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FAX 0120-92-1478  

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

E-mail magokoro@odashima-acty.co.jp 

営業時間 平日9：00～17：30 

大塚食品(株)のカロリー調整食「マイサイズ」シリーズの

リニューアルをご案内します。 

販売終了となる商品は右記の通りです。このうちマンナン

ごはんは規格・価格変更商品にリニューアルいたします。 

また新商品としてマンナンごはん含めて7品アイテム追加い

たします。 

マイサイズシリーズ リニューアル 

商品番号 商品名 

販売終

了商品  

0300040 マイサイズ マンナンごはん 

0300058 マイサイズ ナポリタン 

0300062 マイサイズ トマトクリームリゾットの素 

規格/販売単位：各1個 

マイサイズ 商品番号 

バターチキンカレー 0300066 

たらこクリーム 新商品 

蟹と卵のカレー 0300072 

蟹のあんかけ丼 0300074 

スンドゥブチゲ 0300076 

チーズクリーム 0300078 

価格 各130円 

マイサイズ 

1食 エネ 
水分   

たん 
脂質   糖質   

食物 
灰分   

ナト カリ カル 
リン   鉄   

食塩 

当たり ルギー ぱく質 繊維 リウム ウム シウム 相当量 

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

マンナンごはん 140 150 - 1.5 0.3 33.3 3.9 - 0～23 - - - - 0～0.1 

バターチキンカレー 120 98 - 4.3 4.2 10.3 0.7 - 767 - - - - 1.9 

たらこクリーム 120 97 - 2.5 6.1 7.8 0.2 - 697 - - - - 1.8 

蟹と卵のカレー 120 97 - 2.5 5.9 8.2 0.7 - 690 - - - - 1.8 

蟹のあんかけ丼 150 96 - 3.3 5.4 8.4 0.5 - 771 - - - - 2.0 

スンドゥブチゲ 130 97 - 1.7 5.9 9.1 0.5 - 671 - - - - 1.7 

チーズクリーム 120 96 - 2.2 5.8 7.8 0.5 - 826 - - - - 2.1 

パックごはんにリ

ニューアル。マンナ

ンヒカリと富山県産

コシヒカリを使用し

ました。1パック

150kcal。 

規格/販売単位: 140g/1個 

商品番号 0300070 

価格 175円 

マイサイズ マンナンごはん マイサイズ バターチキンカレー 

トマトの酸味とバ

ターのコクにスパイ

スをきかせたマイル

ドなカレー。  

マイサイズ たらこクリーム 

バターが香るク

リームソースに辛

子めんたいこを加

えたピリッと辛い

パスタソース。  

9月の連休中の営業について 

 誠に勝手ながら、9月19日から9月23日まで休業いたします。 

  連休前の最終発送は9月18日午前中受付分までとなります。そ

れ以降のご注文、休業期間中のご注文は最短9月24日発送になり

ます。 

 またご注文いただきました商品によっては連休前にお届けできか

ねる場合がございます。その際には在庫のある商品から発送させて

いただきますが、欠品の際はメーカーも休業となりますため、休み

明けの入荷・発送となります。流動食・ごはん等はお早めにご注文

いただきますようお願いいたします。 

お客様皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますこと誠に申し訳

ございません。上記の件ご理解とご了承賜りますよう何卒よろしく

お願い申し上げます。 

http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3167
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3168
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3169
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3170
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3171
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3159
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3167


旭化成ファーマ(株)製品取扱い終了のご連絡 

 弊社取扱の旭化成ファーマ(株)の商品(商品番号003から始まる

商品群です)ですが、平成28年3月末をもってメーカー事業撤退の

ため全商品の取り扱いを終了することとなりました。代替品につ

きましてはかかりつけの病院様等と一度ご相談いただきますよう

お願いいたします。また弊社及びメーカーより情報提供いたしま

すのでご不明な点につきましてはお気軽にお問い合わせくださ

い。 

 長年にわたりご愛顧賜りましたこと

心より御礼を申し上げるとともに、皆

様にご迷惑をおかけいたしますことお

詫び申し上げます。皆様のご理解を賜

りますよう何卒よろしくお願い申し上

げます。 

お電話・FAXのご注文でもクレジット決済をご選択い

ただけるようになりました。 
 いままで電話・FAXでのご注文の場合、選択できませんでした

が、e-mailアドレスをご登録いただければクレジット決済でのお

支払いができるようになりました。登録先アドレスは 

magokoro@odashima-acty.co.jp です。 

お名前と会員番号もしくはお電話番

号をご入力の上、上記アドレスまで

メールをお送りください。ご登録は

ご注文時でも大丈夫です。またご注

文時にはクレジット決済を利用する

旨をお伝えください。(弊社からの

メールが送信できなかった場合や、

お支払いを確認できない場合は後払

いへと変更いたします。) 

あいーと一部販売終了 

 イーエヌ大塚製薬(株)の冷凍介護食「あいーと」です

が、一部商品の販売を終了させていただきます。メーカー

在庫が無くなり次第での販売終了となりますので、弊社欠

品でお取り寄せの際に、ご注文いただいてもお届けできな

い場合がございますことご了承ください。 

 あいーとは販売終了商品を除き全38品での販売となりま

す。今後もご愛顧の程お願いいたします。 

10月1日ご注文分より以下の商品の販売価格を改定いたします。 

 仕入れ価格の高騰に販売価格を改定せざるを得ない状況になっておりますため、以下の商品の販売価格を改定いたしま

す。9月30日17:30以降のウェブサイト・FAXでのご注文、10月1日以降のお電話によるご注文より適用となります。ま

たMCT入りビスケット・サンドビスケットはリニューアルのため商品番号が変更となっております。 

 弊社としましてはサービスレベルの向上に努めてまいります。諸事情ご賢察のうえ、ご理解とご了承賜りますよう何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

価格改定商品一覧(平成27年10月1日以降のご注文分・処理分より適用となる商品)  

ページ 商品番号 商品名 規格 価格 新価格 

6 0830100 ふんわり・しっとり低たんぱくマドレーヌ 30g×5個入/袋 643円 675円 

24 1540338 MCT入りサンドビスケット 6g×30枚入/袋 940円 1,056円 

25 1540344 MCT入りビスケット かぼちゃ風味 2枚×12パック/袋 378円 421円 

25 1540342 MCT入りビスケット 紅茶風味 2枚×12パック/袋 378円 421円 

25 1540340 MCT入りビスケット バター風味 2枚×12パック/袋 378円 421円 

41 0440116 和風ぷりん 南瓜 55g/1個 103円 107円 

41 0440120 和風ぷりん 栗 55g/1個 103円 107円 

41 0440126 和風ぷりん 小豆 55g/1個 103円 107円 

41 0440128 和風ぷりん 紫芋 55g/1個 103円 107円 

41 0440170 和風ぷりん 黒胡麻 55g/1個 103円 107円 

41 0440172 和風ぷりん 宇治抹茶 55g/1個 103円 107円 

     以上 

ページはまごころカタログ第8号掲載ページに対応しています。価格は全て税込(8％)です。 

商品番号 商品名 

販売終

了商品  

0130084 あいーと 鱈ちり 

0130086 あいーと 豚つみれのとんこつスープ 

0130016 あいーと チキンカレー 

敬老の日のお祝いに… 

あいーと 栗ごはん あいーと五目ちらし 

好評発売中 

http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=1995
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3141
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3142
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3143
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=3144
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=413
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=414
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=415
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=416
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=1649
http://www.acty-magokoro.jp/eccube_food/products/detail.php?product_id=1783

