
 

 

 

 

            

    

    

    

    

                                                                                                                                        

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

表示価格は全て税抜です。 
施設様への価格は各営業にお問い合わせください。 

〈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４－４６丁目４－４６丁目４－４６丁目４－４６    

TELTELTELTEL    092092092092----666641414141----3153315331533153    

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

担当：担当：担当：担当：                             

謹賀新年謹賀新年謹賀新年謹賀新年    

本年本年本年本年もごもごもごもご愛顧愛顧愛顧愛顧のののの程程程程、、、、宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします    

ブイ・クレスブイ・クレスブイ・クレスブイ・クレス    CP10 CP10 CP10 CP10     125ml125ml125ml125ml    

コラーゲンペプチド 10,000 ㎎配合。さらに 12 種類の 

ビタミン・鉄・亜鉛・セレン・コエンザイム Q10 も同時補給。美容・

健康の為にも是非！           個人価個人価個人価個人価    170170170170 円円円円    

ペクチンのゲル化メカニズムを応用ペクチンのゲル化メカニズムを応用ペクチンのゲル化メカニズムを応用ペクチンのゲル化メカニズムを応用    

pH の低下で液体からゲル状に変化するため、 

液状で注入胃内でゲル化逆流防止に役立ちます。 

「経鼻栄養」の「下痢対策」に使いやすい。 

消化態で初めてのバッグタイプ。 

◆消化吸収に配慮  消化態濃厚流動食品 

低浸透圧(約 360ｍＯｓｍ/Ｌ) 乳糖は検出限界以下 

◆乳タンパク質不使用 

◆食物繊維としてペクチン含有 pH 低下によりゲル状に変化 

腸内細菌にも配慮 

◆水分補給に配慮した加水タイプ  0.8kcal/ml 

  1,200kcal 摂取の場合、1320ml の水分量を摂取可能 

◆自然滴下 粘度 10mpa･s →５Fr でも投与可能 

タンパク質カード化による詰まりの心配無し 

 375ml375ml375ml375ml××××16161616        個人価個人価個人価個人価    5,7125,7125,7125,712 円円円円    

500ml500ml500ml500ml××××12121212        個人価個人価個人価個人価    5,2805,2805,2805,280 円円円円    

2016201620162016 年年年年 2222 月月月月 25252525 日・日・日・日・26262626 日日日日    

福岡にて開催される福岡にて開催される福岡にて開催される福岡にて開催される    

日本静脈経腸栄養学会にて日本静脈経腸栄養学会にて日本静脈経腸栄養学会にて日本静脈経腸栄養学会にて    

紹介される商品をピックアップして紹介される商品をピックアップして紹介される商品をピックアップして紹介される商品をピックアップして    

ご案内します。ご案内します。ご案内します。ご案内します。    

2 月 25 日（木）ランチョンセミナー 

『2 年間の REF-P１（粘度調整食品）の多施設検討試験から判ったこと』 共催：キユーピー株式会社 

2 月 25 日（木）ランチョンセミナー 

『科学的根拠に基づく褥瘡治療の栄養療法』     共催：ニュートリー株式会社 

REFREFREFREF----PPPP１（スパウトなし・スパウト付き）１（スパウトなし・スパウト付き）１（スパウトなし・スパウト付き）１（スパウトなし・スパウト付き）    90g90g90g90g××××18181818    

REF-P１はペクチンを水に溶解・殺菌した商品です。 

ペクチンはその種類により、カルシウムイオンと反応して液体をゲル化させる性

質があります。そのため、カルシウムイオンを含む様々な流動食と反応して粘度

を増加させることができます。REF-P１そのものは粘度が低くさらさらしており、

REF-P１と流動食を別々に細いチューブから投与し、胃や小腸のなかで反応させ、

増粘することが可能です。 

    個人価個人価個人価個人価    3,4203,4203,4203,420 円円円円        

ブイクレスブイクレスブイクレスブイクレス CP10CP10CP10CP10 ゼリーゼリーゼリーゼリー        80808080ｇｇｇｇ    

エビデンスに基づいた栄養組成優れた嚥下適性(許可基準Ⅰ相当) 

                                                    個人個人個人個人価価価価    170170170170 円円円円 

サンファイバーAIはグァー豆酵素分解物(PHGG)とアガベイヌリンの 2つ

の水溶性食物繊維を配合しています。 

特に便が硬めの方におすすめです。高齢者施設、精神科病院、療養型病床

やリハビリテーション病院などでの「自然な排便コントロール」のための

応援食品です。サッと溶けて味を変えないので、どんな食品に配合でき、

手軽に使えます。 
1kg1kg1kg1kg        個人価個人価個人価個人価    3,6003,6003,6003,600 円円円円    

 

2 月 25 日（木）特別シンポジウム 

『排泄ケアにおける栄養学的リスクマネジメント』   共催：太陽化学株式会社 

形態：在宅・形態：在宅・形態：在宅・形態：在宅・NSTNSTNSTNST・急性期・療養型・急性期・療養型・急性期・療養型・急性期・療養型    

職種：医師・管理栄養士・看護師職種：医師・管理栄養士・看護師職種：医師・管理栄養士・看護師職種：医師・管理栄養士・看護師    

対象：高齢者・透析・小児対象：高齢者・透析・小児対象：高齢者・透析・小児対象：高齢者・透析・小児    

3 つの切り口から 
排便を論じていただきます。 

筋力Ｕｐ・維持、転倒予防に！筋力Ｕｐ・維持、転倒予防に！筋力Ｕｐ・維持、転倒予防に！筋力Ｕｐ・維持、転倒予防に！ 

◆豊富なビタミン D 
●12.5μg / 1 本 

● 転倒リスクのある高齢者は 20μg 推奨。 

◆高たんぱく質 

●10 g / 1 本（ そのうち BCAA 2500mg 配合） 

◆豊富なカルシウム 
●300 mg / 1 本 

● ビタミンＤとの同時摂取で吸収率ＵＰ！ 

リソースリソースリソースリソース® ® ® ® ペムパルペムパルペムパルペムパル® ® ® ® アクティブアクティブアクティブアクティブ 

125ml125ml125ml125ml××××24242424            個人価個人価個人価個人価    5,4005,4005,4005,400 円円円円    

※ランチョン※ランチョン※ランチョン※ランチョンセミナーに関してセミナーに関してセミナーに関してセミナーに関して    
すべて満席となっております。すべて満席となっております。すべて満席となっております。すべて満席となっております。    

特別シンポジウムは当日受付・入場可能です。特別シンポジウムは当日受付・入場可能です。特別シンポジウムは当日受付・入場可能です。特別シンポジウムは当日受付・入場可能です。    
詳細は別紙をご確認ください。詳細は別紙をご確認ください。詳細は別紙をご確認ください。詳細は別紙をご確認ください。    

『見た目はそのまま』『見た目はそのまま』『見た目はそのまま』『見た目はそのまま』    
驚くほどのやわらかさで 
食べることの楽しさを 
お届けします 

☆☆☆☆ソフト煮豆ソフト煮豆ソフト煮豆ソフト煮豆    500g500g500g500g    

やさい豆・きんとき豆やさい豆・きんとき豆やさい豆・きんとき豆やさい豆・きんとき豆            個人価個人価個人価個人価    556556556556 円円円円        

うぐいす豆・白いんげん豆うぐいす豆・白いんげん豆うぐいす豆・白いんげん豆うぐいす豆・白いんげん豆        個人価個人価個人価個人価    571571571571 円円円円    

「形」があり、「見栄え」がよく、やわらかい煮豆です 

のどすべりがよく、口の中でまとまりがよくて食べやすいです 

 

忠勇忠勇忠勇忠勇    漬物シリーズ漬物シリーズ漬物シリーズ漬物シリーズ    

普通食からキザミ、ペーストと様々な形態のラインナップ 

段階ごとに選択いただけます。 

☆しば漬☆しば漬☆しば漬☆しば漬    500g500g500g500g            個人価個人価個人価個人価    423423423423 円円円円    

 合成着色料、保存料不使用。塩分控えめで、ほんのりとした甘みのある 

 しば漬に仕上げました。 

☆きざみしば漬☆きざみしば漬☆きざみしば漬☆きざみしば漬    500g500g500g500g                個人価個人価個人価個人価    430430430430 円円円円    

 合成着色料、保存料不使用。刻み食対応の製品です。 

☆ペーストしば漬☆ペーストしば漬☆ペーストしば漬☆ペーストしば漬    250g250g250g250g                個人価個人価個人価個人価    385385385385 円円円円    

 合成着色料、保存料不使用。噛まなくても飲み込むことができるペースト状。 

 チューブタイプで配膳も簡単。キャップ付で保存にも適しています。 

その他アイテム・規格・価格など詳細はお問い合わせください 

 

タンパク制限の必要なタンパク制限の必要なタンパク制限の必要なタンパク制限の必要な方へ方へ方へ方へ    

まろやか食パンまろやか食パンまろやか食パンまろやか食パン    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    

            50505050gggg××××20202020    

一般的な食パンに比べると、 

たんぱく質 2/3 カット、 

塩分 2/3 カット、 

カリウム 60%カット、 

リン 45%カット。 

また、食物繊維を２．８ｇ配合。 

そのままでももちろん、トーストしてもおいしく 

召し上がっていただけます。    

                                                    個人価個人価個人価個人価    1,9001,9001,9001,900 円円円円    

いこみこうやいこみこうやいこみこうやいこみこうや    野菜野菜野菜野菜    

卵、海老、鶏に加え野菜が登場。 
4 つのメニューで彩り豊かに！ 
魚のすり身、野菜をつめた味付きいこみこうや。 

解凍後、好きな大きさにカットして盛り付けるだけ。 

大豆の植物性たんぱくと具材から動物性たんぱくが摂れます。 

・彩りがきれい彩りがきれい彩りがきれい彩りがきれい…行事食・お弁当のおかずに最適。 

       6666 個入り個入り個入り個入り                個人価個人価個人価個人価 1,9051,9051,9051,905 円円円円    

 

昔ながらの懐かしい味わい 

マービー甘納豆マービー甘納豆マービー甘納豆マービー甘納豆    9g9g9g9g××××30303030    

砂糖不使用 カロリー30％カット 

厳選された北海道産『大正金時豆』使用 

まろやかな味わいとふっくら食感 

保存料不使用 

節分やひな祭り 季節の行事食におススメ 

              個人価個人価個人価個人価    1,3801,3801,3801,380 円円円円    

冬場の水分補給に…冬場の水分補給に…冬場の水分補給に…冬場の水分補給に…    ラクーナパラクーナパラクーナパラクーナパウダーウダーウダーウダー        

5 つの味のラインナップ。１L 用 1 袋から購入でき 

対象が少ない施設でも便利！ 

◇吸収しやすい低張液 

◇発汗で失われた電解質を補給 

◇ビタミン C をたっぷり配合 

◇水・お湯に溶かすだけ ルーズナブルな補水液 

◇お得な業務用（15L）も販売中 

1L1L1L1L 用用用用                個人価個人価個人価個人価    93939393 円円円円    

業務用業務用業務用業務用                個人価個人価個人価個人価    1,2001,2001,2001,200 円円円円    

冬場のかぜ対策キャンペーン冬場のかぜ対策キャンペーン冬場のかぜ対策キャンペーン冬場のかぜ対策キャンペーン        

冬場の発熱・下痢による水分補給にポカリスエットを 

現在、キャンペーン期間中購入量に 

応じてディスペンサー、ピッチャーを 

プレゼントするキャンペーンを実施中 

詳細は各営業担当者へお問い合わせください。 

期間：2016 年 1 月 1 日～2 月 29 日    

2016 



  

◆◆材材料料◆◆ 

ジャネフ ごはんにあうソースうに風味 10g 

スノーマン たまごやきあまくち  50g 

ごはん   330g 

ジャネフなめらかプラス甘酢のたれ 30g 

きゅうり   50g 

焼きのり   6g 

◆◆作作りり方方◆◆ 

①ごはんにすし酢を混ぜてすし飯を作る。 

②卵は細長く厚焼きにして適当な太さに切る。 

③きゅうりは縦に４等分しておく。 

④まき簾に海苔を置き、ごはんを敷き、きゅうりと厚焼き卵をのせて巻く 

⑤８等分目安に食べやすい大きさに切って皿に並べ、ごはんにあうソースうに風味をのせる。 

◆◆ワワンンポポイインントト◆◆ 

ごはんにあうソースうに風味は水分が付くと白っぽくなりますので、 

食べる直前に乗せるのをオススメします。 

やわらかかまぼこやわらかかまぼこやわらかかまぼこやわらかかまぼこ    （寿・梅）【冷凍】（寿・梅）【冷凍】（寿・梅）【冷凍】（寿・梅）【冷凍】    160g160g160g160g    

かまぼこの常識を超えたやわらかさ！ 

今までにないやわらかさとノド越しです。 

冷凍のままカットしてご使用ください。 

    個人価個人価個人価個人価    215215215215 円円円円    

ふわふわたまご巻ふわふわたまご巻ふわふわたまご巻ふわふわたまご巻    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    160g160g160g160g    

きめの細かいふわふわ食感のたまご巻。 

甘さ控えめでやわらかな食感に仕上げました。 

    個人価個人価個人価個人価    235235235235 円円円円    

     

花形キャロりん花形キャロりん花形キャロりん花形キャロりん    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    7g7g7g7g××××30303030    

ムース状にした人参をねじり梅型にしました。 

80%人参を配合。煮物・汁物に添えるだけで 

華やかさアップ！ 

    個人価個人価個人価個人価    450450450450 円円円円    

やわらか小エビちゃんやわらか小エビちゃんやわらか小エビちゃんやわらか小エビちゃん【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    500g500g500g500g    

エビの風味はそのままに、ふんわりやわらかく仕上げました。 

加熱しても硬くなりません。 

                                                    個人価個人価個人価個人価 960960960960 円円円円    

大エビちゃん天ぷら大エビちゃん天ぷら大エビちゃん天ぷら大エビちゃん天ぷら    【冷【冷【冷【冷凍】凍】凍】凍】    25g25g25g25g××××20202020    

エビのすり身で大えびを作り、天ぷらの衣をつけました。 

衣もやわらかく、揚げずに蒸すだけです。         

                                    個人価個人価個人価個人価 1380138013801380 円円円円    

 

     

    

エネルギー、たんぱく質を手軽においしく摂取。 

6 枚で 200kcal、たんぱく質 5g 

食が細くなった方へおやつとして… 

個包装なので小分けにも便利 

 

160g160g160g160g（標準（標準（標準（標準 30303030 枚）枚）枚）枚）            個人価個人価個人価個人価 666600000000 円円円円    

ババロリアババロリアババロリアババロリア    チョコチョコチョコチョコ        

75g75g75g75g××××5555        

    

個人価個人価個人価個人価    860860860860 円円円円        

 

本格的なチョコババロアが簡単に作れます。 

市販のタルト生地とあわせ、デコレーション。 

様々なアレンジが楽しめます。 

チョコっとプリンチョコっとプリンチョコっとプリンチョコっとプリン        150g150g150g150g    

ポットのお湯と牛乳で簡単に作れる粉末タイプの 

手作りおやつ。チョコを感じる美味しいプリンで 

簡単栄養補給！1 食あたり約 70kcal、鉄 3mg 

Ｃa120mg、食物繊維 4g 補給できます。 

個人価個人価個人価個人価    352352352352 円円円円    

 

FeFeFeFe チョコウエハースチョコウエハースチョコウエハースチョコウエハース    7g7g7g7g××××20202020    

ヘム鉄を使用したチョコレート風味の 

美味しいウエハース。 

1 枚に Fe2.0mg 配合 

             個人価個人価個人価個人価    333377770000 円円円円    

    

たんぱく制限のある方へ…たんぱく制限のある方へ…たんぱく制限のある方へ…たんぱく制限のある方へ…    

たんぱく調整チョコレートたんぱく調整チョコレートたんぱく調整チョコレートたんぱく調整チョコレート    16161616 枚枚枚枚    

口どけなめらか  

チョコレート本来のおいしさ 

をお楽しみいただけます。 

1 枚 50kcal、たんぱく質 0.1g 

                                個人価個人価個人価個人価    428428428428 円円円円    

しっとりプチケーキしっとりプチケーキしっとりプチケーキしっとりプチケーキ    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    33330000gggg××××7777    

しっとりやわらかくて食べやすい。 

おやつにちょうど良いちいさめサイズ 

冷凍だから使いたいときに便利。 

チョコクリームやフルーツを添えて 

可愛くアレンジ！ 

バレンタインのおやつにおススメ  

    個人価個人価個人価個人価    290290290290 円円円円 

うにうにうにうに風味海苔巻風味海苔巻風味海苔巻風味海苔巻きききき 

ごはんにあうソースで食欲アップ！ 

・10g 当たりエネルギー60kcal 

・10g 当たり食塩相当量 0.3～0.4g 

・給食には提供されにくい生ものの風味で、   

 食べたいけど食べられないを解消！ 

お酢で献立にメリハリを 

ツンとこないとろみ状のお酢です。 

まとまり感のないパサついた食材が食べ

やすくなります。 

加熱調理にもお使いいただけます。 

今年の恵方は今年の恵方は今年の恵方は今年の恵方は    

南南東南南東南南東南南東    

☆☆☆☆ジャネフジャネフジャネフジャネフ    ワンステップミールワンステップミールワンステップミールワンステップミールごはんにあうソースごはんにあうソースごはんにあうソースごはんにあうソース    明太風味／明太風味／明太風味／明太風味／たまご風味たまご風味たまご風味たまご風味／うに風味／うに風味／うに風味／うに風味    

10101010ｇｇｇｇ××××40404040            個人価個人価個人価個人価    750750750750 円円円円    500g500g500g500g（たまご・うにのみ）（たまご・うにのみ）（たまご・うにのみ）（たまご・うにのみ）        個人価個人価個人価個人価    822822822822 円円円円    

☆ジャネフなめらかプラス☆ジャネフなめらかプラス☆ジャネフなめらかプラス☆ジャネフなめらかプラス    甘酢のたれ甘酢のたれ甘酢のたれ甘酢のたれ    560g560g560g560g                個人価個人価個人価個人価    498498498498 円円円円 

ふんわり・しっとりふんわり・しっとりふんわり・しっとりふんわり・しっとり    

低たんぱくマドレーヌ低たんぱくマドレーヌ低たんぱくマドレーヌ低たんぱくマドレーヌ    チョコ味チョコ味チョコ味チョコ味        

30303030gggg××××5555    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    

    個人価個人価個人価個人価    600600600600 円円円円        

 

1 つ 160kcal、たんぱく質 1.0g のマドレーヌ 

少量でしっかりエネルギーを摂りたい方のおやつに… 

ほろ苦く濃厚なショコラの味わいをお楽しみいただけます。 

芳醇なバターの風味のプレーン味もおススメ！ 

糖質が気になる方糖質が気になる方糖質が気になる方糖質が気になる方    

カロリーが気になる方へカロリーが気になる方へカロリーが気になる方へカロリーが気になる方へ    

カロリー約 25％オフ！ 

甘いもの好きには嬉しい低 GI。 

携帯に便利な個包装タイプ 

47474747gggg（標準（標準（標準（標準 17171717 粒粒粒粒））））            個人価個人価個人価個人価    250250250250 円円円円    

苺ミルク苺ミルク苺ミルク苺ミルク    プリンプリンプリンプリン MixMixMixMix    500g500g500g500g                    個人価個人価個人価個人価    1,7001,7001,7001,700 円円円円    

苺とミルクの甘くやさしい味わい苺とミルクの甘くやさしい味わい苺とミルクの甘くやさしい味わい苺とミルクの甘くやさしい味わい    

１食分（プリン 70g）で 

鉄分 5mg、亜鉛 5mg、 

セレン 20μgを摂取できます。 

苺とミルクのハーモニーが魅力の、 

柔らかくてクリーミーなプリンが 

できあがります 

いちごとココアのバレンタインプリン 

〈材料〉2 人分 
ココアプリン mix 20g 
牛乳       120cc 
 
苺ミルクプリン mix 20g 
牛乳       120cc 
 
フルーツソース 適宜 

1.牛乳を鍋に入れ、ココアプリン mix を加えて 
ダマがなくなるまで混ぜ合わせます。 
2.鍋を中火にかけ焦げないよう混ぜながら加熱します 

ひと煮立ちしたら火からおろし、型に流します。 
3.粗熱を取り、冷蔵庫で冷やし固めます。 
4.同様に苺プリン mix を作成します。 
5.固まったココアプリンの上に流しいれ固めます。 
6.フルーツソースを薄く流し、ハート型にくりぬいた 

プリンを飾ります。 

 

ラクケアラクケアラクケアラクケア 20kcal20kcal20kcal20kcal プリンプリンプリンプリン    60606060gggg    

コクがあるのに低カロリー 

チョコの濃厚でまろやかな味わいが 

楽しめるチョコプリン。1カップ 20kcal 

幅広い方へお使いいただけるおやつです。 

              個人価個人価個人価個人価    115115115115 円円円円    

    

☆ソフリ和風デザート☆ソフリ和風デザート☆ソフリ和風デザート☆ソフリ和風デザート    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】        45g45g45g45g××××10101010                個人価個人価個人価個人価    650650650650 円円円円    

SFSFSFSF みたらし団子風デザートみたらし団子風デザートみたらし団子風デザートみたらし団子風デザート    

もち粉を加えた団子風のゼリーにみたらしソースを合わせた和風タイプのデザートです。 

SFSFSFSF あんころ餅風デザーあんころ餅風デザーあんころ餅風デザーあんころ餅風デザートトトト    

あんころ餅をイメージしたカップデザート。もち粉を加えたゼリーに素朴な甘さのこしあんソースを合わせた一品 

SFSFSFSF さくら餅風デザートさくら餅風デザートさくら餅風デザートさくら餅風デザート    

もち粉入りゼリーに桜の香りを加え、さわやかな味わいに。白あんソースを重ねました。 

☆☆☆☆SFSFSFSF    おしるこ風デザートおしるこ風デザートおしるこ風デザートおしるこ風デザート 50505050    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    50g50g50g50g××××10101010        個人価個人価個人価個人価    630630630630 円円円円    

 お餅風味のゼリーと、こしあんのソースを合わせた和風デザートです。 

 器のまま蒸して温かく、または自然解凍で冷たいおやつとしてお使いいただけます 

☆ＳＦ☆ＳＦ☆ＳＦ☆ＳＦ    お餅風ムースお餅風ムースお餅風ムースお餅風ムース    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】        30g30g30g30g××××6666                個人価個人価個人価個人価    340340340340 円円円円    

 お餅の風味を再現した加熱調理対応のムースです。お雑煮やお汁粉などの温かい 

 メニューにご利用いただけます。 

☆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    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    35g35g35g35g××××10101010                

あんをミキシングしてやわらか飯をつつみこみました。 

通常のおはぎが食べづらい方へ…お盆・お彼岸の行事食として…  

☆ミニおはぎ☆ミニおはぎ☆ミニおはぎ☆ミニおはぎ    40404040（こしあん）【冷凍】（こしあん）【冷凍】（こしあん）【冷凍】（こしあん）【冷凍】        40g40g40g40g××××10101010                個人価個人価個人価個人価    500500500500 円円円円        

  こしあんを使用したなめらかな食感のおはぎです。 

様々なシチュエーションで使いやすいミニサイズです。 

☆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                    個人価個人価個人価個人価    3,3333,3333,3333,333 円円円円    

  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 

  丸く盛り付けておはぎ風に… おしるこのかわりに… 

☆やわらか団子☆やわらか団子☆やわらか団子☆やわらか団子    黒ごま・よもぎ・さくら黒ごま・よもぎ・さくら黒ごま・よもぎ・さくら黒ごま・よもぎ・さくら    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    30g30g30g30g××××10101010      個人価個人価個人価個人価    667667667667 円円円円 

  UD 区分３。もち特有の粘り気を低減させた、やわらかいお団子です。 自然解凍後、お召し上がりください。 

 

  
ハートのコロッケ（ミート）【冷凍】ハートのコロッケ（ミート）【冷凍】ハートのコロッケ（ミート）【冷凍】ハートのコロッケ（ミート）【冷凍】    50g×6050g×6050g×6050g×60        

鶏肉と豚肉を使用した見た目もかわいいハート型のミートコロッケです。 

ハートのチョコプリンハートのチョコプリンハートのチョコプリンハートのチョコプリン    【冷凍】【冷凍】【冷凍】【冷凍】    40g×4040g×4040g×4040g×40                

ハート型の容器に入ったなめらかな食感とコクのある濃厚さのチョコプリンです。 

締め切り：平成 28 年 1 月 25 日（月）まで 詳細は別紙にて… 

 


