
TEL0120-92-1480  

FAX0120-92-1478 

http://www.acty-magokoro.jp 
営業時間 平日9：00～17：30 

冷凍個包装なの

で食べたい時

に。温めてさら

においしく。 
メーカー：(株)タカ

キヘルスケアフーズ 

新商品 たんぱく質調整ピザパン 

お召し上がり方 
・電子レンジ(500W)…凍ったまま袋を開けず1枚当たり20~30

秒 

・オーブントースター(1000W)…室温で1~2時間解凍し、あらか

じめ予熱しておいたオーブントースターで1枚当たり約1分 

商品番号1180018 規格約65g×5枚/袋 価格783円

(税込) 

新商品 ラクーナ飲むゼリー３S  

白ぶどう風味・もも風味 

飲み込む力が弱い

方に。物性の変化

が少ないゼリーで

す。体液に近い電

解質組成。口腔ケ

アに配慮したノン

カロリー設計で

す。 
メーカー：バランス

(株) 

ラクーナ飲むゼリー３

S 

規格…１５０g×30本

入り/各１ケース 

価格…2,819円(税込) 

商品番号 

白ぶどう風味… 

1880132 

もも風味… 

1880134 

 

 

新発売＆リニューアル アクアソリタシリーズ 

新発売!! 
アクアケアゼリーと切り

替えとなります。 

味の素の水分補給「アクアソリタ」シリーズがリ

ニューアルいたしました。 

①アクアソリタドリンクタイプに500mlボトルが新

登場 

②従来品「アクアケアゼリー」が「アクアソリタゼ

リー」に名称変更。(従来品が無くなり次第切り替

え) 

③粉末タイプと125mlカート缶はパッケージ変更 

アクアソリタは体内水分量が不足しがちな高齢者・

お子様の水分・電解質補給を、おいしく状にサポー

トできる経口補水製品です。 

これからの時期に活躍する商品です。 

アクアソリタ 
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 マグネ 

リン  塩素 
食塩 

当たり ルギー く質 繊維 ウム ウム ウム シウム 相当量 

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

500mlボトル 500ml 35 490 0 0 9  - 400 390 50 18 75 585 1.0 

ゼリー 130ｇ 19 124 0 0 - 103 100 13 4.7 20 - 0.26 5.2  

商品番号 商品名 規格/販売単位 価格(税込) 

0180074 アクアソリタ500ml 500ml×24本/ケース 4,830円 

0180066 アクアソリタゼリー りんご風味 130g×6本入/箱 756円 

0180070 アクアソリタゼリー ゆず風味 130g×6本入/箱 756円 

粉末と125mlカート缶は

パッケージ変更。 

http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2786
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2786
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2787
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2788
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2789
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2789


重要 越後のパンシリーズ 

価格改定のお知らせ(7月1日ご注文分より) 

皆様にご愛顧いただいておりますバイオテックジャパンの

「越後のパン」シリーズですが、メーカーより原料価格及

び包装資材の高騰に伴う仕入れ価格値上げの通知を受けて

おります。そのため大変心苦しいのですが、右記の通り各

商品の価格を改定させていただきます。適用は7月1日ご

注文分よりといたします。 

 いつもご愛顧いただいております皆様にはご迷惑をおか

けいたしますこと申し訳ございません。何卒諸事情をご賢

察賜りますようお願い申し上げます。 

商品番号 商品名 改定前(税込) 改定後(税込) 

1870050 越後の食パン 3,847円 3,910円 

1870052  越後の丸パン 2,428円 2,462円 

1870022 越後のバーガーパン 3,629円 3,694円 

1870010 越後のラスク メープルシュガー 1,457円 1,484円 

1870012 越後のラスク ガーリック 1,457円 1,484円 

1870030 越後のラスク アソート 2,915円 2,968円 

1870056 米パン粉 1,285円 1,312円 

アプロテンシリーズのリニューアルのお知らせ。 

新商品 粉飴ゼリー たんぱく質を制限されている方、高

齢者の方、咀嚼嚥下が困難な方向け

のエネルギー補給食品です。なめら

かで口どけがよく、すっきりした甘

さが特徴です。 

商品番号 

りんご味…0200252 

オレンジ味…0200254 

もも味…0200256 

うめ味…0200258 

1個82g/各130円(税込) 
メーカー：(株)H+Bライフサイエンス 

栄養成分 
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 

粉飴ゼリー 82 160 39 0 0 37.8 5 - 2～6 0～3 - 0～1 - 0.02 

アプロテン 規格(変更後) 商品番号 

スパゲティタイプ 490g 1790020 

マカロニタイプ 490g 1790024 

中華めんタイプ 245g 1790022 

栄養成分 

単位 エネ 
水分  

たんぱ 
脂質  

炭水 
灰分  

ナトリ カリ カルシ 
リン  

食塩 

当たり ルギー く質 化物 ウム ウム ウム 相当量 

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

アプロテンスパゲティタイプ 100 359 11.1 0.2 0.8 87.8 0.1 20 13 - 14 0.0 

アプロテンマカロニタイプ 100 364 9.8 0.4 0.8 88.8 0.2 19 13 - 24 0.0 

アプロテン中華めんタイプ 100 361 10.4 0.3 0.7 88.4 0.2 20 14 - 13 0.0 

イセエビのトマトクリーム 100 144 77.5 1.9 11.9 7.2 1.5 520 150 - 9 1.3 

イベリコ豚のミートソース 100 167 72.2 2.3 12.6 11.1 1.8 540 310 - 16 1.4 

きのこのチーズクリームポルチーニ仕立て 100 200 71.1 1.4 17.9 8.3 1.3 470 110 - 12 1.2 

アンチョビと黒オリーブのトマトソース 100 147 75.5 1.8 11.0 10.1 1.6 490 290 - 16 1.2 

 皆様にご愛顧いただいておりますたんぱく調整

食品「アプロテン」シリーズですが、6月より販

売元がハインツ日本(株)に変わります。それに伴

い、商品の規格と栄養成分表示が変更になりま

す。(表示だけが変わるので原材料等に変更はあ

りません)従来品が無くなり次第の切り替えとな

りますことご了承ください。と同時に、ハインツ

日本(株)のたんぱく質調整パスタソース「大人向

けのパスタソース」の取り扱いを始めます。 

大人向けのパスタソース 規格100g/各1袋 価格238円(税込) 

イセエビのトマトク

リーム 

イベリコ豚のミート

ソース 

きのこのチーズクリー

ム ポルチーニ仕立て 

アンチョビと黒オリー

ブのトマトソース 

・選び抜かれた素材とこだわりのソー

スで贅沢な気分が味わえるソースで

す。厳選素材で味にこだわったプレミ

アムなパスタソースを低たんぱくで作

りました。 

・たんぱく質と塩分は抑え、エネル

ギーをとれるよう設計しました。たん

ぱく質2.0g前後、食塩相当量1.3g前

後、エネルギー140～200kcal 
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