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施設様への納入価格は各営業にお問い合わせください。 

ハンディブロス かつお 

ハンディブロス あわせ 各 1000ml 

 

希釈目安 

15〜25 倍希釈 

・お湯または水で薄めるだけで、だし本来の味・うま味を再現 

・だしをとる手間がかからず、⼈手不⾜にも対応 

・強い風味のためクックチルの風味ロス対策に最適 

・⾷塩不使⽤により減塩対策に最適 

原液で使用すると 

風味アップ だしジュレのせそうめん 

甘夏みかん 1 号缶・2 号缶 

1 号缶（固形量 1,550g） 
2 号缶（固形量 470g） 
製造日より 36 ヶ月（開缶前） 

・甘夏みかんのシロップ漬け 

・ライトシロップ使用でさっぱりとした味 

●容易にかめるやわらかさ 

（常⾷の方でも程よいやわらかさ） 

●⾷べ易いように具材の⻑さを 約 3 ㎝にカット 

●常温保存可能 

 開封後すぐに盛り付け・提供できます 

●だしのおいしさをきかせており、 

 ⾷塩相当量 1％以下に抑えました 

      

やわらか惣菜シリーズ 各 400g 

忙しい朝食時や 

ローリングストックに！ 

切⼲⼤根 ひじき煮 きんぴらごぼう 

ヘルシーフード    

ごはんにあうソース 

たまご風味 
10g×40 

うに風味 
10g×40 

明太風味 
10g×40 

給⾷では提供しづらい    
生ものの風味で    

⾷事をもっと楽しく    

料理に混ぜる 

栄養パウダー 

 エネルギーとたんぱく質を同時に補給︕

⾷事量の少ない⽅の栄養補給に 

700g  
5.5g×15 

 ふだんの食事に混ぜるだけ！

 手軽に 100kcal エネルギーアップ

16g×40 

【製品特⻑】 
■1 個で 100kcal・たんぱく質 7.2g 
■ビタミン 11 種類 
■鉄・亜鉛・カルシウム 
■果汁配合 
■コラーゲンペプチド使⽤し、さっぱりとした 

クリアタイプ 

74g 全 8 種類のバリエーション 

マルハチ村松    
マルハチ村松    

バランス    
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 

■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 

そのままでも！そのままでも！そのままでも！そのままでも！                        

ドリンクに、アイスに、お料理に。 
アレンジしてもご利用いただけます。 

120g で 400kcal (3.3kcal/g) 
少量･⾼エネルギー 

糖質を抑えたエネルギーバランス 

MCT n-3 系
脂肪酸 

BCAA 
L-カルニ

チン 

各 120g×24 

・枝豆とうふ味 ・バナナ味 

・カフェオレ味  ・コーンスープ味 

 

ヘルシーフード    

ブイ・クレスＣＰ１０（ｼｰﾋﾟｰﾃﾝ）/ ＣＰ１０ゼリー 

125mL/本 80g/個 ニュートリー    ニュートリー    

12 種類のビタミン          ミネラル 配合！ 
&&&&    

ルビーオレンジ   ミックスフルーツ   

１２種類のビタミン・ミネラルと 

コラーゲンペプチド １０１０１０１０,,,,００００００００００００ｍｇｍｇｍｇｍｇ 配合！ 

 

日清オイリオグループ㈱    

日清 MCT オイル（6g×30、200g、400g、900g、16kg） 

「⾷べたい」「⾷べてほしい」をおいしくサポートします︕ 

 

お粥・おかず・汁物・飲み物・ミキサー⾷ 

などにまぜるだけで、簡単にエネルギー 

アップが出来きます。 
→⾷事の量が減ってエネルギーアップ 

したい⽅におススメです︕ 

使い切りの 6g ポーションタイプ→ 

【日清 MCT オイルの特⻑】 
➀すっきり、クリアな⾷⽤油 

②⺟乳にも含まれる天然成分 

③日清MCTオイルはMCT100％ 

④酸化安定性に優れている 

2020.6 

赤ぶどう     メロン     マンゴー     ゆず 

ミックスフルーツ    いちご   バナナ&ピーチ パイン&オレンジ 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

株式会社ユース 

福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目 4-46  
TEL︓092-641-3153 
FAX︓0120-602-802 

 

 おやつ・ヨーグルトに！

 飲み物に！

 そのままなめても。

おなかにいいこと始めませんか？おなかにいいこと始めませんか？おなかにいいこと始めませんか？おなかにいいこと始めませんか？ 

全国の病院や⾼齢者施設で⻑年使⽤されております。 
手軽に毎日摂れ、ビフィズス菌を増やします。 

お徳用お徳用お徳用お徳用    2kg2kg2kg2kg 

    

・⾼発酵性の⾷物繊維 (グアーガム分解物,   
  PHGG)に⽣きたまま腸に届く酪酸菌を配合︕ 
・１包で水溶性⾷物繊維が 5g 補えます。 
・NST のファーストチョイス︕ 

サンファイバーシリーズに"シンバイオティクス"登場︕ 

    

 

特に"ガンコ"な⽅専用︕ 
・グァー豆とイヌリンからうまれた水溶性⾷物繊維です。 
・水にサッと溶けて、熱にも強いです。 
・飲み物や料理の昧をかえません。 
・腸内で発酵分解をうけて短鎖脂肪酸を多く産⽣します。 

 水溶性食物繊維 サンファイバーAI 6ｇ×30 包・1kg 

不⾜しがちな"鉄分"を⼿軽に補給︕ 

 

栄養機能食品 (鉄) クッキンサプリ Fe 3.4ｇ×30 包・1kg 

 

いつもの⾷事に混ぜるだけで鉄分補給できる粉末状サプリ。 
いやな鉄味がせず毎日続けやすい。 
1 包当たり 1 日分の鉄分 6.8mg 配合。 

 水溶性食物繊維 サンファイバープラス 6ｇ×30 包 

 

林兼産業    

    スティックゼリーカロリータイプスティックゼリーカロリータイプスティックゼリーカロリータイプスティックゼリーカロリータイプ    ヨーグルト風味ヨーグルト風味ヨーグルト風味ヨーグルト風味 

＜14.5ｇ×20 本＞ 

【常温】 

食事の量が食べられない方へ！ 

・ヨーグルト風味 

・バナナ風味 

・オレンジ風味 

1 本で（14.5g） 

80kcal の摂取！ 

全

 

種
類

 

3 

 

スチコンで 95℃ 
25 分間を目安 

調理例︓チキン南蛮 

⻭ぐきで噛める柔らかさで、 
形もメニューもアレンジ多彩︕ 

 

お肉：とり・ぶた・牛 

お魚：白身魚・さけ 

   さんま・さば ＜各 500ｇ＞ 

    ソフミートとりソフミートとりソフミートとりソフミートとり【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】 

全 7 種 

スチコンで 95℃ 
20 分間を目安 

調理例︓かぶら蒸し 

舌でつぶせる柔らかさで、 
本物のような⾒た目のお⿂︕ 

白身魚・青魚・さけ入り 

うなぎ蒲焼風・赤魚風 ←New! 

 
全 5 種 

＜各 240ｇ＞ 

 

切り身ソフミート赤魚風切り身ソフミート赤魚風切り身ソフミート赤魚風切り身ソフミート赤魚風【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】 

担当：担当：担当：担当：                             

＼カタログ配布始まります／ 

●70℃以上のおかゆに混ぜて 
ミキサーで混ぜるだけ︕冷却不要︕ 

●おかゆ以外の⾷材でも 
ゼリーにできます︕ 

●ソフティア U で作ったゼリーは 
冷凍保存も可能です︕ 

飲み込みやすい 

おかゆゼリーにしたい時に 

3ｇ×30 包/袋   500ｇ 

ニュートリー  

林兼産業    林兼産業    

日清オイリオグループ㈱ 

3g×25 本 

500g 
2.5kg 

（ポイント︕） 

・  まぜるだけで簡単にお茶ゼリーが作れる︕ 

・  ゼリー⾷感なので、美味しく水分補給が出来る︕ 

・  冷たいゼリーも、温かいゼリーも作れる︕ 

・  優れた物性で、離水しにくい︕ 

【ご注意ください】 
当商品は【⽔・お茶】専用のゲル化剤です。 

【あっ︕というまゼリー】は 

加熱・冷却不要のゲル化剤 

ネオハイトロミールスリムは手間の軽減、 
コストの軽減、べたつきの軽減に最適︕ 

3g×50 本 

400g 
2kg 

フードケア    

スベラカーゼ 

お粥はもちろん、 
主⾷・主菜・副菜・汁物 
デザート・飲料にも使えます。 

フードケア    

3g×50 本 

150g 
1kg 

ゆっくり固まるスベラカーゼ 
ゼリー成型がより簡単に︕ 
※当社スベラカーゼとの比較 

もちゼリー さばみそゼリー 

珈琲わらび餅 たこ焼きゼリー 

☆スベラカーゼでもお作りいただけます。 

スベラカーゼＬｉｔｅ フードケア    

ネオハイトロミール スリム 

3g×50 本 

1kg 

Ｈ+Ｂライフサイエンス 

オリゴワンオリゴワンオリゴワンオリゴワン    オリゴ糖シロップオリゴ糖シロップオリゴ糖シロップオリゴ糖シロップ 

1kg 
手軽に食物繊維！！ 

Ｈ+Ｂライフサイエンス 

1kg    


