
明治トロメイククリア 明治トロメイクコンパクト 

溶けやすくダマになり

にくいので簡単にとろ

みが付けられます。付

着性が低く、べたつき

ません。スルッとした

なめらかな食感に仕上

がります。お茶用トロメ

イクの在庫が無くなり次第切り替え。お茶用トロメイクと同一原

材料・栄養成分です。 

商品番号 規格/販売単位 価格(税込) 
明治トロメイ

ククリア 

2420550 2.5ｇ×40包入/箱 1,080円 スティック40 

2420552 400g/袋 1,836円 400g 

2420554 2kg/袋 6,750円 2kg 

商品番号 規格/販売単位 価格(税込) 
明治トロメイク

コンパクト 

2420544 200g/袋 1,728円 200g 

2420546 1kg/袋 6,912円 1kg 

2420548 2kg/袋 11,556円 2kg 

トロメイクSPと比較し

て使用量の1/2で同等

のトロミがつきます。

さっと溶けてダマにな

りにくく、クリアなと

ろみで食品本来の

「味・色・香り」を損

ないません。冷たくても温かくても、様々な食品にトロミ

がつきます 

ディムス 200ml紙パック 

食事療法の基本である良好な栄養バランスを

ベースに、特に摂取が望まれる食物繊維、

EPA・DHA、ビ

タミンに配慮した

流動食です。すっ

きりとしたプレー

ンタイプで飽きの

こない味。ディム

スカート缶の販売終了を伴うリニューアル。アセプバッグ

のパッケージも変更です。 

ディムス 商品番号 規格/販売単位 価格(税込) 

200ml紙パッ

ク 
0710478 

200ml×30本入/

ケース 
6,480円 

ワンステップミールシリーズ 

ワンステップミールい

ちご風味・ミルク風

味・黒みつ風味ゼリー

は1個135gで

300kcalのコンパクト

サイズ栄養調整ゼリー

です。1個でたんぱく

質8.4g、亜鉛4.2mgを摂取できます。 

ワンステップミールごはんにあうソース 明

太風味はご好評いただいているごはんにあう

ソースたまご風味・うに風味の姉妹品です。

1袋10gで60kcalできるハイカロリー調味

料です。 

ワンステップミール 商品番号 規格/販売単位 価格(税込) 

いちご風味ゼリー 1060866 5,184円 

135g×24個/

各1ケース  
ミルク風味ゼリー 1060868 5,184円 

黒みつ風味ゼリー 1060870 5,184円 

ごはんにあうソー

ス 明太風味 
1060872 

10g×40個

入/袋 
759円 

クリアガー5A 

便利で簡単、おいしいデザートづくり

に。なめらかな食感、透明性に優れた

ゼリーが作れます。軽く沸騰させるだ

けで簡単に溶かせます。無味・無臭

で、お好みの味付けが楽しめます。常

温で固まりますので、室温で型崩れし

ません。レシピ集付き。 

 商品番号 規格/販売単位 価格(税込) 

クリアガー5A 2950712 
500g(250g×2

袋)/箱 
1,944円 

今月は商品の改廃が多く、それぞれの栄養成分

を掲載することができませんでした。商品の栄

養成分については弊社通販サイトトップおすす

め商品に掲載いたしますのでそちらでご確認い

ただくが、お問い合わせいただければパンフ

レットをお送りいたします。 

TEL 0120-92-1480  

FAX 0120-92-1478 

Web http://www.acty-magokoro.jp 

営業時間 平日9：00～17：30 

http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2898
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2898
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2899
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2899
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2900
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2900
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2895
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2895
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2896
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2896
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2897
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2897
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2889
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2889
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2889
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2902
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2902
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2903
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2903
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2904
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2904
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2905
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2905
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2905
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2891
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=2891


販売終了商品のご案内 

商品番号 商品名 目安 商品番号 商品名 目安 

1870076 越後1/25米粒常温保存タイプ 9月中旬。大変好評をい

ただいておりますが、製

造元の都合により販売終

了となります。またおにぎ

りシリーズはお取り寄せ

となっており、ご注文後

キャンセルさせていただく

場合がございます。何卒

ご了承ください。 

1060686 ハイカロクッキー バター味 9月中旬 

1870048 越後の焼きおにぎり 0551288 
やさしい献立おかゆ用の具 おかゆ

にかける和風カレー 

メーカー在庫限り順次

販売終了。   

1870074 越後の白飯おにぎり 0551290 
やさしい献立おかゆ用の具 おかゆ

にかける玉子丼の具 

1870024 越後の丸餅 0551292 
やさしい献立おかゆ用の具 おかゆ

に混ぜる五目ちらしの素 

1850166 
たんぱく質0.35g ふんわり蒸し

パン バニラ風味 
販売終了 0551294 

やさしい献立おかゆ用の具 おかゆ

に混ぜる鮭わかめ 

1850168 
たんぱく質0.35g ふんわり蒸し

パン いちご風味 
9月初旬 9270232 

ニプロ加圧バッグ（代替品あり6984

円)お問い合わせください 
販売終了 

品 名 
料理品

目数 

エネルギー 

（kcal） 

水分 

（g） 

たんぱく質 

（g） 

脂質 

（g） 

炭水化物 

（g） 

灰分 

（g） 

ナトリウム 

（mg） 

カリウム 

（mg） 

リン 

（mg） 

食塩相当量 

（g） 

和洋段 12 252 143.2 14.2 7.9 31.1 3.6 824 319 242 2.1 

和中段 11 365 156.2 8.3 12.4 55.1 3.1 836 434 125 2.1 

2段合計 23 617 299.4 22.5 20.3 86.2 6.7 1660 753 367 4.2 

昨年も大変ご好評いただいたたんぱく質・塩分調整のおせちセットを今年も取

り扱います。定番の“和風料理”を中心に、各段1ポケットずつに、洋風又は中

華風の料理を詰めた飽きのこない、楽しいおせちが出来上がりました！ 気が早

すぎるかと思いますが、今年のご注文締め切りは10月23日までとなります。

受注発注となりますのでお早めにご注文下さい。(冷凍品) 

≪寸法（縦×横×高さcm）≫ 

1段：約16.5×16.5×5 

1セット（蓋含む）：約16.5×16.5×11.5 

※風呂敷は藤色以外の場合もあります。 

商品番号 規格/販売単位 価格(税込) 

2010138 2段1セット 10,500円 

解凍方法…必要な（1回のお食事で召し上が

る）御重段のみ、ラップをかけて冷蔵庫

（10℃以下）へ移し、約24時間解凍してお

召し上がりください。※解凍後はお早めに

お召し上がりください。また、御重段毎に1

段ずつの解凍をお願いいたします。 


