2018
2018 年の丑の日

7 月 20 日・8
日・8 月 1 日
2018
まぁ～るくなって新登場！
表示価格は全て税抜です。
冷凍品をご注文の際は別途クール便代を頂戴いたします。

80g×6 個⼈価 960 円

●素材を活かしたまろやかな味わい
●なめらかなのどごし
●使い勝手の良い手軽な 1 パック
●MCT(中鎖脂肪酸油)を 1.7g 配合

柔らかさ・美味しさ＋Ca と Fe を強化。Ca100mg、Fe1mg。
国内産うるち米 100％使用
1 袋 12 枚入り。アルミ個包装なので、外袋開封後も賞味期限内であれば美味しく食べられます。

美味しくなって
リニューアル！！

60g×6 個⼈価 1245 円
◇かみやすく、飲み込みやすい。
温めても食べられるおかずタイプのゼリー食です。
◆開封してそのまま食べられて、常温保存可能。製造より 12 ヵ月
◇うま味調味料無添加で、⾃然の風合いの味付・風味♪
◆硬さ・付着性・凝集性:嚥下ピラミッド(L2)/学会分類 2013(コード 1j）

120g（4 個⼊）個⼈価 460 円
魚のすり身を使い、うなぎの蒲焼の風味と見た目を再現したムースです。
※本製品はうなぎ原料を使用していません。

ソフリ 蒲焼風ムース
蒲焼風ムース 30

【うま塩味】
塩と 3 つの旨味（グアニル酸、イノシン酸、グルタミン酸）が調和し美味しく仕上がりました

12 枚
個人価 477 円

【さとう醤油味】
砂糖・醤油・くるみで上品な甘さと香ばしさを実現

北海道産山芋とろろ 食物繊維入り【冷凍】
食物繊維入り【冷凍】 300g 個人価 616 円

1. 特⻑・酪酸菌ともっとも相性の良いグアーガム分解物を組み合せ
6g×
6g×30
・サンファイバーと同様に飲み物やお⾷事に溶かして利⽤
個人価 2,440 円

北海道産の長いもを使用。風味が良く、強い粘りが特徴のとろろです。
解凍するだけで、様々な料理に使用できますので、すりおろしの手間もなく、人の手や空気に触れず、衛生的です。
使い切りの少量サイズで、便利。製品 50g あたりに食物繊維（ポリデキストロース）5g 含有

2. おすすめの場面 サンファイバーで効果が得られにくい下痢

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
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！

カルシウム入り乳酸菌ウォーター
手軽にカルシウム補給ができます。さらに乳酸菌も入って毎日の元気をサポートします。
濃度調整ができ水分補給にも最適です
1 杯（10g）を 200ml のお水またはお湯に溶かしてご使用ください
カルシウム 210mg、乳酸菌 200 億個摂取できます
ゼラチンなどで簡単にゼリーが作れますとろみも簡単！！粉末なので、溶かす前にとろみ剤を入れることができます

500g
個人価 1,250 円

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！

125ml×
125ml×24

個人価

1,973 円

ｵｽｽﾒ使用方法

脱水状態になってしまったら、水分とナトリウムなどの電解質を速やかに補うことが
大切です。もっとも効果的な方法は、経口補水液を摂取することです。

経口補水液

目的に応じて選べる
３つの味のバリエーション

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
500ml 個⼈価 190 円 / 280ml 個⼈価 133 円 / 200g ゼリー 個⼈価 180 円

粉飴顆粒

エネルギー・電解質を補給

粉飴ムース
200ml×
200ml×24
個人価 4,224 円

分包 2 包分（26g）
で 100kcal ｱｯﾌﾟ！

◇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
1kg
お好きなお飲物やお料理に簡単に使用できます。
◇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！

個人価 800 円 分包 個人価 850 円

58g
個人価 110 円
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。

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
一人前における
一人前における塩分量
における塩分量

0.74g

（6ｇあたり）
米みそ（淡色辛みそ）

いつものみそ汁。味噌とだしを置換えていただくだけで減塩!!
独⾃の技術で食塩を 50％以上カット︕
全病食(協)減塩みそ

マルサンアイ㈱

750g 個⼈価 457 円

七訂日本食品標準成分表

0.41g
顆粒風味調味料 （1ｇあたり）

七訂日本食品標準成分表

5.5g×15 1,000 円

0.33g

（6ｇあたり）

0.07
〜0.08g
個⼈価 963 円

減塩だしの素
㈱マルハチ村松
500g

700g 3,740 円

（1ｇあたり）

通常のだしの素と比べ、ナトリウムを約 80％カット︕

エネルギー：132kcal
たんぱく質：4.5g

＋

＋
エネルギー：62kcal
たんぱく質：5.5g

全がゆ

150g

本品

商品カタログ【しあわせ家族】配布のお知らせ
在宅用商品カタログ【いきいき家族】は
【しあわせ家族】に変わります。

2018 年度版配布
年度版配布中
配布中
ご要望は弊社までご連絡ください

味噌汁

100g

5g

本品

〈ご注文・お問い合わせは…〉

株式会社ユース
福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目 4-46
TEL092TEL092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802

5g

