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。
毎日美味しく飲めて手軽に栄養補給
新味 グレープブレンド登場

① 漬け込むだけの手間いらずで肉や魚介類がやわらかくなります。
② 牛肉・豚肉・鶏肉・魚介類等の色々な肉にお使い頂け、肉の生臭みも軽減します。
③ 野菜（根菜類、葉菜類）もやわらかくなります。
＜基本的な使用方法＞
肉・魚の場合・・・漬け込み液を調整し、冷蔵庫で１～１５時間漬け込む
野菜の場合・・・・下茹で液を調整し、野菜を入れ鍋に火をかけ茹でる
＜ワンポイント＞
Q．時間をかけずに短時間でやわらかくしたい
A．肉や魚が少量の場合（200～500ｇ）、密封袋に入れてタンブリングすることにより
十分な効果を発揮します。その際は形くずれにご注意下さい
1ｋｇ
個人価 3,500 円 15ｇ×
個人価 2,500 円
15ｇ×30
ｇ×30

125ml×
125ml×18
個人価 2,250 円

やわらかおかずエネカップ エネルギー補助食品

ＭＣＴトウフィール

ＵＤ区分３ 舌でつぶせるやわらかさ
食べきりサイズの 40ｇ
40ｇ
小さくてのサイズの 100kcal 以上
エネルギーになりやすいＭＣＴ
ＭＣＴ6
ＭＣＴ6ｇ配合

エネルギーになりやすいＭＣＴ
ＭＣＴ6
ＭＣＴ6ｇ配合
小さめサイズの 128ｇ
128ｇ
128ｇでエネルギー140kca
140kcal
140kcal
たんぱく質 6.8ｇ
6.8ｇ
崩れてもまとまりやすい物性
128
128ｇ×18
ｇ×18
個人価 3600 円

40ｇ×
40ｇ×18
ｇ×18

個人価 3960 円

やわらか倶楽部 HOT デザート
58ｇ
個人価 135
58ｇ
135 円
焼いものような、
ざらつきのある食感に近づけ
甘さ控えめに仕上げました。

やわらか倶楽部 HOT
チキンペーストを使用し、
香味野菜の旨みとコクのある乳風味に
仕立てました。

ペースト状にした牛肉を使用し、
しいたけの旨みとネギの風味を効かせました。

パワミナ 200 新味追加！！
ぶどう風味・オレンジ風味 120g×
120g×16

温めて
おいしい

甘すぎず、すっきりした
味わいのぜんざい風味に
仕上げました

りんごペーストを使用し、
甘味と酸味のバランスがとれた、
爽やかな味に仕上げました。

58ｇ
58ｇ

個人価 133 円

ペースト状にした牛肉を使用し、
野菜の旨みを効かせました

ペースト状にした牛肉を
使用し、ビーフの旨みと
赤ワインで仕上げました。

535g
個人価 592 円
135g
個人価 200 円

個人価

2,464 円

＜商品の特長＞
●エネルギーとたんぱく質が摂取できるゼリー飲料
１本（１２０ｇ）でエネルギー２００ｋｃａｌ、たんぱく質６ｇが
摂取できます。
●お手軽サイズ
スタンディングパウチを使用した、片手で持ちやすい１２０ｇサイズ
●飲みやすいゼリーの食感
なめらかなゼリーの食感が楽しめます。

冷凍で届いた⾷材を、
「解凍（または湯煎）」して
「盛り付ける」だけ︕

牛肉とにんじん・ソテーオニオンを
ペースト状にして、
まろやかにに仕上げました。

基本献⽴は

朝食 1 汁 3 菜︕
昼夕食 1 汁 4 菜︕

いりこの半分の量で同等のだし汁が得られます。
いりこの半分の量で同等のだし汁が得られます。
50ｇ×
50ｇ×5
ｇ×5

個人価 460 円

・安定したいりこだし
いりこだしを取ることができます
いりこだし
・減塩
減塩食
減塩食に最適です
※沸騰したお湯約 5L の中にいりこよか
の中にいりこよかパック
にいりこよかパック 1 袋（50g）を
50g）を
・アレルギー特定原材料等非配合
アレルギー特定原材料等非配合
入れ
8
～
12
分煮出した後、取り出してください。
・カビが生える心配がありません

いりこ
100ｇ

いりこよかパック
50ｇ

納得いただけるボリュームを
ご⽤意しております︕

〈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。
（締め切り【9/2
（締め切り【9/2】以降も受付中です）
9/2】以降も受付中です）
（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。
）

「世話やき隊」導入による
調理時間の短縮例
週に 1 日だけ利用したい
朝食のみ利用したい
などの要望も対応可能！

株式会社ユース
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：

カセイ 和菓子シリーズ
☆人形焼

26ｇ×
26ｇ×8
ｇ×8

こしあん・ゆずあん・抹茶あんの
3 種のラインナップ。
小ぶりなサイズでお値段お手ごろ
おやつにどうぞ…

盛田 冷凍和菓子シリーズ
冷凍和菓子シリーズ

こうや豆腐餃子・焼売

☆薄皮まんじゅう・利休まんじゅう・酒まんじゅう

肉を使用していません
コレステロールを気にせず
召し上がれます。
餃子 50 個 個人価 1,800 円
焼売 50 個 個人価 2,100 円

1 個約 70kcal です。ご高齢者でも食べやすい小ぶりサイズ
自然解凍でお召し上がりください。
10 個
個人価 590 円
☆桃山 黄身あんを包みました。桐の花の模様の美しさも特徴
です。
☆月餅 くるみとレーズンを香ばしい皮に包みました。
☆栗まんじゅう こんがりした焼色と上品な白あんのお饅頭
10 個
個人価 680 円

祝こうや・花こうや
湯戻しせずに調理可能
1 枚の 1/4 カットで食べやすい
祝こうやは祝の焼印
花こうやは 2 種の花の焼印
50 個 個人価 675 円

☆きんつば たっぷりあんこを薄皮で包みました
個人価 392 円
10 個

☆和菓子シリーズ

個人価

740 円

32g×
32g×8

もみじ饅頭 こしあん・クリーム
栗かすてら饅頭 乳菓饅頭
粒あずき饅頭 ミニたいやき
毎日のおやつにぴったり。個包装の和菓子です。
個人価 516 円

いこみこうや
こうや豆腐に魚のすり身・野菜
をつめた味つきいこみこうや
野菜・卵・海老・鶏の 4 種
解凍後お好みのサイズにカット
して盛り付けるだけ
1kg（
1kg（6 個） 個人価 1,905 円

しっとりケーキ（おから入り）【冷凍】 240g

スティックドーナツ
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

カルシウム入り

食べやすい形のおいしいドーナツ。個包装タイプ
１個でカルシウム１５０ｍｇ摂取可能。
プレーン味と黒糖味の２つの味がございます。
ソフトな口あたりとやさしい甘さです。
13ｇ×
個人価 693 円
13ｇ×30
ｇ×30

やわらか玉子焼き
1/20 カット
1 切れでＣa150mg 含有。
加熱でも自然解凍でも OK
500g 個人価 681 円

ふんわり・しっとり 低たんぱくマドレーヌ
プレーン・チョコ味
30g×
30g×5 【冷凍】

五目玉子焼き 1/20 カット
5 種類の具材入りで彩りがきれい
500g 個人価 660 円

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

＜使用例＞
酢豚のお肉の代用として
ミートボール甘煮

皆さんが実践している様々な使用例をご紹介！
是非、お試し・ご活用ください。

【冷凍】Ca
【冷凍】Ca＆
Ca＆Mg ふわふわとりつくね 10ｇ×
10ｇ×50
ｇ×50

つぶし煮豆 300ｇ
300ｇ（金時豆・黒豆・うぐいす豆）

カルシウム・マグネシウムを配合した、ふわふわ食感のとりつくね
です。
個人価 833 円

皮が硬いとされる「煮豆」をミキサー食、きざみ食の方にも食べ易
いようペースト状にしました。
個人価 450 円
＜使用例＞
主菜・メインで使用

＜使用例＞
ひと手間加えて水ようかん
小鉢でそのまま使用

＜使用例＞
肉禁、玉子禁の方用に
おろし煮

【冷凍】Ca
【冷凍】Ca＆
Ca＆Mg ふわふわハンバーグ 60ｇ×
60ｇ×10
ｇ×10
【冷凍】油で揚げていないお魚とうふ
【冷凍】油で揚げていないお魚とうふ 22ｇ×
22ｇ×20
ｇ×20
カルシウム・マグネシウムを配合した、ふわふわ食感のハンバー
＜使用例＞
グです
個人価 970 円
煮物（くずれやすいので別に炊いて盛付
ける）・すまし汁・和え物でちくわ（常食）の
代用。冬はおでんに

過熱水蒸気で焼き上げることでカロリー、脂質をカットし、なめら
かな食感に仕上げました。油抜きの必要がなく、そのままでも
様々な料理に使用していただけます。
個人価 778 円

【冷凍】ふわとろちくわ 35ｇ×
35ｇ×5
ｇ×5
ふわっととけるような「はんぺん」に似た食感です。そのままでも
煮物でも幅広くご使用できます。
個人価 292 円

ニューソーセージ 200ｇ
200ｇ
（サーモン・白身魚・チキン・ポーク）
歯ぐきでつぶせる、やわらか食感。カルシウムが豊富なソーセー
ジ。焼いて、蒸して、揚げて、そのままでも様々な料理の素材とし
てご使用できます。
個人価 278 円

【冷凍】白子入かにつみれ 500ｇ
500ｇ
＜使用例＞
野菜炒めのお肉の代用に
汁物に添えて、野菜と和えて
魚の代用で煮付けにも
コンソメ煮（開始食献立）

国産紅ズワイガニを使用。舌でつぶせる食感です
施設価 690 円 個人価 866 円

【冷凍】やわらか海老つみれ 500g
えびをすり潰してソフトな食感に仕上げました
施設価 690 円 個人価 866 円

【冷凍】やわらかあじだんご 500g
敬遠されがちな臭みを減らし、あじ本来のうま味と
魚肉の食感を残すよう仕上げました
個人価 753 円

＜使用例＞
かにつみれの含め煮
やわらか海老つみれの八宝菜
おでん
甘酢あんかけ
お吸い物

