やさしく・おいしくサンサンマンゴープリン
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150g/袋
150g/袋

粉末タイプのマンゴープリンの素で、ポットのお湯（90度以上）と
冷たい牛乳で手軽に作ることができます。おやつの時間や食事
のデザートにおすすめです！
☆カルシウム、鉄、食物繊維を強化してます！
1袋あたり（カルシウム879㎎、鉄22㎎、食物繊維36g）

表示価格は全て税抜です。

個人価 352円
352円

施設様への価格は各営業にお問い合わせください。

新発売キャンペーン
新発売キャンペーン中
キャンペーン中！！
５袋購入ごとに｢オリジナルブロックメモ｣を1
５袋購入ごとに｢オリジナルブロックメモ｣を1つプレゼント♪
パワミナ 200 ゼリー 120g×
120g×16 本
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。

プロッカに新味登場！
新たに３つの味が追加で全 8 種の
ラインナップ。たんぱく質 6.2g

個人価 2,464円
2,464円
（コラーゲンペプチド）配合

77g

個人価

※プレゼントの数量に上限はございません。個人分購入は対象外とさせていただきます。２０１６年４月２８日(木)納品分まで
尚、プレゼントのお届けはキャンペーン期間終了後に各営業担当者より手配させていただきます。

【災害時の食事としてのご提案】
【災害時の食事としてのご提案】 賞味期間が製造日より 3 年 6 ヶ月
プリン状おかゆ

95g×
個人価 4,440 円
95g×24
おかゆを酵素で分解することで、なめらかなプリン状に仕上げました
缶の中でおかゆと水分の層が分離しないよう、増粘剤の開発から行いました
ほんのり甘さがあり、美味しく召し上がれます。95g でエネルギー80kcal
レスキューフーズぶり大根 90g×
個人価 7,440 円
90g×24
レスキューフーズシリーズに魚系のおかずが登場
やわらかなぶりの身と、しっかり味の染み込んだ大根との美味しさを、
災害時だけでなく、通常食としても手軽にお楽しみ頂けます。

110 円

ピーエルシーごはん小盛 １／２５・１／２０

笑顔倶楽部・笑顔倶楽部すいすいについて
笑顔倶楽部・笑顔倶楽部すいすい
この度、4 月 1 日よりフードケア社が「笑顔倶楽部」
「笑顔倶楽部すいすい」を継承・発売することとなりました。
☆笑顔倶楽部 各種 125ml×
125ml×24 のケース販売
（いちご風味、マンゴー風味、紅茶風味、ココア風味、甘夏風味、バナナ風味、コーヒー風味）
☆笑顔倶楽部すいすい 各種 125ml
のバラ販売（1
のバラ販売（1 本から購入可能）
（アセロラ風味、ストロベリー風味、ゆず風味、ミックスフルーツ風味）※アソートは終売です。
価格は各営業担当までご確認お願いします。
まぜても離水しにくいうえ口の中でばらけにくい今までにない特長をもった
新しい水分補給用のゼリーです。
従来のゼリーにはない特性を持ったリセットゲル
リセットゲルになります。
リセットゲル
・クラッシュしても離水しにくい
・再結着性（まとまり）がある
レモン風味・オレンジ風味・青りんご風味
・よくかきまぜるととろみ状になる
56g（
56g（1Ｌ用）
水分補給として飽きのこないすっきりした味に仕上げています。
個人価 116 円

通常の低たんぱくごはんでは量が多かったり、コスト面などで
今までは使いづらかったという声に。
ふっくら美味しいごはん
美味しさの決め手は炊き上げ方法
圧力釜で瞬時に炊き上げる「高圧高温製法」により、
一粒一粒がほぐれやすく、弾力のあるふっくらしたごはんに仕上げました

同量の牛乳と混ぜるだけ！
ご使用の目安として本品 30g と
牛乳 30g 計 60g をおススメします。

1L

1/20 小盛 150g×
150g×20
個人価 3,000 円

ビタミン入りレモンティー・アップルティー
Meito レモンティー・アップルティーのおいしさを
そのままに、皮膚や粘膜の健康を維持する
ビタミン類を強化しました。
（栄養機能食品）
◆水でも簡単に溶けます
◆低カロリー 1 杯 約 16kcal
新発売お試しキャンペーン中

1 杯あたり 約 8 円

保存に便利なチャック付
商品２袋お買い上げごとに１袋プレゼント！
※プレゼント品は後日のお届けとなります。
期間：４月１日～６月３０日

飲料として（ホットでもアイスでも簡単！）
ゼラチンなどで簡単ゼリーに…とろみも簡単！

600g（約
600g（約 150 杯分）
手軽に手作り感あるデザートが作れます
幼児から高齢者まで幅広くご利用いただけます
製品 100g 当たり約 4g の食物繊維を配合
フルーツ風味を活かしていますので、濃厚流動食に
混ぜてもおいしくいただけます
（種類によってムース状にならない場合があります）
噛む力や飲み込む力に配慮された物性。
毎日選べる 7 種類の味が揃えております

1/25 小盛 140g×
140g×20
個人価 3,500 円

個人価 1,500 円

5 種類のビタミンと鉄分を補う強化米です。
お米に混ぜて炊くだけで栄養補給。
ごはんの美味しさはそのまま
1kg

お米 200g に対し本品 1g を
加え、よく混ぜ、そのまま
洗米・炊飯してください。

個人価 6,600 円

個人価 590 円

毎日ビテツ 125ml×
125ml×3

・11 種類のビタミンを補給。

新たに【オレンジ味】が仲間入り！
果汁 30％配合で果汁感たっぷり、すっきりとした
美味しさで手軽に鉄分補給！
その他、亜鉛・ｶﾙｼｳﾑなど 6 種類の栄養素を補給
できます。
毎日続けられるおいしさにこだわりました。
個人価 450 円

・料理にサッと溶けるので、食事量の少ない方でも手軽に添加。

いきいき家族 2016 年度版を配布中です。

ご要望は各営業担当までお声かけください。

介護食・治療用特殊食品がたくさん掲載された
カタログです。
栄養指導・商品選定にお役立てください。

・調理損失分ビタミンをしっかりカバー。ミキサー食にも
・1 袋（５０ｇ）で５０人分にお使いいただけます。

50g

個人価 556 円

カフィーニ リニューアル
鉄を豊富に含む、食物繊維・カルシウム・亜鉛
ビタミン D 入りの飲料。
新たに食物繊維（2.7g）を配合。
甘さを抑えたカフェラテ味に変更し、
より飲みやすい味になりました。

Ｆｅ
４．２mg

〈ご注文・お問い合わせは…〉

株式会社ユース
Ｚｎ
１．３mg

福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目４－４６
TEL 092092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802

旧品在庫終了次第順次切り替え
125ml×
125ml×18

個人価 1,449 円

担当：

献立作成や
栄養計算が大変
専門職でないと…

人件費の高騰
人員の確保
調理技術の均等化

少ない人員で
美味しい食事が
提供できる方法って？

献立付き冷凍食材キット

からだ充実シリーズ
乳糖果糖オリゴ糖配合飲料
1 本 125ml（ﾗｸﾄｽｸﾛｰｽ 3.0g 配合）
毎日の飲料のバリエーションにご提案！
・牛乳の苦手な方へ！
Ca260mg、鉄
Ca260mg 鉄 3.8mg 強化のトロピカルミックス
（牛乳 100ml あたり Ca110mg）
・野菜ｼﾞｭｰｽに飽きた方へ！
食物繊維 2.5g 強化のオレンジ＆キャロット
・おいしくビタミンを補給されたい方へ！
ﾋﾞﾀﾐﾝ E8mg 強化のマスカット
125ml×
個人価 1,973 円
125ml×24

カルシウムと 7 種のビタミンを配合した飲料
◆お子様からお年寄りまでおいしく
お召し上がりいただけます。
◆125ml の飲みきりサイズ。
◆おいしくて飲みやすいから
無理なく続けられます
7 つの果実・紫の野菜
125ml×
個人価 1,920 円
125ml×24
キャロット・グレープ
125ml×
個人価 1,404 円
125ml×18

世話やき隊でコストダウン・満足度向上

安全性
・食材に手を触れない仕組み

人手不足を解決

食事の品質向上

・25 食なら 1 名 1 時間
で対応可能

・調理時間が短いため、
・未経験でもすぐ対応可能
作ってすぐ提供可能

・食事の平準化と底上げ
・バイキング、セレクト食も
負荷なく対応
・短時間調理で温冷はっきり
・1 汁 4 菜で満足度向上

少ない人員で安全に高い品質の
お食事が提供できます。

朝・昼・夕 3 食の献立セットで提案
栄養計算を行っておりますが、メニュー
の組み合わせ、選択はご要望に応じて
変更可能です

切る・焼く・揚げる等の調理は一切不要！
湯せん・流水解凍の簡単調理
5 食程度の少量からご利用可能
程度の少量からご利用可能
メニュー・購入単位等詳細については、お気軽にお問い合わせください。

500g

ファインケア
すっきりテイスト

個人価 463 円

125ml×
125ml×12
125ml×
125ml×12

個人価 1,
1,980
980 円
個人価 1,980
1,980 円

☆ソフリ和風デザート 【冷凍】

おいしくたんぱく
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
小さじ 3 杯（17ml）の粉末をお湯 100ml で
よく溶かしてお召し上がりください。
1 杯で 80kcal、たんぱく質 3g と鉄 2mg、
亜鉛 1.5mg、カルシウム 100mg 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
デザートの材料としてもご利用いただけます
個人価 926 円

1袋
25 杯分

45g×
45g×10

個人価 650 円

SF 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。

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

SF 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。

SF くず餅風デザート
ぷるっとした食感をイメージ。さっぱりとしたくず餅風のゼリーにコクのある黒蜜ソースをかけました。

☆ミニおはぎ 40（こしあん）
40（こしあん）【冷凍】

低栄養予防に

40g×
個人価 500 円
40g×10
こしあんを使用したなめらかな食感のおはぎ。様々なシチュエーションで使いやすいミニサイズです。
☆やわらか団子 黒ごま・よもぎ・さくら 【冷凍】 30g×
個人価 667 円
30g×10
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。

☆しっとりケーキ（おから入り）【冷凍】 240g
中鎖脂肪酸 100％の日清ＭＣＴオイルとプロテインパウダーを
ご飯に混ぜるだけの簡単調理。
ボリュームをほとんど変えることなく少量のごはんでもエネルギー
たんぱく質ＵＰが可能です。
日清ＭＣＴオイル
450g
個人価 2,639 円
16kg
個人価 89,280 円
日清ＭＣＴパウダー
13g×30
個人価 3,000 円
250g
個人価 1,620 円
800g
個人価 6,360 円
ＳＬプロテインパウダー
3.6g×50
個人価 1,520 円
480g
個人価 2,530 円
料理に混ぜる栄養パウダー
料理に混ぜる栄養パウダー
5.5g×15
個人価 1,000 円
700g
個人価 3,740 円

個人価 433 円

プレーン・抹茶・チョコマーブルの 3 種類。原料におからを使用したヘルシーケーキ
フリーカットなのでお好みの大きさにカットしてお召し上がりください。

☆高エネルギー低たんぱくマドレーヌ
☆高エネルギー低たんぱくマドレーヌ

【冷凍】 30g×
30g×5

個人価 600 円

プレーン・チョコの 2 種。1 個で 160kcal たんぱく質 1g 以下。ふんわりしっとりとした食感
高齢者のエネルギー補給にもおすすめ

骨抜きしたお魚に、カルシウム・ビタミンＤ3 をはさみこみました。
お食事から、カルシウムを効率よく摂取頂けます。
1 切れ 60g・80g の 2 サイズをご用意。用途に合わせて選択いただけます。

さば 60
5 枚（300g
枚（300g）
300g）
さば 80
10 枚（800g
枚（800g）
800g）
真あじ 60
5 枚（
枚（300g
300g）
300g）
真あじ 80
10 枚（800g
枚（800g）
800g）
ホキ切身 60
5 枚（300g
枚（300g）
300g）
ホキ切身 80 10 枚（800g
枚（800g）
800g）

個人価
個人価
個人価
個人価
個人価
個人価

565 円
1,500 円
579 円
1,537 円
560 円
1,481 円

