⾏事⾷商品のご注⽂はお早めに・・・

2019
表示価格は個人価格(税抜）です。
冷凍品をご注⽂の際は、別途クルー便代を頂戴いたします。
ホリカフーズ

塩分 0.4g のビーフカレー 130g
塩分 0.5g のコーンスープ 150g

フードケア

やわらかおかき ８袋入

カルシウム強化にリニューアル︕ 現⾏品無くなり次第、変更になります。
コーンポタージュ味 在宅価︓各 372 円
新発売︕
全６種

たんぱく質や塩分、カリウムを調整し、
おいしさにこだわって仕上げました。
食塩を加えず、素材そのものの美味しさです。

コーンポタージュ・えび
砂糖しょうゆ・きな粉
のり塩・うす塩

在宅価︓
ビーフカレー 260 円・コーンスープ 180 円

キユーピー

ノンオイル減塩ドレッシング

カセイ食品

1L・200ml・10ml×40（200ml は、ごま・フレンチ・サウザン・和風のみ）
醸造酢やだし、果汁を⾒直して酸味を抑え、糖質や塩分もさらに少なくなりました。
現⾏品無くなり次第、変更になります。

・減塩ごま
・減塩フレンチ
・減塩サウザン
・減塩和風
・減塩⻘じそ

在宅価 1Ｌ 610 円
200g
246 円
10ml×40
10ml 40 450 円

オススメ

を気にする方に

エネルギーアップしたい方に

取りたい方に︕

腎臓病の食事療法や、術後のエネルギー補給だけでなく、高齢者の低栄養状態の改善など、様々な場面に使用されています。

200g
カゴメ

400g

日清ＭＣＴパウダー低糖質

飲む野菜と果実 各 100ml×40

■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
しっとりやわらかな食感が特徴のこしあん饅頭。
生地にはちみつと水あめを加えました。

※咀嚼・嚥下困難者用ではありません。 在宅価︓各 500 円

在宅価︓660 円

在宅価︓500 円

■カセイ食品 さつまいもまんじゅう 30g×8
おいしい「さつま芋あん」が入ったおまんじゅうです。
個包装・常温保存可

日清オイリオ

熊リハパワーライスセット
ＭＣＴオイルとＭＣＴパウダー
がセットになった︕
計量不要で、カロリーアップの
ごはん「パワーライス」が
簡単に作れます。

従来のＭＣＴパウダーを
低糖質化
食物繊維配合
分散性
を向上させた商品です。
在宅価︓2200
2200 円

■カセイ食品 芋どら焼き / 栗どら焼き 各 32g×8
おいしい「さつま芋こしあん」
「栗こしあん」の入ったどら焼きです。
個包装・常温保存可

1 個 75g でエネルギー100kcal、たんぱく質 5g。
具なしで食べやすい茶碗蒸し。湯煎温めできます。
味のバリエーションも豊富です。（かつお・ほたて・たい）

在宅価︓各 555 円

在宅価︓112
112 円

■フードケア エプリッチゼリー 栗ようかん風味 220g

■カセイ食品 葛こごり かき / くり 各 50g
素材のあん・素材風味のゼリーを２層にしたデザートです。
1 個に食物繊維 5g、亜鉛 5mg 配合。
秋の味覚を和菓子でおいしくお召し上がりいただけます。

在宅価︓167
167 円

１パックで 360kcal、たんぱく質 12g。
⼗分に食事が摂れない方に、少量で⾼栄養です。
味は全部で１３種類（とうふ風味含む）常温保存可

在宅価︓各 100 円

■カセイ食品 和風ぷりん 栗 / 南瓜 / 紫芋 各 55g

■ホリカフーズ おいしくミキサー 洋なし / ぶどう 各 50g

１個にカルシウム 470mg、亜鉛 5mg 配合。
素材の風味豊かな
やわらか和風デザートです。

素材のおいしさそのままミキサーにかけた、なめらかな果物の
ペーストです。開封後そのままお召し上がりいただけます。
そのままでも、デザートのトッピングにも︕使い方いろいろ。

在宅価︓各 112 円

在宅価︓各 150 円

価格改定のお知らせ
価格改定のお知らせ

終売品（※在庫なくなり次第販売終了）
※在庫なくなり次第販売終了）

※2019 年 10 月 1 日より
（キユーピー） 9 月下旬～

在宅価︓600
600 円
3 ⾷分

カゴメ

在宅価︓516
516 円

■ホリカフーズ 栄養⽀援茶碗蒸し まつたけ風味 75g

在宅価︓各 516 円

中鎖脂肪酸を

250g

■フードケア ふっくらおはぎ 200g×
200g×20
お彼岸・祭事にうれしいおいしさ。
コシヒカリ 100％＋あんこのおかゆタイプ。
丸く形を整えておはぎ風に◎
在宅価︓3333 円

在宅価︓各 667 円

在宅価︓1008
1008 円

販売再開！

食事量が減って

在宅価 200g 1800 円
400g
3090 円
900g
5900 円
900g
6g×30
6g 30 1500 円

■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
なめらかなこしあんをお餅風の外皮で包んだ大福です。
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。

素材の風味を活かし、色や形、香り、栄養成分に配慮した、
やわらかくなめらかで、飲み込みやすい介護食です。
塩焼き、蒲焼き、フライなどに…。

食事のたんぱく質量

6g×30

■ヤヨイ【冷凍】ミニおはぎ
【冷凍】ミニおはぎ 40 40g×
40g×10
（つぶあん・こしあん・ごま・きなこ 全４種）
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。

■キッセイ やわらかあいディッシュ さんま 【冷凍】 32g×5

昨年より休売していた、もみじまんじゅうの
販売が再開になりました︕
秋のおやつにいかがですか。常温・個包装

このような方に

1 回使いきりサイズで計量不要︕
１包（6g）で 54kcalUP︕

■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。

もみじまんじゅう こしあん/クリーム 32g×8

ＭＣＴ（中鎖脂肪酸油）は一般的な食物油と比べて消化吸収がよく、
速やかに分解・エネルギーなることが知られています。

●MCT(中鎖脂肪酸油)100％
●炒め物、炒め煮などに使うときは、仕上げに
かけたり、和えたりしてご使用下さい

■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
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。
在宅価︓750
750 円

（ヘルシーフード）
・エナチャージ全種 100g / 500g
・リフラノン 25g×30
・リフラノンパウダーＰＧ 800g
・ミキサー&ソフト 1kg

とろける野菜と果実 各 80g×30

（デザートに/ピーチ／グレープ/マンゴー/トマト&アップル）

（ピーチ／ぶどう/りんご）

ドリンクが飲みにくい⽅には・・・ゼリー︕
野菜＋果実 100％で飲みやすい︕
食物繊維、カルシウム入り
在宅価︓各 2222 円
■常温保存できる
■牛乳の代わりに
■朝食・おやつに

野菜＋果実のとろけるゼリー飲料。
ビタミンＣを強化。水分補給にも︕
在宅価︓各 3300 円

（キッセイ薬品）
・げんたそば 300g
（イーエヌ大塚）
・あいーと 全種類

詳細は同封の別紙を
ご確認下さい

・ノンオイルドレッシング（3 種）
・カルシウムタマゴボーロ（3 種）

香味和風 / シーザーサラダ用 / おろし玉ねぎ
きなこ / 抹茶 / ごま

（ホリカフーズ）9
（ホリカフーズ）9 月末～10
月末～10 月末
コーンスープ / 里芋の煮ころがし
（イーエヌ大塚）10
（イーエヌ大塚）10 月～
・あいーと（8 種） 鶏とじゃがいものバター醤油 / 野菜のおひたし / 食パン
鮭と白菜のクリーム煮/海老芋の柚香蒸し / とん汁
五目ひじき/豚肉の葱塩焼きポン酢風味

・ピーエルシー（2 種）

リニューアル

（イーエヌ大塚）10
（イーエヌ大塚）10 月以降現行品無くなり次第変更
・あいーと たっぷり野菜のビーフカレー 102g ※価格も変更になります。

配送料・手数料改定のお知らせ（10 月 1 日より）
〈ご注文・お問い合わせは…〉
在宅価︓
1200 円

■天然由来成分のみでできた口腔ケアジェル
こちらの商品は軽減税率対象外です。

在宅価︓
1034 円

平素より株式会社ユースをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、当社が利用している運送会社からの配送料値上要請に伴い、お客様には大変⼼苦しい
お願いとなりますが、配送料・⼿数料の改定をさせていただくこととなりました。
つきましては、誠に勝⼿ながら令和元年１０⽉１⽇（⽕）ご注⽂分より変更させていただきます。
何卒、配送料・⼿数料の値上げに関しご理解いただき、今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い
申し上げます。
詳細は同封の別紙を
ご確認下さい

株式会社ユース
福岡市東区箱崎ふ頭 3 丁目 4-46
平日 9：00～
00～17：
17：00
(休業日：土・日・祝日)
休業日：土・日・祝日)
TEL 092092-641641-3153
FAX 01200120-602602-802

