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〈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    

TELTELTELTEL    092092092092----641641641641----3153315331533153    

FAXFAXFAXFAX    0120012001200120----602602602602----802802802802    

    

担当：担当：担当：担当：                                

2020 

 

施設様への価格は各営業にお問い合わせください 

 

 

病院・施設給食向け（常食）病院・施設給食向け（常食）病院・施設給食向け（常食）病院・施設給食向け（常食）    完全調理済み冷凍食品完全調理済み冷凍食品完全調理済み冷凍食品完全調理済み冷凍食品    

【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    

規格規格規格規格 1kg1kg1kg1kg 袋袋袋袋    

 

（商品特徴）（商品特徴）（商品特徴）（商品特徴） 

 ✔ 食塩相当量 ： 1.0g/100g 以下の商品設計が基本 

 ✔ 食材のカットサイズ： 一般総菜に比べ小さめのカットが基本 

 ✔ 食材のやわらかさ： やわらかめが基本（常食～軟菜食）  

※各施設の基準による。また一部商品を除く。    

〈久屋メディカルフーヅ〈久屋メディカルフーヅ〈久屋メディカルフーヅ〈久屋メディカルフーヅ    株式会社〉株式会社〉株式会社〉株式会社〉 

現在約９０種類約９０種類約９０種類約９０種類 豊富なメニューのラインナップ。 

毎月新商品もご案内しています。 

 

加熱調理後冷却（湯煎約 10 分後流水冷却） 流水または冷蔵庫解凍※加熱調理可 

流水または冷蔵庫解凍 

【しあわせ家族】配布のお知らせ【しあわせ家族】配布のお知らせ【しあわせ家族】配布のお知らせ【しあわせ家族】配布のお知らせ 

2020 年６⽉〜最新カタログ配布中 

お待たせしました︕最新版のカタログが出来ました︕ 
栄養指導や商品検討の際、お役⽴て下さい。 

＼インスタグラムでも情報発信中！／＼インスタグラムでも情報発信中！／＼インスタグラムでも情報発信中！／＼インスタグラムでも情報発信中！／    

新型コロナウイルスに関する緊急連絡は 
こちらで確認できます。 
新製品の情報、おすすめ商品、 
季節・⾏事⾷の案内など 
旬な情報をいち早くお届け︕ 
ぜひぜひ皆様のフォローお願いします（＾＾） 

冷たい冷たい冷たい冷たい牛乳と混ぜて冷蔵庫で冷やすだけ！ 

不足しがちなカルシウムをプラス！ 

＋ 

加熱不要加熱不要加熱不要加熱不要    

冷蔵庫へ冷蔵庫へ冷蔵庫へ冷蔵庫へ    

内容量 325g 牛乳 5L 

おやつ作りに牛乳を使用しておやつ作りに牛乳を使用しておやつ作りに牛乳を使用しておやつ作りに牛乳を使用していいいいる病院・施設様必見！る病院・施設様必見！る病院・施設様必見！る病院・施設様必見！    

◆粉末なので計量して必要食分作れます◆粉末なので計量して必要食分作れます◆粉末なので計量して必要食分作れます◆粉末なので計量して必要食分作れます 

たまご 

不使⽤ 
名糖産業 

通販カタログとしてもご利⽤いただけます。 

不⾜しがちな鉄分とカルシウムを 
おいしく補給。トロピカルな甘い 
香りのフルーティーな味わい。 

1 本に 1 日分のビタミン E を配合。 
美容と健康のための習慣にどうぞ。 
すっきりとしたマスカット味。 

食物繊維をプラス配合し、 
キャロットと相性の良い 
オレンジをミックスしました。 

オリゴ糖で 

すっきり快調！ 

ＨＨＨＨ++++ＢライフサイエンスＢライフサイエンスＢライフサイエンス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    乳糖果糖オリゴ糖配合飲料乳糖果糖オリゴ糖配合飲料乳糖果糖オリゴ糖配合飲料乳糖果糖オリゴ糖配合飲料 

牛乳やジュースのかわりに。そのままおいしく飲める︕ 
おなかの調⼦を整えながら、不⾜しがちな栄養素を補えます。 

水分補給＋栄養補給 夏場はさっぱり    

⽜乳の代わりに︕    
常温保存 飲みきりパック 

朝⾷・おやつに 

夏場はさっぱり 

牛乳の代わりに︕ 

栄養機能食品 

カルシウム、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、 

葉酸、ビタミンB12、ビタミンC 

●7 つの果実 ●紫の野菜と果実  ●キャロット＆アップル ●グレープ 

カゴメカゴメカゴメカゴメ    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 

＼カロリーを抑えたい時はコレ︕／ 

栄養機能食品 

カルシウム、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、 

葉酸、ビタミンB12、ビタミンC、鉄、乳果オリゴ糖 

１本あたり 

31kcal 
鉄 

乳果オリゴ糖を 
プラス︕ 

1 本あたり 69kcal 

野菜＋果実 100％で飲みやすい︕ 
⾷物繊維、カルシウム入り。 
全 5 種（デザートに/ピーチ/グレープ/マンゴー/トマト&アップル） 

＼100ml の飲みきりサイズ︕／ 

マルサンアイマルサンアイマルサンアイマルサンアイ    まめぴよまめぴよまめぴよまめぴよ 

１パックに⼤⾖約６０粒使⽤︕ 
カルシウムを強化した、⾖乳飲料です。 
いちご味・ココア味・バナナ味 

125ml×24 

125ml×24 125ml×24 

125ml×24 125ml×18 

冷やし中華つゆ 

さっぱりとした味わい豊かな冷やし中華つゆ 

希釈目安︓本品 1 に対して 2〜3 倍の 
冷⽔で薄めてください。 

賞味期限︓製造⽇より6 ヵ月（開栓前） 

商品規格︓1.8L／本 

冷やし中華 

商品について、レシピ等詳しくはこちら 
「給⾷・外⾷向け製品」をご覧ください。 

https://www.08m.co.jp/products/ 

●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 

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。 

100ml×36 

カルシウム入りかんたんプリンの素カルシウム入りかんたんプリンの素カルシウム入りかんたんプリンの素カルシウム入りかんたんプリンの素    325g325g325g325g 
     

※83 食分 

（カップ 60ml） 

時短調理︕ 

8888 月～嬉しいキャンペーン始まります！月～嬉しいキャンペーン始まります！月～嬉しいキャンペーン始まります！月～嬉しいキャンペーン始まります！ 

 チーズ入りさつま芋サラダチーズ入りさつま芋サラダチーズ入りさつま芋サラダチーズ入りさつま芋サラダ  
「「「「サラダのバリエーションが欲しい！サラダのバリエーションが欲しい！サラダのバリエーションが欲しい！サラダのバリエーションが欲しい！」」」」    

 茄子のラタトゥイユ茄子のラタトゥイユ茄子のラタトゥイユ茄子のラタトゥイユ        

「「「「夏野菜たっぷりの夏野菜たっぷりの夏野菜たっぷりの夏野菜たっぷりの    

冷菜が欲しい！冷菜が欲しい！冷菜が欲しい！冷菜が欲しい！」」」」    

 基本のもずく酢基本のもずく酢基本のもずく酢基本のもずく酢     

「「「「酢の物の酢の物の酢の物の酢の物の    

バリエーションが欲しい！バリエーションが欲しい！バリエーションが欲しい！バリエーションが欲しい！」」」」    

 いんげんとひじきのいんげんとひじきのいんげんとひじきのいんげんとひじきの    

ごまツナ和えごまツナ和えごまツナ和えごまツナ和え     

「「「「副菜のバリエーションが欲しい！副菜のバリエーションが欲しい！副菜のバリエーションが欲しい！副菜のバリエーションが欲しい！」」」」    

注）刻みオクラは現場でご用意ください。 

流水または冷蔵庫解凍 

全３種（たまご風味・うに風味・明太風味） 10g×40 袋入り 

パラチノースはどんな糖質︖ 

分解速度がショ糖の約 1/5。消化吸収スピードが緩やかな糖質。 

全て小腸で消化吸収されエネルギー（4kcal）となりますので、下痢や腹痛の⼼配がありません。 

ホリカフーズホリカフーズホリカフーズホリカフーズ プリン状おかゆプリン状おかゆプリン状おかゆプリン状おかゆ 

粒なし粒なし粒なし粒なし    

1 缶 95g 

エネルギー 80 ㎉ 

おかゆを酵素で分解し 
なめらかなプリン状に仕上げました︕ 
 

賞味期限︓3 年 6 か⽉ 

学会分類 2013︓1ｊ 

ミキサー食・ミキサー食・ミキサー食・ミキサー食・キザミ食の代わりとして。なめらかなのどごしに仕上げたテリーヌ風の食感です。キザミ食の代わりとして。なめらかなのどごしに仕上げたテリーヌ風の食感です。キザミ食の代わりとして。なめらかなのどごしに仕上げたテリーヌ風の食感です。キザミ食の代わりとして。なめらかなのどごしに仕上げたテリーヌ風の食感です。    

加熱しなくても、そのまま召し上がっていただけますので、加熱しなくても、そのまま召し上がっていただけますので、加熱しなくても、そのまま召し上がっていただけますので、加熱しなくても、そのまま召し上がっていただけますので、備蓄食備蓄食備蓄食備蓄食としてもご利用いただけます。としてもご利用いただけます。としてもご利用いただけます。としてもご利用いただけます。

いとより鯛

栄養機能食品(鉄・亜鉛・銅) 

かに風味 ほたて風味

いわし うなぎ蒲焼き
風味 

ポーク 
しょうが焼き

風味 

さばの味噌煮
風味 

ぶり⼤根
風味 

カレー風味

ビーフシチュー
風味 

エビチリ風味
1 個 80g 1 個 80g 1 個 80g 

各種 
1箱(6個入) 

ランニング 
ストックに︕ 

美味︕ 

旭松食品 花こうや 50 個 

焼印の絵柄が変わります︕    

8 月中旬頃 リニューアル予定 

 幸せを運ぶ花⾔葉をモチーフに 

リニューアル︕ 

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 ⾷事の量を変えずに 
エネルギーアップ︕ ●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 汁物、ミキサー⾷などにも◎ 

キッセイ 

薬品工業 

76g×30 

125ml×18 

（ぶどう・みかん・りんご） 

（りんご・みかん・レモンティー） 

裏⾯は 

非常⾷特集︕ 

チェック 

 

賞味期限 
製造⽇から 

1年 

 



 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩分

190 アイテム掲載 

＼非常食カタログ／ 

災害時に注意すべき要配慮者のための備蓄のポイント 
非常⾷検討のヒントになるコラムを掲載︕ 
全 190 種の非常⾷が揃っています。 
 

昨年は、台風や未曾有の⼤⾬による 
⽔害等の自然災害が多発しました。 
いざという時、⾷事提供に困らないよう、 
非常⾷の備えについて提案いたします。 

カタログのご要望、 
非常食の検討はユースにご相談下さい︕ 

もしもの災害に備えて、備蓄状況をチェックしてみませんか？ 

食数・高齢者向けの食事の備蓄状況・ 

賞味期限・食べ方（湯煎の有無、加水）など・・・ 

いかのムース（ごぼう付）いかのムース（ごぼう付）いかのムース（ごぼう付）いかのムース（ごぼう付）    45g×5045g×5045g×5045g×50 
アルファフーズアルファフーズアルファフーズアルファフーズ        

美味しいやわらか食美味しいやわらか食美味しいやわらか食美味しいやわらか食    

★⻑期保存︕ムース⾷の非常⾷です︕ 

製造より製造より製造より製造より    

賞味期限賞味期限賞味期限賞味期限 5555 年年年年 7777 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月    

そしゃく配慮が必要な方向けのやわらか非常⾷
加熱・加⽔は⼀切不要。開封してそのまま 
⾷べられます。 

高齢者高齢者高齢者高齢者に配慮したに配慮したに配慮したに配慮した非常食（長期保存）非常食（長期保存）非常食（長期保存）非常食（長期保存）    

⻭ぐきでつぶせる  

アルファフーズアルファフーズアルファフーズアルファフーズ    美味しいやわらか食美味しいやわらか食美味しいやわらか食美味しいやわらか食    根菜のやわらか煮根菜のやわらか煮根菜のやわらか煮根菜のやわらか煮    100g100g100g100g××××50505050 

里芋の鶏そぼろ煮里芋の鶏そぼろ煮里芋の鶏そぼろ煮里芋の鶏そぼろ煮    100g100g100g100g××××50505050 

そしゃく配慮が必要な方向けの非常⾷です。 
加熱・加⽔は⼀切不要。開封してそのまま 
⾷べられます。  

製造より製造より製造より製造より    

賞味期限賞味期限賞味期限賞味期限 5555 年年年年 7777 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月    

⻭ぐきでつぶせる  

アルファフーズアルファフーズアルファフーズアルファフーズ    ～大冷～大冷～大冷～大冷////骨なしカレイ使用～骨なしカレイ使用～骨なしカレイ使用～骨なしカレイ使用～        

非常食非常食非常食非常食    カレイの照焼き風煮付カレイの照焼き風煮付カレイの照焼き風煮付カレイの照焼き風煮付 100100100100gggg××××50505050 

骨なし切り⾝を使⽤。とろみ付調味液付きで⾼齢者の方も 

安⼼してお召し上がりいただけます。ライフラインが⽌まっても安⼼︕ 

加熱・加⽔は⼀切不要。開封してそのまま⾷べられます。 

賞味期限賞味期限賞味期限賞味期限 5555 年年年年 7777 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月    

受注生産品※受注生産品※受注生産品※受注生産品※    

骨なし・とろみ付 

高齢者高齢者高齢者高齢者に配慮したに配慮したに配慮したに配慮した非常食（非常食（非常食（非常食（ランニングストックランニングストックランニングストックランニングストック））））    

常温保存可能︕ 
開封してそのまま⾷べられる 
 

●常温で１年保存。いつでもすぐに⾷べられます 
 プラスチックパック包装で災害時にはお皿不要。 
●ムースは舌でつぶせるやわらかさ。 
●調味液（あん）とムースを和えながらスプーン等でつぶすことで、 

簡単にお好みのやわらかさに変えることができます。 

・和食メニュー 9 種 
・洋食メニュー ７種 
・中華メニュー ４種 

⼤和製罐 

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    ネオハイトロミール スリム 

嚥下に配慮した嚥下に配慮した嚥下に配慮した嚥下に配慮した水分補水分補水分補水分補給に給に給に給に    

日清オイリオグループ㈱ 

3g×25 本 
500g 
2.5kg 

【あっ︕というまゼリー】は 

加熱・冷却不要のゲル化剤 

（ポイント︕） 

・ 停電等の非常時でも、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︕ 

・ 【ご注意ください】 

当商品は【⽔・お茶】専⽤のゲル化剤です。 

災害時は、脱⽔に要注意です︕    

⾼齢者に配慮した⽔分補給に 

対応が出来るように、とろみ・ゲル化剤の 
ランニングストックをおすすめしています。 
（既製品の⽔分補給商品は前⽉号をチェック︕） 

オススメ商品はコチラ→ 

 

とろみ剤 

フレイル・サルコペニア予防！ 

新型コロナウイルスによる、外出の自粛で活動量が低下していませんか︖ 

動かないことにより、⾝体や頭の働きが低下してしまいます。バランスの良い 

⾷事でしっかり栄養補給をして、免疫⼒の維持とフレイルを予防しましょう︕ 

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 

筋肉の素になるたんぱく質を！用途に合わせて選べるたんぱく質補給商品 

 

 
 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 

 おやつに！ 

 

★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 

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。 
 

 

 たんぱく UP ヘルパー 400ｇ ＳＬプロテインパウダー＋Ｚn  

フードケア 

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 

  

3.6g×50 

480ｇ 

■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 

フードケア 

Point.1 

Point.2 

Point.3 

食べやすさ 

⾷材のもつおいしさをいかしつつ、かむ⼒飲み込む⼒にあう 
4 段階の⾷べやすさをお届けします。 

おいしさ 

素材、調理への拘りが、やさしい塩加減ながら、 
しっかりとした味、満⾜感のある味わいを生みだしています。 

選びやすさ 

全 61 種のラインアップで、毎⽇の⾷事を選ぶ楽しみ、 
⾷べる楽しみを広げます。 

容易に噛める・・・・・全 10 品 

⻭ぐきでつぶせる・・・全 11 品 

舌でつぶせる・・・・・ 全 19 品 

かまなくてよい・・・・・全 18 品 

賞味期限は製造から 1 年〜1 年半です 

全 61 種類 

(ブイ・クレス ビオ) 

 
ブイ・クレス BIO    

125mL×30 
77ｇ/個 

ピーチ 

ラ・フランス 

●飲み込みにやさしい食感 
コード０ｊ相当のゼリー 

 

ゼリー１個（77ｇ）でドリンク１本（125ｍL）と同等の栄養素が補給できる!! 

なめらかなゼリータイプ︕ 

ピーチ ラ・フランス キャロット 

手軽に飲めるドリンクタイプ♪ 

 
乳酸菌が加わりパワーアップ︕ 

サルコファイバー りんご風味/マスカット風味 100g×36 

感染症に負けないからだづくりを！免疫力をアップしよう！ 

リハビリ後やサルコペニア対策で手軽に BCAA 摂取。 
離⽔が少ない物性。術後の早期経口摂取にも 
おすすめです。 

ヘルシーフード    

●12 種類のビタミンと鉄、亜鉛、セレン 
などのミネラルを配合 

●乳酸菌「E.フェカリス」を 
加熱殺菌菌体で 6,000 億︕ 

 

ブイ・クレス BIO ゼリー    ・⾼発酵性の⾷物繊維に、生きたまま腸に届く酪酸菌を配合︕ 
(グアーガム分解物, PHGG) 

・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︕ 

 おやつ・ヨーグルトに！

 飲み物に！

 そのままなめても。

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。 

Ｈ+Ｂライフサイエンス 

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？ 

 水溶性食物繊維  

サンファイバープラス 6ｇ×30 包 

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 

お徳用お徳用お徳用お徳用    2kg2kg2kg2kg 

各 50g(主食 3 品のみ各 100g) 

⾷べきりサイズのミキサー⾷♪ 
★賞味期限 1 年半(主⾷のみ 2 年) 
★ランニングストックとしても⼈気です︕ 

【2-1】主菜 5 品、副菜 9 品 
    箸休め 4 品、デザート 3 品 

【学会分類 2013】 
ホリカフーズホリカフーズホリカフーズホリカフーズ おいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサーおいしくミキサー    全全全全 24242424 品品品品    

常温保存 
できます 

  ⾼エネルギー 

＼⾼たんぱく︕／ 

 ＼BCAA 入り／ 

甘いタイプ（１２種類）220g/本 ●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） 
 

1 本から注⽂いただけます︕ 

このような⽅に 
おすすめ 

フードケア 

ニュートリー 

あじあじあじあじのムース（のムース（のムース（のムース（にんじんにんじんにんじんにんじん付）付）付）付）45g×5045g×5045g×5045g×50 

岐阜食品岐阜食品岐阜食品岐阜食品    長期保存・もしもの時の白がゆ長期保存・もしもの時の白がゆ長期保存・もしもの時の白がゆ長期保存・もしもの時の白がゆ    250250250250gggg××××50505050 

加⽔・加熱不要。開封してそのまま⾷べられるおかゆの 
新商品︕スタンドパウチ、プラスチックスプーン付き。 
当社取り扱いの⻑期保存おかゆの中で、最安値の 
オススメ商品です。 

賞味期限賞味期限賞味期限賞味期限 5555 年年年年 6666 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月    

受注生産品※受注生産品※受注生産品※受注生産品※    

7 分粥相当 

納期の目安 ご注⽂月の翌月末頃 

8 月から受注開始︕ 


