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3 ⽉末〜 終売品のお知らせ 

 

 

 

120g で 400kcal (3.3kcal/g) 

少量･⾼エネルギー 

・・・・・・・・・・・

ソフトな口あたりの半固形タイプ 

賞味期限︓製造後 1年 

◆ エネルギー100kcal  

◆たんぱく質 5.0g  

◆カルシウム 120 ㎎ 

食事のマンネリ解消！ 

“温めても溶けない”カップゼリーで 

お粥に乗せて 

選べるフレーバー選べるフレーバー選べるフレーバー選べるフレーバー    全７種類全７種類全７種類全７種類 

※そのままでも召し上がれます。 

            「やわらか倶楽部「やわらか倶楽部「やわらか倶楽部「やわらか倶楽部 HOTHOTHOTHOT」」」」     

からあげ味・肉じゃが味からあげ味・肉じゃが味からあげ味・肉じゃが味からあげ味・肉じゃが味 

                新発売新発売新発売新発売 

 

とにかく少量でしっかり栄養補給したいときに！ 

ブイ・クレス ハイプチゼリー 

23ｇ/個 
ミックスフルーツ風味  キウイフルーツ風味 

こんなときにご使用ください 

 
●十分に食事が摂れない方 

●ゼリー状のものが食べやすい方 

●デザートとして栄養補給したい（甘いタイプ） 
 

このような方におすすめ 

常温保存 

できます 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。 
自然解凍後、お召し上がりください。 
他 ⿊ごま、よもぎの全３種類。 

カセイ食品 【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】やわらか団子やわらか団子やわらか団子やわらか団子    さくらさくらさくらさくら    30303030gggg××××10101010 

本葛使用のこごりと素材のあんの２層デザート。 
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。全８種類 

カセイ食品 葛こごり葛こごり葛こごり葛こごり    さくらさくらさくらさくら    50505050gggg 

ﾍﾙｼｰﾌｰﾄﾞカルシウムウエハースカルシウムウエハースカルシウムウエハースカルシウムウエハース    いちごいちごいちごいちご    14141414 枚枚枚枚 

マルサンアイ まめぴよまめぴよまめぴよまめぴよ    いちごいちごいちごいちご    125ml125ml125ml125ml××××24242424 
カゴメ 飲む野菜と果実飲む野菜と果実飲む野菜と果実飲む野菜と果実    ピーチピーチピーチピーチ    111100000000mlmlmlml××××40404040 

美味しい減塩食が作れるだしの素 
【使用量目安】 
1 ⼈前︓約 0.8g〜1g 
【賞味】製造日より 18 ヶ月（開封前） 

減塩だしの素 500g 

①豚⾁、さつまいも、ごぼう、⼈参は食べやすい⼤きさに切り、⻘ねぎは 
⼩⼝切りにしておく。 

②鍋に減塩だしの素、水を加え、⾁、野菜を煮る。 
③具材が煮えたら、味噌を溶かし⼊れ、仕上げに⻘ねぎ、しょうが汁を 

加える。 

材料（1 ⼈前） 
豚⾁・さつまいも 15g ごぼう 10g ⼈参 6g ⻘ねぎ 2g 
しょうが汁 1g 減塩だしの素 1g JF 減塩味噌 6g 水 120cc 
特撰こんぶだし 1g 薄⼝しょうゆ 6g  塩 0.6g 水 120cc 

さつま汁さつま汁さつま汁さつま汁 

⼈気のウエハースのいちご味︕ 
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 
バニラ味・きなこ味・抹茶味・コーヒー味あわせて全５種。  

噛む⼒が弱い方もラクに食べられる︕ 
しっとりミミまでやわらかい食パンです。 
甘いかおりのイチゴ味。おやつにも◎  

1 パックに約 60 粒の⼤⾖を使用した、⾖乳飲料。 
カルシウム、マグネシウム、亜鉛を強化。 
味付きでおいしく飲みやすい︕ 
⽜乳の代わりに⼤変おすすめです◎常温保存可︕ 

野菜と果実のミックスジュース。 
食物繊維とカルシウムを配合。 
朝食時、⽜乳の変わりに◎ 
種類豊富で、全５種類。ゼリータイプもあり。 

春おすすめ春おすすめ春おすすめ春おすすめ    デザートデザートデザートデザート&&&&飲料特集飲料特集飲料特集飲料特集 

リニューアルします︕ 

⼊数変更 40 入→36 入 

パッケージ・⼀部成分変更 

エネルギー＆たんぱく質

たんぱく質 

5g 

エネルギー 

125kcal 

ほどよいまとまり 

離水が少ない 

内容量 
84g 

■グレープ ■白ぶどう 

■オレンジ ■りんご 

■メロン ■ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾌﾙｰﾂ 

果汁を使い※、フルーツの香りでさっぱり! 
※1個当たり2.4〜3.0%の果汁を使用しています。

１個から～ 

ご注文可 

8 袋⼊ 

味は全部で６種類 

■うす塩 ■のり塩 

■砂糖しょうゆ ■きなこ 

■コーンポータジュ ■えび 

1 ⼈分の個分け包装 

グンプンのクッキー 6g×20 

グンプンチョコレート 6g×25 

たんぱく調整食品（休売・終売品の代替検討に） 

でんぷんから作ったクッキー。ココア味とココナッツ味の２種類⼊り︕ 

1 個あたり/たんぱく質（ココア）0.09g（ココナッツ）0.04g 

そのまま食べても、製菓材料としても◎ 

１個あたり/たんぱく質 0.06g 
※11 月〜5 月のみの販売となります。 

リニューアル品のお知らせ 

ホリカフーズ 
・食物繊維 

→原材料・パッケージ変更 
・栄養支援デザート 
  →栄養支援○○プリンに名称・成分変更 
富士正 
・Ｆe すりおろしゼリー（りんご・洋梨・ピーチ） 
  →容量変更  23g×40→21g×40 
カゴメ 
・飲む野菜と果実 各種 
  →⼊数・成分・パッケージ変更  

100ml×40→100ml×36 

 

Fe＋Zn ふりかけ  各種 3g×50 

（たらこ・のりごま・かつお・鮭・たまご・焼肉） 

●不⾜しがちな鉄分と亜鉛を豊富に含んでおり、 
手軽に鉄や亜鉛を補給できます。 

●吸収のよいとされるヘム鉄を配合 

 1 包あたり 鉄 1.2〜1.4mg 

ジャピタルフーズ 

給食用ビタミンミックス給食用ビタミンミックス給食用ビタミンミックス給食用ビタミンミックス    50g50g50g50g    

11 種類のビタミンを補給。 
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。 

1111 袋で５０袋で５０袋で５０袋で５０人分人分人分人分    

11 種類のビタミンとカルシウム･鉄分をバランス 
よく摂取することができます。１袋（400ｇ）で 
50 杯分（１杯 8ｇ使用）水に溶かすだけでなく、 
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。 
 

ビタミン飲料の素ビタミン飲料の素ビタミン飲料の素ビタミン飲料の素    各各各各 400g400g400g400g    

（りんご・バナナ・ピーチ） 

  

すりおろし果物にプラスして褐変防止＆ビタミンプラス！ 

バナナもりんごも３％添加が味、色ともにベスト・・・？！ 

添加なし 3％ 5％ 10％ 添加なし 3％ 5％ 10％ 

ビタミン鉄分強化米ビタミン鉄分強化米ビタミン鉄分強化米ビタミン鉄分強化米    1kg1kg1kg1kg    

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︕ 

強化⽶とは︖ 
国産⽶にビタミン 5 種と鉄分 
をコーティングしたお⽶です。 

（使い方） 

簡単オペレーション◎ 

お味噌汁 

ソースなどにも 

カロリー５０％カット 
※日本食品標準成分表 2010  
マヨネーズ（卵⻩型）対⽐ 

マヨネーズ 
（卵⻩型） 

 カロリーハーフ 

エネルギー 
（15g あたり） 

 
１００ 
kcal  ４９kcal 

普通のマヨネーズと比べて 

カロリーハーフのおすすめポイント！ 

おすすめ調理！ 

●離水しにくい 
●焼いてもタレにくい 
●色合いもきれい     

コールスローサラダ 

時間を置いても離水しにくい︕ 

鮭のマヨ焼き 

焼成してもきちんと 
焼残りのあるマヨネーズ︕ 

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。 

 

日清ＭＣＴオイル「お粥にプラス」400g 

通常のＭＣＴオイルと⽐べ、油浮きを抑えた 

まぜやすく、食材となじみやすいＭＣＴオイル︕ 

このような方におすすめ 

●お粥や嚥下調整食を食べている方 

●食事量が減っている方 

お粥だけでなく、汁物、ミキサー食などにも◎ 

ホリカフーズ 

・栄養支援デザート 54g（ばなな・もも・いちご） 

・栄養支援⾖腐寄せ 50g（ごま・しょうが） 

・ＰＬＣシリーズ 

（酢豚・カレー・麻婆春雨・⽜⾁すき焼き・山菜五目ビビンパ） 

キッセイ薬品工業 

・マクトンクラッシュゼリー 100g×10 
マルサンアイ 

・まめぴよ プリン風味 125ml×24 
カセイ食品 

・カロリープリン ハニーシナモン 55g 
ヘルシーフード 

・薄⽪まんじゅう・⿊糖まんじゅう 30g×8 
  

1kg 

選べる６つの味︕ 

こんな使い⽅も︕ 

熱に安定 

ごはんのおいしさ 

そのまま 

 【重要】 新型コロナウイルスの対策について    

この度の、新型コロナウイルスの流⾏に関して、社員全員、マスク、手指消毒、うがい、体温測定を徹底して励⾏し、感染対策に努めております。（2020 年 2 月 28 日現在） 

かさを変えずに 
エネルギーアップ︕ 

⼩さじ１杯（4.6g）で 

＋41kcal 

タカキ 【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】らくらく食パンらくらく食パンらくらく食パンらくらく食パン    いちごいちごいちごいちご    90909090gggg 

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。 

〈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 

     

おすすめ商品！ ビタミン補給・カロリー制限・鉄分補給 

■クリームシチュー味 ■すき焼き味 

■ハンバーグ味 ■ビーフシチュー味 

■カレー味 

各種 70g  
在宅価 133 円  

各種  
120g×24 
在宅価 9,120 円  

●バナナ風味   ●コーンスープ風味 

●カフェオレ風味  ●枝⾖とうふ風味 

各種 在宅価 130 円  

在宅価 2,860 円  

各種 在宅価 167 円  23ｇ×24 各種 在宅価 1,540 円  

各種  
在宅価 
372 円  

在宅価 560 円  

在宅価 496 円  

在宅価 963 円  

各種 在宅価 1,400 円  

在宅価 556 円  
在宅価 6,670 円  

在宅価 574 円  

在宅価 3,110 円  

各種 在宅価 753 円  

各種  
在宅価 667 円  

在宅価 100 円  

在宅価  
119 円  

在宅価 1,667 円  

在宅価 253 円  

在宅価 2,222 円  


