■フードケア【冷凍】やわらかおはぎ
【冷凍】やわらかおはぎ 35g×
35g×10

2019

■カセイ【冷凍】やわらか団子
【冷凍】やわらか団子 30g×
30g×10
（⿊ごま・さくら・よもぎ 全３種）ＵＤ区分３
もち特有の粘り気を低減させたやわらかいお団子です。

あんをミキシングしてやわらかいご飯を包みました。
通常のおはぎが食べづらい方へ。

表示価格は個人価格(税抜）です。
冷凍品をご注⽂の際は、別途クルー便代を頂戴いたします。

在宅価︓750
750 円

在宅価︓各 667 円

■ヤヨイ【冷凍】ミニおはぎ
【冷凍】ミニおはぎ 40 40g×
40g×10
ヤヨイ

おいしくカロリー200
おいしくカロリー200

（コーンポタージュ風味・きんぴらごぼう風味・ほたてバター風味）
少量でエネルギー・たんぱく質・亜鉛を 在宅価︓155
155 円
補給できる、「甘くないタイプ」のカップ惣菜です。

ヤヨイ

1 回使いきりサイズで、計量不要︕
１包（6g）で 54kcalUP︕
密封包装で参酸化しにくく、持ち運びにも便利︕
少量サイズで、⼿軽にお食事に取り⼊れられます

皮のべたつきが抑えられているため、しっとりと食べ
やすい食感です。※咀嚼・嚥下困難者用ではありません。

※咀嚼・嚥下困難者用ではありません。
在宅価︓各 500 円

在宅価︓660 円

■フードケア やわらかおはぎ 200g×
200g×20

■ヤヨイ【冷凍】しっとりやわらかまんじゅう
【冷凍】しっとりやわらかまんじゅう 40 40g×
40g×10

お彼岸・祭事にうれしいおいしさ。

しっとりやわらかな食感が特徴のこしあん饅頭。

コシヒカリ 100％＋あんこのおかゆタイプ。

ＭＣＴオイルポーション 6g×30
在宅価︓1500
1500 円

なめらかなこしあんをお餅風の外皮で包んだ大福です。

（つぶあん・こしあん・ごま・きなこ 全４種）
もち米のつぶ感を程よく残した味わい豊かなおはぎです。

ソフリのそのまま野菜シリーズに２品新発売︕
４つの調理法
（蒸す・煮る・電子レンジ・自然解凍）
に対応したゼリータイプのやわらか食です。
キャベツはカットの⼯夫でアレンジ⾃在︕
ほんのり下味付き︕
在宅価︓（じゃがいも）355
355 円 （キャベツ）560
560 円

製品１個（65g）当たり
◆ エネルギー 200kcal
◆ たんぱく質 5.4g
◆ 亜鉛
3.0 ㎎ 補給できます。

日清オイリオ

ＳＦそのまま じゃがいも【冷凍】10g×12
ＳＦそのまま キャベツ【冷凍】 40g×6

■ヤヨイ【冷凍】しっとりやわらか大福
【冷凍】しっとりやわらか大福 40 40g×
40g×10

ＳＦあじフライ風ムース【冷凍】 40g×10

丸く形を整えておはぎ風に◎

生地にはちみつと水あめを加えました。
在宅価︓500 円

在宅価︓3333 円

ソフリの揚げ物風ムースにアジフライが新発売︕
衣をやわらかく仕上げた、フライ風のやわらか食
です。【ＵＤＦ区分舌でつぶせる】
在宅価︓820
820 円

このような方にオススメします

“すっきり、さっぱり”した飲み口の流動食
した飲み口の流動食
日清オイリオ
日清オイリオ

あっ！というまゼリー
加熱・冷却不要︕

熊リハパワーライスセット 3 食分
在宅価︓600
600 円

オイルとパウダーがセットになった︕
計量不要でパワーライスが簡単にできます。
（作り方のポイント）
オイルとパウダーを先に混ぜた後、ごはんにまんべ
んなく混ぜます。

3g×25 本

500g

⽔・お茶
専⽤

ベッドサイドでも作ることができます。
水やお茶にかき混ぜるだけで、３分で水分
補給ゼリーが作れます。
※⼀部、ゼリーにできない飲料がありますので、
詳細はお問い合わせ下さい。
在宅価︓（3g
3g×25
25）705
500g）2770
3g
25
705 円 （500g
500g
2770 円

&

（ミックスフルーツ風味、ストロベリー風味、レモンティー風味、アップル風味）

ミネラル 配合！

（アセロラ風味、ストロベリー風味、ゆず風味、ミックスフルーツ風味） 125ml

栄養補給ゼリー飲料
栄養補給ゼリー飲料

ＣＰ１０ゼリー
80g/個

125mL/本

在宅価︓170
170 円

在宅価︓170
170 円

ブイ・クレスＢＩＯ（ﾋﾞｵ）/
125mL×30 本
在宅価︓4500
4500 円

キャロット
ルビーオレンジ
風味

ピーチ

77g/個
在宅価︓150
150 円

ラ・フランス

もっと少ない量で栄養補給したい時は

美味しさの中に、ギュッと

１２種類のビタミン・ミネラルと
乳酸菌 Ｅ.フェカリス ６,０００億個
０００億個 配合！
甘すぎずさわやかな味わい

オレンジ&キャロット味
ピーチ味
アップル味

カロリータイプ

14.5g×
14.5g×20

各 125ml×18
在宅価︓2340 円

エネルギー
80kcal

■コラーゲンペプチドを補給したい方
飲み⼝さっぱりで
食欲がない時でも
飲みやすい︕

8 種類でバリエーション豊富に︕
各種 74g
マンゴー味とゆず味が追加発売︕

在宅価︓各 112 円

■１個で 100kcal・たんぱく質 7.2g
■鉄・亜鉛・カルシウム強化
■たんぱく質源にコラーゲンペプチドを使用

■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。

バランスよくビタミン・ミネラルを配合

ミックスフルーツ
風味

１２種類のビタミン・ミネラルと
コラーゲンペプチド １０,
１０,０００ｍｇ
０００ｍｇ 配合！
さわやかなルビーオレンジ風味、新発売！

「一挙千菜」
↓
「一挙千菜ドリンク」
に商品名とパッケージ
がリニューアルします。

在宅価︓各 3696 円

増やしたい方

在宅価︓各 165 円

各味 160g×24
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

ＢＩＯゼリー

1 本から購⼊可能︕

■栄養補助飲料の味のバリエーションを

在宅価︓各 3600 円

125ml×24

栄養成分︓1 本（125ｍｌ）あたり
エネルギー・・・160kcal 脂 質・・・0g
たんぱく質・・・・・8.0g (コラーゲンペプチド)

パワミナ２００Ｊｅｌｌｙ
ブイ・クレスＣＰ１０（ｼｰﾋﾟｰﾃﾝ）/

■乳系の飲料が苦⼿な方

栄養成分︓1 本（125ｍｌ）あたり
エネルギー・・・200kcal 脂 質・・・0g
たんぱく質・・・・・8.0g (コラーゲンペプチド)

リニューアル

12 種類のビタミン

■十分に食事が摂れない方

その理由は、たんぱく質源にコラーゲンペプチドを使用
無脂肪、乳成分不使用

クリアで透明感のある、さっぱりとした
フルーツテイストのゼリーです

1 本 14.5ｇで 80Kcal と少量⾼エネルギー。
⼿軽に食べ切れるミニサイズ。開けるとする〜りと
ゼリーが出て、スライスゼリーが作りやすい︕
ヨーグルト風味・バナナ風味 ・オレンジ風味 3 種の味

23g×
23g×15 包
１袋を 130〜150cc のお湯に溶かしてお召し上がりください。
在宅価︓1875 円
エネルギー80kcal・たんぱく質 5g・カルシウム 100mg・マグネシウム 50mg・亜鉛 2mg・鉄 2mg、
その他微量ミネラルやビタミン類が摂取できます。だし風味豊かな味噌汁なので毎⽇美味しく飲めます。

在宅価︓各 1040 円

栄養強化味噌汁 アイドゥ
介護食調整用食品

＜調理例＞
⿂ゼリー

スルーパートナー
内容量：600g 袋、2kg 袋

●介護食が簡単にできます。

盛付けサポート 型どーる 魚の切⾝型
型どーる（10 個⼊り）
在宅価︓ 1000 円

※盛付けサポート 型どーるには、⿂の切⾝型のほか、
ハンバーグ型、魚の煮付型、鶏肉型もあります。

このよ うな方 に

⾒た目も美味しい︕お⼿軽︕

在宅価︓3305
3305 円 / 9556 円

●いろいろな食品を固めることができます。

スルーパートナーを使用した料理の盛付けを
サポートする型「盛り付けサポート 型どーる」 を用意。

●甘い栄養強化食品を受け付けない方
●経⼝流動食を受け付けない方
●食事量の少ない方
●ビタミン・ミネラル・たんぱく質などが不⾜の方
●栄養強化食品のバリエーションを増やしたい方

調味料としても
活⽤︕
15 食⼊り

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

