
たんぱく調整食品の新商品です。 

2月から取り扱う商品をご紹介します。 
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たんぱく質調整冷凍寿司 

たんぱく質調整冷凍寿司 商品番号 規格/販売単位 価格 

ゆめの食卓 ちらし寿司 0521024 250g/1食 680円 

ゆめの食卓 巻き寿司 0521026 255g(6切入)/1食 648円 

たんぱく質・カリウム・リン・食塩相当量を調整

した冷凍寿司です。寿司めしのごはんは、たんぱ

く質調整米“キッセイゆめ”を使用し、独自の製

法によりふっくらと炊き上げています。成分を調

整しながらも、素材の風味や旨み、具材の彩りを

楽しめます。電子レンジで温めるだけで手軽に食

べられます。冷凍品 キッセイ薬品工業(株) 

ピーエルシーごはん1/25 小盛 

炊き上げ方法にこだわり、一

粒一粒がほぐれやすく、弾力

のあるふっくらとしたごはん

に仕上げました。ふつうのご

はんの1/25のたんぱく質。 

規格/販売単位:140g×20食入/ケース 

商品番号 2140638 

価格 3,024円 

ホリカフーズ(株) 

越後1/25米粒タイプ 

自分で食べたい量を調整できる

炊飯タイプ。ふつうのお米の

1/25のたんぱく質。とがずに

炊ける無洗米です。1.8kgのお

徳用登場。 

開封後冷凍保存 

越後1/25米粒タイプ 商品番号 価格 

1kg/袋 1870026 1,593円 

お徳用1.8kg/袋 1870084 2,582円 

木徳神糧(株) 

ジンゾウ先生のでんぷん蕎麦 

でんぷんとそば粉で作りました。

原料事情によりそば粉の産地が変

わる場合があります。お召し上が

りの際には必ず商品ラベルでご確

認下さい。お取り寄せ(お届けまで

1週間程度) 

規格/販売単位:100g×3食入/袋 

商品番号 0380036 

価格 572円 

(有)オトコーポレーション 

商品名 

単位当 エネル 
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 

たり 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 

ピーエルシーごはん1/25小盛 140 230 81.7 0.14 0.2～1.1 57.3  0.2 1～5 0 - 19 - 0 

ゆめの食卓 ちらし寿司 250 408 153.2 5.8 5.4 84.0  - 495 75 - 117 - 1.3 

ゆめの食卓 巻き寿司 255 421 153.5 7.4 4.2 88.4  - 453 125 - 108 - 1.2 

越後1/25米粒タイプ※  100   303.2   
20～

28   
0.2   

0～  
73   1.8   -  

0～ 0～ 
-   

4.7～ -  0～ 

2.2  21.5  8.4 30.9 -  0.05 

ジンゾウ先生のでんぷん蕎麦※ 100 278 - 1.0 - - - - - 30 - 41 - 0.3 

※参考値  



アイソカルMAX販売終了と後継品について 

カタログ第8号107ページ掲載の経管用流動食「アイソカル・MAX」の販売終了をお知らせします。弊

社倉庫に在庫がないため、今後は後継品でのお取り扱いとなります。 

後継品「アイソカルMAXneo(マックスネオ)」 

商品特徴…トータルバランスに配慮した1.0kcal/mlの液状栄養食。ア

イソトニックタイプ。 

熱量： 100kcal/100ml (1.0kcal/ml) たんぱく質 

3.6g/100kcal 

乳糖ゼロ 脂質中の40%がMCT (中鎖脂肪酸油) 

食塩相当量 3.3g/1,000kcalのナトリウム配合 

２月は引き続きご愛顧感謝月間です。 

日頃のご愛顧に感謝して、ポイントを通常の

5倍=購入金額の5％に設定いたします。 

1月4日9：00から2月29日の17時30分ま

でのご注文が対象です。ぜひこの機会をご利用ください。なおポイ

ントの有効期限は最終購入日から180日となっておりますのでご了承ください。

（ポイントについてはカタログをご覧いただくか、お問い合わせください。） 

アイソカルMAXneo 商品番号 規格 価格 

300kcal 1760232 300ml×18袋 7,205円 

400kcal 1760234 400ml×18袋 8,635円 

販売単位：ケース販売 ネスレ日本(株) 

1パック エネ 
水分           

たん 
脂質           糖質           

食物 
灰分           

ナト カリ カル 
リン         鉄           亜鉛           

食塩 
浸透圧        

あたり ルギー ぱく質 繊維 リウム ウム シウム 相当量 

ml  kcal g g g g g g mg mg mg mg mg mg g mOsm/l 

300 300 255 10.9  12.0  36.6 3.0  - 390 315 210 240 2.7 3.3 0.99 280 

400 400 340 14.5  16.0  48.8 4.0  - 520 420 280 320 3.6 4.4  1.32 280 

旭化成ファーマ(株) 流動食事業からの撤退について 再度確認お願いします。 

 弊社取扱の旭化成ファーマ(株)の商品ですが、平成28年3月末をもってメーカー事業撤退のためすべ

ての商品の取り扱いを終了することとなりました。現在ご利用いただいております皆様は必ず病院様等々とご

相談いただき商品を切り替え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。対象品は商品番号が003から始まる商品です。 

 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。 


