
 

                        

    

    

    

    

                                                                                                                                        

    

    

    

    

    

        

    

    

    

        

    

        

    

    

    

    

    

    

     

    

     

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

〈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    

平日平日平日平日 9999：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000    

((((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    

    

2020 

■■■■フードケアフードケアフードケアフードケア【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】やわらかおはぎやわらかおはぎやわらかおはぎやわらかおはぎ    35g35g35g35g××××10101010 

 あんをミキシングしてやわらかいご飯を包みました。 

  通常のおはぎが食べづらい方へ。 

     

■■■■ヤヨイヤヨイヤヨイヤヨイ【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】ミニおはぎミニおはぎミニおはぎミニおはぎ 40404040    40g40g40g40g××××10101010 

（つぶあん・こしあん・ごま・きなこ（つぶあん・こしあん・ごま・きなこ（つぶあん・こしあん・ごま・きなこ（つぶあん・こしあん・ごま・きなこ    全４種）全４種）全４種）全４種）    

 もち米のつぶ感を程よく残した味わい豊かなおはぎです。 
 ※咀嚼・嚥下困難者用ではありません。 
    

■■■■フードケアフードケアフードケアフードケア ふっくらおはぎふっくらおはぎふっくらおはぎふっくらおはぎ    200g200g200g200g××××20202020 

 お彼岸・祭事にうれしいおいしさ。 
 コシヒカリ 100％＋あんこのおかゆタイプ。 
 丸く形を整えておはぎ風に◎ 

  

■カセイカセイカセイカセイ【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    30g30g30g30g××××10101010 

 （⿊ごま・さくら・よもぎ 全３種）ＵＤ区分３ 
もち特有の粘り気を低減させた舌でつぶせる 
やわらかいお団子です。    

■■■■ヤヨイヤヨイヤヨイヤヨイ【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】しっとりやわらか大福しっとりやわらか大福しっとりやわらか大福しっとりやわらか大福 40404040    40g40g40g40g××××10101010 

 なめらかなこしあんをお餅風の外皮で包んだ大福です。 

 皮のべたつきが抑えられているため、しっとりと食べ  

 やすい食感です。※咀嚼・嚥下困難者用ではありません。 
    

■■■■ヤヨイヤヨイヤヨイヤヨイ【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】しっとりやわらかまんじゅうしっとりやわらかまんじゅうしっとりやわらかまんじゅうしっとりやわらかまんじゅう 40404040    40g40g40g40g××××10101010 

しっとりやわらかな食感が特徴のこしあん饅頭。 
生地にはちみつと水あめを加えました。 

 

     

  

 23g23g23g23g××××15151515 包包包包    

●甘い栄養強化食品が苦手な方 
●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 

栄養強化味噌汁栄養強化味噌汁栄養強化味噌汁栄養強化味噌汁    アイドゥアイドゥアイドゥアイドゥ 

調味料としても 
活⽤︕ 

例）⾁野菜炒め 

15 食入り 

 

１２種類のビタミン・ミネラルと 

乳酸菌 Ｅ.フェカリス ６６６６,,,,００００００００００００億個億個億個億個 配合！ 

甘すぎずさわやかな味わい 

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！ 

さわやかなルビーオレンジ風味、新発売！ 

ルビーオレンジ風味    ミックスフルーツ風味             

80g/個 

ブイ・クレスＣＰ１０（ｼｰﾋﾟｰﾃﾝ）/ ＣＰ１０ゼリー 

125mL/本 

ブイ・クレスＢＩＯ（ﾋﾞｵ）/ ＢＩＯゼリー 

77g/個 125mL×30 本 

キャロット      ピーチ         ラ・フランス 

12 種類のビタミン    ミネラル 配合！ &&&&    

表示価格は個人価格(税抜）です。 
冷凍品をご注⽂の際は、別途クルー便代を頂戴いたします。 

日清オイリオ  あっ！というまゼリー 

 加熱・冷却不要︕ 

ベッドサイドでも作ることができます。    

水やお茶にかき混ぜるだけで、３分で水分 

補給ゼリーが作れます。 

※⼀部、ゼリーにできない飲料がありますので、 

詳細はお問い合わせ下さい。 

 500g 3g×25 本 

⽔・お茶 

専⽤  
  

在宅価︓ 3g3g3g3g×25252525  705705705705 円 //// 500g500g500g500g  2,7702,7702,7702,770 円 

在宅価︓170 円 在宅価︓170 円 在宅価︓4500 円 在宅価︓150150150150 円 

在宅価︓750750750750 円 

在宅価︓各 500 円 

在宅価︓3,333 円 

在宅価︓各 698 円 

在宅価︓660 円 

在宅価︓500 円 

在宅価︓1,875 円 

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。 
だし風味豊かな味噌汁なので毎日美味しく飲めます。 

このような方におすすめ 

8 種類のビタミンが入ったゼリー。 

１個あたり 10kcal と低カロリー。 

カロリー抑えたい方にもオススメです。 

ハウス食品 おいしくビタミンゼリー 各 60g 

全 6 種類 
⻘りんご ・ はちみつ&レモン・オレンジ  
マスカット ・ ブルーベリー ・ アセロラ  

ハウス食品 ふるーつゼリー 各 60g 
  鉄分巨峰・オレンジ / カルシウムりんご・ピーチ 

鉄分、カルシウム補給 

果汁入りのフルーティーな味わいです。 
水分補給にも︕ 

安価なカップ入りゼリーです◎ 

＼鉄 4mg／       ＼カルシウム 80mg／    

＼全 8 種類のバリエーション／ 
バランス    

ミックスフルーツ  いちご  バナナ&ピーチ パイン&オレンジ 

赤ぶどう     メロン     マンゴー     ゆず 

【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 

名糖名糖名糖名糖    ビタミン入りレモンティービタミン入りレモンティービタミン入りレモンティービタミン入りレモンティー    600g600g600g600g    

                    ビタミン入りアップルティービタミン入りアップルティービタミン入りアップルティービタミン入りアップルティー    600g600g600g600g    

    

夏はアイス、冬はホットで手軽に使えて、毎日の飲用にうれしい 

低価格です。１袋で３０L 分です。  

ゼラチンなどで固めて、ゼリーにアレンジできます︕ 
夏の水分補給やデザートにおすすめです︕ 

 

①大塚食品 マイサイズシリーズ（全 10 品） 

②キユーピー やさしい献⽴シリーズ（全 8 品） 

             終売商品のお知らせ 

・スパイシーチキンカレー ・ごま坦々の素 

・クリームシチュー     ・ミートソース 

・カルボナーラ       ・アラビアータ 

・パスタペンネタイプ     ・スパうどん 

いいね︕プラス（たんぱく質を摂りたい方の） 

・麻婆丼          ・和風カレー 

容易にかめる   ・おじや鶏ごぼう 

・かきたまごぼう 

・おじや五目ひじき 

・和風ハンバーグ 

⻭ぐきでつぶせる ・牛ごぼううま煮 

かまなくてよい   ・かぼちゃの煮物 

     ・ハンバーグ 

           ・白身魚の煮付け            
④日清オイリオグループ  

 MCT ﾊﾟｳﾀﾞｰ低糖質 
 250g          

③キユーピー  

  和える栄養 300g 

   ごま風味 マヨ風味          

現在庫無くなり 
次第、終売    

9 月末頃  
在庫無くなり 
次第、終売 
            

9 月末頃 在庫 
無くなり次第、終売 
             

9 月末頃 在庫 
無くなり次第、終売 
             

牛乳や流動食にも、とろみがつく！ 

ソフティア トロメリンＥＸ     

●少量でしっかりとろみがつきます︕ 
●すばやく粘度が安定します︕ 
●ダマになりにくく、ベタつきの少ないとろみが作れます︕ 
●とろみのつきにくい、牛乳や流動食にも使いやすい︕ 
 

 2ｇ×50 包  500ｇ  １kg 

９⽉１⽇は防災の⽇︕ローリングストックのすすめ 

 

  

 

 

備える備える備える備える    

日常で日常で日常で日常で    

使う使う使う使う    

使った分使った分使った分使った分    

だけだけだけだけ    

買い足す買い足す買い足す買い足す    

 

開封してそのまま食べられる 
商品がオススメです 

？ローリングストックとは？ 

日常生活でも災害時でも使用
できる食品を少し多めに買い置
きし、使用したものを買い足すを
繰り返すことで、常に新しい食
品が備蓄されている状態を保つ
方法です。 

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（非常食（非常食（非常食（ローリローリローリローリングストックングストックングストックングストック））））    

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 

噛むチカラに合わせて選べる全 61 種類 

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。 

常温保存○ 

加熱不要 

お湯・お水を必要としない 

ライフラインが止まっても食べられる 

カップ入４品  在宅価 各 235 円 

おやつや⽔分補給に◎    

＼カロリーを抑えたい時はコレ︕／ 
●7 つの果実 ●紫の野菜と果実  

１本あたり

31kcal 
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 

125ml×24 
●キャロット＆アップル ●グレープ 

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 

 
乳果オリゴ糖を 

プラス︕ 

125ml×18 

1 本あたり 69kcal 

在宅価︓ 2g×50 包  699 円 /500g 1,546 円   
1kg    2,926 円    

在宅価︓各 112 円    

在宅価︓各 1,500 円    

在宅価︓各 95 円    

在宅価︓各 79 円 

在宅価︓しあわせ家族 2020  
        p.32〜参照 

在宅価︓各 1,9201,9201,9201,920 円 

在宅価︓各 1,4041,4041,4041,404 円 

8/21（⾦）は 

棚卸し為お休みです。 

ニュートリー 

ニュートリー 


