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マルハチ村松マルハチ村松マルハチ村松マルハチ村松    野菜だし（粉末）野菜だし（粉末）野菜だし（粉末）野菜だし（粉末）300g300g300g300g 

国産野菜をバランスよく組みあわせた風味豊かな粉末タイプの野菜だしの素です。  
スープをはじめ、炒め物、煮込み料理など様々なお料理に幅広くご使⽤いただけます。 
（1人前＝1〜3gが目安） 

 
●製造日より 12 ヵ月（開封前） 
 栄養成分表示

（100g当たり）

野菜だし（粉末） 378kcal 7.0g 0.1g 87.2g 2.3g

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ⾷塩相当量

フードケアフードケアフードケアフードケア    エプリッチドリンク各種エプリッチドリンク各種エプリッチドリンク各種エプリッチドリンク各種    11111111 月製造分月製造分月製造分月製造分～～～～ 

（パッケージ変更） 
エプリッチドリンク       エプリッチドリンクＳara    

（名称変更・パッケージ変更） 
笑顔倶楽部すいすい→エプリッチドリンクすいすい    

味・栄養成分 
規格の変更は 
ありません。 

8 種類でバリエーション豊富に︕ 
各 74g 

■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 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
日本初!⾼脂質⾼濃度栄養⾷ 

●病態にともなう低栄養・●病態にともなう低栄養・●病態にともなう低栄養・●病態にともなう低栄養・    

エネルギー不足をカバーし、エネルギー不足をカバーし、エネルギー不足をカバーし、エネルギー不足をカバーし、    

回復力をサポートします。回復力をサポートします。回復力をサポートします。回復力をサポートします。    

●呼吸と運動に配慮し、●呼吸と運動に配慮し、●呼吸と運動に配慮し、●呼吸と運動に配慮し、    

糖質を抑えた組成です糖質を抑えた組成です糖質を抑えた組成です糖質を抑えた組成です。。。。    

MCT 
n-3 系
脂肪酸 

BCAA L-カル
ニチン 

カフェオレ風味 
枝豆とうふ風味 

各各各各 120g×24120g×24120g×24120g×24 

  

120g で 400kcal (3.3kcal/g) 

糖質を抑えたエネルギーバランス ● ソフトな口あたりの半固形タイプ 

手軽に食物繊維！！ 

⾷事量のワンステップミール 料理に混ぜる栄養パウダー 

パッケージが 

リニューアル致します︕ 

⾷事量の少ない⽅の栄養補給に︕ 

700g／袋 

5.5g×15 袋 

いつものお⾷事に混ぜるだけ︕ 

エネルギー・たんぱく質添加 

■ コロコロあんドーナツ 各 25g×10 

1 個 25g あたりカルシウム 200mg 配合。 
ほど良い⽢さの粒あんを⼝当たりの良い⽣地でやさしく包みました。 

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。 
 

    

うす塩味/きな粉味/砂糖しょうゆ味 

のり塩味/えび味/コーンポタージュ味 
計６つの味。⼝どけのよいおかき 
カルシウム強化です。 

 大塚食品大塚食品大塚食品大塚食品    マンナンヒカリマンナンヒカリマンナンヒカリマンナンヒカリ    2kg2kg2kg2kg 

お⽶と混ぜて炊くだけ︕ボリュームそのまま︕ 
普通のごはんと比べて 33％糖質・カロリーカット。 
食物繊維はごはんの 10 倍︕ 
お得な業務⽤サイズです。 

生しぼりしょうが湯 18g×20 

     原材料はすべて国内産のしょうが湯です。 
寒くなるこれからの季節にいかがですか 

季節物 おすすめ商品 

1kg 

７００g は 11 月頃製造分より 
5.5g は 12 月頃製造分より 
切替えを予定しています 

アレルゲンフリー うまみ調味料無添加 

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。 

スパイスの香りと、牛肉や野菜の風味でコクと深み 
のある本格辛⼝カレー。 

ゆめレトルト 辛口カレー 150g 

たんぱく調整 純米せんべい 各 65g 

海老味/サラダ味/甘醤油味/カレー味/青のり味 

 
国内産のお⽶を使⽤したひと⼝サイズのサイズのせんべいです。 
サクサクとした軽い食感。 
（5 枚あたり） 
エネルギー100kcal 
たんぱく質 0.1〜0.3g 
塩分相当量 0.03〜0.06g 

ＭＣＣ たんぱく調整レトルトシリーズ 

たんぱく質・塩分を配慮したシリーズです。 

■丼の具 2 種類 きんぴら丼の具・和風カレー丼の具 

 
■スープ 5 種類  ミネストローネ（289 円）・クラムチャウダー（245 円） 

かぼちゃのポタージュ・とうころこしのポタージュ・野菜のポタージュ たんぱく質 

(1袋150g当たり) 

4.1g 

  

げんたうどん 100g×3/袋 げんたそうめん 100g×3/袋 

つるつるとした⾷感の 
美味しいそうめんです。 

たんぱく質 

(100g 当たり) 

1.4g 

  

食塩 

無添加 

げんたうどん、げんたそうめんは、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。 

コシのある美味しい 
うどんです。 

たんぱく質 

(100g 当たり) 

1.6g 

  

食塩 

無添加 

■ もみじまんじゅう こしあん/クリーム 32g×8 

昨年より休売していた、もみじまんじゅうの 

販売が再開になりました︕ 

秋のおやつにいかがですか。 

■ 人形焼きシリーズ 全３種類 各 26g×8 

（こしあん・柚⼦あん・緑茶あん） 

浅草名物のかわいい︖人形焼です。 

■ どらやきシリーズ 全５種類 各 32g×8 

（どら焼・栗どら焼・芋どら焼・抹茶どらや焼・胡⿇どら焼） 

どらやきの皮のパサつきを抑え、しっとりになりました。 

 

とことん、おいしさにこだわったカレーです。 

■ やわらかおかき 全 6 種類 各 8 包入 

■ 葛こごり 全５種類 各 50g 

くり・かき・宇治抹茶・⿊みつ・あずき 

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。 

〈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︓248248248248 円 

在宅価︓各 112112112112 円 

在宅価︓各 9,1209,1209,1209,120 円 

在宅価︓各 112112112112 円 

在宅価︓1,0001,0001,0001,000 円 

在宅価︓3,7403,7403,7403,740 円 

在宅価︓3,1103,1103,1103,110 円 

在宅価︓1,8601,8601,8601,860 円 

在宅価︓332332332332 円 

在宅価︓各 476476476476 円 

新発売! 

たんぱく質を調整しながら、⼩⻨の風味を感じるおいしい麺に仕上げました! 

在宅価︓各 300300300300 円 

在宅価︓各 200200200200 円 

在宅価︓468468468468 円 在宅価︓468468468468 円 

在宅価︓各 516516516516 円 

在宅価︓各 435435435435 円 

在宅価︓436436436436 円 

在宅価︓各 555555555555 円 

在宅価︓各 372372372372 円 

在宅価︓各 100100100100 円 

在宅価︓750750750750 円 在宅価︓1,0001,0001,0001,000 円 

125ml/125ml/125ml/125ml/本 

在宅価︓各 130130130130 円 

125ml/125ml/125ml/125ml/本 

在宅価︓各 165165165165 円 

125ml125ml125ml125ml×24242424 

在宅価︓各 3,6003,6003,6003,600 円 


