
 

        

     

    

    

    

                                                                                                                                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

        

        

        

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2019 

芳醇な香りがたのしめる 

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレートは 

バレンタインデーに♥ 

 

１包あたり 
エネルギー 20Kcal 
たんぱく質 0.57ｇ 
脂質 0.05ｇ 
炭水化物 6.5ｇ 
ナトリウム 3〜７㎎ 

◆材料◆ 

ジャネフ ごはんにあうソースうに風味 10g    

スノーマン たまごやきあまくち 50g 

ごはん   330g 

すし酢   30g 

きゅうり   50g 

焼きのり   6g 

◆作り方◆ 

①ごはんにすし酢を混ぜてすし飯を作る。 

②卵は細⻑く厚焼きにして適当な太さに切る。 

③きゅうりは縦に４等分しておく。 

④まき簾に海苔を置き、ごはんを敷き、きゅうりと厚焼き卵をのせて巻く 

⑤８等分目安に⾷べやすい⼤きさに切って皿に並べ、ジャネフごはんにあうソースうに風味をのせる。 

ごはんにあうソース 

たまご風味・うに風味・明太風味 

10g×40 

ごはんにあうソースで食欲アップ！ 

・10g 当たりエネルギー60kcal 
・10g 当たり⾷塩相当量 0.3〜0.4g 

・給⾷には提供されにくい生ものの風味で、  
 ⾷べたいけど⾷べられないを解消︕ 

 
◆ワンポイント◆ごはんにあうソースうに風味は水分が 
付くと白っぽくなるので、⾷べる直前に乗せるのがオススメ。 

うにうにうにうに風味海苔巻風味海苔巻風味海苔巻風味海苔巻きききき 

 

カセイ食品 ミニたいやき・栗かすてら饅頭 各 32g×8 

待望の・・・ 
販売再開 

昨年より休売していた、ミニたいやきと 

栗かすてら饅頭の販売が再開しました︕ 

常温・個包装    

おやつにいかがですか。 

低たんぱく、高カロリーデザート    

76767676ｇｇｇｇ////１カップ１カップ１カップ１カップ    

    

 

しっかりエネルギー補給をしたい方に、 
少量でおいしく⾼カロリーを補給できます。 

≪使用した商品≫ 

◆作り方◆ 
①お湯を火にかけ、沸騰したら火をとめる。 
②①にボールを浮かべ材料を全て⼊れ、混ぜ合わせる。 
③きれいに混ざったら型に流し込み冷蔵庫で冷やす。 
④冷めたらお好みで粉糖を振りかける。 

◆材料◆（1 人分） 

・ジャネフ ワンステップミール  

       パンナコッタゼリー 60g 

・ビターチョコレート        10g 

バランス やさしく・おいしくチョコっとプリン 150g 

粉末タイプのチョコプリンの素で、 
ポットのお湯（90 度以上）と冷たい牛乳を 
混ぜ合わせるだけで手軽に作ることができます。 
1 袋で約 10 ⾷分。 カルシウム、⾷物繊維、鉄を配合。 
 

ジャネフワンステップミール パンナコッタゼリー535g（常温） 
濃厚なミルク風味のおいしさと、栄養強化を両⽴しました。 
100g あたり 

・エネルギー200kcal・たんぱく質 5.6g・亜鉛 2.8 ㎎ 

芳醇な香りがたのしめる 
チョコレートは 

バレンタインデーに♥ 

Chocolate pudding    

名糖 おいしく健康応援チョコレート 各 50g50g50g50g  

砂糖不使⽤。糖質の吸収がおだやかな低ＧＩの糖質を使⽤。 

1 粒あたり 12kcal で⾷物繊維⼊り。 

47ｇ→50ｇ⼊にリニューアル︕パッケージも変更になりました。 

ミルク／いちごの２種類 

■砂糖を控えている方 

■ダイエット中の方 

■⾷物繊維を摂りたい方 

ホリカフーズ 栄養支援スープ 各 200ml×30 

とうもろこしのスープ・かぼちゃのスープ・まめのスープ 

にんじんスープ・たまねぎのスープ・じゃがいものスープ 

順次切替。味により変更時期が異なります。ご了承下さい。 

 価格改定のお知らせ価格改定のお知らせ価格改定のお知らせ価格改定のお知らせ（（（（2020202020202020 年年年年 1111 月～）月～）月～）月～） 

（ヘルシーフード）（ヘルシーフード）（ヘルシーフード）（ヘルシーフード） 

・やわらかサブレミルク 18g×10 

・やわらかサブレココア 18g×10 

・やわらかサブレいちご 18g×10 

・たまごせんべい鉄入り 5ｇ×20 

・ヘム鉄入りプルーンゼリー5ｇ×25 

・ヘム鉄入りグレープゼリー5ｇ×25 

・ヘム鉄入り水ようかん 65g 

・ヘム鉄入り黒蜜ゼリー 60g 

 

ご利⽤中のお客様には 
⼤変ご迷惑をおかけします。 

ご確認の程 
宜しくお願い致します。 

 

****７７７７cmcmcmcm××××36cm36cm36cm36cm    

味の素冷凍    フリーカットいちごのムースケーキ【冷凍】フリーカットいちごのムースケーキ【冷凍】フリーカットいちごのムースケーキ【冷凍】フリーカットいちごのムースケーキ【冷凍】    455g455g455g455g 

3ｇ×30 包/袋    500ｇ（フタ付） 

酵素入りゲル化材 

●冷凍保存可能で 

使いやすい 

●解凍は 

電子レンジ 

でも OK 

  

クリスマスに 

まだ間に合う︕ 

200ml で 200kcal。キシロオリゴ糖配合。 

⽢い流動⾷が苦手な方、寒い冬にはあたたかく栄養補給できます 

“粒なし”“果⾁なし”のムースタイプのフリーカットケーキです。 
“そのまま提供できる”華やかな⾒た目なので、手間をかけずに 
⾏事・イベントのおやつにおすすめの⼀品です。 
カルシウム 50mg 配合（1/12 カットあたり） 

料理に混ぜる栄養パウダー 

コラーゲンペプチドコラーゲンペプチドコラーゲンペプチドコラーゲンペプチド 100%100%100%100%使用使用使用使用    

熱変性なし熱変性なし熱変性なし熱変性なし    

ニュートリーコンク 2.5 

11ｇ×30 
個人価 1,680 円        

700g 個人価 3,740 円  

    

500ｇ 個人価 2,200 円  
    

5.5ｇ×10 個人価 1,000 円  

    

1kg 
個人価 2,670 円        

大さじ１杯（約 5.5g）で 

エネルギー25kcal 

たんぱく質 1.1g 栄養強化 

【栄養成分表示（100g あたり）】  

エネルギー：500Kcal たんぱく質：70.9g 脂質：23.9g 

炭水化物：0.2g ナトリウム：110mg リン：57mg 

カリウム：5g 食塩相当量：0.3g              

たんぱくパワー粉末 

1 本 500kcal（200ｍL）の少量×⾼栄養 

ビタミン・ミネラルもしっかり補給 

濃厚キャラメル味 

 ニュートリーコンク 2.5 

200ml  個人価 248 円 

フードケア エプリッチゼリー 

 
●十分に⾷事が摂れない方 

●ゼリー状のものが⾷べやすい方 

●デザートとして栄養補給したい（⽢いタイプ） 
●お⾷事で栄養補給したい（とうふ風味） 
 

このような方におすすめ 常温保存可 学会分類 2013 
コード 1ｊ とうふ風味 207g 

・たんぱく 13.9g 

・BCAA2400mg 

・ＭＣＴオイル配合 

甘くないタイプ（１種類） 

 

甘いタイプ（１２種類）220g/本 
・りんご風味 

・みかん風味 

・ぶどう風味 

・きな粉風味 

・プリン風味 

・あずき風味 

・プレーン 

・いちご風味 

・コーヒー風味 

・メロン風味 

・バナナ風味 

・栗ようかん風味 

 休売・終売品のお知らせ休売・終売品のお知らせ休売・終売品のお知らせ休売・終売品のお知らせ 

■休売■■休売■■休売■■休売■（キッセイ薬品工業）（キッセイ薬品工業）（キッセイ薬品工業）（キッセイ薬品工業） 

・マクトンビスキー（全５種類） 

 台風 19 号による工場被災により、 

再開の時期は未定です。 

   →代替品（しあわせ家族Ｐ18） 

    ニューマクトンクッキー 

     

■終売■■終売■■終売■■終売■（木徳神糧）（木徳神糧）（木徳神糧）（木徳神糧） 

・たんぱく調整純米せんべい（カレー味） 

 ※2020 年 1 月中旬以降 

（在庫無くなり次第）終了 

マービー甘納豆（分包）9ｇ×30 包 

今度の節分に、 

和菓子の甘納豆は 

いかがでしょう！ 

詳細は別紙 

（商品価格改
定のおしらせ）を
ご確認宜しくお
願い致します。 

鶏だし風味/味噌風味  
在宅価 各種 5,000 円 

（１パック 100ml 当り） 
エネルギー200kcal、⾷物繊維 2.0g、 
⼤豆たんぱく 5.0g。 
常温でもおいしく飲める⽢くない⼤豆スープです。 
牛乳を使⽤していないので牛乳が苦手な方でも 
飲みやすいです。 

大豆ベース飲みきりサイズの大豆ベース飲みきりサイズの大豆ベース飲みきりサイズの大豆ベース飲みきりサイズの    

1ml1ml1ml1ml＝＝＝＝2kcal2kcal2kcal2kcal のののの高カロリー高カロリー高カロリー高カロリースープスープスープスープ    

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ール便代を頂戴いたします。 

〈ご注文・お問い合わせは〉〈ご注文・お問い合わせは〉〈ご注文・お問い合わせは〉〈ご注文・お問い合わせは〉    

株式会社ユース株式会社ユース株式会社ユース株式会社ユース    

福岡市東区箱崎ふ頭福岡市東区箱崎ふ頭福岡市東区箱崎ふ頭福岡市東区箱崎ふ頭 3333 丁目丁目丁目丁目 4444----46464646    

平日平日平日平日    9999：：：：00000000～～～～17:0017:0017:0017:00    

（休業日：土・日・祝日）（休業日：土・日・祝日）（休業日：土・日・祝日）（休業日：土・日・祝日）    

TELTELTELTEL    092092092092----641641641641----3153315331533153    

FAXFAXFAXFAX    0120012001200120----602602602602----802802802802    

    

 

新鮮ないわしをさっぱりとした梅風味で 

味付けし、食べやすいようになめらかな 

クリーム状にミキシングしました。 

ホリカフーズホリカフーズホリカフーズホリカフーズ    

おいしくミキサーいわしのおいしくミキサーいわしのおいしくミキサーいわしのおいしくミキサーいわしの梅煮梅煮梅煮梅煮    

50g 在宅価 159 円 

キッセイキッセイキッセイキッセイ薬品薬品薬品薬品    

やわらかカップいわしやわらかカップいわしやわらかカップいわしやわらかカップいわし            

素材を活かしたまろやかな味わい。 

ミキサー食・キザミ食の代わりとして。 

噛みやすく、飲み込みやすいテリーヌ風。 

80g×6 在宅価 960 円 

「節分いわし」は鰯を焼くと出る激しい煙と臭いで邪気を追い払い、そして柊の針で⻤の眼を刺すという魔よけの意味があります。 
鰯にはＤＨＡやカルシウムなどの栄養が豊富なので、その鰯を節分に⾷べることで健康や無病を願うという意味合いもあるようです。 

個人価 各種 516516516516 円 

個人価 各種 4,8004,8004,8004,800 円 

個人価 1,4561,4561,4561,456 円 

個人価 各 167167167167 円 

個人価 165165165165 円 

個人価 1380138013801380 円 

個人価 各 750 円 

個人価 各 117117117117 円 

個人価 各 280280280280 円 

個人価 352352352352 円 

個人価 592592592592 円 

個人価 1,4001,4001,4001,400 円 5,9055,9055,9055,905 円 

「栄養⽀援セルティ」の製品名とパッケージが変更になります。 


