ユースホームページ・ショッピングサイトがリニューアル
ENIF ユース加盟薬局が地図上で確認できます。
ユース加盟薬局が地図上で確認できます。
お近くの店舗を手軽に検索！
是非、ご覧ください
http://www.yuss.co.jp/
http://www.yuss.co.jp/

2017
弊社内、電気系統メンテナンスのため一時停電となります。
左記期間中はＦＡＸ受信ができませんのでご注意願います。
ＦＡＸ未着トラブル防止のため、２５日にＦＡＸ送信いただく場合は
送信完了の確認を御願いいたします。

2017 年 2 月 25 日（土）9：00~12：00

表示価格は全て税抜です。

ソフティアシリーズのスタンドパックがＢＯＸタイプに容器リニューアル！

施設様への価格は各営業にお問い合わせください。

使いやすさを追求した容器、INNOBOX（イノボックス）が登場！嚥下食作りで忙しいあなたをサポートします。
おいしくサポートゼリー 63g
ラクケア和風デザート 63g

個人価 170 円

スティックゼリーカロリータイプ
スティックゼリーカロリータイプ
オレンジ風味 新発売

INNOBOX の使いやすさ４つのポイント
① 転倒しにくいＢＯＸタイプ！片手で持ちやすい！
② 詰め替え不要！タッパーに移し替える手間がなくなり手間いらず！
③ ワンタッチオープン！調理中でも、指１本で簡単オープン！
④ 簡単計量！10cc の計量スプーンとすりきり棒でササッと計量。

全 6 種のラインナップ
舌でつぶせる口当たりの良い、
まろやかな味わいのゼリー
1 カップで 80kcal 以上のエネルギーと
タンパク質、ミネラルを摂取できます。

1 カップで 150kcal
たんぱく質 5.1g 摂取可能
手軽に栄養補給できる
和風テイストのデザートです。
1 カップから購入可能なので
少人数でも便利。4 種の味

対象商品：ソフティア 1(400g)、ソフティア 2(500g)、ソフティア S(500g)
ソフティア G(500g)、ソフティア U(500g)
ソフティア SUPER S(500g)

個人価 115 円

14.5ｇ×20

個人価 1,040 円

2017 年 3 月頃より順次切り替え
詳細は各担当者にお問い合わせください
エネルギー
80kcal

容量約 14ｇと少量高エネルギー
手軽に食べ切れるミニサイズ
開けるとする～りゼリーが出てくる
スライスゼリーが作りやすい
ヨーグルト風味・バナナ風味も

ソフトデリ煮豆シリーズ

500ｇ

ババロリアで春デザート
ババロリアバニラ

75g×5

手軽で簡単レシピのご案内
※レシピは業務用（750g）を
使用しています。
個人価 860 円

個人価 572 円

噛む力が弱くなった人に再び食べる喜びを感じていただきたい
噛む力が弱くなった人に再び食べる喜びを感じていただきたい

☆見た目はそのままに、驚きのやわらかさ！！
①

11 種類のビタミンを補給。

②

料理にサッと溶けるので、食事量の少ない方でも手軽に添加。

③

調理損失分ビタミンをしっかりカバー。ミキサー食にも

④

1 袋（５０ｇ）で５０人分にお使いいただけます。

お祝いに「きんとき豆」と「白いんげん豆」を混ぜ合わせて紅白豆はいかがですか

50g
50g

うぐいす豆
うぐいす豆

白いんげん豆

きんとき豆

個人価
北海道産金時豆を原
料にしたきんとき豆
をやわらかい食感に
仕上げました

カナダ産のえんどう豆
を原料にしたうぐいす
豆をやわらかい食感に
仕上げました

北海道産の白いんげん豆
を食べやすい、やわらかい
食感に仕上げました

556 円

74g
74g
個人価

経口補水液

冬場のかぜ対策キャンペーン実施中
冬場の発熱・下痢による脱水対策にポカリスエットを…
現在、キャンペーン期間中購入量に
応じてディスペンサー、ピッチャーを
プレゼントするキャンペーンを実施中
詳細は各営業担当者へお問い合わせください。
期間：2017 年 1 月 4 日～2 月 28 日
対象商品：ポカリスエット粉末
1Ｌ用
74g×5
個人価 650 円
10Ｌ用 740g×10
個人価 6,500 円
ポカリスエットゼリー 180g
個人価 170 円

110 円

OS－１オーエスワンシリーズ

下痢・嘔吐・発熱、経⼝摂取不⾜、過度の発汗による脱⽔状態
に適しています
乳幼児から⾼齢者の軽度から中等度までの脱⽔状態時にお勧め
します。ゼリータイプもあります
昨年リニューアルし、飲み易くなりました
1 本よりご購入できます
500ml
個人価 190 円
280ml
個人価 133 円
200g ゼリー
個人価 180 円

〈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
ひとくち（通常の１枚のこうや豆腐の 1/10）サイズにカット済でやさしい
味付きの冷凍こうや豆腐です。やわらかめのこうや豆腐を使用してます。
自然解凍又は湯煎でお召し上がりいただけます。
だし汁に「食物繊維」入りの強化品です。
１トレー＝１ｋｇ に６０粒入です。朝食の副菜におすすめです。

５００ｇ×２

個人価

1,008 円

阪急キッチンエールでユース取り扱い商品の
一部が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

福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目 4-46
TEL092TEL092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802

担当：
詳細は各担当までお尋ねください

過去の震災事例をふまえて…
非常用保存食は、水分量が少なく、硬い食品が多いため、やわらかい食事しか食べられない
高齢者には摂取困難です。

昨年発生いたしました熊本・大分地震よりのもうすぐ１年が経過します。
突然発生する震災。いざという時、食事の提供に困らぬよう、備蓄品を備えて
おくことを提案いたします。

高齢者用としてレトルトのやわらかおかずやおかゆ、たんぱく制限のある患者用として、たんぱく調整のおかずや主
食、食事の摂れない方用に濃厚流動食の備蓄も必要ですが、期限が、半年～1 年ですので、通常の食生活で使用しな

☆非常食ってどれくらい必要？
☆非常食ってどれくらい必要？
がら備蓄品として、多めに購入しておく【ランニングストック】を行なうことをオススメします。
確実ではありませんが、4 日目くらいよりライフラインの復旧・支援物資の供給が想定されます。

また、救援物資として届けられる食事は炭水化物中心になりがちの為、ミネラル・ビタミンが不足します。
口内炎予防・疲労回復の為、ビタミンを多く含んだ飲料やゼリー等の備蓄をお勧めします。

３日分を目安にご検討ください。

☆水分の確保は重要です。
１日に１人あたり２Ｌ（飲料１Ｌ+生活用水１Ｌ）が目安です。
●ユニバーサルデザインフードを採用
（高齢者など水分がうまく摂取できない方のためにトロミ剤やトロミ付飲料などの準備も検討しましよう）

賞味期限 １２カ月～１８カ月 具材の大きさや軟らかさを工夫し、とろみをつけました。

☆災害発生後段階に応じた備蓄を検討
●しっかりとした味作り
塩分は控えめ、だしをしっかりときかせメリハリのある味付けにしました。
●不足しがちな栄養に配慮
たんぱく質やカルシウムなどを強化しています。

震災直後は、ガス・電気・水道などのライフラインが遮断され、お湯などが入手困難となります。
開封してそのまま使用できる缶詰やレトルトを準備しておくと便利です。

熊本・大分での震災で、各施設の備蓄・救援物資で食事
提供を行った際、ＵＤＦ区分 3・4 レベルの食事提供が
非常に困難だったというお話です。
咀嚼・嚥下レベルの低下した方への食事の準備を
検討しておくことをおススメします
区分１～区分４まで多数のラインナップ
1 袋単位で購入可能！
アイテム・価格等の詳細はお尋ねください

【日本介護食品協議会作成の UDF 区分表】

◆食物アレルギー対策の非常食！
食物アレルギー特定原材料 27 品目不使用。貝類不使用。専用工場のためコンタミなし
◆賞味期限は 5 年 6 ヶ月
レトルトタイプの非常食です。スタンドパウチなので器がなくてもそのまま食べられる。
◆お湯・水は一切不要！
開封してそのままお召し上がりいただけます。非常時の貴重な水を節約。
◆小さなお子様から、ご高齢の方も食べやすい、やわらか、薄味仕上げ
◆発熱剤であたたかく
発熱剤であたたかく 美味しい食事を
発熱セット（加熱袋、発熱剤、発熱用水）も別売で販売しております。
カレーピラフ・チャーハン・きのこごはん
各種 200g×
200g×48
個人価 25,680 円
野菜がゆ・かぼちゃがゆ・昆布がゆ
各種 200g×
200g×48
個人価 23,040 円
野菜スープ・トマトスープ・クリームスープ
各種 200g×
200g×48
個人価 23,040 円

その他備蓄品・レトルト食品 多数取り揃えております。
備蓄品購入をご検討の際は、弊社担当までお問い合わせください
◇長期保存が可能な缶入りパン。
ほんのり甘く、ふんわりした食感
◇ボリューム感があり、腹持ちに優れています
◇缶の中で熟成・発酵・焼成しているので
衛生的で安心
◇卵不使用のアレルギー対応アイテムもあります。

ホリカフーズぬくもりミキサーフルーツ 500ｇ
500ｇ
天然食材を使用しましたので食材本来の味を楽しめ、そのままでも美味しく召し上がれます。
酸味が強くトロミ剤でトロミのつきにくい果物を製品化、食事をうまく取れない方にもお召し上がりいただける滑らかさ。
賞味期間が製造より 1 年半あるので、保存品としても便利です。
○洋梨・みかん・ぶどう・マンゴー・フルーツ野菜・バナナ・キウイフルーツ
個人価 650 円
○りんご・白桃
個人価 590 円

【5 年保存】エッグフリー（プレーン）
コーヒー・黒糖・オレンジ
【3 年保存】イチゴ・ミルク
チョコレート・キャラメル
100g×
100g×24

個人価 12,000 円

オクノス 野菜うらごし 100g

白がゆ
200g×
00g×20
梅がゆ・海苔がゆ 200g×
200g×20

個人価 2,990 円
個人価 3,200 円

野菜をそのままうらごし状にしました。
ゼリーやポタージュスープの素材や離乳食として幅広くご利用いただけます。
にんじん・ほうれん草・グリンピース・かぼちゃ・焼きいも
種類豊富なラインナップ 少数に嬉しい使いきりサイズ
個人価 100 円

