しっかりエネルギー補給をしたい方に、
少量でおいしく高カロリーを補給できます。
低たんぱく、高カロリーデザート

2018
表示価格は個人価格（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。

リニューアルし、油臭さや凝集を抑制した品質に改善しました！
大豆ベース飲みきりサイズの 1ml＝
1ml＝2kcal の高カロリースープ
高カロリースープ

やわらかくなめらかなゼリー物性
おいしく簡単にエネルギーと
たんぱく質が補給できます。
全 12 種のラインナップ

（１パック 100ml 当り）
エネルギー200kcal
食物繊維 2.0g 、大豆たんぱく 5.0g
常温でおいしく飲める甘くない大豆スープです。

現⾏品終了次第、
順次切り替えとなります

牛乳を使用していないので牛乳が苦手な方
でも飲みやすいです。 個人価 各 5000 円

サルコファイバー

芳醇な香りがたのしめる
チョコレートは
チョコレート
バレンタインデーに♥

りんご風味

100g×36

このような製品をお探しのかたに
□
□
□
□
□
□

BCAA を効率的に補給したい「ロイシン高配合」
離水や物性に配慮された製品が欲しい「学会分類 2013 コード 2-1 相当」
早期に口から食べたい
食物繊維、オリゴ糖を補給したい「グァーガム分解物（PHGG）、フラクトオリゴ糖配合」
ビタミン D を効率的に補給したい
運動・リハビリ後に栄養を補給したい
個人価 各 7200
7200 円

※ストロベリー味は,ゼリーの下の部分に使用。

たんぱく質を抑えたい方に

16 枚 個人価 429 円

Ｖ

1 枚あたり 50kcal。
個包装で持ち運びにも便利です。

人口甘味料不使用！
糖質 37%以上 OFF のロカボチョコ。
手にくっつきにくいひとくちサイズで、
持ち運びにも便利です。
ホワイト・ミルク・ビターの 3 種から
お好みの味を選べます！

プレーン・チョコ
プレーン・チョコ 30ｇ×
30ｇ×5
ｇ×5 個人価 各 600 円
低たんぱく＆エネルギー強化。
1 個で 160kcal のマドレーヌ。
ふんわり・しっとりした食感に仕上げました。

40g 個人価
個人価 各 298 円

日清 MCT オイル 900gPET が新発売︕︕

とろけるデザート

900g 個人価
個人価 5900 円

【冷凍】
いちご 390g/15 個

70ｇ×６

70ｇ×
70ｇ×6
ｇ×6 個人価 各 900 円

「日清 MCT オイル」の

個人価 606 円
ミキサー食の方の
デザートやトッピングに！

やさしい素材いちごを使用して、
華やかなデザートに！本物のいちごと違い
種もないので歯に詰まることもありません！

チョコレート 67ｇ
67ｇ
ストロベリー66
ストロベリー66ｇ
66ｇ 個人価 各 117 円

カロリーを抑えたい方に

全 12 種 220g 個人価
個人価 各 167 円/本

マスカット風味

風味豊かなストロベリー味
ストロベリー味は
ストロベリー味
ひと手間加えて行事食にも♪

大容量タイプが発売になりました！
☑

割れにくくて使いやすい PET ボトルタイプ！
ガラス素材が持ち込めない厨房でも安心！
☑ 持ちやすい取っ手付き！しっかり持てるため、
手を滑らす心配が軽減！
☑ 大容量サイズなので、コストパフォーマンスが優秀！

全 3 種 84ｇ
84ｇ 個人価 各 130 円

細かくほぐした果肉と果汁が入ったとろける食感
のゼリーです。スプーンですくいやすく、こぼれにくい物性です。

100ml×
100ml×15 個人価 各 2610 円

〈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
平日 9：00～
00～17:00
（休業日：土・日・祝日）

大さじ１杯（約 5.5g）で
エネルギー25kcal
たんぱく質 1.1g 栄養強化

料理に混ぜる栄養パウダー
5.5ｇ×
5.5ｇ×10
ｇ×10 個人価 1000 円 700g 個人価 3740 円

TEL 092
092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802

11ｇ×
11ｇ×30
ｇ×30
個人価 1680 円
1kg
個人価 2670 円

たんぱく制限食の年越し・祝膳に…
木徳神糧 お祝い越後ごはん
180g×
180g×20 個人価
個人価 4460 円
1 パックでたんぱく質 0.7g。小豆の入った赤飯風低たんぱくごはんです。御祝いの席に…

お料理やお飲み物へ

たんぱくパワー粉末
混ぜてご使用いただけます。
500ｇ
500ｇ 個人価 2200 円

臭いはほぼなし

熱変性なし
コラーゲンペプチド 100%使用
100%使用

【栄養成分表示（100g あたり）】
エネルギー：500Kcal たんぱく質：70.9g 脂質：23.9g
炭水化物：0.2g ナトリウム：110mg リン：57mg
カリウム：5g 食塩相当量：0.3g

ニュートリーコンク 2.5

少量×⾼栄養
１ｍL あたり 2.5Kcal

200ml 個人価 248 円
1000ml 個人価 1219 円

これ以上食べられない!という時に、
料理や飲み物に加えるだけ！
ボリュームはそのまま。
栄養価だけをグンとアップします。
。

キッセイ薬品 げんたそば
100g×
100g×3
個人価
個人価 450 円
たんぱく質・リン・カリウムを低減。手軽にこしのある信州そばを楽しめます。
三香園 信州そば 80g×
80g×4
個人価
個人価 442 円
食塩無添加。たんぱく質・リン・カリウムを低減。風味が良くコシのあるそばです。
キッセイ薬品 げんたつゆ
500ml
個人価
個人価 980 円
本格天然だしが生きた成分調整つゆの素。一般品に比べナトリウム 1/2 以下、リン・カリウムは 1/3 以下 6 倍希釈タイプ
日清オイリオ だしわりつゆの素 500ml
かつおと昆布のあわせだし。一般品に比べ食塩 50%

個人価
個人価 711 円
カリウム 75％ リン 70％カット。6 倍希釈タイプ

