⾏事食商品のご注⽂はお早めに・・・

■フードケア【冷凍】やわらかおはぎ
【冷凍】やわらかおはぎ 35g×
35g×10

2019

施設様への価格は各営業にお問い合わせください

■カセイ【冷凍】やわらか団子
【冷凍】やわらか団子 30g×
30g×10
（⿊ごま・さくら・よもぎ 全３種）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。

あんをミキシングしてやわらかいご飯を包みました。
通常のおはぎが食べづらい方へ。
■ヤヨイ【冷凍】ミニおはぎ
【冷凍】ミニおはぎ 40 40g×
40g×10

おいしくカロリー200
おいしくカロリー200 65g

ヤヨイ

少量でエネルギー・たんぱく質・亜鉛を
補給できる、「甘くないタイプ」のカップ惣菜です。

ヤヨイ

（コーンポタージュ風味・きんぴらごぼう風味・ほたてバター風味）

1 回使いきりサイズで、計量不要︕
１包（6g）で 54kcalUP︕
密封包装で酸化しにくく、対象者の方が少なくても
使いやすい⼩さい規格です︕
災害時の備蓄にもオススメです◎

ヤヨイ

加熱・冷却不要︕

ハウス食品

3g×25 本

500g

■ヤヨイ【冷凍】しっとりやわらかまんじゅう
【冷凍】しっとりやわらかまんじゅう 40 40g×
40g×10

お彼岸・祭事にうれしいおいしさ。

しっとりやわらかな食感が特徴のこしあん饅頭。

コシヒカリ 100％＋あんこのおかゆタイプ。

生地にはちみつと水あめを加えました。

丸く形を整えておはぎ風に◎
40g×10

開けたらすぐ食べられる完調品（常温保存）そのままでも OK、ちょっと手を
加えるだけで豪華な主菜に。⼈手不⾜や衛⽣⾯でも安⼼です。

⽔・お茶
専用

皮のべたつきが抑えられているため、しっとりと食べ
やすい食感です。※咀嚼・嚥下困難者用ではありません。

病院・施設給食向け（常食） 完全調理済み冷凍食品【冷凍】
〈久屋メディカルフーヅ 株式会社〉

マルハチ村松

オイルとパウダーがセットになった︕
計量不要でパワーライスが簡単にできます。
（作り方のポイント）
オイルとパウダーを先に混ぜた後、ごはんにまんべ
んなく混ぜます。

あっ！というまゼリー

もち米のつぶ感を程よく残した味わい豊かなおはぎです。

ソフリの揚げ物風ムースにアジフライが新発売︕
衣をやわらかく仕上げた、フライ風のやわらか食
です。【ＵＤＦ区分舌でつぶせる】

熊リハパワーライスセット 3 食分

日清オイリオ

ＳＦあじフライ風ムース【冷凍】

なめらかなこしあんをお餅風の外皮で包んだ大福です。

（つぶあん・こしあん・ごま・きなこ 全４種）

■フードケア ふっくらおはぎ 200g×
200g×20

ＭＣＴオイルポーション 6g×30

日清オイリオ

■ヤヨイ【冷凍】しっとりやわらか大福
【冷凍】しっとりやわらか大福 40 40g×
40g×10

※咀嚼・嚥下困難者用ではありません。

ソフリのそのまま野菜シリーズに２品新発売︕
４つの調理法
（蒸す・煮る・電子レンジ・自然解凍）
に対応したゼリータイプのやわらか食です。
キャベツはカットの⼯夫でアレンジ⾃在︕
ほんのり下味付き︕

製品１個（65g）当たり
◆ エネルギー 200kcal
◆ たんぱく質 5.4g
◆ 亜鉛
3.0 ㎎ 補給できます。

日清オイリオ

ＳＦそのまま じゃがいも【冷凍】10g×12
ＳＦそのまま キャベツ【冷凍】 40g×6

（商品特徴）
（商品開発コンセプト）
「栄養価基準」「食品構成基準」「商品ニーズ」を満たす、
病院・施設給食向け完全調理済み冷凍食品の開発と供給

いわし野菜トマト煮（減塩タイプ）470g×2

✔
✔
✔

現在約 70 種類 豊富なメニューのラインナップ。
毎月新商品もご案内しています。

青梗菜の煮びたし（食塩相当量 0.7
0.7/100g） New

・規格
１kg 袋（冷凍）
・主要栄養価 エネルギー 84 kcal たんぱく質 1.8 g
脂質 3.4 g 食物繊維総量 1.5 g
食塩相当量 0.8 g（※製品 100g あたり）
・主要原材料 里芋、大根、人参、こんにゃく、油揚げ
・使用方法
加熱調理（湯煎・約 10 分）

・規格
1kg 袋（冷凍）
・主要栄養価 エネルギー 62 kcal たんぱく質 2.0 g
脂質 4.2 g 食物繊維総量 0.9 g
食塩相当量 0.7 g（※製品 100g あたり）
・主要原材料 青梗菜、スクランブルエッグ、玉ねぎ
・使用方法
流水または冷蔵庫解凍

いわしに野菜・トマトとかつお節エキスを加え、柔らかく仕上げております。骨まで柔
らかく、おいしくお召し上がりいただけます。
日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）いわし類 缶詰 味付け※に比べ食塩 50％カット。

マルハチ村松

けんちん煮（食塩相当量 0.8
0.8/100g）
100g） New
しょうがとごま油の風味がほんのり効いたけんちん煮です。

和風のやさしい味付けの煮びたしです。

ベッドサイドでも作ることができます。
水やお茶にかき混ぜるだけで、３分で水分
おいしくカロリー200
各種
補給ゼリーが作れます。
※⼀部、ゼリーにできない飲料がありますので、
詳細はお問い合わせ下さい。

食塩相当量 ： 1.0/100g 以下の商品設計が基本
食材のカットサイズ： 一般総菜に比べ小さめのカットが基本
食材のやわらかさ： やわらかめが基本（常食～軟菜食）
※各施設の基準による。また一部商品を除く。

いわしレモン煮（減塩タイプ）400g×2
茄子のラタトゥイユ（食塩相当量 0.7/
0.7/100g）

ひじきと枝豆の白和え（食塩相当量 1.1/100g
1.1/100g）
/100g）

茄子を中心とした夏野菜たっぷりのトマト煮込みです。
・規格

絞り豆腐をベースにコクのある味わいに仕上げています。

1kg 袋（冷凍）

・主要栄養価 エネルギー 63 kcal たんぱく質 1.5 g
脂質 3.9 g

食物繊維総量 1.7 g

食塩相当量 0.7 g（※製品 100g あたり）

「芋」 新発売！

水ようかんアイス

夏はひんやりアレンジレシピ

【材料 １食分】

かんたん水ようかん
お好みの味・・・・50g

【作り方】

①お好みの耐冷容器や製氷型に湯煎加熱した
かんたん水ようかんを注ぎいれます。
②粗熱が取れたら、冷蔵庫で凍らせます。

介護食調整用食品

スルーパートナー
内容量：600g 袋、2kg 袋
●いろいろな食品を固めることができます。
●介護食が簡単にできます。

1kg

＜調理例＞
⿂ゼリー

いわしにレモンとこんぶエキスを加え、柔らかく仕上げております。骨まで柔らかく、
おいしくお召し上がりいただけます。

・主要原材料 ダイストマト、揚げ茄子、玉ねぎ
ピーマン（黄、緑、赤）、ベーコン

日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）いわし類 缶詰 味付け※に比べ食塩 65％カット。

※簡単惣菜いわしトマト野菜煮・レモン煮は終売になりました。
今回ご紹介の減塩タイプの取り扱いはありますので、こちらをご利用下さい。

「まぜてもジュレ」を使ったアレンジレシピ
を使ったアレンジレシピ
材料４名分（1 ⼈約 50g）
・水・・・170g
・かき氷シロップ・・・30g
・まぜてもジュレ（お茶用）・・・10g
他の味と２層で盛り付けると
涼しげな仕上がりになります︕
レモン風味がオススメです︕

スルーパートナーを使用した料理の盛付けを
サポートする型「盛り付けサポート 型どーる」 を用意。
⾒た目も美味しい︕お⼿軽︕

盛付けサポート 型どーる 魚の切⾝型
※盛付けサポート 型どーるには、⿂の切⾝型のほか、
ハンバーグ型、魚の煮付型、鶏肉型もあります。

・使用方法

9/16
敬⽼の日

流水または冷蔵庫解凍

・規格
1kg 袋（冷凍）
・主要栄養価 エネルギー 140 kcal たんぱく質 9.0 g
脂質 7.6 g 食物繊維総量 3.1 g
食塩相当量 1.1 g（※製品 100g あたり）
・主要原材料 豆腐、枝豆、ひじき、油揚げ
・使用方法
流水または冷蔵庫解凍

※加熱調理可

■ソフトこうや（寿） 【冷凍】 500g×2
ふっくら軟らかく炊き上げたこうや豆腐の含め煮に
「寿」の焼印⼊り︕調理済みのため、⾃然解凍

■いこみこうや 【冷凍】 1kg（6 個）

写真は野菜です

（玉子・野菜 ・海⽼・鶏）

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です。

もしくは加熱調理にて提供できます。

解凍後、好きな大きさにカットして盛付けるだけ！

今話題のシャワーヘッド

ｆｒａｃｏｒａ美容液 と ミラブル

ただいまキャンペーン中！
詳細は営業まで
お声かけ下さい︕

〈ご注文・お問い合わせは…〉

株式会社ユース
福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目 4-46
TEL 092092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802
担当：

“すっきり、さっぱり”した飲み口の流動食
した飲み口の流動食
リニューアル

12 種類のビタミン
種類のビタミン
12

&

このような方にオススメします

終売のお知らせ

ミネラル 配合！
配合！
ミネラル

その理由は、たんぱく質源にコラーゲンペプチドを使用
無脂肪、乳成分不使用

■十分に食事が摂れない方
■乳系の飲料が苦⼿な方

栄養成分︓1 本（125ｍｌ）あたり
エネルギー・・・200kcal 脂 質・・・0g
たんぱく質・・・・・8.0g (コラーゲンペプチド)
ブイ・クレスＣＰ１０（ｼｰﾋﾟｰﾃﾝ）/
125mL/本

ブイ・クレスＢＩＯ（ﾋﾞｵ）/
125mL/本

ＣＰ１０ゼリー

ＢＩＯゼリー

（ミックスフルーツ風味、ストロベリー風味、レモンティー風味、アップル風味）

77g/個

80g/個

「一挙千菜」
↓
「一挙千菜ドリンク」
に商品名とパッケージ
がリニューアルします。
ルビーオレンジ
風味

ミックスフルーツ
風味

キャロット

ピーチ

バランスよくビタミン・ミネラルを配

■コラーゲンペプチドを補給したい方

栄養成分︓1 本（125ｍｌ）あたり
エネルギー・・・160kcal 脂 質・・・0g
たんぱく質・・・・・8.0g (コラーゲンペプチド)
（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） 125ml

パワミナ２００Ｊｅｌｌｙ

１２種類のビタミン・ミネラルと
コラーゲンペプチド １０,
１０,０００ｍｇ
０００ｍｇ 配合！
さわやかなルビーオレンジ風味、新発売！

8 種類でバリエーション豊富に︕

各味 160g×24

朝食・おやつに

牛乳のかわりに

ピーチ味

125ml×18

アップル味

常温保存できる

紙パック飲料特集
●まめぴよ（ココア/バナナ/いちご/プリン）125ml×24
●からだ充実（キャロットアップル/グレープ）125ml×18

カルシウム・マグネシウム・亜鉛を強化した豆乳飲料

不⾜しがちな鉄・カルシウム・ビタミン B 群・ビタミン C ⼊り

カルシウムと７種のビタミン⼊り

マンゴー味とゆず味が追加発売︕

■鉄・亜鉛・カルシウム強化
■たんぱく質源にコラーゲンペプチドを使用

■1 本（120g）で 200kcal、たんぱく質 6g 摂取できます。
■なめらかなゼリーの食感が楽しめます。
■全 7 種類と豊富なバリエーション。お好みにあわせてお飲みいただけます。

クリアで透明感のある、さっぱりとした
フルーツテイストのゼリーです

カロリータイプ

（デザートに/ピーチ／グレープ/マンゴー/トマト&アップル）
野菜＋果実 100％で飲みやすい︕食物繊維、カルシウム⼊り

23g×
23g×15 包

アイドゥ

１袋を 130〜150cc のお湯に溶かしてお召し上がりください。
・エネルギー80kcal・たんぱく質 5g・カルシウム 100mg・マグネシウム 50mg
・亜鉛 2mg・鉄 2mg、その他微量ミネラルやビタミン類が摂取できます。

賞味期限

備蓄食としても
製造後 3 年

メロン風味・もも風味

15 食⼊り

14.5g×
14.5g×20

1 本 14.5ｇで 80Kcal と少量⾼エネルギー。
⼿軽に食べ切れるミニサイズ。開けるとする〜りと
ゼリーが出て、スライスゼリーが作りやすい︕
ヨーグルト風味・バナナ風味 ・オレンジ風味 3 種の味

アップリード mini 50g×
50g×24

栄養強化味噌汁

各種 74g
■１個で 100kcal・たんぱく質 7.2g

もっと少ない量で栄養補給したい時は

●飲む野菜と果実 100ml×40
●からだ充実（7 つの果実/紫の野菜と果実）125ml×24

ぶどう風味 オレンジ風味
バナナ風味 いちご風味
メロン風味 サイダー風味
レモンヨーグルト風味

オレンジ&キャロット

飲み⼝さっぱりで
食欲がない時でも
飲みやすい︕

1 本単位で購⼊可能︕

栄養補給ゼリー飲料
栄養補給ゼリー飲料
１２種類のビタミン・ミネラルと
乳酸菌 Ｅ.フェカリス ６,０００億個
０００億個 配合！
甘すぎずさわやかな味わい

増やしたい方

125ml×24

美味しさの中に、ギュッと

ラ・フランス

■栄養補助飲料の味のバリエーションを

アップリードにミニ規格が新発売︕
飲みきりやすい 50mL で 200kcal。
効率よく栄養補給できる飲みきりサイズ。
1mL あたり 4.0kcal の超⾼濃度栄養食。
なめらかなとろみ食感です。

同シリーズで
●⾼タンパク質タイプ
エネルギー
80kcal

●⾼ビタミン・ミネラルタイプも
有ります。

こんな方に

●甘い栄養強化食品を受け付けない方
●経⼝流動食を受け付けない方
●食事量の少ない方
●ビタミン・ミネラル・たんぱく質などが不⾜の方
●栄養強化食品のバリエーションを増やしたい方

ニュートリーコンク
2.52.5
ニュートリーコンク

料理に混ぜる
たんぱくパワー粉末

栄養パウダー
調味料としても
活用︕

コラーゲンペプチド 100%使用
熱変性なし

１ｍL あたり

臭いはほぼなし

ハウス食品

ビタミン飲料の素 400g

ハウス食品

給食用ビタミンミックス
11 種類のビタミンを補給。
料理にサッと溶けミキサー食
に混ぜての使用もおすすめ。
食事量の少ない方でも⼿軽に
添加でき調理損失分のビタミン
をしっかりカバーできます。

りんご・バナナ･ピーチ
水分補給をしながら食事量を増やさずに 11 種類のビタミンと
カルシウム･鉄分をバランスよく摂取することができます。
１袋（400ｇ）で 50 杯分（１杯 8ｇ使用）
水に溶かすだけでなく、紅茶やヨーグルトのフレーバーとしての使用
もおすすめです。

50g

１ｍL あたり
2.5Kcal

少量・⾼栄養
メニューへ

これ以上食べられない!という時に、
料理や飲み物に加えるだけ︕
ボリュームはそのまま。
栄養価だけをグンとアップします。

【栄養成分表示（100g あたり）】
普段のお食事に混ぜるだけ︕おかゆ・お味噌汁などに・・・ エネルギー︓500Kcal たんぱく質︓70.9g
食事の量を増やさずに、栄養強化︕
脂質︓23.9g 炭水化物︓0.2g

茹でた野菜はしっかり絞って

お味噌汁、ソースなどにも

■ジャネフ 和える栄養（ごま風味・マヨ風味） 300g
お好みの素材と和えるだけ︕エネルギー、たんぱく質、ミネラルを⼀緒に︕

名糖

ビタミン入りレモンティー
ビタミン入りレモンティー 600g
600g
アップルティー

夏はアイス、冬はホットで⼿軽に使えて、毎日の飲用にうれしい
低価格です。１袋で３０L 分作れます。
ゼラチンなどで固めてゼリーにも︕夏の水分補給やデザートに
おすすめです︕

タケショー

ヴィタッチゼリー用 500g
アップル・
アップル・マスカット・オレンジ･ピーチ
マスカット・オレンジ･ピーチ
11 種類のビタミンと鉄・亜鉛・セレンが
補給できる粉末のゼリーの素です。
同シリーズで飲料用（粉末）もあります︕

2.5Kcal

少量×⾼栄養

●⼀人前（15g）当たり、エネルギー100kcal、たんぱく質 3.5g、
鉄 0.5mg、カルシウム 41mg、亜鉛 0.7mg です。
●ゆでた野菜や肉等と和えるだけで、⼿軽に和え物を提供できます。
●15g 当たり塩分 0.4g ながら、しっかりした味付けになっています。

＋

エネルギー
108Kcal
備える
たんぱく質
4.8ｇ

和える栄養（15ｇ）＋ 冷凍ほうれん草 ゆで（30g）
日常で
使う

