
 

大豆スープ大豆スープ大豆スープ大豆スープ        100ml100ml100ml100ml××××36  36  36  36  鶏だし風味・味噌風味鶏だし風味・味噌風味鶏だし風味・味噌風味鶏だし風味・味噌風味    

100ml で 200kcal の高カロリー。 

常温で美味しく飲める甘くないスープです。 

1 ﾊﾟｯｸで食物繊維 2.0g・大豆たんぱく 4.7g。 

摂取可能。食事量の減少した方へ栄養補給として 

冷やしても、温めても美味しいです。 

         個人価個人価個人価個人価    5,0005,0005,0005,000 円円円円    

    

 

            

    

    

    

                                                                                                                                        

    

 

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

表示価格はすべて税別です。 

冷凍品ご注文の際は、別途クール便代を頂戴いたします 

〈ご注文・お問い合わせは…〉〈ご注文・お問い合わせは…〉〈ご注文・お問い合わせは…〉〈ご注文・お問い合わせは…〉    

            株式会社ユース株式会社ユース株式会社ユース株式会社ユース    

福岡市東区箱崎ふ頭福岡市東区箱崎ふ頭福岡市東区箱崎ふ頭福岡市東区箱崎ふ頭 3333 丁目丁目丁目丁目 4444----46464646    

TELTELTELTEL    092092092092----666641414141----3153315331533153    

FAXFAXFAXFAX    0120012001200120----602602602602----802802802802        

担当：担当：担当：担当：                             

☆やわらかおはぎ☆やわらかおはぎ☆やわらかおはぎ☆やわらかおはぎ    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    35g35g35g35g××××10101010            個人価個人価個人価個人価    750750750750 円円円円        

あんをミキシングしてやわらか飯をつつみこみました。 

通常のおはぎが食べづらい方へ…お盆・お彼岸の行事食として…  

☆ふっくらおはぎ☆ふっくらおはぎ☆ふっくらおはぎ☆ふっくらおはぎ        200g200g200g200g××××20202020                    個人価個人価個人価個人価    3,3333,3333,3333,333 円円円円    

  お彼岸・祭事にうれしいおいしさ。コシヒカリ 100%+あんこのおかゆタイプ 

  丸く盛り付けておはぎ風に… おしるこのかわりに… 

☆やわらか団子☆やわらか団子☆やわらか団子☆やわらか団子    黒ごま・よもぎ・さくら黒ごま・よもぎ・さくら黒ごま・よもぎ・さくら黒ごま・よもぎ・さくら    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    30g30g30g30g××××10101010     個人価個人価個人価個人価    667667667667 円円円円 

  UD 区分３。もち特有の粘り気を低減させた、やわらかいお団子です。 自然解凍後、お召し上がりください。 

☆☆☆☆ミニミニミニミニおはぎおはぎおはぎおはぎ    40404040    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】        44440g0g0g0g××××10101010        個人価個人価個人価個人価    500500500500 円円円円        

  もち米の粒感を程よく残した味わい豊かなおはぎ。 

  つぶあん・こしあん・ごま・きなこのつぶあん・こしあん・ごま・きなこのつぶあん・こしあん・ごま・きなこのつぶあん・こしあん・ごま・きなこの 4444 つの味をご用意。つの味をご用意。つの味をご用意。つの味をご用意。    

様々なシチュエーションで使いやすいミニサイズです。※咀嚼・嚥下困難者用ではありません。 

☆しっとりやわらか大福☆しっとりやわらか大福☆しっとりやわらか大福☆しっとりやわらか大福    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    40g40g40g40g××××10101010        個人価個人価個人価個人価    660660660660 円円円円    

  なめらかなこしあんをお餅風の外皮で包んだ大福です。 

  皮のべたつきを抑えることでしっとりとした食べやすい食感に仕上げました。※咀嚼・嚥下困難者用ではありません。 

 

  

・完全調理品のため、忙しい朝・完全調理品のため、忙しい朝・完全調理品のため、忙しい朝・完全調理品のため、忙しい朝でもでもでもでも、開封して、そのまま使えます、開封して、そのまま使えます、開封して、そのまま使えます、開封して、そのまま使えます 

・うま味調味料無添加で、素材の味を活かした『減塩タイプ』・うま味調味料無添加で、素材の味を活かした『減塩タイプ』・うま味調味料無添加で、素材の味を活かした『減塩タイプ』・うま味調味料無添加で、素材の味を活かした『減塩タイプ』    

・・・・常温保存可能常温保存可能常温保存可能常温保存可能ですので、備蓄食品としても最適ですですので、備蓄食品としても最適ですですので、備蓄食品としても最適ですですので、備蓄食品としても最適です 

・少人数・少人数・少人数・少人数にも対応できる入り数ですので、デイサービスなどにも対応できる入り数ですので、デイサービスなどにも対応できる入り数ですので、デイサービスなどにも対応できる入り数ですので、デイサービスなど    

小規模施設でもご利用いただけます小規模施設でもご利用いただけます小規模施設でもご利用いただけます小規模施設でもご利用いただけます    いわし・にいわし・にいわし・にいわし・にしんもあります。しんもあります。しんもあります。しんもあります。                                                                    

さんま煮炊きさんま煮炊きさんま煮炊きさんま煮炊き    250g250g250g250g（（（（10101010 切）×切）×切）×切）×2222            個人価個人価個人価個人価    1,1021,1021,1021,102 円円円円 

☆大冷☆大冷☆大冷☆大冷    骨なし魚骨なし魚骨なし魚骨なし魚    さんま【冷凍】さんま【冷凍】さんま【冷凍】さんま【冷凍】    60g60g60g60g××××5555    個人価個人価個人価個人価    740740740740 円円円円    /80g/80g/80g/80g××××5555        個人価個人価個人価個人価    975975975975 円円円円    

凍ったまま調理でき、ふっくらジューシーです。魚の風味を残し、生臭さを省きました。Ca 強化、骨なしの切身です。 

☆☆☆☆やわらかあいディッシュやわらかあいディッシュやわらかあいディッシュやわらかあいディッシュ    さんまさんまさんまさんま    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    32323232gggg××××5555                個人価個人価個人価個人価    943943943943 円円円円    

  素材そのものの風味を活かし、色や形、香り、栄養成分に配慮した、やわらかくなめらかな介護食です。 

  塩焼き、蒲焼き、フライなどに… 

☆栄養支援☆栄養支援☆栄養支援☆栄養支援    茶碗蒸し茶碗蒸し茶碗蒸し茶碗蒸し    松茸風味松茸風味松茸風味松茸風味    75g75g75g75g     個人価個人価個人価個人価    112112112112 円円円円 

  高齢者に不足しがちなエネルギー、たんぱく質を補えます。1 個 75g でエネルギー80kcal、たんぱく質 5g 

湯せんで温めて召し上がれます。具なしで食べやすい茶碗蒸し。味のバリエーションも豊富です。 

 

☆☆☆☆和風ぷりん和風ぷりん和風ぷりん和風ぷりん    栗・南瓜・紫芋栗・南瓜・紫芋栗・南瓜・紫芋栗・南瓜・紫芋            55g55g55g55g                                個人価個人価個人価個人価    111112121212 円円円円    

1 ｶｯﾌﾟでｶﾙｼｳﾑ 470mg、亜鉛 5mg を摂取可能です。 

☆☆☆☆葛こごり葛こごり葛こごり葛こごり    かき・くりかき・くりかき・くりかき・くり                    50g50g50g50g                                    個人価個人価個人価個人価    100100100100 円円円円            

 あんこと葛の 2層のデザート 秋のデザートにオススメです。 

☆☆☆☆エプリッチエプリッチエプリッチエプリッチ    栗ようかん風味栗ようかん風味栗ようかん風味栗ようかん風味        220g220g220g220g                                個人価個人価個人価個人価    167167167167 円円円円    

1 パックで 350kcal、たんぱく質 12g なめらかな物性で美味しく簡単に栄養補給。 

 

 

 

☆☆☆☆かんたん水ようかんかんたん水ようかんかんたん水ようかんかんたん水ようかん    1kg1kg1kg1kg        個人個人個人個人価価価価    660660660660 円円円円    

つくり方は簡単！つくり方は簡単！つくり方は簡単！つくり方は簡単！3333 ステップステップステップステップ    

湯煎で 20 分程温める 

→均一になるよう振り混ぜパットへ 

→冷蔵庫で冷やし固める 

1 食（50g）あたり亜鉛 3.0mg 配合 

 

材料(1 食分)  

かんたん水ようかん 白あん 30g 

柚子茶 5g 

かんたん水ようかん こしあん 30g 

かんたん水ようかん 抹茶 30g 

作り方  1.湯煎加熱したかんたん水ようかん 白あんを 

       ボウルにあけ、柚子茶を加えてよく混ぜます。 

2. 1 をバットに流し入れ、冷蔵庫で冷やし固めます。 

3. 湯煎加熱したこしあん、抹茶もそれぞれ別の 

        バットに流し入れ、冷蔵庫で冷やし固めます。 

4. もみじ型にくり抜き、盛付けます。 

 ●柚子の見える面を下にして型抜きすると きれいにくり抜けます。 

 栗入り水ようかん栗入り水ようかん栗入り水ようかん栗入り水ようかん 
作り方  

1.湯煎加熱したかんたん水ようかん 栗をバットに流し入れ、冷蔵庫で冷やし固めます。 

2. 1 を適当なサイズに切ってバットに入れ、湯煎加熱したこしあんを静かに流し入れます。 

3. 冷蔵庫で冷やし固めます。 

三色紅葉三色紅葉三色紅葉三色紅葉 
 

 おすすめ！おすすめ！おすすめ！おすすめ！    

ラクーナ飲むゼリーラクーナ飲むゼリーラクーナ飲むゼリーラクーナ飲むゼリー3S3S3S3S ゆず風味ゆず風味ゆず風味ゆず風味   150g150g150g150g××××30303030 

・体液に含まれる電解質の種類を組み合わせた水分補給ゼリーです。熱中症対策としても使

用できます！ 

・口腔内に貯留、残留しても物性の変化が少ないゼリーです。 

・口腔ケアに配慮したノンカロリー設計のため、カロリーが気になる方にもおすすめです。 

 

新味追加 !!         個人価個人価個人価個人価    ¥¥¥¥2,4662,4662,4662,466    

トロミスピードスマイルトロミスピードスマイルトロミスピードスマイルトロミスピードスマイル    

すばやくとろみをつけたい方へ！！すばやくとろみをつけたい方へ！！すばやくとろみをつけたい方へ！！すばやくとろみをつけたい方へ！！    

2kg2kg2kg2kg                個人個人個人個人価価価価    4,4084,4084,4084,408 円円円円        

        

3333ｇ×ｇ×ｇ×ｇ×50  50  50  50  個人個人個人個人価価価価    951951951951    円円円円    

            

３００ｇ 本数：約３３本 個人価 815 円 

ゆめレトルト 全品リニューアル・新発売のご案内 

ご好評をいただいておりますゆめレトルトが全品リニューア

ル・新発売することとなりました 

今回の全品リニューアルは、全製品原材料から見直しをおこな

いました。このため、全製品現行品とは包材なども変更してお

ります。 

新たに「こだわりたんぱくカレー」「切干大根煮」「麻婆豆腐」

３製品が加わり、さらに現行品19製品中、18製品がリニューア

ル品になります。 

現行品の「南蛮丼みそ風味」は在庫がなくなり次第、終売とな

ります。 

          

 

山芋とろろ 食物繊維入り【冷凍】 

北海道産の長芋を使用しています 

風味が良く、強い粘りが特徴のとろろです 

解凍するだけなのでメニューの幅もひろがり、なおかつ衛生的！解凍するだけなのでメニューの幅もひろがり、なおかつ衛生的！解凍するだけなのでメニューの幅もひろがり、なおかつ衛生的！解凍するだけなのでメニューの幅もひろがり、なおかつ衛生的！    

一袋一袋一袋一袋 300300300300ｇあたり食物繊維をｇあたり食物繊維をｇあたり食物繊維をｇあたり食物繊維を 30303030ｇ摂取ｇ摂取ｇ摂取ｇ摂取    

300ｇ  個人価 616 円 

☆や☆や☆や☆やわらかく仕上げましたわらかく仕上げましたわらかく仕上げましたわらかく仕上げました    

北海道の早取れの若い昆布（棹前昆布）を使用 

☆うす味ですっきり食べやすく飽きのこない味わいに仕上げました☆うす味ですっきり食べやすく飽きのこない味わいに仕上げました☆うす味ですっきり食べやすく飽きのこない味わいに仕上げました☆うす味ですっきり食べやすく飽きのこない味わいに仕上げました    

隠し味にごぼうで取っただしで炊き上げました 

☆リピート率☆リピート率☆リピート率☆リピート率 80808080％以上％以上％以上％以上    ※フジッコ調べ    

2017 

日々のお食事に使えるおいしいふりかけ 

手軽に鉄分補給ができます。不足しがちな亜鉛も配合。 

バラエティ豊かな 6種類のラインナップ 

定番の味 4 種が楽しめる詰め合わせがおススメ！ 

 
各味共通各味共通各味共通各味共通    3g3g3g3g××××40404040        個人価個人価個人価個人価    576576576576 円円円円    

つめあわせつめあわせつめあわせつめあわせ（たまご・かつお・たらこ・のりごま）（たまご・かつお・たらこ・のりごま）（たまご・かつお・たらこ・のりごま）（たまご・かつお・たらこ・のりごま）各各各各 10101010 袋袋袋袋    

                                                            個人価個人価個人価個人価    640640640640 円円円円    

    

カタログが新しくなり、さらに沢山のアイテムがカタログが新しくなり、さらに沢山のアイテムがカタログが新しくなり、さらに沢山のアイテムがカタログが新しくなり、さらに沢山のアイテムが    

購入可能になりました。購入可能になりました。購入可能になりました。購入可能になりました。    

日常の食材・雑貨と共に治療・介護食が購入できます。

※阪急キッチンエール九州への入会が必要です。 

詳細はお尋ねください 

① 漬け込むだけの手間いらずで肉や魚介類がやわらかくなります。 

② 牛肉・豚肉・鶏肉・魚介類等の色々な肉にお使い頂け、肉の生臭みも軽減します。 

③ 肉が冷めてもやわらかさを保ちます   ※根菜類や葉野菜にもご使用頂けます    

※使いやすい分包 15ｇサイズもあります 

スベラカーゼミートの原理スベラカーゼミートの原理スベラカーゼミートの原理スベラカーゼミートの原理    

1111ｋｇｋｇｋｇｋｇ        個人価個人価個人価個人価 3,5003,5003,5003,500 円円円円            15151515ｇ×ｇ×ｇ×ｇ×30303030            個人価個人価個人価個人価 2,5002,5002,5002,500 円円円円    

  


