ブイ・クレス CP10

125ml

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 170 円

2016

ブイクレス CP10 ゼリー
80ｇ
80ｇ
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)
個人価
個人価 170 円

謹賀新年
ババロリア チョコ

本年もご
本年もご愛顧
もご愛顧の
愛顧の程、宜しくお願
しくお願いいたします
75g×
75g×5
個人価 860 円

表示価格は全て税抜です。
冷凍品の場合は別途クール便代を頂戴いたします。

チョコっとプリン
いこみこうや 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！

昔ながらの懐かしい味わい
マービー甘納豆 9g×
9g×30

ポットのお湯と牛乳で簡単に作れる粉末タイプの

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 1,380 円

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 500g
個人価 423 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。

個人価 430 円

合成着色料、保存料不使用。刻み食対応の製品です。

個人価 385 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。

ふんわり・しっとり
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 352 円

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。

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！

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
160g（標準
160g（標準 30 枚）

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

低たんぱくマドレーヌ チョコ味
30g
30g×5 【冷凍】
個人価 600 円

タンパク制限の必要な方へ
タンパク制限の必要な方へ
まろやか食パン 【冷凍】
50g
50g×20

忠勇 漬物シリーズ

☆ペーストしば漬 250g

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。

手作りおやつ。チョコを感じる美味しいプリンで

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…行事食・お弁当のおかずに最適。
彩りがきれい
6 個入り
個人価 1,905 円

☆きざみしば漬 500g

150g

個人価 600 円

個人価 1,900 円

糖質が気になる方
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
47g
個人価 250 円
47g（標準 17 粒）

☆ソフト煮豆 500g
やさい豆・きんとき豆

個人価 556 円

うぐいす豆・白いんげん豆
個人価 571 円
『見た目はそのまま』 「形」があり、「見栄え」がよく、やわらかい煮豆です
驚くほどのやわらかさで
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
食べることの楽しさを
お届けします

しっとりプチケーキ 【冷凍】 30g×7

たんぱく制限のある方へ…

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 290 円

たんぱく調整チョコレート 16 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 428 円

筋力Ｕｐ・維持、転倒予防に！
ペクチンのゲル化メカニズムを応用

リソース
リソース®
ース® ペムパル®
ペムパル® アクティブ
ラクケア 20kcal プリン 60g

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
375ml×
個人価 5,712 円
375ml×16
500ml×
個人価 5,280 円
500ml×12

◆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。

◆豊富なカルシウム

Fe チョコウエハース 7g×
7g×20
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 370 円

●300 mg / 1 本
● ビタミンＤとの同時摂取で吸収率ＵＰ！

◆高たんぱく質

●10 g / 1 本（ そのうち BCAA 2500mg 配合）

125ml×
125ml×24
個人価 5,400 円

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 115 円

パワミナ 200 ゼリー 120g×
120g×16 本
〈ご注文・お問い合わせは…〉
バナナ風味、いちご風味、メロン風味の 3 種類
スタンディングパウチで片手で持ちやすい
1本（120ｇ）でエネルギー200kcal
たんぱく質6gが摂取できます。
なめらかなゼリーの食感が楽しめます。
個人価 2,464円
2,464円

株式会社ユース
福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目４－４６
TEL 092092-64141-3153
FAX 01200120-602602-802
担当：

