03‑6204‑9783

03.6204‑9789

中部支店

〒450‑0001愛知県名古屋市中村区那古野1‑47‑1名古屋国際センタービル21階

首都圏第一・第二支店／

〒530‑0005大阪府大阪市北区中之島3‑2‑4フェスティバルタワーウエスト29階

中四国支店

〒7300036広島県広島市中区袋町5‑25広島袋町ビルディング10階

九州支店

〒812‑0024福岡県福岡市博多区綱場町9‑20長府博多ビジネスセンタービル4階
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ベビー＆ヘルスケア営業部

FAX O52-589-1362

052-589-1854
06-6227.0224

082.249-7080

092-263-7369
092-271-0151
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