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そのまま使えるカップタイプ
◆やわらかカップ

うなぎの蒲焼のかわりに是非ご利用ください。
うなぎ 80g×
80g×6
個人価 960 円

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。

うなぎの蒲焼きをベースに、とろけるようなやわらかさでテリーヌ風に仕上げました。
小骨や皮を気にせずにうなぎの蒲焼きを楽しめます。調理済みですので、あけてそのまま召し上がれます。
1 個(80g)当たり、たんぱく質 2.5g が補給できます。日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013 の

◆うなぎの蒲焼煮こごり 60g×
60g×6

コード２

です

個人価 1,245 円

丁寧に焼き上げたうなぎの蒲焼をうま味たっぷりのかつおだし・こんぶだしでやわらかく煮込みました。
とろみをつけたタレをかけるとさらに美味しく

加熱しても嚥下調整食が溶けません。食材に混ぜて加熱、
冷却することで一般食と変わらない嚥下調整食が作れる
テクスチャー改良材。加熱しても溶けないので
クックチル・ニュークックチル対応可能ゲル
クックチル・ニュークックチル対応可能ゲル化剤です。

500g

北海道産山芋とろろ 食物繊維入り【冷凍】
食物繊維入り【冷凍】 300g/50g
00g/50g×
/50g×10
北海道産の長いもを使用。風味が良く、強い粘りが特徴のとろろです。
解凍するだけで、様々な料理に使用できますので、すりおろしの手間もなく、人の手や空気に触れず、衛生的です。
使い切りの少量サイズで、便利。
製品 50g あたりに食物繊維（ポリデキストロース）5g 含有
個人価 524（
524（942）円
942）円

個人価 2,920 円

乳カル酵素+Zn
乳カル酵素+Zn / 乳カル酵素ファイバー+
乳カル酵素ファイバー+Ｚn
お米に混ぜて炊くだけ！カルシウム・亜鉛・ビタミンＡ・Ｄを強化できます。
また、さらに鉄強化・ビタミンＢ１・Ｂ２強化も！用途に合わせて、手軽に栄養素を補強できます。
味噌汁・お粥・パン粥に使用しても風味を損ないません。
さらに、Ca・Fe・Zn・ビタミン B1,B2,A,D に加えて食物繊維強化タイプもあります。
乳カル酵素+
乳カル酵素+Ｚn Ｆe.VB1.VB2 強化
乳カル酵素ファイバー+
乳カル酵素ファイバー+Ｚn Ｆe.VB1.VB2 強化

1kg

個人価 ￥4000

バナナ・ピーチ・りんごの３種
「ビタミン飲料の素（顆粒）」８ｇ中には、ビタミンＣ

すりおろし果物にプラスして褐変防止＆ビタミンプラス！
すりおろしバナナ+ビタミン飲料の素バナナ

74g

在宅価 110 円

３００ｍｇをはじめ、その他１０種類のビタミンや
添加なし

3％

5％

10％

カルシウム、鉄が豊富に含まれています。

キャンペーン期間
7 月 4 日～ 7 月 29 日受注分

１袋（４００ｇ）で５０杯分（１杯８ｇ）に
お使いいただけます。
400g

個人価 1,400 円

木徳神糧 真粒米 3kg×1 袋または、越後ごはんシリーズを
1 ケースお買い求めいただきましたお客様に、
今ならもれなく「純米もち」を１袋プレゼント
是非この機会にお求めください。

真粒米 3Kg
個人価 4,524 円
越後ごはんシリーズの価格詳細は
各担当までご確認ください。

１本（１００g）あたり水分約８０ｍｌを摂取できます。

10 月 2 日（日）弊社展示会にて開催

100g×
100g×8

個人価

皆様のご自慢ソフト食レシピを募集します。
主菜・副菜・おやつなどジャンル問わず。作品を写真にて展示。
参加者に投票していただき、グランプリを決定！
入賞者には素敵な景品をプレゼント！
詳細は各営業担当までお尋ねください。
（7/25 まで）

1,200 円

〈ご注文・お問い合わせは…〉

日時 2016 年 10 月 2 日（日）10：00～16：00
会場 福岡国際会議場
約 60 社の展示と 19 講座のセミナーを行います。参加費無料！
たくさんの職種の方に参加していただきたい内容となっております。
皆様お誘いあわせのうえ是非ご参加ください。

株式会社ユース
エプディッシュ 207ｇ
207ｇ
１パック（207g）に

エネルギー 225kcal たんぱく質 13.8g

ビタミン E 5.4mg 亜鉛 4.5mg

福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目 4-46
TEL 092092-64141-3153
FAX 01200120-602602-802

銅 0.4mg カルシウム 120mg

担当：
食物繊維 4.1g 高栄養とうふとして…キザミ食のつなぎとして…

（医療・介護従事者対象の為、一般の方のご参加はお断りさせていただきます。
）
様々な食事に

個人価 165 円

やさしく・おいしくアイス to ムース 150g×
150g×10
〈出来上がりイメージ〉

和みのひととき プリンタイプ 50g

和みのひととき ゼリータイプ 50g

『黒ごま』
『あずき』
『黒みつ』
『チョコ』の 4 種のラインナップ。
1 カップでたんぱく質 5g と
亜鉛 5mg を摂取できます。
個人価 79 円

『りんご』
『マンゴー』
『みかん』
『ピーチ』の 4 種のラインナップ
1 カップで 1 日に必要なビタミン
11 種と亜鉛 5mg を摂取できます。

150g×10

個人価 66 円

黒ごま N プリンＭｉｘ＆アイス to ムース
ココアムース

38g×
38g×10

バニラムース・いちごムース
バニラムース・いちごムース

とけないアイス風デザート

4,500 円

在宅価

牛乳で簡単に作れる、3
牛乳で簡単に作れる、 種類のミネラル入りプリンの素

38g×
38g×10
黒ごまアイスｔｏ
ごまアイスｔｏムース
ｔｏムース

38g の食べきり少量サイズ
1 カップでエネルギー100kcal、たんぱく質
3g 摂取できます。味と香りを急速冷凍。
おいしさを閉じ込めたココアムースです。
個人価 690 円

＜特長＞
○牛乳で簡単に美味しいアイスやムースが
作れます。
○溶けにくいアイスなので、食べるのに時
間がかかる高齢者の方にも、ゆっくりお召
し上がりいただけます。

38g の食べきり少量サイズ
1 カップでエネルギー100kcal、たんぱく質
3g 摂取できます。急速冷凍でおいしさを
閉じ込めました。日常のおやつに…
個人価 690 円

< 材料 1 食分 >

アイス to ムース 15ｇ
黒ごまＮプリン Mix2g
牛乳 30ｍｌ

エネルギー104kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 4.4g
炭水化物 12.8g
食塩相当量 0.1g

黒ごま N プリン Mix
500g
個人価 1,700 円

35g
35g×10

『バニラ』
『いちご』
『チョコレート』
『あずき』
『抹茶』の 5 種のラインナップ。室温でも液状になりにくく。
なめらかな食感を維持する新しいデザートです。1 カップ約 80kcal。
食事に時間がかかる方へ安心のアイス風デザートです。
個人価 660 円

<作り方>
①アイス to ムースと黒ごまＮプリン Mix をボールに入れます。
②①に冷えた牛乳を加えます。
③泡立て器または電動ミキサーでとろみが出るまでよくかき混ぜます。
④専用カップまたはバットに流しいれます。
⑤ 冷凍庫または冷蔵庫で 3 時間以上冷やし固めます。
※冷凍庫から出した場合、「アイス to ムース」単品に比べ、やや短い時間でムース状になります。
※バナナ風味、ココア、苺ミルク、抹茶風味プリンＭｉｘも
おすすめです。

不足しがちな栄養素を手軽にプラス
とろける野菜と果実 80g×
80g×30

ふわふわワッフル (チョコ・宇治抹茶・カスタード)
チョコ・宇治抹茶・カスタード)

個人価 3,000 円
食物繊維とビタミン C を配合したゼリータイプの野菜+果実飲料。80g の飲みきりサイズで手軽に水分補給。
14 種類の野菜と 3～4 種類の果実使用

30g
30g×20

【チョコ】 ふわふわ生地でお手頃サイズの冷凍ワッフル。Fe2mg 配合。
【カスタード】 ふわふわ生地でお手頃サイズの冷凍ワッフル。Ca200mg・Mg100mg 配合。
【宇治抹茶】 ふわふわ宇治抹茶生地にカスタードクリーム入り。Ca200mg・Mg100mg 配合。

低たんぱくマドレーヌ
プレーン・チョコ味
チョコ味
30g
プレーン・
30g×5 【冷凍】

大豆スープ
個人価 1,480
1,480 円

100ml×
個人価 5,000 円
100ml×36
100ml で 200kcal の高カロリー。常温で美味しく飲める甘くないスープです。1 ﾊﾟｯｸで食物繊維 2.0g・大豆たんぱく 4.7g。
摂取可能。食事量の減少した方へ栄養補給として…

ふんわり・しっとり

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！

個人価 600 円

しっとりケーキ（おから入り）
【冷凍】
（おから入り）
プレーン・チョコマーブル・抹茶の３種の味
お好みの大きさに合わせてカット
原料におからを使用したヘルシーデザート
ジャムやホイップなど
トッピングで様々なアレンジを
個人価 433 円

240g
240g

カルシウムどら焼き

鉄入り

直系６cm の、ほど良い大きさのどら焼きです。
吸収性を良くしたピロリン酸鉄を使用しました。
１０個入
個人価 470 円

鉄分丸ぼうろ

カルシウム入り

直系８cm の、黒糖を使用した素朴な味わいのおやつです。
吸収性を良くしたピロリン酸鉄を使用しました。
８個入
個人価 351 円

夏場の水分補給に「ラクーナ・パウダー」
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
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。

【冷凍】
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
45g×
45g×10
さっぱりとしたくず餅風ゼリーにコクのある黒蜜ソースをかけた味わいのあるデザート

個人価 650 円

1㎏
個人価

573 円

1 ℓ用
業務用

個人価 93
93円
円
個人価 1,200円
1,200円

