特に
ガンコな方に

カチカチと
ユルユル
どちらでも

2019
表示価格は全て税抜です。
冷凍品は別途クール便代を頂戴いたします。
白ぶどう・りんご
トロピカルフルーツ
84g 全 3 種 個人価 130 円

1 本（120g）で 150kcal が摂取できるゼリー飲料。
たんぱく質・リン・カリウム 0g。さっぱり飲みやすい
クリアタイプのゼリーです。是非お試しください！
キウイ風味、栄養ドリンク風味の 2 種類。

・エネルギー125kcal、たんぱく質 5g
・天然果汁を使い、フルーツの香りでさっぱり
・やわらかい物性で、ほどよいまとまりがあり
離水が少ない特徴のゼリーです

各種 個人価 2650 円

6g×
6g×30 個人価 2230 円
【グァーガム分解物とは】
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。

6g×
【イヌリンとは】
6g×30 個人価 2800 円
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。

サンファイバープラス酪酸菌
キユーピー

キユーピー

エナップ１００ 16ｇ×
16ｇ×40
ｇ×40

和える栄養
ごま風味・マヨ風味 各 300g

「水溶性食物繊維（PHGG）
」に、生きたまま腸に届く「酪酸菌」を配合したシンバイオティクス！
「酪酸菌」ともっとも相性の良い食物繊維「グアーガム分解物（PHGG）」を組み合わせました。
酪酸菌は善玉菌の一種で、整腸剤の成分としても知られています。

個人価 1635 円
普段の⾷事に混ぜるだけ︕手軽に 100kcal エネルギーアップ
POINT１

簡単オペレーション

個人価 620 円
お好みの素材と和えるだけ！
エネルギー、たんぱく質、鉄、亜鉛、カルシウムを一緒に摂取！

お好みの⾷事に素早く混ざり、1 袋（16g）
当たり 100kcal エネルギーアップできます。

POINT１

人口胃液（pH1〜2）中にて、3 時間後でも分離せず微細乳化状態を保ちます（当社試験例）

高い汎用性

POINT２

さまざまな料理やスープ、飲料などに混ぜても⼝どけが良く、風味を損ないません。
POINT３

少量高エネルギー

☆1 日あたり 1～3 包を目安に召し上がりください。
料理・飲み物の味をほとんど変えないので、お好きなものに入れてお使いいただけます。

飲み物・汁物にとろみをつけたい時に︕

POINT３

塩分を考慮した商品設計

15g 当たり塩分 0.4g ながら、
しっかりとした味付けになっています。

100kcal のエネルギーアップに対して、塩分は 0.35g です。

500g（フタ付き）
500g（フタ付き）1320
（フタ付き）1320 円
作り方

加える量の目安

風味豊かな和え物用ソース

塩分を考慮した商品設計

個人価 3g×
3g×50 590 円

◎味をかえない ◎ダマにならない ◎食材を選ばない

●お茶にも
●ジュースにも
●牛乳にも

茹でた野菜や肉等と和えるだけで、
手軽に和えものを提供できます。

1g 当たり 6.25kcal。⾷事量を増やさずにそのままの⾷事で
簡単にエネルギーを摂取できます。
POINT4

ご要望の多い栄養

1 人分（15g）当たり、エネルギー100kcal、
たんぱく質 3.5g、鉄 0.5 ㎎、亜鉛 0.7 ㎎、
Ｃa41 ㎎です。

※卵⻩レシチンによる乳化により、37℃で 1 分間撹拌後、

POINT２

6g×
6g×30 個人価 2420 円

熱いものでも冷たいものでも混ぜるだけでOK！
飲み物・汁物など種類に関係なく、
同じ添加量でとろみがつけられます。

●味噌汁にも

3ｇ×50
ｇ×50 包/袋

500g（
500g（innobox）
innobox）

味の素パルスイート

味の素冷凍

400ｇ
400ｇ 1683 円
1.8g×
×120 本 1050 円
1.8g

バニラムース・ココアムース・いちごムース 38g×
38g×10
個人価 各 690 円

金芽ロウカット玄米ごはん新発売！
ハウス食品

ビタミン飲料の素 400g
りんご・バナナ･ピーチ
個人価 各 1400 円

「食物繊維
食物繊維」
γ-オリザノール」
ビタミンＥ」など
食物繊維 「γ
オリザノール 「ビタミンＥ
ビタミンＥ
の玄米の栄養素もしっかり。150g×
150g×20 個人価 4000 円
白ご飯

金芽ロウカット玄米ごはん

かむ力が弱まった方にも安心の
ＵＤ区分３「舌でつぶせる」

すっきりした甘さでカロリー
ゼロ・糖類ゼロ。
スティック 1 本（1.8g）で
砂糖約 5g 分の甘さでお料理や
デザートに幅広く使えます。

38g の食べきりサイズにエネルギー・
たんぱく質を強化したムースです。
（１カップあたり）
・エネルギー100kcal
・たんぱく質 3.0g
少量ながら高カロリーです。

水分補給をしながら食事量を増やさずに
11 種類のビタミンとカルシウム･鉄分を
フードケア

日清オイリオ商品 4 月～（
月～（終売・リニューアル案内）
終売・リニューアル案内）
バランスよく摂取することができます。
１袋（400ｇ）で 50 杯分（１杯 8ｇ使用）

<リニューアル>
リニューアル>
<販売元変更>
販売元変更>

水に溶かすだけでなく、紅茶やヨーグルトの
フレーバーとしての使用もおすすめです。

エプリッチゼリーとうふ風味 207ｇ
リニューアル
個人価 165
165 円

同じ量のご飯を食べても白ご飯に比べて
摂取カロリーが約 30%
30%、糖質が約 32％
32％抑えられます！！

名糖 おいしく健康応援チョコレート
おいしく健康応援チョコレート

サラヤ ラカント低糖質ショコラ

糖質・カロリーが気になる方へ
人工甘味料不使用！糖質 37%以上 OFF。
カロリーオフ、低ＧＩ
低ＧＩ、食物繊維入り
カロリーオフ
低ＧＩ 食物繊維入りのチョコレート。
食物繊維入り
手にくっつきにくいひとくちサイズで、持ち運びにも
１粒約３g で 12kcal
便利です。ホワイト・ミルク・ビターの 3 種類。
ミルク・いちご・ブラックの 3 種類

①ホリカフーズへ移管商品
→4 月～「FORICA
「FORICA」
FORICA」ブランドにて発売
・レナケアーねりうめ
・レナケアーのり佃煮
・レナケアーかつお削りみそ
・クランベリーＵＲ100
・クランベリーＵＲ65
・クランベリーＵＲゼリー
・レナケアー醤油ラーメン
・レナケアー焼きそば

・だしわりしょうゆ 5ml×100/750ml
・だしわり特製しょうゆ 3ml×100
・だしわりぽんず 5ml×100/250ml
・だしわりつゆの素 500ml

1 袋 40g
個人価 300 円

②ハウス食品へ移管商品
→4 月～「やさしくラクケア」ブランド
にて発売
・レナケアー低たんぱくご飯シリーズ

・225kcal→240kcal
・ＭＣＴオイル配合

<商品名変更〉
商品名変更〉
→3 月以降～商品名から
月以降～商品名から「レナケアー」が外れます
～商品名から「レナケアー」が外れます
・レナケアーMCT 入りミニゼリー 3 種
・レナケアーカロリーミックス 4 種
・レナケアーカルニチンゼリー
・レナケアーシルキー

<終売>
終売>
1 袋 47g
個人価 250 円

エプディッシュが
エプリッチゼリーとうふ風味に
名前を変えてリニューアルします。

・ＭＣＴビスケット バター・紅茶・かぼちゃ
・ＭＣＴサンドビスケット
・クランベリーUR50
・レナケアーとんこつラーメン/かやくうどん
・だしわりドレッシング

※現行品なくなり次第順次
切り替え予定です→２月～3 月見込み

〈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：
17：00
（休業日：土・日・
（休業日：土・日・祝日）
・日・祝日）
TEL 092092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802

