冬場の水分補給に「ラクーナ・パウダー」

社外秘
2016

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。

1ℓ用 5種類 グレープフルーツ味、もも味、りんご味、ラムネ風味、白ぶどう味
業務用15ℓ 3種類 グレープフルーツ味、もも味、りんご味
冬場はお湯で溶かしたホットがおすすめ！！
ハイポトニック飲料は体液よりも浸透圧が低いため、アイソトニック飲料ほど
吸収に時間がかかりません。このため、腸でもすばやく水分が吸収され、
全身の細胞にも吸収されやすいのが特徴です。
1ℓ用、15ℓ用どちらも1袋からの購入ができます。

1 ℓ用

昔ながらの懐かしい味わい
マービー甘納豆 9g×
9g×30

ソフティア U
◆おかゆミキサーゼリーが簡単に作れる
テクスチャー改良材です。
◆なめらかに固形化し、冷却不要で安定した物性に。
おかゆ以外にもご使用いただけます。
◆使用量が少量でもしっかり固形化！
◆温度変化、時間経過にも強い！
500ｇ
個人価 5,690 円 3ｇ×30
個人価 1,400 円
500ｇ
ｇ×30

砂糖不使用、砂糖使用品に比べて
カロリーを 30%カットのマービー甘納豆。
北海道産「大正金時豆」を使用。
風味を生かした、まろやかな味わいと
ふっくらした食感です。保存料不使用
ひな祭り 季節の行事食におススメ
個人価 1,380 円

忠勇 漬物シリーズ

カフィーニ

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

不足しがちな Ca、鉄、ビタミン D を
豊富に含む亜鉛入り飲料
1 本あたり
Ca 130mg 鉄 3.8mg
V.D 1.0μg Zn 1.0mg
吸収性の高いヘム鉄使用で他の栄養成分による
吸収阻害をほとんど受けません。
カフェインレスで幅広い方へ安心して
お召し上がりいただけます。
125ml×
個人価 1,449 円
125ml×18

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 500g

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。

☆ペーストしば漬 250g

個人価 357 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。

ミルクコーヒー味

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

☆ソフト煮豆 500g
やさい豆・きんとき豆

サプリナ オレンジブレンド
個人価 556 円

うぐいす豆・白いんげん豆
個人価 571 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
朝食の 1 品などにおススメ

レナケアー シルキー
高エネルギー、低たんぱくの豆腐風エネルギー補給食品です。
１パックあたりエネルギー140kcal、たんぱく質 1.4g。
豆腐のようなさっぱりとした味わいで、やわらかいのどごし。
おかずとして、デザートとして、
工夫次第でアレンジできます。
128g×
個人価 2,520 円
128g×18

毎日美味しく飲めるオレンジ味
たんぱく質 5g 亜鉛 10mg が手軽に摂取可能！
果汁 15%で美味しくリニューアル
※既存品は在庫終了次第順次終売となります。

125ml×
125ml×18

業務用

個人価 1,200円
1,200円

嬉しい☆
しい☆ピッチャー(2
ピッチャー(2ℓ容器
(2ℓ容器)
ℓ容器)プレゼントキャンペーン実施中
プレゼントキャンペーン実施中☆
実施中☆
限定 100 本

キャンペーン期間 2016年2月1日（月）～2016年3月31日（木）納品分まで

期間中にラクーナ・パウダー1ℓ用を2ケース(120袋分)または
ラクーナ・パウダー業務用15ℓ用を1ケース(8袋分)以上ご購入いただくと
ラクーナ・パウダー専用ピッチャー(2ℓ用)を1本プレゼント！
※ピッチャーは100本限定となりますので、お早めにお求めください。
※1
1施設様、1
施設様、1本限りとなりますのでご了承ください。お届けはキャンペーン期間終了後に担当者がお持ちします。
本限り
※詳細は各営業担当者へお問い合わせください。

☆ピッチャー特長
ピッチャー特長☆
特長☆
・200ml毎に目盛り付きなので分かりやすい！
・耐熱仕様（100度までOK）
・タテ置き、ヨコ置き自由自在！

・取り出しやすい上部ハンドル付き！
・広口開口だから中まで洗える！

3 月下旬より下記商品が終売・リニューアルとなります。
お客様方には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※ご注文状況により変更時期が若干前後する可能性がございます。
【H+B ライフサイエンス】
粉飴
→ 「 粉飴顆粒 」にリニューアル
粉飴ムース → 5 種の味が 8 種の味のラインナップへ増加！
1 個（63g）150kcal が 1 個（58g）160kcal
【レシピ計画】
カルシウムせんべいシリーズ →在庫無くなり次第終売
代替品として ヘルシーフード 「カルシウム ぽんせん」「カルシウムあられ カル次郎」をおススメ

個人価 2,250 円

冬場のかぜ対策キャンペーン

粉飴顆粒 1kg・
1kg・13g×
13g×40

粉飴ムース 58g

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。

微粉から顆粒に変更
甘さが砂糖に対して 1/5 → 1/8 に
甘さが減ったためたくさんの量を添加可能に…
ダマになりにくく溶かしやすくなりました。
チャック付で保管に便利
1kg
個人価 800 円
分包
個人価 850 円

8 種の味のラインナップ
個包装袋を廃止し、カップのみになります
58g で 160kcal 摂取可能。少量でエネルギー
摂取が可能に…さっぱりした味に変更
より柔らかくなりました。
個人価 110 円

期間：2016 年 1 月 1 日～2 月 29 日

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

個人価 93円
93円

おいしくたんぱく UP 飲料 425g

バレンタイン・ホワイトデーキャンペーン

いつもの飲料から手軽に栄養補給
1 杯でたんぱく質と鉄、亜鉛、カルシウムが
摂取できる、手軽でコストパフォーマンス
が高い粉末飲料
カフェオレ・ココア・ミルクティー3 種のラインナップ
個人価 926 円

期間中に合計 3 袋ご購入につき、話題のイケメンゴリラ
『シャバーニ』写真入パッケージのチョコをプレゼント！
数量限定 無くなり次第終了となります。
この機会に是非ご購入ください。
期間：2016 年 2 月 29 日まで 詳細は各営業まで…

栄養支援ハイピアー リニューアル
〈ご注文・お問い合わせは…〉
【紅茶風味】
戻り臭（ゲップ等）への配慮が必要との意見を反映し風味を付けました
ペプチド独特の香りをマスキングするため紅茶風味を採用。
375ml×
375ml×16
500ml×
500ml×12

個人価 5,712 円
個人価 5,280 円

風味にこだわった食品発想の栄養ドリンク。
日本人の主食であるお米をはじめ、栄養価の高い卵や牛乳
に野菜（にんじん）を取り入れました。
１袋で 200kcal でたんぱく質 7.1g（アミノ酸スコア 100）
6 種類×各 5 袋入りの詰め合わせ品もあります。
現行品終了次第順次切り替え
125ml×
個人価 4,500 円
125ml×30

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：

さくらのパンナコッタゼリー
《材料 １人分》
●パンナコッタゼリー 50ｇ

風邪やインフルエンザに罹患すると、体力が低下し、他の病気の重症化につながる可能性もあります。
予防対策には免疫力を高めることが大切です。

●桜の葉 0.4ｇ
《作り方》
【ビタミン A】

●桜の花 0.1ｇ
①桜の葉の塩漬けを水洗いする。

＊お好みで食紅を適量

ワンステップミール
ワンステップミール パンナコッタゼリー

ボールにあけ、６０℃程度の湯煎にかけ

ビタミン A は、皮膚や粘膜、血管の壁など外部に接する細胞（上皮細胞）が作られるときに欠かせません。
上皮細胞はウィルスが体に侵入するのを防ぐ重要な働きをします。ビタミン A が不足すると、気管支の粘膜が
うすくなって風邪にかかりやすくなります。

液状にする。

【ビタミン C】

＊食紅を使う場合はここで一緒に混ぜ

ビタミン C は白血球の働きを高めて、免疫機能をアップ。風邪にかかりにくくしたり、ウィルスを撃退して
回復を早めます。

②パンナコッタゼリーと①の桜の葉を

常温／５３５ｇ

ジャネフ ワンステップミールパンナコッタゼリーはバターを贅沢に使用し
合わせて下さい。

【ビタミン B 群】

た、濃厚なミルク風味ベースの美味しいデザートです。
③②を器に流し入れ、お好みで水洗いし

100g 当たりエネルギー２００kcal
当たりエネルギー２００kcal、
kcal、たんぱく質５，６g
たんぱく質５，６g、亜鉛２．８㎎を摂取
できます。
今回は桜の葉で味付けをし、春をイメージしたデザートにアレンジしました。

た桜の花をトッピングし冷蔵庫で
２～３時間以上冷やして固める。

ビタミン B 群が不足すると感染症にかかりやすくなります。ビタミン B1・B2 はエネルギー代謝を高め、
免疫力を活性化します。

【亜鉛】
亜鉛は免疫の主役となる細胞の働きに関係しているため、不足すると免疫機能が低下し、風邪をひきやすく
なります。

535g

個人価 553 円
■アコロンＤＫ（アルギニン強化飲料） 125ml×
125ml×30

＊パンナコッタゼリー５０ｇ当たりのの成分です。

個人価 7,500 円

入院患者様、ご高齢者様のＱＯＬ改善のために、1 本当たりアルギニン 3,000mg・亜鉛 7.5mg
植物エキス 625mg（高麗ニンジン・サンショウ・ショウガ）配合。
亜鉛・鉄・銅・セレンなどの微量元素やビタミンも配合。のみやすいみかん味。

☆ソフリ和風デザート 【冷凍】

45g×
45g×10

個人価 650 円

■アコロンＤＫバランス（ビタミン・ミネラル配合飲料） 125ml×
125ml×30

SF みたらし団子風デザート

個人価 4,500 円

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。

栄養素のバランスに着目したビタミン・ミネラル配合飲料。
SF あんころ餅風デザート
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

1 本当たりアルギニン 1,000mg・鉄 7mg・亜鉛 7.5mg・銅 0.7mg・植物エキス 312 mg

SF さくら餅風デザート

（高麗ニンジン・サンショウ・ショウガ）配合。不足しがちな栄養素を摂取したい方や、
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。

☆SF おしるこ風デザート 50 【冷凍】 50g×
50g×10

個人価 630 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 お餅風ムース 【冷凍】

30g×
30g×6

栄養バランスを整えたい方等の栄養サポートとしてご利用いただけます。
さっぱりとしたリンゴ味。

野菜摂取と水分補給に
いかがでしょうか？

個人価 340 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 【冷凍】 35g×
35g×10
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 40（こしあん）
40g×
個人価 500 円
40（こしあん）【冷凍】
40g×10
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
200g×
個人価 3,333 円
200g×20
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 黒ごま・よもぎ・さくら 【冷凍】

30g×
30g×10

個人価 667 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。

日東ベストＨＧ（ホスピタグルメ）シリーズ
・ＨＧやわらかチキン照焼風
ＨＧやわらかチキン照焼風（UDF
区分 1）調理法：ボイル
ＨＧやわらかチキン照焼風
軟らかく自然なカタチに仕上げ、
喉ごしの良い照焼ソースを付けてあります。
750ｇ
個人価 910 円
750ｇ
・ＨＧ厚揚げの彩り炒め
ＨＧ厚揚げの彩り炒め（UDF
区分１）調理法：ボイル
ＨＧ厚揚げの彩り炒め
普通食から軟菜食まで幅広くご利用いただけます。
辛さ控え目の中華風味噌仕立てです。
600ｇ
個人価 717 円
600ｇ
・ＨＧ筑前煮
ＨＧ筑前煮（UDF
区分１）調理法：ボイル
ＨＧ筑前煮
硬くて敬遠されがちな、ごぼう、れんこん
たけのこも噛みやすく仕上げました。
600ｇ
個人価 745 円
600ｇ

・ＨＧ牛焼肉
ＨＧ牛焼肉（UDF
区分１）調理法：ボイル
ＨＧ牛焼肉
牛肉に香ばしく焼き目をつけて、
玉ねぎとともに、スタンダードなしょうゆベース
の焼肉のタレで仕上げました。
700ｇ
個人価 1,174 円
700ｇ
・ＨＧやわらか豆腐だんご
区分１）調理法：ボイル
・ＨＧやわらか豆腐だんご（UDF
Ｇやわらか豆腐だんご
豆腐と鶏肉を使用した、ふんわり軟らかな
豆腐だんごです。
ダシの効いたトロミのあるタレで仕上げました。
320ｇ
個人価 423 円
320ｇ

デザートに
野菜汁 60%
果汁 40%
ビタミン A 230μg
カルシウム 63mg
食物繊維
1.2g

ピーチ味
野菜汁 50%
果汁 50%
ビタミン A 230μg
カルシウム 62mg
食物繊維 1.2g

グレープ味
野菜汁 60%
果汁 40%
ビタミン A 270μg
カルシウム 61mg
食物繊維 1.2g

トマト＆アップル
野菜汁 60%
果汁 40%

マンゴー味
野菜汁 50%
果汁 50%

カルシウム 60mg
食物繊維 1.6g

カルシウム 58mg
食物繊維 1.5g

●野菜＋果実１００％で飲みやすい！
●不足しがちな食物繊維、カルシウムを強化。手軽に栄養補給していただけます！
●砂糖・食塩無添加。
●常温保存可能。１００ｍｌ紙パックの飲みきりサイズ！
100ml×
個人価 2,222 円
100ml×40

スティック 1 本に生きた乳酸菌 100 億個+デキストランオリゴ糖が胃まで分解されずに腸まで届きます。
1 杯(10g)あたり食物繊維 3.1g
健康な毎日を送りたい。
手軽に乳酸菌を取り続けたい。
便通が不規則で困っている。
食物繊維を摂取するのが大変
おなかの中に良い菌を増やしたい

こんな時、スティック 1 本（10g）を約 120ml の水またはぬるま湯に
溶かし、よく混ぜてお召し上がりください。
イオンドリンクタイプなので体に浸透。水分補給に。
ヨーグルトが苦手な方、乳糖不耐症の方でも無理なく乳酸菌を摂取で
きます。

10g×
10g×30

個人価 2,500 円

