ジメジメとした梅雨が訪れ、暑い夏がやってきます。
暑い夏の発汗はもちろん、梅雨時期はたくさんの発汗をしてしまいます。
発汗などで体重の 2％の水分を失うと“のどの渇き”、
体重の 4％の水分を失うと“だるさ・めまい・頭痛”
体重の 6％の水分を失うと“体温上昇・汗がとまる”
といった症状があらわれます。
脱水にならないためにも、汗をかいて水分を失いやすい時期は
こまめな水分補給が大切です！
体液に近い電解質を含んだタイプ・飲み込み困難な方に安心のゼリータイプ
コストダウンの粉末タイプなど、多数の商品を取り揃えております。
用途に応じてご選択ください。

2016
表示価格は全て税抜です。
冷凍品ご購入の際は別途クール便代を頂戴いたします。

MMP 低たんぱく練り物シリーズ【冷凍】
とろみ調整食品

飲み物や液状食品の種類や温度に関係なく、
簡単にとろみがつけられます
ダマになりにくくベタツキの少ないとろみです
目標とする粘度が簡単に調整できます
無色でにおいも味もなく、
食品の美味しさを損ないません
専用スプーン、容器付き
2kg

個人価 4,500 円

MMP（マジックマンナンペースト）使用の
練り物シリーズ
たんぱく質 約 42～62%OFF
エネルギー 約 35～52%UP
ナトリウム 約 47～52%OFF

【おいしい】アクアソリタ
加熱解凍してお召し上がりください。
使用用途に応じたパッケージタイプがあります。
さつま揚げ
紅丸天
ごぼう天

20g×
20g×5
10g×
10g×10
30g×
30g×5

個人価 315 円
個人価 315 円
個人価 375 円

スティックゼリーシリーズ
飲料に素早く沈み、分解・溶解してダマになりにくい
とろみのつくスピードが早く、安定も早いため、
入れ過ぎによるべたつきを軽減します
お手頃で使いやすい価格設定。病棟でも厨房でもご採用下さい。
また、スティックタイプも低価格で在宅でも利用し易いです。
2kg
個人価 4,422 円
400g
個人価 1,053 円
3g×50
個人価 592 円

新粉飴ムース、粉飴顆粒、グルコース摂取による
血糖値（mg/dl）
血糖上昇の比較
180
粉飴顆粒

プロが認めた新食感を提案!!
ブドウ糖
ブドウ糖
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◇少量高エネルギー◇
食べきりサイズの５８ｇ、１個１６０kcal
食べきりサイズの５８ｇ、１個１６０
kcal
◇豊富な味のバリエーション◇
いちご、ぶどう、ブルーベリー、ヨーグルト、ラフランス
マンゴー、パイナップル、レモンライムの８種類
◇おいしく食べやすく◇
Ｌ１ 嚥下ピラミッド、
58g
個人価 110 円

繊維をきめ細かくすりおろした、なめらか食感のフルーツ
合成保存料、合成着色料、合成甘味料は一切使用していません。
変色を抑えるためにビタミンＣを添加し、時間が経っても変色
しにくくなっております。

1ｋｇ
個人価 843 円
350ｇ×
個人価 7,220 円
350ｇ×20
ｇ×20
○ホワイトピーチ
1ｋｇ
個人価 1,204 円
350ｇ×
個人価 11,120 円
350ｇ×20
ｇ×20
○パインアップル 1ｋｇ
個人価 1,097 円
350ｇ×
個人価 9,080
350ｇ×20
ｇ×20
9,080 円
○イエローピーチ
1ｋｇ
個人価 1,009 円
350ｇ×
350ｇ×20
ｇ×20 個人価 8,340 円

今までにないこの食感をまずは体感
ゼリーでもない、とろみでもない
いつもと違う飲みごごち
のみや水は離水もなく、均質な物性です。
また、適度な付着性があるので、
嚥下反射の遅延がみられる方にもより安全。
慣れた水分補給ゼリー飲料でも毎日飲んで
いれば飽きることもあります。
いつもと違う味、食感はいかがですか？
150g

「サンファイバーウォーター」が新登場！
ナトリウムやカリウムなど体液の電解質バランスを
考慮しサンファイバーを
1 袋あたり 10ｇ配合しました。
高齢者に不足しがちな
ビタミンＣを 500ｍｇ配合
さわやかで飲みやすい「ゆず味」
1 袋を 1Ｌのお水にさっと溶かすだけで
手軽にお召し上がり頂けます。
40ｇ×
個人価 1,000 円
40ｇ×5
ｇ×5

個人価 92 円

イオンサポート カロリーオフ緑茶味
エナチャージ 160 ラムネ風味
●甘みのないすっきりとした緑茶味
食事中や普段のお茶の代わりとして、甘い物が苦手な方に

●味：すっきり爽やかなラムネ味。
夏祭りや行事食にも！！

●カロリー64％オフ！* できあがり 100ｍｌあたり 5.5kcal
* 従来品当社お茶シリーズと比較。 体重増加が気になる方に

乳糖果糖オリゴ糖配合飲料

○アップル

サンファイバーウォーター 40ｇ×
40ｇ×5
ｇ×5
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100

ホリカフーズ
ホリカフーズ フルーツすりおろし

□水分補給・水分体内保持に適した組成
水分補給・水分体内保持に適した組成 水分と電解質を一緒に摂取することで体液バランスが保たれ、
水分が体内に保持されやすいです。
□優れた水分吸収をサポートする設計
優れた水分吸収をサポートする設計 低浸透圧（ハイポトニック）です。 適切なブドウ糖と Na+の濃度により
水分吸収をサポートします。
□おいしく継続的に飲める味付け
おいしく継続的に飲める味付け すっきりとした甘さのある爽やかな『りんご風味』 『ゆず風味（ゼリーのみ）』です。
電解質のバランス・糖分に配慮しながらも、良好な甘さ、風味を実現しています。
□カロリー量（糖分量）に配慮した設計 高齢者は糖分の摂取においても細かなケアが必要です。 6kcall(液体)、15kcal(ゼ
リー)/100ml と 低カロリー。
500ml×
個人価 3,840 円
125ml×
500ml×24（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）
24（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）
125ml×3×6（ｶｰﾄｶﾝ） 個人価 1,825 円
22g×
個人価 800 円
130g×
個人価 732 円
22g×5（粉末１L
（粉末１L 用）
130g×6（ｾﾞﾘｰﾀｲﾌﾟ）
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アミノ酸[BCAA]ゼリーキウイ【冷凍】
種や完熟度合いにより提供が難しいキウイを
フレッシュ感・ジューシー感のある
キウイゼリーにしました。
筋肉のたんぱく質に多い必須アミノ酸
BCAA を 300mg とビタミンＣ配合。
自然解凍にてお召し上がりください。
40g×
個人価 620 円
40g×10

今年の夏は「ラニーニャ現象」で暑い！と
長期予報が出ております。脱水予防対策には
長期予報が出ております。脱水予防対策には

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！
・Ca260mg
Ca260mg、鉄
Ca260mg 鉄 3.8mg 強化のトロピカルミックス
・・・牛乳の苦手な方へ！
・食物繊維 2.5g 強化のオレンジ＆キャロット
・・・野菜ｼﾞｭｰｽに飽きた方へ！
・ﾋﾞﾀﾐﾝ
ﾋﾞﾀﾐﾝ E8mg 強化のマスカット
・・・おいしくビタミンを補給されたい方へ！

125ml×
125ml×24
個人価 1,973 円

●砂糖不使用なので、血糖値が気になる方にも
●物性は従来品お茶シリーズと同等
学会分類 コード Oｊに相当
●鮮やかな緑茶色に
より本来の緑茶に近い色に
25g（
25g（1L 用） 個人価 110 円

アイスになるゼリー

625ｇ
625ｇ 個人価

50g

●成分：水分とエネルギーを同時に補給できます。
エネルギー160kcal、鉄 3ｍｇ、食物繊維 3ｇ
●物性：なめらかで飲み込みやすいゼリーです。
学会分類 コード 2-1 に相当
●容器：容器に移す手間のいらないソフトボトル
ソフトボトルタイプ
ソフトボトルタイプ
2,440 円

個人価

165g×
165g×50

個人価 5,500
5,500 円

98 円

〈ご注文・お問い合わせは…〉
●凍らせればアイス、冷やせばゼリーの新感覚デザートです。
●アイスが溶けても元のゼリーに戻り、離水しないので安心です。
●1 個 50ｇあたり 鉄 6ｍｇ、亜鉛 6ｍｇ、エネルギー80ｋcal 摂取できます。
●選べる５つの味をラインアップ。

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：

