
 

                        

    

    

    

    

                                                                                                                                        

    

    

    

    

    

        

        

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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。 

〈ご注文・お問い合わせは…〉〈ご注文・お問い合わせは…〉〈ご注文・お問い合わせは…〉〈ご注文・お問い合わせは…〉    

株式会社ユース株式会社ユース株式会社ユース株式会社ユース    

福岡市東区箱崎ふ頭福岡市東区箱崎ふ頭福岡市東区箱崎ふ頭福岡市東区箱崎ふ頭 3333 丁目丁目丁目丁目 4444----46464646    

平日平日平日平日 9999：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000（休業日：土・日・祝）（休業日：土・日・祝）（休業日：土・日・祝）（休業日：土・日・祝）    

TELTELTELTEL    092092092092----641641641641----3153315331533153    

FAXFAXFAXFAX    0120012001200120----602602602602----802802802802    

    

2019 

ハウス食品 

 

とろとろ煮込みシリーズとろとろ煮込みシリーズとろとろ煮込みシリーズとろとろ煮込みシリーズ    リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル    

・全アイテム 100kcal に統一 

・新発売！ハンバーグ味が加わりました。 

・UDF「かまなくてよい」・ストックにも◎ 

ビーフカレー味、ビーフシチュー味、肉じゃが味 

すき焼き味、ハンバーグ味 

◆飲み込みに優しい飲み込みに優しい飲み込みに優しい飲み込みに優しい食感のゼリー 

◆乳酸菌「乳酸菌「乳酸菌「乳酸菌「E.E.E.E.フェカリスフェカリスフェカリスフェカリス」を 

  加熱殺菌体で 6,0006,0006,0006,000 億億億億個配合。 

◆不足しがちな 12 12 12 12 種類のビタミン種類のビタミン種類のビタミン種類のビタミンと 

 亜鉛、セレンなどのミネラルミネラルミネラルミネラルを配合。 

ブイ・クレス BIO ゼリー    

ラ・フランス・ピーチ 

ハウス食品ハウス食品ハウス食品ハウス食品    給食用ビタミンミックス給食用ビタミンミックス給食用ビタミンミックス給食用ビタミンミックス    50g50g50g50g    

11 種類のビタミンを補給。 

料理にサッと溶けミキサー食 

に混ぜての使用もおすすめ。 

食事量の少ない方でも手軽に 

添加でき調理損失分のビタミン 

をしっかりカバーできます。 

 

お味噌汁、ソースなどにも 

77g 個人価 各 150 円 80g 個人価 各 138 円 

50g 
個人価 556 円 

個人価 150 円 
個人価 540 円 

個人価 150 円 
個人価 334 円 

個人価 422 円 

個人価 711 円 

軽い口あたりのクッキー。 

1 パック 2 枚入り。エネルギー100kcal。

サクッとかる～い焼き上がり。 

エネルギー50kcal。 

ニューマクトンクッキーニューマクトンクッキーニューマクトンクッキーニューマクトンクッキー    

1 箱(12 パック入) 
1 箱(20 個入) 

丸型ニューマクトンビスキー丸型ニューマクトンビスキー丸型ニューマクトンビスキー丸型ニューマクトンビスキー    

バナナ味・シナモン味 

個人価 各 1426 円 個人価 各 1112 円 

栄養栄養栄養栄養補給ゼリー飲料補給ゼリー飲料補給ゼリー飲料補給ゼリー飲料    

■1 本（120g）で 200kcal、たんぱく質 6g 摂取できます。 

■なめらかなゼリーの食感が楽しめます。 

■全 7 種類と豊富なバリエーション。お好みにあわせてお飲みいただけます。 

パワミナ２００Ｊｅｌｌｙ  各味 160g×16 

※おしらせ※ 

４月以降ケース入り数が変更になります（16 入→24 入 各 3696 円） 

  味によって変更時期が異なります。ご了承下さい。 

ぶどう風味 オレンジ風味 

バナナ風味 いちご風味 

メロン風味 サイダー風味 

レモンヨーグルト風味 

今おすすめしたい商品を集めました！是非一度お試し下さい今おすすめしたい商品を集めました！是非一度お試し下さい今おすすめしたい商品を集めました！是非一度お試し下さい今おすすめしたい商品を集めました！是非一度お試し下さい！ 

74g 全 6 種 各 112 円 

毎日のおやつに！ 

春の行事に！ 

 

やわらか団子（冷凍） 各味 30g×10 

もち特有の粘り気を低減させた、 
舌でつぶせるやわらかいお団子です。  
自然解凍後、お召し上がりください。 
春の⾏事におすすめです︕ 

（⿊ごま・よもぎ・さくら）    

 

つぶし煮豆 各 300g 

噛む⼒が弱っている⽅でも美味しくお召し上がり 
いただけるペースト状の煮豆です。 
ミネラル強化。彩りあざやかな一品です。 
ゲル化剤等で固めて羊羹風もオススメです。 

（きんとき⾖・⿊⾖・うぐいす⾖）    

 

    ４月価格改定のお知らせ４月価格改定のお知らせ４月価格改定のお知らせ４月価格改定のお知らせ 

原料価格・包装材料・物流費の高騰など様々

な事情により、一部商品が平成 31 年 4 月 1

日より値上げになります。別紙をご確認いた

だきますようお願い申し上げます。 

キユーピーキユーピーキユーピーキユーピー    

普段の⾷事に混ぜるだけ︕⼿軽に 100kcal エネルギーアップ 

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。 

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。 

 

75g（1ℓ用）個人価 110 円 

18g×10 個人価 465 円 

紙パック飲料特集 

●まめぴよ（ココア/バナナ/いちご/プリン） 125ml×24 

カルシウム・マグネシウム・亜鉛を強化した豆乳飲料 

●飲む野菜と果実（デザートに/ピーチ／グレープ/マンゴー/トマト&アップル）100ml×40  

野菜＋果実 100％で飲みやすい！食物繊維、カルシウム入り 

●からだ充実（キャロットアップル/グレープ） 125ml×18  

不足しがちな鉄・カルシウム・ビタミン B 群・ビタミン C 入り 

●からだ充実（7 つの果実/紫の野菜と果実）125ml×24  

カルシウムと７種のビタミン入り 

牛乳のかわりに 常温保存できる 朝食・おやつに 

甘くない流動食！甘くない流動食！甘くない流動食！甘くない流動食！スープ特集スープ特集スープ特集スープ特集 

（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。 

常温でもおいしく飲める甘くない大豆スープです。牛乳不使用なので牛乳が苦手な方でも飲みやすいです。 

 

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大豆ベース飲みきりサイズの大豆ベース飲みきりサイズの大豆ベース飲みきりサイズの 1ml1ml1ml1ml＝＝＝＝2kcal2kcal2kcal2kcal のののの高カロリー高カロリー高カロリー高カロリースープスープスープスープ 

鶏だし風味/味噌風味  

コーン/にんじん/かぼちゃ/じゃがいも/たまねぎ/まめ（６種詰め合わせ有）   

たまねぎ、長ねぎ（じゃがいものポタージュのみ使用）を下味に使い、 

素材の味を引き立たせました。 

１袋 160kcal、カルシウム 200mg、ビタミン D12.5μg などが補給できます。   

コーン/かぼちゃ/じゃがいもポタージュ  

寒い時期に温かくしておいしく食べられるスープの流動食です。 

食材の自然な素材感を活かした野菜のおいしさを味わえます。 

三大栄養素をバランスよく配合し、毎日の食事にお使いいただけます。 

個人価 各 5000 円 

個人価 各 178 円 

個人価 各 4800 円 

日清オイリオ日清オイリオ日清オイリオ日清オイリオ    「だしわりシリーズ」「だしわりシリーズ」「だしわりシリーズ」「だしわりシリーズ」    リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル    

・だしわりしょうゆ 5ml×100 → からだ想いからだ想いからだ想いからだ想いだしわりしょうゆだしわりしょうゆだしわりしょうゆだしわりしょうゆ 3ml3ml3ml3ml××××30303030    

・だしわりしょうゆ 750ml →    からだ想いからだ想いからだ想いからだ想いだしわりしょうゆだしわりしょうゆだしわりしょうゆだしわりしょうゆ    500ml500ml500ml500ml    

・特製だしわりしょうゆ 3ml×100 →    からだ想いからだ想いからだ想いからだ想い特製だしわりしょうゆ特製だしわりしょうゆ特製だしわりしょうゆ特製だしわりしょうゆ    3ml3ml3ml3ml××××30303030    

・だしわりぽんず 5ml×100 →    からだ想いからだ想いからだ想いからだ想いだしわりぽんずだしわりぽんずだしわりぽんずだしわりぽんず    5ml5ml5ml5ml××××30303030    

・だしわりぽんず 250ml → からだ想いからだ想いからだ想いからだ想いだしわりぽんずだしわりぽんずだしわりぽんずだしわりぽんず    250ml250ml250ml250ml    

・だしわりつゆの素 500ml →    からだ想いからだ想いからだ想いからだ想いだしわりつゆの素だしわりつゆの素だしわりつゆの素だしわりつゆの素    500ml500ml500ml500ml 

※現行品なくなり次第切り替えになります。 

リニューアルのお知らせリニューアルのお知らせリニューアルのお知らせリニューアルのお知らせ    

※ぬくもりミキサー下記 4 品がおいしくミキサーシリーズに変更になります。 

・ぬくもりミキサー照焼きチキン 70ｇ → おいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサー照焼きチキン照焼きチキン照焼きチキン照焼きチキン 50g50g50g50g    

・ぬくもりミキサー筍おかか煮 70ｇ →    おいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサー筍おかか煮筍おかか煮筍おかか煮筍おかか煮 50g50g50g50g    

・ぬくもりミキサーコーンサラダ 70ｇ →    おいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサーコーンサラダコーンサラダコーンサラダコーンサラダ 50g50g50g50g    

・ぬくもりミキサーごぼうサラダ 70g →    おいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサーごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダ 50g50g50g50g    

（伊那食品）（伊那食品）（伊那食品）（伊那食品）    

・とろける杏仁（60g＋40g）×5 → とろける杏仁 60g60g60g60g××××5555（シロップ無しになります（シロップ無しになります（シロップ無しになります（シロップ無しになります） 

（太陽化学）（太陽化学）（太陽化学）（太陽化学）    

・クッキンサプリ Fe 3g×60 → クッキンサプリ Fe 3.4g3.4g3.4g3.4g××××30303030 

※在庫なくなり次第販売終了。 

 （日清オイリオ）（日清オイリオ）（日清オイリオ）（日清オイリオ）    

・ＭＣＴビスケット バター 

・ＭＣＴビスケット 紅茶 

・ＭＣＴビスケット 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 

（ホリカフーズ）（ホリカフーズ）（ホリカフーズ）（ホリカフーズ）    

・ピーエルシーお惣菜 肉じゃが 

・ぬくもりミキサー白がゆ 

・ぬくもりミキサーいわし梅煮/うぐいす豆煮 

・ぬくもりミキサー詰め合わせ 

（バランス）（バランス）（バランス）（バランス）    

・やさしくおいしく鉄分補給 

・やさしくおいしくビタミン＋亜鉛補給 

（名糖産業）（名糖産業）（名糖産業）（名糖産業）    

・チョコ de おいしく栄養補給 

（江崎グリコ）（江崎グリコ）（江崎グリコ）（江崎グリコ）    

・たんぱく調整ビスコ いちご 

終売品終売品終売品終売品    

ホリカフーズホリカフーズホリカフーズホリカフーズ    「「「「ぬくもりミキサーぬくもりミキサーぬくもりミキサーぬくもりミキサーシリーズ」シリーズ」シリーズ」シリーズ」    リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル    

個人価 150 円 

個人価 150 円 
個人価 334 円 

個人価 540 円 

個人価 422 円 
個人価 711 円 

 
ご確認、宜しくお願い 

申し上げます 

16ｇ×40 個人価 1635 円 

個人価 各 2464 円 

個人価 各 667 円 
 

個人価 各 488 円 
 

個人価 各 1667 円 
 

個人価 各 2222 円 
 

個人価 各 1404 円 
 

個人価 各 1920 円 
 

個人価 155 円 
個人価 145 円 

個人価 145 円 
個人価 145 円 

個人価 840 円 

個人価 1550 円 


