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介護食 やわらかあいディッシュの取り扱い始めました。(冷凍品) 

やわらかあいディッシュ 
1パック エネ 

水分  
たんぱ 

脂質  糖質  
食物 

灰分  
ナトリ カリ カルシ 

リン  鉄  
食塩 

当たり ルギー く質 繊維 ウム ウム ウム 相当量 

g kcal g g g g g g mg mg mg mg mg g 

さけ 42 77 29.0 5.0 5.4 2.1 0 - 112 111 8 61 - 0.28 

たら 42 99 27.5 3.7 8.7 1.6 0 - 104 114 5 36 - 0.35 

あかうお 42 83 30.8 4.4 6.7 1.2 0.3 - 136 120 8 35 - 0.32 

あじ 42 83 28.2 5.4 6.0 1.8 0 - 125 101 9 58 - 0.32 

さんま 32 67 21.4 4.0 5.2 0.9 0 - 107 70 11 40 - 0.27 

ほたて 36 55 25.7 4.8 3.2 1.9 0 - 97 78 6 70 - 0.25 

かれい 48 79 35.1 4.1 6.1 1.7 0.3 - 161 140 7 40 - 0.41 

さば 48 104 31.4 5.6 8.1 2.2 0 - 131 154 8 69 - 0.33 

規格 42g×5個/袋 

商品番号 0521004 

価格 918円 

規格 42g×5個/袋 

商品番号 0521006 

価格 918円 

規格 42g×5個/袋 

商品番号 0521008 

価格 918円 

規格 42g×5個/袋 

商品番号 0521010 

価格 918円 

規格 32g×5個/袋 

商品番号 0521012 

価格 918円 

規格 18g×2個×5/袋 

商品番号 0521016 

価格 961円 

規格 48g×5個/袋 

商品番号 0521018 

価格 961円 

規格 48g×5個/袋 

商品番号 0521014 

価格 918円 

素材そのものの風味を生かし、色や形、香り、栄養成分にも配慮した“やわらか

くなめらかで飲み込みやすい介護食”です。温めるだけで手軽に召し上がること

ができ、召し上がる方はもちろん作る方にも優しい食品です。 

冷凍状態のまま開封せず沸騰したお湯(中火)で約15分温めてください。 

http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2703
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2704
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2705
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2706
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2707
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2709
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2710
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2708


商品番号：1800584 60ｇ×3個入り/袋(冷凍品) 

ひき肉の一部を「低たんぱくミート」に置き換えた冷凍低たんぱくハンバー

グなので、たんぱく質摂取調整の必要な方が、たんぱく質や塩分に配慮しな

がら、ボリュームのあるおかずを食べることができます。 

この新発売を記念し60ｇ×3個入りが通常392円(税込)のところ、お試し価

格330円(税込)で販売いたします。お試し価格は5月30

日17：30までのご注文に適用です。ぜひこの機会にお

試しください。 

写真は調理例 

商品名 
1個 エネ 

水分  
たんぱ 

脂質  糖質  
食物 

灰分  
ナトリ カリ カルシ 

リン  鉄  
食塩 

当たり ルギー く質 繊維 ウム ウム ウム 相当量 

g kcal g g g g g g mg mg mg mg mg g 

低たんぱくハンバーグ 60 91 - 2.8 3.0 11.6 3.2 - 160 72 - 3 - 0.41 

消費税増税に伴う価格変更のお知らせ 
当部門は消費税増税に伴い、増税分を商品価格に転嫁し販売させていただきます。また4月1日以降の価格表示に関しては現行通り税込

価格表示となります。 

いつもご愛顧いただいております皆様においては大変心苦しい措置となり,多大なるご不便とご迷惑をおかけいたしますこと心よりお詫

び申し上げます。誠に申し訳ございません。皆様のご理解とご了承賜りますよう切にお願い申し上げます。 

送料について：消費税分転嫁し、540円となります。代引き手数料・送料無料の条件は添え置きます。 

ポイント計算を変更します。 

従来は商品単価100円につき、1ポイントを付与しておりましたがこの計算方法を変更しました。 

● 会員様にはお買い上げ金額の1％を付与します。[(商品小計ーポイント値引き)×1％] 

● 1ポイント＝1円として次回のご注文からご利用いただけます。ご利用になる際は必ずお申し付けください。 

● 利用ポイントは商品小計より値引きします。商品小計以上、残高ポイント以上の利用はできません。 

● ポイントの有効期限は最終購入日より180日です。これを超えますと所持ポイントは消滅しご利用できません。 

残高ポイント・発生ポイントそして利用したポイントは納品書に記載されています。ご確認ください。 

皆様にご愛顧いただいております以下の商品ですが、メーカー在庫をもちまして順次販売を終了させていただきます。 

商品番号1060770 ジャネフ甘さ控えめフルーツみつ豆 (代替品なし) 

商品番号1060772 ジャネフ甘さ控えめみかん (代替品なし) 

商品番号1060240 ジャネフ低カロリー水ようかん (以下の2品にリニューアル) 

キユーピー低カロリー商品販売終了と代替品について 

ジャネフ水ようかん・・・砂糖不使用。エネルギーを1

カップあたり35kcal以下の調整しました。さっぱりと

した甘さであずきの風味を生かしました。 

1個：58g 価格：各140円 

現行品が無くなり次第切り替えます(5月下旬ごろ) 

ジャネフ水ようかん 

1個 エネ 
水分  

たんぱ 
脂質  

炭水 
灰分  

ナトリ カリ カルシ 
リン  鉄  

食塩 

当たり ルギー く質 ウム ウム ウム 相当量 化物 

g kcal g g g g g mg mg mg mg mg g 

あずき味 58 35 - 0.5 0.1 13.2 - 15 - - - - 0.04 

抹茶味 58 32 - 0.4 0 13.8 - 12 - - - - 0.03 

低たんぱくミート(肉様食品)使用 

今月もやります！ 

明治メイバランスソフトゼリー詰め合わせセット発売開始 
さっぱり食べやすいメイバランスソフトゼリーに5種類の味の詰め合わ

せができました。(バランス栄養食品) 

商品名：明治メイバランスソフトゼリー バラエティボックス 

商品番号：2420540 規格：5種類×6本入り/ケース 

価格：4,860円 

http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2674
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2722

