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【 重 要 】  新型コロナウイルスの対策・対応について    

４月７日に福岡県を含む７都府県を対象に緊急事態宣言の発令を受け、弊社では業務体制の⾒直しを図り対応をしております。 

また、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。 

 たんぱく UP ヘルパー 400ｇ  

★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 

キッセイ薬品工業 

★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。 
 

ＳＬプロテインパウダー＋Ｚn 3.6g×50・480ｇ 

フードケア 

★特徴 

①大豆たんぱくと乳たんぱくをバランスよく配合 

 たんぱく質含有量 85858585％、アミノ酸スコア 100100100100 

②溶解性、分解性がさらにアップ 

③お料理の風味を変えません︕ 

★使用方法 

いろいろな食品に混ぜてお召し上がりいただけます。 
 大さじ１杯（3.6g）あたりたんぱく質 3.0g、亜鉛 1.5mg 

たんぱくと一緒にエネルギーも一緒に摂りたいときは・・・こちら！（粉末・液体） 

料理に混ぜる 

栄養パウダー 
1 本 500kcal（200ｍL）の 
少量×⾼栄養 
ビタミン・ミネラルもしっかり補給 

 ニュートリーコンク 2.5 
フードケア キユーピー 

ニュートリー 

■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。 

パワミナ２００Ｊｅｌｌｙ  各味 120g×24 

バランス 

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 

えねぱくゼリー  各味 84g 

キッセイ薬品工業 

 パーフェクトイン 80Ｋ 23ｇ×15 

アイドゥ 

 おいしくたんぱく UP 飲料 各 425ｇ 

名糖産業 
カフェオレ 

ココア 

ミルクティ 

お湯に溶かしてつくる、栄養補給飲料です。 
たんぱく質、鉄、亜鉛などおいしく手軽に補給できます。 
――１杯（17ｇ）あたり――― 

・エネルギー80kcal 
・たんぱく質 3.0g 
・カルシウム 100mg 
・鉄 2.0mg 
・亜鉛 1.5mg 

そのまま飲んでも、料理に混ぜても摂りかたいろいろ。 
これ以上食べられない!という時に、料理や飲み物に加えるだけ︕ 
ボリュームはそのまま。 栄養価だけをグンとアップします。 普段のお食事に混ぜるだけ︕おかゆ・お味噌汁などに・・・ 

食事の量を増やさずに、栄養強化︕ 

こんな方にこんな方にこんな方にこんな方に    

●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 

１袋を 130〜150cc のお湯に溶かしてお召し上がりください。 
・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。 

賞味期限賞味期限賞味期限賞味期限    

製造後製造後製造後製造後 3333 年年年年    

とうふ風味 207g 

・エネルギー240kcal 
・たんぱく 13.9g 

・BCAA2400mg 

・ＭＣＴオイル配合 

 
●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） 
●お食事で栄養補給したい（とうふ風味） 
 

このような方におすすめ 

甘くないタイプ 

常温保存可 

１本〜注⽂できます。 

＼おやつに／ 

エプリッチゼリー 各 220ｇ 

フードケア 

1 袋のまま熱湯に入れ約５分間沸とうさせてください。 
2 袋を開け、中身を食器に移してお召し上がりください。 

 

おいしいミキサー加工食品 

1 袋 80gのミニサイズ 
バリエーション豊かなペースト食 

1 袋約 200kcal 
手軽に使えるペースト食 

噛まずにそのまま食べられます。 
調理不要、⻑期保存が可能なので、保存食にも︕ 

おいしい 
お召し上がり方 

●本品はレトルト食品です。 ●温めずお召し上がりいただくこともできます。 

こんな時だから、ペースト食を手軽に 
ランニングストックをオススメ︕ 

舌でつぶせる 

キユーピー やさしい献立シリーズ新商品やさしい献立シリーズ新商品やさしい献立シリーズ新商品やさしい献立シリーズ新商品    

細かな具材を舌でつぶせるくらいにやわらかく調理し、 
とろみをつけて食べやすく仕上げています。 

やわらかおじや（カップ容器入り）各 120g 
そのまま電子レンジで温められるカップ容器入り 

・鶏釜めし 
・チャーハン 
・オムライス風 
・カレーライス 

プチゼリー８0 各種 35g×20 個 

キユーピー おすすめ少量⾼カロリー商品 

ハイカロ１６０ドリンク 各 125 ㎖×18 
すっきりした甘さのエネルギー補給用飲料。 

1 本 125ml で 160kcal 食物繊維５ｇ  カルシウム６０ｍｇ 

ゆっくり吸収される糖質「パラチノース」配合。 

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 

■グレープ 

■オレンジ 

■メロン 

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 

フードケア スベラカーゼミートスベラカーゼミートスベラカーゼミートスベラカーゼミート        

●唾液による影響を抑え、離水に配慮した 
おかゆに調整できます。 

●おかゆのべたつきやかたさを調整できます。 
●温かいおかゆや冷たいおかゆも、温度を 

気にせず調整できます。 

画像は 
イメージです

おかゆ調整食品 

全粥） 
添加の目安量 

おかゆ重量 1〜1.5% 

1kg／袋 

かたくて食べられなかった悩みを解決できます。 
スベラカーゼミートを水に溶かし、漬け込み液をつくります。 
肉や魚介類、野菜を漬け込むだけでやわらかくなります。 

15g×30 包/1kg 

どんな原理︖ 

酵素の作用で食材の繊維が短くなり、その間にスベラカーゼミート 
の成分が染み込み、肉の繊維を広げたまま保ちます。 

ニュートリー  

キッセイ薬品工業  

※こちらの商品はゼリー状には固まりません

キユーピー やさしい献立シリーズ新商品やさしい献立シリーズ新商品やさしい献立シリーズ新商品やさしい献立シリーズ新商品    

やわらかおかず 各 80g 

・たらの彩りあんかけ 

・海⽼グラタン 
かまなくてよい 

舌でつぶせる 

なめらかおかず 各 80g 

・牛肉じゃが 

素材の風味をいかした 

なめらかな食感の 
ペースト食です。 

キユーピー おすすめ少量⾼カロリー商品 

ハイカロ１６０ゼリー 各 76g/30 個 

1 個当たり 160kcal、たんぱく質 0g、カルシウム 100mg。 
マルトオリゴ糖、パラチノースを配合したゼリーです。 
たんぱく質を抑えつつ、エネルギーアップをされたい方にもおすすめ。  

りんご・みかん・レモンティー 

りんご・ぶどう 

もも・りんご・ぶどう・ゆず・オレンジ    

フルーツのおいしさを凝縮した少量
⾼カロリーのゼリーです。 
1 個（35g）当たり 80kcal の 
エネルギー補給ができます。 
（果汁入り） 

食事のたんぱく質量を増やせる！おすすめプロテインパウダー 

■白ぶどう 

■トロピカルフルーツ 

■りんご 

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 

     

在宅価 各 235 円 
在宅価 各 150 円 

在宅価 各 1,130 円 

在宅価 各 2,000 円 

在宅価 各 3,886 円 

在宅価 各 3,000 円 200kcal×10 在宅価 各 948 円 

80g×5 

80g×5 

在宅価 5,000 円 

在宅価 2,500 円/3,500 円 

在宅価 2,470 円 在宅価 1,520 円/2,530 円 

          在宅価 

5.5ｇ×15  1,000 円   
700g      3,740 円          

         在宅価 

11ｇ×30  1,680 円   
1kg      2,670 円          

200ml 在宅価 248 円 

在宅価 各 926 円 

 在宅価 1,875 円 

 在宅価 3,696 円 

 在宅価 130 円 

 在宅価 165 円 

 在宅価 167 円（甘いタイプ） 


