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阪急キッチンエ 

調理例 

終売のお知らせ終売のお知らせ終売のお知らせ終売のお知らせ 

 

鰻鰻鰻鰻    
 

■ヤヨイ  ＳＦ蒲焼風ムース 30 30g×4 

⿂のすり⾝を使い、うなぎの蒲焼の風味と⾒た目を再現した 
ムース食です。  ※うなぎ原料は使⽤していません。 

 

■キッセイ                80g×6 

■マルハチ村松 うなぎの蒲焼煮こごり 60g×6 

うなぎの蒲焼きを食べやすい食感に食感に仕上げました。 

■マルハニチロ        北海道産山芋とろろ  

食物繊維入り【冷凍】 300g 

北海道産の⻑いもを使⽤。風味が良く、強い粘りが特徴のとろろです。 

解凍するだけで使⽤できるので、すりおろしの手間がなく、人の手や空気 
に触れず衛生的です。 使い切りの少量サイズ。 
50g あたりに食物繊維（ポリデキストロース）5g 含有です。  

  

120g×2 

林兼産業  

アミノ酸アミノ酸アミノ酸アミノ酸[BCAA][BCAA][BCAA][BCAA]ゼリーキウイゼリーキウイゼリーキウイゼリーキウイ【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    40g40g40g40g××××10101010    

 
種や完熟度合いにより提供が難しいキウイを 
フレッシュ感・ジューシー感のあるゼリーに。 
筋肉のたんぱく質に多い必須アミノ酸 BCAA を 
300mg とビタミンＣ配合。自然解凍にてお召し上がりください。 

    

アイスになるゼリーアイスになるゼリーアイスになるゼリーアイスになるゼリー    50g50g50g50g    

    

凍らせればアイス、冷やせばゼリーの新感覚デザート。 
アイスが溶けても元のゼリーに戻り、離⽔しないので安⼼。 
1 個 50ｇあたり 鉄 6ｍｇ、亜鉛 6ｍｇ 
エネルギー80ｋcal 摂取できます。選べる５つの味をラインアップ。 

葛こごり葛こごり葛こごり葛こごり    50g50g50g50g        

    

本葛使⽤のこごりの清涼感と濃厚な素材の味を 
お楽しみいただける美しい外観の二層デザート。 
1 カップに食物繊維 5g と亜鉛 5mg を配合。 
冷やすと⼀層美味しく召し上がれます。 
 

従来のゲル化材   ソフティア R 

1kg ////袋袋袋袋 

ソフティアソフティアソフティアソフティア RRRR((((アールアールアールアール))))    ゼリー食用 

食材に混ぜて加熱、冷却することで⼀
般食と変わらない嚥下調整食が作れ
るテクスチャー改良材。 
加熱に強く、冷凍保存も可能です。 

キッセイのフルーツゼリーキッセイのフルーツゼリーキッセイのフルーツゼリーキッセイのフルーツゼリー    65g65g65g65g××××15151515 個個個個 

●サラッとしたなめらかさとやわらかさです。 
●鉄、ビタミン類(V.A、V.B1、V.B2、ナイアシン、V.D、V.E)、 

カルシウム、マグネシウム、食物繊維を摂ることができます。※ 
●5 種類の味が楽しめます(ぶどう味、ブルーベリー味、もも味、みかん味、りんご味)。 

●うなぎ蒲焼きの香ばしい風味が楽しめます。 
●噛みやすく、飲み込みやすいテリーヌ風に、美味しくやわらかく仕上げました。 
●調理済みですので、加熱する必要がなく、開けてそのまま召し上がれます。 
●⼯夫次第でいろいろなお料理にお使いいただけます。 
●中鎖脂肪酸油(MCT)を 1 個 80g 当たり 1.7g 配合しました。 

低カロリー低カロリー低カロリー低カロリー    水ようかん水ようかん水ようかん水ようかん    58g58g58g58g××××30303030 

   １個（58g）当たりあずき 32kcal、 
抹茶 35kcal の⽔ようかんです。 
さっぱりとした甘さで素材の風味を 
いかしました。 

甘くないから 

使いやすい 

少量でも 

高エネルギー 

簡単な 

オペレーション 

■ジャネフ 和える栄養（ごま風味・マヨ風味） 300g 

お好みの素材と和えるだけ︕エネルギー、たんぱく質、ミネラルを⼀緒に︕ 

■ジャネフ エナップ１００  16ｇ×40  ふだんの⾷事に混ぜるだけ︕⼿軽に 100kcal エネルギーアップ 

低 カロリー甘 味 料 マービー®使 った『マービ®ーカップデザート』がついに 
リニューアル︕デザインも⼀ 新 しました。コクＵＰ。素 材 感 ＵＰ。 
さらにおいしく仕 上 げました。夏 は冷 やしてひんやりデザートいかがですか︖  

35kcal / 57g   50kcal /52g   

夏にぴったり 
 マンゴープリン︕ 

口あたりなめらか 
 カスタードプリン︕ 

69kcal / 57g   

小豆たっぷり 
  ⽔ようかん︕ 

ハウス食品 エネルギーゼリー 98g 

●1 個でエネルギー160kcal 補給できる人気のゼリー 

●砂糖不使⽤（マルトオリゴ糖使⽤）＆油脂不使⽤で 
すっきりとした味に仕上げました。 

●たんぱく質０かつ低リン、低カリウム、低ナトリウム 

●さらに・・・食物繊維 3.3g 配合 

H+B  マービーカップデザート 各種 

 
カゴメ とろける野菜と果実 各 80g×30  

（ぶどう味・ピーチ味・りんご味） 

 
水分補給に！ 

ＯＳ－1 ゼリー 200g 

高齢者の水分補給の介助に 

お困りのご施設様、 

ぜひ一度お試し下さい。 

カルシウム入り  乳酸菌ウォーター（粉末） 500g

手軽にカルシウム補給︕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 
＜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。 

そしゃく嚥下困難な方にも 
（学会分類 2－1 相当） 

 
かつおたっぷり味噌バター風味かつおたっぷり味噌バター風味かつおたっぷり味噌バター風味かつおたっぷり味噌バター風味    300g300g300g300g 

・マルサンアイ 
たんぱく調整ＦＤたまごスープ 
 

味の素 パルスイート 400ｇ /1.8g×120 本 

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︕ 
お料理やデザートに幅広く使えます。 

ソフト・ムース食の方に 

オススメのうなぎ揃ってます！ 

8 月終売します。 

在庫無くなり次第 
終了になります。 

紀州産南高梅紀州産南高梅紀州産南高梅紀州産南高梅    かつお梅肉かつお梅肉かつお梅肉かつお梅肉    250250250250ｇｇｇｇ 

ココア・バニラ・いちごムースココア・バニラ・いちごムースココア・バニラ・いちごムースココア・バニラ・いちごムース    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    38g38g38g38g××××10101010    

    

38g の食べきり少量サイズ。 
1 カップでエネルギー100kcal、たんぱく質 3g 摂取。 
味と香りを急速冷凍。おいしさを閉じ込めたムースです。 

                    

おかゆや和え物に︕ 
魚に塗ってチャンチャン
焼き風にも 

コクとうまみのかつお梅肉 
夏は梅でさっぱり料理︕ 
 ●お好みの食事にすばやく均⼀に混ざり、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。 

●食事量を増やさずそのままの食事で簡単にエネルギーを摂取できます。 

 

●⼀人前（15g）当たり、エネルギー100kcal、たんぱく質 3.5g、 
鉄 0.5 ㎎、カルシウム 41mg、亜鉛 0.7 ㎎です。 

●ゆでた野菜や肉等と和えるだけで、手軽に和え物を提供できます。 

●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。 

栄養成分比較→ 

【クリーミィごま粥】 
おかゆに和える栄養ごま風味を混ぜるだけ︕ 
おかゆ︓和える栄養ごま風味＝５︓１ 

がおすすめです︕ 

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９：００～１７：００平日９：００～１７：００平日９：００～１７：００平日９：００～１７：００    

（休業日：土・日・祝日）（休業日：土・日・祝日）（休業日：土・日・祝日）（休業日：土・日・祝日）    

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

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

    

在宅価︓593593593593 円 

  在宅価︓815815815815 円 

  

【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    

【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    

在宅価  
各 3300 円 
 

在宅価︓1780 円 

在宅価︓1635 円 

在宅価︓180 円 
在宅価︓1250 円 

ハウス食品 ラクケア和風プリンシリーズ 63g 

 
1 カップでエネルギー150kcal たんぱく質 5.1g。 
手軽に栄養補給できる和風デザート。 
全４つの味からお選びいただけます。 

在宅価︓各 170 円 

在宅価︓各 106 円 

在宅価︓各 115 円 

在宅価︓1683 円 / 1050 円 
在宅価 
5840 円 

在宅価 500g︓2670 円 
2kg︓9470 円 

在宅価︓各 620 円 

在宅価︓560 円 

在宅価︓470 円 

在宅価︓960 円 

在宅価︓1245 円 

在宅価︓616 円 

在宅価︓各 100 円 在宅価︓各 4350 円 

在宅価︓各 98 円 
在宅価︓各 1185 円 

在宅価︓660 円 
在宅価︓（ココア）780780780780 円 （バニラ・いちご）各 750750750750 円 

  

ぶどう・メロン・ゆず・ライチ・りんご  

あずき・⿊みつ・宇治抹茶 

抹茶ミルク・あずきミルク・⿊蜜⿊ごま・⿊蜜きなこ  

もも・りんご・はちみつレモン・甘夏みかん・ゆず 

巨峰・ミックスベリー・梅・ラムネ・梨 


