＜“たんぱく調整”オススメ商品＞
キッセイ

ゆめレトルト シリーズ

食事のおいしさ、楽しさをそのままに、たんぱく質を調整し、塩分、リンを控えたお料理をパックしたレトルト食品です。
温めるだけで調理も簡単! 本品は、消費者庁許可の特別用途食品(病者用食品)ではありません

2019
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。
個人価 290 円

269 円

332 円

245 円

238 円 267 円 245 円

267 円

245 円

のみや水(
のみや水(水分補給ゼリー飲料
水分補給ゼリー飲料)
補給ゼリー飲料)
たんぱく質や塩分を控えるだけでなく
味や香りにもこだわりました。
●液体などを飲み込みにくい方の水分補給に。
●まとまりがよく離水が少ない水分補給ゼリー飲料。
●さっぱりとした美味しさ。
ほんのり
ほんのり
内容量 150g
●リンゴ風味新発売です！
リンゴ風味 レモン風味
無果汁
個人価 各 93 円

日清ＭＣＴ
日清ＭＣＴパウダー低糖質
ＭＣＴパウダー低糖質

２５０ｇ

個人価 331 円 345 円 356 円 368 円

カフェオレ風味 枝豆とうふ風味

120g で 400kcal (3.3kcal/g)

● ソフトな口あたりの半固形タイプ

糖質を抑えたエネルギーバランス

日本初!⾼脂質⾼濃度栄養⾷

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各 120g×24 個人価 各 9120 円
n-3 系
MCT 脂肪酸 BCAA

L-カルニ
チン

●病態にともなう低栄養・

江崎グリコ

たんぱく調整 おやつ

345 円 384 円 356 円

290 円 234 円

245 円 279 円 245 円

●たんぱく調整ビスコ 2 個×12

●たんぱく調整チョコレート

16 枚

口どけなめらか、チョコレート本来のおいしさを
お楽しみいただけます。
個人価 429 円

口どけがよく、食べやすいクリームサンドビスケット。
食べきりやすい 1 袋 2 枚入り。
個人価 320 円
※たんぱく調整ビスコいちご味は終売しました。

エネルギー不足をカバーし、

従来のＭＣＴパウダーを低糖質化、
食物繊維配合、分散性を向上させた
商品です。
個人価 2200 円

エプリッチゼリー

全 12 種類
220g
常温保存可
BCAA2250mg
ＭＣＴオイル配合
個人価 各 167 円
やわらかくなめらかなゼリーで、おいしく簡単にエネルギー補給！１パック（220ｇ）で 360kcal、たんぱく質 12.1ｇが摂取でき、
全 12 種類の味で毎日違う味を楽しめます！ＭＣＴオイル配合。※召し上がる前は半日（約 12 時間）以上冷蔵庫にて冷やしてから開封してください。

回復力をサポートします。
●呼吸と運動に配慮し、
糖質を抑えた組成です。

甘くない
個人価
とうふタイプも！

カセイ食品
常温
個包装

どらやきシリーズ

どら焼

小豆こしあん

全５種類

栗どら焼
栗こしあん

抹茶どら焼

芋どら焼

エプディッシュ

胡麻どら焼

宇治抹茶
こしあん

さつま芋
こしあん

165 円

1 パック（207g）
エネルギー 225kcal
たんぱく質 13.8g
亜鉛 4.5mg
銅 0.4mg
→エプリッチゼリーとうふ風味に
リニューアル予定です

⿊胡麻こしあん

各種 32g×8 個 個人価 各 555 円
休売していた どらやきが復活！
２種の味が追加になって
全５種類になりました！
さけに塗って

JF こめサラダ油 1350g

つぶし煮豆

和風ぷりん

各 300g

（きんとき豆・⿊豆・うぐいす豆）

各 55g
米ぬか由来の抗酸化成分を含み、

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。
ゲル化剤で固めて
・きんとき豆（食物繊維＋亜鉛強化）
羊羹風にアレンジも！
・黒豆（ヘム鉄＋亜鉛強化）
・うぐいす豆 （Ｃａ＋Ｍｇ 亜鉛強化） 個人価 各 488 円

（小豆・宇治抹茶・南⽠
・栗・⿊胡麻・紫芋）

チャンチャン焼き風

各素材の風味豊かな、
やわらか和風のカップ
デザートです。

軽い風味で胃もたれしにくい油
です。あらゆる料理にお使いいた

個人価 593 円

だけます。

個人価 各 112 円

１個にカルシウム
カルシウム 470mg、
470mg、亜鉛５
亜鉛５mg 配合。

個人価 780 円
おかゆに

種抜きかつお梅干

500g

個人価 1578 円

紀州産梅びしお

300g

個人価 822 円
前号にひきつづき・・・
朝食・おやつに

完熟した紀州南高梅を 100％使用し
赤しその色と香りを添えた調味梅肉です。

梅干の種とへたを一粒一粒丁寧に取り除いた
かつお風味たっぷりの梅干です。塩分 8％

カルシウム入りかんたんプリンの素

325g

【作り方】冷たい牛乳と混ぜて、冷蔵庫で冷やすだけ！

時短で本格おやつが作れます！
※（カップ 60ml）83 食分

飲む野菜と果実

100ml×40

個人価 1449 円
個人価 各 2222 円

たんぱく UP 飲料

●カフィーニ（カフェラテ味） 125ml×18

個人価 1500 円

425g

各 400g

個人価 各 1400 円

11 種類のビタミンとカルシウム･鉄分をバランス
野菜＋果実 100％で飲みやすい！
よく摂取することができます。１袋（400ｇ）で
食物繊維、カルシウム入り。
50 杯分（１杯 8ｇ使用）水に溶かすだけでなく、 （りんご・バナナ・ピーチ）
全 5 種（デザートに・ピーチ・グレープ・マンゴー・トマト&アップル） 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。

鉄を豊富に含む、食物繊維・カルシウム・亜鉛・ビタミンＤ入り

●毎日ビテツ（フルーツミックス/オレンジ/キャロット＆アップル）各 100ml×15
個人価 各 1845 円
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） 各 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 個人価 各 1404 円
●からだ充実（7 つの果実/紫の野菜と果実）各 125ml×24
カルシウムと７種のビタミン入り
個人価 各 1920 円

カゴメ とろける野菜と果実 リニューアル
野菜果汁量がさらにアップ！

1kg

強化米とは国産米に５種ビタミンと鉄分をコーティング
しているお米です。お米を炊く際に本品を加えるだけ！
精白米：強化米＝200：1 の割合で添加
個人価 6670 円

給食用ビタミンミックス

50g

11 種類のビタミンを補給。 個人価 556 円
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。

鉄味がしない
鉄分

クッキンサプリＦｅ

80g 30
（ぶどう味・ピーチ味・りんご味） 各 80g×30

個人価 各 3300 円

ハウス食品 おいしくせんいココアプリン リニューアル
「黒豆ココアプリン」→「ココアプリン」になります。
４月～現行品無くなり次第順次切り替えになります。
1 袋で５０人分
袋で５０人分

63g

個人価

リニューアル

顆粒タイプ

・飲み物や料理の味を変えずに
簡単に“鉄分”補給
・オリジナルコーティング製法で
胃にやさしく腸まで届ける
・3.4g（1 包）で
1 日分の鉄分 6.8mg
個人価（3.4g×30 包） 1550 円
（1kg） 2778 円

〈ご注文・お問い合わせは…〉

４月～現行品無くなり次第順次切り替えになります。
お味噌汁、ソースなどにも

ビタミン鉄分強化米

常温保存

紙パック飲料特集②

（ココア・カフェオレ・ミルクティー） 個人価 各 926 円
たんぱく質を手軽に摂取。１杯（100ml）で
たんぱく質 3.0g 配合。カロリー80kcal
鉄 2.0mg、亜鉛 1.5mg、カルシウム 100mg 配合 425g
（25 杯分）

ビタミン飲料の素

牛乳のかわりに

115 円

株式会社ユース
福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目 4-46
平日９：００～１７：００
（休業日：土・日・祝日）
TEL 092092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802

