ひんやり 夏向け商品＆おやつアレンジレシピ
夏の麺メニューにもピッタリ︕

●げんたそば 100g×
100g×3 袋/袋
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しています。

アイソカル 100 100ml×24

ネスレ

ヘルシーフード

カルシウムウエハース 各 6.5g×14 枚

ペムパルがアイソカル 100 にリニューアルします。
1 パック中エネルギー200kcal、たんぱく質 8g 配合はそのまま
125ml→100ml に少量化します。
“量が多くて飲みきれない”の課題を解決︕
在宅価︓3500 円
現⾏品は 7〜9 ⽉終了⾒込み。

⼈気のウエハースに３品が新たに仲間⼊り︕
在宅価︓253 円
サクッと⻭ざわりのおいしいウエハースです。
１枚あたりカルシウム 200mg
既存のバニラ味・きなこ味あわせて いちご味
コーヒー味
抹茶味
全５種になりました︕

・消費者庁許可特別用途食品 病者用
低たんぱく質食品 腎不全患者用
・乾麺 100g 当たり、たんぱく質 2.4g。
・1 ⼈分の目安量 100g(⼊り袋)が 3 袋⼊。
・低たんぱくとしながら美味しく仕上げました。
コシのあるそばを楽しめます。 在宅価︓450 円

●からだ想いだしわりつゆの素 500ml
かつおと昆布のあわせだしでさらにおいしく
めんつゆの場合（本品︓⽔ 1︓5）
在宅価︓471 円

●げんたつゆ 500ml

●はりまのそうめん 80g×
80g×4 束
たんぱく調整・食塩無添加のそうめん。
おいしさそのままに、たんぱく質を気にされている方に
おいしく召し上がっていただける、コシのある麺です。

※味により時期が異なります。何卒ご了承願います。

本格天然だしが生きたリン、カリウムが控えめの
つゆの素です。
調理例
めんつゆの場合（本品︓⽔ 1︓5）
在宅価︓980 円

在宅価︓459 円

えん下困難な方 にも利用できる！
たんぱく質・カルシウム・亜鉛 が補給できる！

●カルシウム入り乳酸菌ウォーター
（粉末）

500g

ニュートリーのとろみ材

カゴメ

とろける野菜と果実 各 80g×30
在宅価︓112 円

ぶどう味・ピーチ味・りんご味
●野菜果汁量がさらにアップ︕
野菜汁 20％＋果汁 20％＝40％配合
野菜摂取感がありながら、フルーティーで
飲みやすい
●とろみ付のため、そのままお飲みいただけます
●80g の飲みきりサイズ︕⾼齢者やお⼦様
にオススメ

フードケア

エプリッチゼリー

水分補給に！

甘くないタイプ
（１種類）
とうふ風味 207g
・エネルギー240kcal
・たんぱく 13.9g
・BCAA2400mg
・ＭＣＴオイル配合

アレルゲン（特定原材料等）

ふだんの⾷事に混ぜるだけ︕手軽に１００kcal エネルギーアップ
少量でも
高エネルギー

簡単な
オペレーション

ブドウ風味

メロン風味 コーヒー風味

栗ようかん風味 プリン風味 きなこ風味

りんご風味

アイスクリーム
(バニラ)

２００mL

粉抹茶

３g

ソフティア S

５g

【材料（2 カップ分）】
カルシウム⼊り乳酸菌ウォーター・・20ｇ
ゼラチン・・3ｇ
お湯・・80ml
牛乳・・120m、
【作り方】
カルシウム⼊り乳酸菌ウォータとゼラチンをお湯で溶かします。
牛乳を加え、かき混ぜて冷やせば出来上がり。
※お好みの固さにゼラチン量を調整してください。

＜作り方＞
1 アイスクリームを冷蔵庫で溶かす。
●
2●
1 に粉抹茶とソフティア S を混ぜる。
●
（ダマがないようによく混ぜる。）
3 冷凍庫で凍らせる。
●
ホリカフーズ
（5〜10 分に 1 回撹拌しクリーム状になる
ピューレ状になった果物シリーズ。
ようにする。）
食事をうまくとれない方にもお召し
4●
3 を器に絞り出し、盛り付ける。
●
上がりいただけるなめらかさです。
在宅価︓各 150 円

各 50g
そのままでも
おいしい
ヨーグルトの
トッピングにも◎

洋なし

ぶどう

みかん

みかん風味

ハウス食品

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。
●1g 当たり 6.25kcal。食事量を増やさずそのままの食事で
●100kcal のエネルギーアップに対し塩分は 0.35g です。

素早く混ざる︕

177kcal

エナップ 100 kcal ＋なめらかおかず白身魚と野菜（75g）77kcal

あずき風味

＜作り方＞
1 ⼤きめのグラスにサイダーを少量
●
注ぎ、ソフティアＳを加え、濃い
とろみをつける。
2 残りのサイダーを加え
●
よく混ぜれば完成。

＜作り方＞
1 杯（10g）を 200ml の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
とろみ付けも簡単︕︕
粉末なので、溶かす前に製品ととろみ剤を合わせてご使用ください。

【しあわせ家族】配布のお知らせ

やさしくラクケア和風デザートシリーズ 63g

手軽においしく栄養補給
・エネルギー150kcal
・たんぱく質 5.1g
人気の和風フレーバーのプリンです。
抹茶ミルクプリン
⿊蜜きなこプリン
⿊蜜⿊ごまプリン
あずきミルクプリン

在宅価︓170 円

2019 年度６⽉〜最新カタログ配布中

お待たせしました︕最新版のカタログが出来ました︕
商品検討の際、お役⽴て下さい。

【ジャピタルフーズセレクション】配布のお知らせ
栄養＆健康に関するお役⽴ちコラムを掲載︕
全病食(協)のオリジナル商品カタログです。
しあわせ家族と併せてご活用下さい。

簡単にエネルギーを摂取できます。

ミキサー食や
お味噌汁
ふだんの食事に

＋

バナナ風味

●お好みの食事にすばやく均一に混ざり、1 袋（16g）当たり

卵・⼤⾖

在宅価︓1635 円

甘くないから
使いやすい

イチゴ風味

エプリッチゼリー
60g の場合

②上部の方⽿を斜めに切り ③お好みの容器に移し⼊れ、
開封します。
冷凍庫で凍らせます。
※やけどに注意してください。

16g×40

プレーン

暑い季節はアイスにアレンジ

●お食事で栄養補給したい（とうふ風味）

手軽にエネルギーアップ︕

甘いタイプ（１２種類）220g/本

コード 1ｊ

エナップ 100

在宅価︓590 円/1320 円

＜材料/1 ⼈分＞
２００mL
サイダー
ソフティア S
２～６g
(サイダーの１〜３%)

1 個当たり
＜全 8 種類＞ 77g/個
⻘りんご、グレープ、甘酒、ピーチ、 たんぱく質６.２g、カルシウム２００ｍｇ
亜鉛５ｍｇ配合。
オレンジ、ゆず、コーヒー、いちご

常温保存可

●デザートとして栄養補給したい（甘いタイプ）

キユーピー

楽しい夏を「えん下⾷」で演出してみませんか︖
ひと手間加えるだけでイベント気分を味わえます。

3g×50 包/500g（ふた付）

＜材料/1 ⼈分＞

●十分に食事が摂れない方

①未開封のエプリッチゼリー
をポリ袋に⼊れ、湯煎（60℃
程度）で約 15 分温め溶す。

この マ ー クがつ い た 製品
は、消費者庁から特別用
途食品（えん下困難者
用食品）の表示許可を
取得しています。

在宅価︓3300 円

在宅価︓（甘いタイプ）167 円 （とうふ風味）165 円

●ゼリー状のものが食べやすい方

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

特別用途⾷品 えん下困難者用⾷品

学会分類 2013

このような方におすすめ

在宅価︓1250 円

どんな食事ともあう
風味をそこないません

エナップ 100
入れてすぐ

撹拌後

料理ときれいに
混ざります。

＊なめらかおかず白身魚と野菜使用

【大切なお知らせ】阪急キッチンエールユースショップ運用終了
阪急キッチンエール
これまで在宅患者様の購⼊ツールの１つとしてご案内をしておりました、阪急キッチンエールユースショップは、
阪急キッチンエール九州食品宅配事業の終了に伴い、8/20 ご注⽂分をもって運用を終了することとなりました。
ご利用中のお客様にはご迷惑をおかけし⼤変申し訳ございません。
※現⾏カタログ 533 号の有効期限を延⻑いたします。
■ご注⽂承り最終日 → 8 月 20 日（火）
■お届け最終日 → 8 月 27 日（火）
今後は、弊社の通販【しあわせカタログ・ユースショップ（ネット通販）】、エニフユースをご利用ください。

〈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９：００～１７：００
（休業日：土・日・祝日）
TEL 092092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802

