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納入価格は各営業にお問い合わせください。

いきいき家族掲載の治療食・介護食がお近くの ENIF ユース
加盟薬局でお取り寄せできます。
加盟薬局でお取り寄せできます。
お近くの店舗を手軽に検索！
是非、ご利用
http://www.yuss.co.jp/
是非、ご利用ください
ご利用ください

カル・
カル・カロアイス バニラ
【冷凍】

播州はりまのそうめん 320ｇ
320ｇ
食塩無添加で、おいしさそのままに、たんぱく質・
リン・カリウムを調整しています。
暑い夏になめらかで、のどごし良く食べられま
す。
、にゅうめんにもオススメです。
ゆで麺 100g あたり、たんぱく質 0.4g
80ｇ×4 束入り

食事量の減った方に 美味しく食べ
きりサイズのアイスはいかがですか
○高カロリー
高カロリー 50ml で 100kcal
○少量 50ml の食べきりサイズ
○カルシウムを配合 50ml で 200mg のカルシウムを摂取

いこみこうや

手軽に簡単！お好みの味付けで様々な料理の食材として
利用できます。
冷凍品の為、常備しておけば急な食数変化に対応可能！

1ｋｇ（6
ｋｇ（6 個）

こうや豆腐に、魚のすり身、野菜などをつ
めた味付きのいこみこうや。解凍後、お好
きな大きさにカットして盛付けるだけ

ソフトこうや豆腐（味付き）500g
ソフトこうや豆腐（味付き）500g×
500g×2
油で揚げていないお魚とうふ 22ｇ×
22ｇ×20
ｇ×20

フルーツ系ムースの素

スイーツ系ムースの素
スイーツ系ムースの素

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。

Ca＆
Ca＆Mg ふわふわとりつくね 10ｇ×
10ｇ×50
ｇ×50
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。

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

牛乳と混ぜるだけで、
なめらかな口どけのムースが完成

（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

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。

カルシウム入り乳酸菌ウォーター
手軽にカルシウム補給ができます。
乳酸菌も入って毎日の元気をサポートします。
濃度調整ができ水分補給にも最適です
1 杯（10g）を 200ml のお水またはお湯に
溶かしてご使用ください
カルシウム 210mg、乳酸菌 200 億個摂取できます
ゼラチンなどで簡単にゼリーが作れます
とろみも簡単！！粉末なので、溶かす前に
とろみ剤を入れることができます
500g（10Ｌ分）

1 袋で 30～35 食分（1 食 60g の場合）のデザートができます。
手軽で簡単・低コストのおやつが作成可能！
1ｋｇ袋入り
杏仁豆腐風・ヨーグルト風・カスタードプリン風・チョコムース風
4 種のバリエーション

ビタミン入りレモンティー
ビタミン入りレモンティー・アップルティー
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 杯あたり

約 16kcal
約 8 円 保存に便利なチャック付

1杯

五目玉子焼き 食物繊維入り
500ｇ（
500ｇ（20
ｇ（20 ｶｯﾄ）
5 種の具材入りで彩りきれい。難消化性デ
キストリンと大豆加工品入りで食物繊維が
豊富。

Ca＆
Ca＆Mg ふわふわハンバーグ 60ｇ×
60ｇ×10
ｇ×10

やわらか玉子焼き 500ｇ（
500ｇ（20
ｇ（20 ｶｯﾄ）

カルシウム・マグネシウムを配合した、ふわふわ
食感のハンバーグです

保水性を高めふっくらやわらかく仕上げた
玉子焼き。カルシウムを強化しています

白和えの素 500g
Ｃａ強化スクランブルエッグ 500ｇ
500ｇ
とろーりとした滑らかで柔らかい食感です。1 食
（50ｇ）で 155mg のカルシウムが摂取できます！
加熱しても固くなりません。

Ｃａ強化半熟風オムレツ 40

40ｇ×
40ｇ×6
ｇ×6

オムレツの中が、過熱後も「とろー」としたミニオム
レツです。1 食（40ｇ）で 100mg のカルシウムが摂
取できます。

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！

玉子とうふ・茶わんむしの素（濃縮タイプ）500g
玉子とうふ・茶わんむしの素（濃縮タイプ）500g
600g（約
600g（約 150 杯分）

ふっくら柔らかく炊き上げたこうや豆腐の含め
煮。ひとくちサイズにカット済。60 粒入
だし汁に「食物繊維」入りの強化品です

だし汁の入った濃縮タイプの液卵です。水の希釈量を
変えて蒸すと「玉子とうふ」や「茶わんむし」が出来上が
ります。

解凍後、具材を加えるだけの簡単調理。
加熱殺菌済なので菌数も少なく夏場でも
安心してご利用できます。

味付納豆 ｶｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 30ｇ×
30ｇ×50
ｇ×50
絞り出しﾀｲﾌﾟ 500ｇ
500ｇ
たれを入れる手間いらず、不足しがちな
カルシウム・ビタミンＣ強化、小粒タイプ
と極ひきわりタイプをご用意

こうや豆腐餃子・こうや豆腐焼売
各 50 個入り
肉を使わず、植物性たんぱく質のこうや豆
腐を使った餃子と焼売です。コレステロー
ルを気にせず召し上がれます

＊使いやすい
アルコールスプレー
＊キッチンの衛生と
食中毒の予防に

食品衛生用除菌剤

Kitchen

COHOL
キッチンコール

●食品にかかっても無害
●臭いを残さない
●殺菌効力
カビ防止にすぐれている
◇まな板・包丁・ふきん・食器等の殺菌に
◇食卓・テーブルの殺菌に
◇密封・保存容器の殺菌に
◇ゴミ容器の悪臭防止に
スプレータイプなので容器・器具の隅々まで噴霧でき衛生の見張
り番として幅広くご利用いただけます。
250ml

〈ご注文・お問い合わせは…〉

株式会社ユース
カタログが新しくなり、さらに沢山のアイテムが
購入可能になりました。
日常の食材・雑貨と共に治療・介護食が購入
できます

福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目 4-46
TEL092TEL092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802
担当：

詳細は各担当までお尋ねください

脱水状態になってしまったら、水分とナトリウムなど
の電解質を速やかに補うことが大切です。もっとも
効果的な方法は、経口補水液を摂取することです。
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。
発汗により体液が失われると脱水状態に陥ります。
脱水とは、単なる水の不足ではなく、カラダから塩分も同時に失われます。
脱水状態で現れる症状としては、微熱、口渇感、体重減少、尿や発汗の減少などがあり、脱水の重症度は、
失われた体重減少の割合によって軽度、中等度、重度の 3 段階に分類されます。
また、体液が失われると、脳、消化器、筋肉など体液が多く含まれる臓器にも異変が出やすくなります。
主な症状としては、めまいや立ちくらみ、食欲低下や悪心・嘔吐、こむら返りなどがみられます。

特に高齢者や小児は脱水状態になりやすく、
高齢者が脱水状態になりやすい理由として、体液をためる
筋肉量が減少しているので体にある水分量が少ない、飲んだり食
べたりする量が減っている、口渇中枢の衰えによりのどが渇いて
いるのに気がつきにくくなることがあげられます。
また、腎臓の衰えにより多くの水分が尿として出てしまう、自律神
経の衰えにより汗をかきにくい、認知機能の低下により気温や湿
度など環境を認識できないなど加齢によって起きる生理現象も理
由としてあげられます。

通常の生活の中では、カラダに入る水分量とカラダから出る
水分量はほぼ同量になっているため、
カラダの中の水分量はいつも一定量に保持されています。
カラダに入ってくる水分は、飲料水からとる水分だけでなく
食べ物の水分と、食べ物が体内で代謝されることで生まれる
代謝水と呼ばれる水分もあります。
きちんと食事をとることが、脱水対策につながります。

毎日の食事とともに
不足した水分を補給

脱水状態になったら
ナトリウムを補給
ナトリウムを補給

OS－１

脱水予防対策には

【おいしい】アクアソリタ
使用用途に応じたパッケージタイプがあります。

ゼリータイプ
飲み込む力が
気になる方に

粉末タイプ
多くの量を
使用される方に
経済的

□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。
飲料タイプ
使用量に
□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
応じて選べる
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。 サイズ
□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
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。

イオンサポートに
新たに２つの味が追加！

○水分だけでなく失われた電解質も効率よく補給
○体液に近い浸透圧です（276mgOsm/kg・Ｈ2О）
○シュガーレス（糖類 0ｇ）
○カロリーオフ（10kcal/100ml:1L 溶解時）
○5 種類の味から選べます
スポーツドリンク風味、もも風味、りんご風味、白ぶどう風味
ゆず風味（新発売）

ラクーナパウダー（粉末清涼飲料）

ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ・りんご・もも・ラムネ・白ぶどう

吸収しやすい低張液
体液より浸透圧が低いハイポトニック飲料なので、体に負担をかけることなく速やかに水分と電解質を補給できます
体液に近い電解質組成
ラクーナ・パウダーは体液の電解質組成である Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-が含まれており、発汗等で失われたこれらの
電解質を補給することが出来ます。
簡単に作れる粉末タイプ 水、またはお湯に溶かすだけ。ペットボトルタイプに比べ低価格でご使用できます
ビタミン C たっぷり配合 不足しがちなビタミン C がたっぷり配合されています
1Ｌ用 と 15Ｌ用（ＧＦ、もも、りんごのみ）の 2 サイズあります。

ニュートリー製品情報
プロッカＺｎ(
プロッカＺｎ(５種類)
５種類)、ブイクレスゼリー(
、ブイクレスゼリー(３種類)
３種類)、
アイソトニックゼリーが
農林水産省スマイルケア食「赤０」マークの
利用許諾を取得しました。

優れた物性 …

学会分類コード
コード Oｊに相当にしており、
離水が少なくバラけにくくまとまりやすい物性です。
かんたん … お湯で溶かして冷蔵庫で冷やすだけ。
どなたでも、どこでも、簡単に作れます。
おいしい …さっぱりとした、飽きのこないおいしさです。
低コスト …手作りタイプだから経済的。徳用を使うと、
さらにコストダウンが可能です！

スマイルケア食は、農林水産省が介護食の普及と適切な利用を目的に、
一般消費者やドラッグストア等の店舗販売員にわかりやすいよう表示分
類したものです。
「赤 0」マークは、一般消費者が嚥下障害の程度に応じ

いちご味・
いちご味・パイナップル味
75ｇ分包タイプと
75ｇ分包タイプと 2kg 業務用タイプの 2 種あります。

て、安全性の高い食品を店頭で選択できるよう、飲み込みを容易にし、
誤えん及び窒息を防ぐことを目的とした食品に表示されます。

120g×
120g×8 本入り

経口補水液
オーエスワンシリーズ
下痢・嘔吐・発熱、経⼝摂取不⾜、過度の発汗による脱⽔状態
に適しています
乳幼児から⾼齢者の軽度から中等度までの脱⽔状態時にお勧めし
ます。ゼリータイプもあります
昨年リニューアルし、飲み易くなりました
1 本よりご購入できます
500ml 280ml 飲料タイプ
200g ゼリータイプ の 2 種

