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。
冷凍品の場合は別途クール便代を頂戴いたします。

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
◆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
うぐいす豆・白いんげん豆

個人価 556 円
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
食べることの楽しさを
お届けします

個人価 93円
93円

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

個人価 1,200円
1,200円

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

個人価

2,500 円

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

粉飴顆粒 1kg・
1kg・13g×
13g×40

粉飴ムース 58g

サプリナ オレンジブレンド

発売
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×
128g×18
個人価 2,520 円

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

個人価 2,250 円

野菜摂取と水分補給に
いかがでしょうか？
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

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

3 月中旬より

レナケアー シルキー

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

業務用

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

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

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

おいしくたんぱく UP 飲料 425g
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

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

ポットのお湯で溶かすだけ。
牛乳とほぼ同量のたんぱく質、カルシウムを
摂取することができます。
飲料としてだけではなく、お菓子の材料としても…
様々な工夫でたんぱく UP！

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…〉
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
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