2017

☆やわらかおはぎ 【冷凍】 35g×
35g×10
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

200g×
200g×20

施設様への価格は各営業にお問い合わせください。
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 黒ごま・よもぎ・さくら 【冷凍】 30g×
30g×10

クリームどら焼き 【冷凍】 25g×
25g×8
にお待ちかねの新アイテム登場!!
おやつの時間に和菓子はいかがですか！種類も豊富

大好きなおやつ！「とにかくクリームが好き」
「小豆のおやつ
の日が楽しみ」そんな声から生まれた冷凍どら焼き！
ふんわりソフトに焼き上げたどら焼きの生地に
クリームをサンドしたミニサイズ！
小豆の風味豊かなこしあんホイップクリームと
コクのあるキャラメルホイップクリームの 2 種
冷蔵庫にて約 3 時間解凍し、お召し上がりください。

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。

☆ミニおはぎ
ミニおはぎ 40 【冷凍】
新アイテムに「乳菓饅頭」
・
「さつま芋饅頭」
「こしあん饅頭」
・
「白こしあん饅頭」の 4 種
が追加。常温保存可能（外袋開封後はその日内）
従来品の「もみじ饅頭（こしあん、クリーム）
」
「栗かすてら饅頭」
「ミニたいやき」
「人形焼」も絶賛発売中
30g×8 個入り

自然解凍後、お召し上がりください。

40g×
0g×10

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 4 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 【冷凍】 40g×
40g×10
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。

オリゴワンドリンクは乳糖果糖オリゴ糖（ラクトスクロース）配合商品
乳糖果糖オリゴ糖（ラクトスクロース）配合商品です。
乳糖果糖オリゴ糖（ラクトスクロース）配合商品

2 種類のフレーバーが追加
種類のフレーバーが追加発売
追加発売!!
発売!!

1 本 125ml にラクトスクロース 3.0g 配合。便通でお悩みの方や、お困りで無い方にも、
免疫アップさせるので健康維持にも最適です。
さらに不足しがちな栄養素も強化！

最大の特長は、1
1 カップ（55g
カップ（55g）で
55g）で 175Kcal 摂取
少量で高カロリー・不足しがちなカルシウムも豊富！
１カップでカルシウム 250mg・マグネシウム 125mg（チョコ除く）チョコレートは、鉄 7mg
5 種共通で、亜鉛 6mg 配合
全部で 5 種類 ※他製品にない珍しいフレーバーもあります
（ハニーシナモン・カフェラテ・アーモンドキャラメル・クルミ＆ゴマ・チョコレート）

【冷凍】全部で 5 種、60g と 80ｇ規格をご用意しています。
あじ・いとより・切身がれい・さんまの 4 種はカルシウム強化
白糸だら は鉄強化しています

お手軽調理シリーズとは
凍ったまま調理が出来る

特別なスキルは不要

解凍いらずで衛生的

下ごしらえ不要

トロピカルミックス
鉄 3.8mg カルシウム 260mg 配合
オレンジ＆キャロット
食物繊維 2.5ｇ配合 野菜不足でお悩みの方へ…
マスカット
ビタミン E 8mg 配合 抗酸化作用でより美しく！
==============＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
==============＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

夏のキャンペーン実施中！
2017.8.1～2017.9.30
詳細は別紙にて

各味共通

125ml×
125ml×24

お好きな飲料・食事に添加
オリゴワンオリゴ糖シロップ
乳果オリゴ糖が手軽に毎日摂れる！
甘さは砂糖の約半分。甘さ控えめで熱に強いので様々な料理や飲み物に使用できます。
2kg

漁獲量の問題で魚の価格が高騰している今、一度検討してみませんか!!

料理に混ぜる
エネルギー：107kcal
たんぱく質：1.7g

エネルギー：25kcal
たんぱく質：2.8g

エネルギー：37kcal
たんぱく質：2.7kcal

エネルギー：25kcal
たんぱく質：2.8g

栄養パウダー

＋

＋
全がゆ

150g

味噌汁
本品

100g

5g

エネルギー：132kcal
たんぱく質：4.5g

本品

5g

エネルギー：62kcal
たんぱく質：5.5g

700g
日々のお食事に使えるおいしいふりかけで、

【グァーガム分解物とは】

【イヌリンとは】

グァー豆を原料に作られる保水性に優れた高発酵性の水溶性食
物繊維です。グァー豆はインド・パキスタン地方で古くから食され
ているマメ科の植物で、現地では非常にポピュラーな食材です。
ＰＨＧＧとも呼ばれ便秘や下痢の改善や腸内細菌のバランスを整
えます。

キク科食物の球根などに多く含まれる水溶性食物繊維の一種
で、キクイモやゴボウに多く含まれています。高発酵性の水溶性
食物繊維で、腸の蠕動運動を促進する事が知られています。
グァーガム分解物と一緒にとると、腸内環境を整え、腸の蠕動運
動を促進するのでオススメです。

手軽に鉄分補給ができます。
不足しがちな亜鉛も配合しました

〈ご注文・お問い合わせは…〉

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 3g×
3g×40
つめあわせ（たまご・かつお・たらこ・のりごま）各
（たまご・かつお・たらこ・のりごま）各 10 袋

株式会社ユース
日時 2017 年 11 月 12 日（日）10：00～16：00
会場 福岡国際会議場
約 70 社の展示と様々なテーマのセミナーを行います。参加費無料！
皆様お誘いあわせのうえ是非ご参加ください。
（医療・介護従事者対象の為、一般の方のご参加はお断りさせていただきます。
）

福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目 4-46
TEL 092092-64141-3153
FAX 01200120-602602-802
担当：

◇味をほとんど変えません
甘味の少ない糖質のため、たくさん入れても
味がほとんど変わりません。
◇かさを増やさずエネルギーアップ
たった 13g で 50kcal のエネルギー補給ができます。
◇ダマになりにくい顆粒タイプ
お好きなお飲物やお料理に簡単に使用できます。

バナナ・ピーチ・りんごの３種
「ビタミン飲料の素（顆粒）」８ｇ中には、ビタミンＣ

すりおろし果物にプラスして褐変防止＆ビタミンプラス！
すりおろしバナナ+ビタミン飲料の素バナナ

３００ｍｇをはじめ、その他１０種類のビタミンや

添加なし

3％

5％

10％

カルシウム、鉄が豊富に含まれています。
１袋（４００ｇ）で５０杯分（１杯８ｇ）に

ｵｽｽﾒ使用方法
分包 2 包分（26g）
で 100kcal ｱｯﾌﾟ！

お使いいただけます。

粉飴顆粒
400g

11 種類のビタミンを補給。料理にサッと溶け、食事量の少ない方への食事に手軽に添加でき、個別対応可能
50g
調理損失分ビタミンをしっかりカバー。ミキサー食にも…

1 袋（５０ｇ）で５０人分にお使いいただけます。

粉飴ムース
少容量・高栄養でビタミンリッチなゼリー☆
1 日 1 本でしっかり微量栄養素補給！！
1 個あたり 23g(約大さじ 1 杯半)のプチサイズで
12 種類のビタミンと鉄、亜鉛などの
80kcal・12 種類のビタミン・ミネラル配合。
ミネラルをたっぷり配合！
脂質に配慮し(MCT※50％、オレイン酸 30％)、
積極的な栄養管理をサポートします。
吸収が速くエネルギー効率の良い成分を配合。
ビタミン・ミネラルを摂ることで免疫力を UP。 ※MCT：中鎖脂肪酸トリグリセライド
夏バテ予防に是非ブイクレスシリーズを！
甘みのあるミックスフルーツ風味
全部で６種類。ゼリータイプもあります。
爽やかなキウイフルーツ風味の 2 種類☆

パワミナ 200Jelly

◇少量高エネルギー
1 個あたり 58g、160kcal
◇おいしく食べやすく
L1 嚥下ピラミッド
1j 日本嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類 2013
酸味の効いた
レモンライムがオススメ！

いちご、ぶどう、ブルーベリー、ラフランス、
ヨーグルト、パイナップル、マンゴー、レモンライム
豊富な 8 種類の味をご用意しています。

☆1 本（120g）で 200kcal とたんぱく質 6g が補給できるゼリー飲料です。
少量でエネルギー、たんぱく質を摂取できる為、下記のような場合にお勧め。

・食事量が少なく栄養が不足しがちな方
・暑さで食欲がない方
・デザートやフルーツの代わりとして
☆バナナ、いちご、メロン、ぶどう、オレンジの 5 種から選べます。

120ｇ×
120ｇ×16
ｇ×16

暑い夏の食欲低下のエネルギー補給にいかがですか

毎日美味しく飲めて手軽に栄養補給

125ml×
125ml×18

“すっきり、さっぱり”した飲み口の栄養補助飲料のご案内
その理由は、
たんぱく質源にコラーゲンペプチドを使用
無脂肪、乳成分不使用

栄養成分：1 本（125ｍｌ）あたり
エネルギー・・・160kcal
エネルギー・・・160kcal 脂 質・・・・・0g
たんぱく質・・・・・8.0g (コラーゲンペプチド)
1 本単位で購入可能！
（アセロラ風味、ストロベリー風味、ゆず風味、ミックスフルーツ風味）125ml

毎日ビテツリニューアル 100ml×
100ml×15
125ml カートカンより 100ml 紙パックへ
少量サイズになりました。
コンパクトな飲みきりサイズなのに 1 本で 1 日分の
鉄・亜鉛を補給可能
野菜汁・果汁を配合し、毎日続けやすい飲みやすさ
にこだわりました。
キャロット＆アップル・フルーツミックス
オレンジの 3 種の味

栄養成分：1 本（125ｍｌ）あたり
エネルギー・・・200kcal
エネルギー・・・200kcal
たんぱく質・・・・・8.0g
（ミックスフルーツ風味、ストロベリー風味、レモンティー風味、アップル風味）

脂

質・・・・・0g

(コラーゲンペプチド)

125ml×24

食べきりサイズのカロリー補給用ゼリー（果汁入り）
糖質由来のエネルギーゼリー。離水がなく舌でつぶせる固さです。

８０kcal
スティックゼリーカロリータイプ

20 包入り

容量約 14ｇで 80Kcal 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、スライス
ゼリーが作りやすい！オレンジ風味
ヨーグルト風味・バナナ風味 3 種の味

エネルギー
80kcal

35g×
35g×20 / １箱

