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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 

【 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、検温、マスク、手指消毒、うがい、手洗いを徹底して励⾏し、感染対策に努めております。 
（2020 年３月 31 日現在） 

栄養支援デザート ⇒ 栄養支援プリン 

〜終売製品〜 

〜新製品〜 
栄養支援プリン  

とうもろこし 

500g    6g 分包 

 

お豆腐のようにやわらかい 
甘くない栄養満点◎ゼリー 
アイオールソフト 

必要なカロリーに応じて 
選べる３タイプ 

120kcal   200kcal  300kcal 

●少しの量しか⾷べられない… 
●甘い栄養補助⾷品ばかりで 
 飽きてしまった… 
●好みの味しか⾷べてくれない… 

こんなときに

温めても、冷やしても 
おいしくお召し上がりいただけます。 
豆乳ベースのプレーンな味だから、 
ソース次第でアレンジ自在。 
ご利⽤者様のお好みの味付けで、 
しっかり栄養もとれるおかずに︕ 

 

加熱不要︕ミキサーで混ぜるだけで、 
えん下⾷が⼿軽に作れます︕ 

固形化補助食品

３g 分包 １kg/袋 

フードプロセッサー 
を利⽤すると… 

 
 

 
⾷感を残した 
えん下⾷に︕ 

カタメリン 

ミキサーで 
 
 
 
 

なめらかな 
えん下⾷︕ 

アイソカル 100 100ml 

冷凍 冷凍 

120g 120g 

＼カフェモカ・ミルクティ味が新発売／    

カロリープリン メープル味 55g 

栄養支援プリン 各 54g 

（名称変更・パッケージ変更・栄養成分変更） 

栄養支援デザート(もも・いちご・ばなな) 

あずき・ほうれんそう・かぼちゃの３種がリニューアル   

食物せんい食物せんい食物せんい食物せんい    500g500g500g500g・・・・6g6g6g6g××××30303030    

（パッケージ変更） 

 ★お茶やジュース、お味噌汁など混ぜてご使⽤いただけます。 
★色・味・においをほとんど変えません。 

※大さじ一杯(5ｇ)で 
食物繊維が 

約 4g 摂取できます︕ 

 

本品 10g 中に 
食物繊維 
(難消化性デキストリン)が 
8.2g 含まれます。 

 より溶けやすく透明感も向上し、 
使⽤しやすくなりました︕ 

1 パック（100ml） 
エネルギー200kcal、たんぱく質 8g 配合 

100ml の少量規格で、しっかり栄養補給 
 “量が多くて飲みきれない”の課題を解決︕ 

既存品と合わせて全部で６つの味に︕ 

あずき 

ストロベリー 

コーヒー 

バナナ 

つぶあん    いちご 
（直径約 6ｃｍ） 

■カルシウムどら焼き鉄入り 24×10  
→ つぶあん 21.5g×10 

（現⾏品無くなり次第、⾃然切替） 

 ＼ 3/30 新発売 ／ 
■ いちごあん 21.5g×10 
あまおうを練りこんだ香り豊かないちごあんです。 

 
賞味期限︓製造より 3 ヶ月 

   ＼ 4/1 新発売 ／ 

カロリープリンにメープル味が新発売︕ 

１個（55g）あたり 175kcal、 
カルシウム 250mg、亜鉛 6mg 
少量ながら⾼カロリー︕ カフェラテ・クルミ&ごま・アーモンドキャラメル 

チョコレート 
は鉄強化 

エネルギーアップにおすすめ︕ 
既存の味も一緒に 
 

いちごクリームどらやき【冷凍】 25g×8 

カルシウムどらやき 鉄入り 各 21.5g×10 

個包装入り 

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 

【使⽤量目安】 1 ⼈前︓約 1g〜3g 
【賞味】 製造日より 12 ヶ月（開封前） 

野菜だし 300g 

 ＼ 4/1 新発売 ／ 
いちご果汁を練りこんだクリームをふんわりソフトな 

どら焼き⽣地でサンドしたミニサイズの冷凍どら焼きです。 
冷えたままでも、フルーツフレーバーがおいしい︕ 

夏場のおやつにもぴったりな商品です。 

ネスレ日本 

ホリカフーズ 
ホリカフーズ 

ヘルシーフード 

カセイ食品 

マルハニチロ 

ミサワ食品 

ニュートリー ニュートリー 

マルハチ村松 

 たんぱく UP ヘルパー 400ｇ 

★特徴 
①⾼濃度のたんぱく含有 
 本品 100ｇ当たりのたんぱく質は 93.6ｇ、アミノ酸スコア 100 
→消化吸収に優れ、栄養価の⾼いホエイ（乳清）たんぱく質を使⽤。 
②溶かしやすい粉末タイプ（水溶性） 
③「味を変えず、食事の量を増やさずに」たんぱくアップ 
 
★使⽤方法 
お粥や汁物、飲み物、ミキサー食、濃厚流動食などにたんぱく UP ヘルパー 
を加え、よくかき混ぜて召し上がってください。 
 

 

★重量の目安 
大さじ１（１５cc）＝約５ｇ 
＊すりきり１杯 

たんぱく質＝約 4.7ｇ 

塩分が気になる方に「だし」で減塩をはじめてみませんか？  

ごはんに︕おかゆに!手軽に鉄分補給︕ 

Ｆｅのり佃煮  8g×40 

         250g（瓶） 

吸収性に優れたヘム鉄を使⽤し、1 包 8ｇにＦe2.4mg 配合。 
減塩タイプののり佃煮です。1 包（8g）あたり食塩 0.3g 

塩分約 10％梅干し（Ｍ） 240ｇ 

塩分を約 10％に抑え、原料の品質・サイズを 
統一した商品です。 
1 粒（4ｇ）あたり食塩相当量 0.4ｇ  

・1 枚あたり塩分 0.3g    

・弱い⼒でも⽪まで噛みやすいやわらか食感︕ 

・昆布だしを使⽤し、減塩でも満足感のある味付け 

・⾃然解凍でＯＫ 

 （調理例） 

さっと煮 

 

⻑野県産の「えのき茸」を時間をかけ、 

塩味控えめに炊きあげました。 

100g あたり︓食塩相当量 2.4〜2.5g 

袋入りなので、瓶の廃棄が出ません○ 

国産なめ茸 500g 

国産刻みなめ茸 500g 

 

刻みは 

約 5mm に 

細かくカット済︕ 

即席みそ汁 12.7g×12 

●小町麩 

●⻑ねぎ 

●豆腐 各４食入り 
１食あたり食塩相当量 0.9g 

■材料（２⼈分） 

やわらかさつま揚げ・・・２枚 小松菜・・・小１束 だし・・・適量 

■作り方 

（１）さつま揚げは半分に切る。小松菜はざく切りにする。 

（２）準備した出しに、さつま揚げと小松菜をさっと煮る。 

やわらかさつまあげ 15 枚（1 枚約 30g） 
【冷凍】 

マルサンアイ 

梅屋 

カネテツデリカフーズ 

カセイ食品 

マニハ食品 

既存品 

●こしあんクリームどら焼き 

●キャラメルクリームどら焼き も大好評︕ 

マルハチ村松 

在宅価︓各 146 円 

在宅価︓各 134 円 

パンがゆ ・ パンがゆ（⽢さ控えめ）在宅価︓各 130 円 

在宅価︓670 円 

在宅価︓各 470 円 在宅価︓各 491 円 

在宅価︓各 120 円 在宅価︓500g 1,050 円/6g×30 1,429 円 

在宅価︓ 134 円  209 円   220 円 

在宅価 3g×30 940 円 1kg 5,442 円 

在宅価︓963 円 在宅価︓750 円 

在宅価︓2,470 円 キッセイ薬品工業 

「減塩」おすすめ商品 

在宅価︓各 880 円 

在宅価︓667 円 

在宅価︓8g×40 1,075 円/250g 788 円 

在宅価︓489 円 

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 

     

1 本から 

お買い求めいただけます 


