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下記の3通りからお選びくださいご注文方法
●受付時間　9：00～17：00
　（土・日、祝日、弊社休業日を除く）

●専用「FAX注文用紙」に必要事項をご記入のうえお申し込みください。●FAXは24時間受信可能ですが、月～金17時以
降及び、弊社休業日（土日祝日・年末年始・お盆など）のご注文は翌営業日の受付となります。●ご注文FAX受信後、翌営
業日に弊社より確認のご連絡をさせていただきます。この確認をもって受付完了となりますのでご了承ください。

●24時間受付 ●あいーと公式ホームページ内「オンラインショップ」からご注文ください。

〒024-0051  岩手県北上市相去町山根梨の木 43-94

送　料
お届け地域により下記の送料（税込）がかかります。（クールサービス料含む）

■北海道 1,096円
■東北 781円
■関東・甲信越 887円
■北陸・中部・関西 991円

■中国・四国 1,096円
■九州 1,201円
■沖縄 1,807円

［かむ力が弱くなった方向けの食事あいーと］とまとめてご注文いただけます。

※商品代金合計10,800円（税込）以上ご購入の場合、送料が無料となります。

お届けについて
ご希望のお届け日時をご指定いただけます。

冷凍食品のため商品をお受け取りいただきましたら、直ちに冷凍庫で保存してください。
●商品はヤマト運輸のクール宅急便（冷凍）でお届けします。
●ご注文の受付から3～5日でお届けします（一部地域、離島を除く）。ただし、在庫・交通事情
等の状況により遅れる場合もございます。

●進物届などにもご利用いただけますが、冷凍食品ですので「のし紙」、「手提げ袋」などはご
用意できません。ご了承ください。

【お届け時間帯区分】
午前中 14：00～16：00 16：00～18：00

18：00～20：00 19：00～21：00

※インターネットの場合、ご注文日から5日後以降でお届け日をご指定いただけます。お届け
日のご指定がない場合は、原則ご注文いただいた翌営業日に岩手県より発送いたします。

※諸般の事情により若干到着時間が遅れる場合がございます。

【返品について】

【個人情報の取り扱いについて】
お客様の個人情報は商品・キャンペーン賞品の発送、代金決済、アフターサービスの提供（返
品・交換・商品情報提供等）、商品（弊社関連商品を含む）・キャンペーン・イベント等に関する情
報のお知らせのためのみに使用し、目的以外の使用、業務委託先を除く第三者への提供は一
切いたしません。利用目的について個人情報保護法を厳守し、利用目的達成に必要な範囲を
超えて個人情報を取り扱いません。

商品の特性上、弊社発送後のお客様事由によるご注文の取消し、返品はお受けいたしてお
りません。ご了承ください。ただし、お届けした商品がお申し込み商品と異なっていた場
合、および不良品の場合は返送料弊社負担でお取替えいたしますので、ご連絡ください。

●お支払い手数料は無料です。
●ご指定いただけるお支払い回数は１回のみです。ボーナス払いはお取り扱いしておりません。
●代金は各クレジットカード会社にご登録いただいた口座からの引き落としとなります。
●代金のお支払い日は、各クレジットカード会社の会員規約に基づく引き落とし日となります。

お支払い方法

【代金引換の場合】
●商品のお届け時に現金またはクレジットカードにてお支払いください。
●代金引換手数料330円はお客様のご負担になります。ご了承ください。

商品お届け後に、ご注文者様へ振込用紙（請求書）を郵送いたします。
商品とは別での郵送となりますので、進物届にもご利用いただけます。
振込用紙発行日より14日以内にお支払いください。
●後払いサービス手数料359円はお客様のご負担になります。ご了承ください。
●ゆうちょ銀行・郵便局と指定のコンビニ、auかんたん決済でお支払いいただけます。

【郵便振込・コンビニ払いの場合（後払い）】

※JCB・VISA・master・ダイナース・アメリカンエキスプレスのマークが入っているクレジット
カードはすべてご利用いただけます。
※本人認証サービス（3Dセキュア）により安心してクレジットカードをご利用いただけます。

【クレジットカード決済の場合】

ご注文方法により、お選びいただけるお支払い方法が異なります。
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領収書の発行について
弊社からの領収書は発行いたしません。代金引換の場合は「ヤマト運輸代引領収証」
が領収書となります。また、郵便振込またはコンビニ払いの場合は、振込（払込）時の
受領証が領収書となります。クレジットカード決済の場合は、カード会社が発行する
「ご利用明細書」が領収書となります。

※詳しい取り扱いコンビニについては、振込用紙裏面をご確認ください。※ゆうちょ銀行・郵
便局の窓口にて現金でお支払いの場合は、1件ごとに110円加算されます。※代金後払いの
ご注文には、ヤマト運輸株式会社の提供するクロネコ代金後払いサービス規約が適用され、
サービスの範囲内で個人情報を提供し、立替払い契約を行います。ご利用
限度額は累計残高で10万円（税込）までです。※所定の審査によりクロネ
コ代金後払いサービスをご利用いただけない場合があります。その際は
弊社よりご連絡をさせていただきます。詳細は、右の二次元コードより
ご確認ください。

かまなくてもよい食事

2 変わらない
こだわりの味と彩り。

普通の食事と変わらない味を楽しんでいただき
たいから。［かまなくてもよい食事］は、［かむ力が
弱くなった方向けの食事］シリーズと同じ味つけ
にこだわり、食材ごとの彩りを保ちながら、タレ
や出汁の風味が味わえるようにしています。

とろとろ筑前煮風の場合

通常のミキサー食

※写真は盛り付け例です。

いつまでもお食事を楽しんでいただきたいから…

“おいしい”喜びをこれからも。

［あいーと］には つのやわらかさがあります。2

［かまなくてもよい食事］の　大特長2

かまなくてもよい食事
単品シリーズ

※［かむ力が弱くなった方向けの食事］は別カタログです。
ご入用の方はお問い合わせ窓口までご連絡ください。

かむ力が弱くなった方向けの食事

お弁当シリーズ

加齢や病気などで通常の食事が摂りにくい方にも、普通の味わいの食事で笑顔になってほしい。その願いか
ら［あいーと］は、硬い野菜やお肉も見た目そのまま舌でくずせるやわらかさの［かむ力が弱くなった方向け
の食事］をお届けしてまいりました。そしてさらに食材の彩り、本格的な味わいはそのままに、とろとろなめ
らかな［かまなくてもよい食事］を開発。食べる方に合わせてお選びください。　
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［酵素均浸法＊]などの独自技術により、食材そのものの繊維を酵素の
力で軟化加工することで、［かまなくてもよい食事]はとろとろでなめ
らかな食感を実現しました。さらに、口の中でべたつきにくく、まとま
りやすいように仕上げています。
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＊酵素均浸法：食材ごとに最適な酵素を選び、圧力を変えながら浸透させる独自技術。
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電子レンジの場合 蒸し器の場合

冷蔵庫で6時間以上解凍する。 冷蔵庫で6時間以上解凍する。

外側の袋から
容器を取り出し、
フタを少し開封して
電子レンジ500W
または600Wで
加熱します。

※写真は盛り付け例です。後方の料理写真はイメージです。 
※商品は軽減税率（8%）の対象品目です。 

※あいーと製品は特定原材料のうち、えび、小麦、卵、乳成分を含む製品と共通の設備で製造しております。 
※商品のリニューアル等により、パッケージの記載内容と異なる場合がございます。ご使用の際は必ずパッケージをご確認ください。　

外側の袋から容器を取り出し、　
フタを開封せずに加熱します。

蒸し器をあらかじめ
80℃に温めておきます。

冷凍食品ですので、ー18℃以下で保存してください。
●商品サイズ：120×150×30mm
●重量（1個あたり）：約 115g
●賞味期限：お届けから約1～11カ月
　※賞味期限について：商品によって賞味期限が異なります。
　　各商品に掲載してあります。

150mm

12
0m
m

30mm

本製品のご使用に当たっては予め医師・歯科医師等の専門家にご相談ください。
むせや誤嚥などの異常がみられた場合は、ただちに使用を中止し医師にご相談ください。

●指定の方法以外で調理しないでください。
●必ず冷蔵庫内で、外袋に入れたまま解凍してください。
●氷塊により窒息等の事故を招く恐れがありますので、
　十分に解凍してください。
●一度解凍した商品は再凍結しないでください。
●解凍後はお早めにお召し上がりください。
●フタを閉めたまま電子レンジで加熱しないでください。
●電子レンジのオート機能は使用しないでください。
●電子レンジの機種により温め時間が多少異なります。　

●十分に温まらない場合は10秒ずつ追加加熱してください。
●本来の形ややわらかさを損なうため、加熱しすぎないでください。
●調理やお召し上がりの際はやけどにご注意ください。
●加温後は温かいうちにお召し上がりください。
●肉や野菜由来の粒や繊維がみられますが、品質には問題ございません。
●召し上がる方の状態に合わせて、スプーンで少しずつすくって
　ご使用ください。
●食事介助が必要な方に使用される場合は、飲みこむまで様子を
　見守ってください。

使用上の注意

※十分に温まらない場合は
　適宜時間を延長してください。
※取り出す際はやけどに
　ご注意ください。

できあがり。

電子レンジから取り出し3分待つ。 できあがり。
※十分に温まらない場合は適宜時間を延長してください。
※取り出す際はやけどにご注意ください。

スチームコンベクションで温める
場合は、スチーム100％・80℃で
10分温めてください。

【温め時間の目安】

1個（500W）
40秒

1個（600W）
30秒

【温め時間の目安】

1個
5分

フタを
少し開封

フタは
未開封で

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の筑前煮風に仕上げま
した。家庭料理として愛されてい
る人気の逸品をいつまでも。

エネルギー........56kcal
たんぱく質............. 2.4g
脂質....................... 1.1g
炭水化物................ 8.9g
食塩相当量............ 0.9g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）

小麦・乳成分・大豆・鶏肉

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

626円（税抜580円）

ごぼう

鶏 肉

れんこん

さといも

たけのこ

にんじん

とろとろ筑前煮風2201商品
番号

とろとろ豚肉の甘辛炒め風

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の豚肉の甘辛炒め風に
仕上げました。甘辛だれが食材
の味を引き立てます。

2202商品
番号

エネルギー........79kcal
たんぱく質............. 4.8g
脂質....................... 2.7g
炭水化物................ 8.7g
食塩相当量............ 1.2g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）

えび・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤
（魚介類）・魚醤パウダー（魚介類）

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

えび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・
大豆・鶏肉・豚肉・魚介類

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

えび・小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・
豚肉・りんご・ゼラチン・魚介類

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

小麦・乳成分・牛肉・大豆・
鶏肉

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

691円（税抜640円）

豚 肉 豚 肉

いんげん

さといも

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感のすき焼き風に仕上げ
ました。すき焼きの甘い醤油だ
れとともにお楽しみください。

エネルギー........68kcal
たんぱく質............. 3.5g
脂質....................... 1.8g
炭水化物................ 9.5g
食塩相当量............ 1.1g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）

小麦・牛肉・大豆

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

小麦・乳成分・牛肉・大豆

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

734円（税抜680円）

ごぼう

牛 肉

れんこん

白 菜
にんじん

とろとろすき焼き風2203商品
番号

とろとろホタテと野菜のあんかけ風

［あいーと］の味そのままに、とろとろ
食感のホタテと野菜のあんかけ風に
仕上げました。旨み豊かなホタテと
彩りのよい野菜をお楽しみください。

2001商品
番号

エネルギー........63kcal
たんぱく質............. 3.0g
脂質....................... 2.2g
炭水化物................ 7.8g
食塩相当量............ 0.7g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）756円（税抜700円）

かぼちゃ

ホタテれんこん

ブロッコリー
にんじん

とろとろおかず7個セットS085商品
番号

セット内容：●とろとろホタテと野菜のあんかけ風
●とろとろ筑前煮風
●とろとろ豚肉の甘辛炒め風
●とろとろすき焼き風
●とろとろ鶏肉の香り醤油風
●とろとろ酢豚風
●とろとろ肉じゃが風

4,680円（税抜4,333円）

鶏 肉

とろとろ鶏肉の香り醤油風

［あいーと］の味そのままに、とろと
ろ食感の鶏肉の香り醤油風に仕上
げました。鶏肉とほんのり甘いかぼ
ちゃを香味醤油が包み込みます。

2204商品
番号

エネルギー........78kcal
たんぱく質............. 4.5g
脂質....................... 3.2g
炭水化物................ 7.7g
食塩相当量............ 1.0g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）691円（税抜640円）

かぼちゃ

そら豆

たけのこ

豚 肉

とろとろ酢豚風

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の酢豚風に仕上げまし
た。甘酢のさわやかな風味で旨
みたっぷり中華の定番。

2205商品
番号

エネルギー........80kcal
たんぱく質............. 3.5g
脂質....................... 2.7g
炭水化物................ 8.3g
食塩相当量............ 0.9g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）713円（税抜660円）

ブロッコリー

じゃがいも

にんじん

いんげん

牛 肉

じゃがいも

とろとろ肉じゃが風   

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の肉じゃが風に仕上げ
ました。昔ながらの肉じゃがの風
味をお楽しみください。

2206商品
番号

エネルギー........70kcal
たんぱく質............. 3.3g
脂質....................... 2.0g
炭水化物................ 8.5g
食塩相当量............ 1.0g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）734円（税抜680円）

にんじん

※解凍後はたいへん崩れやすい製品のため、温めの際は取り扱いにご注意ください。※冷蔵庫に移してから、24時間以内にお召し上がりください。

●お召し上がり方

●商品について

1 1

3

4

3

4

2 2



電子レンジの場合 蒸し器の場合

冷蔵庫で6時間以上解凍する。 冷蔵庫で6時間以上解凍する。

外側の袋から
容器を取り出し、
フタを少し開封して
電子レンジ500W
または600Wで
加熱します。

※写真は盛り付け例です。後方の料理写真はイメージです。 
※商品は軽減税率（8%）の対象品目です。 

※あいーと製品は特定原材料のうち、えび、小麦、卵、乳成分を含む製品と共通の設備で製造しております。 
※商品のリニューアル等により、パッケージの記載内容と異なる場合がございます。ご使用の際は必ずパッケージをご確認ください。　

外側の袋から容器を取り出し、　
フタを開封せずに加熱します。

蒸し器をあらかじめ
80℃に温めておきます。

冷凍食品ですので、ー18℃以下で保存してください。
●商品サイズ：120×150×30mm
●重量（1個あたり）：約 115g
●賞味期限：お届けから約1～11カ月
　※賞味期限について：商品によって賞味期限が異なります。
　　各商品に掲載してあります。

150mm

12
0m
m

30mm

本製品のご使用に当たっては予め医師・歯科医師等の専門家にご相談ください。
むせや誤嚥などの異常がみられた場合は、ただちに使用を中止し医師にご相談ください。

●指定の方法以外で調理しないでください。
●必ず冷蔵庫内で、外袋に入れたまま解凍してください。
●氷塊により窒息等の事故を招く恐れがありますので、
　十分に解凍してください。
●一度解凍した商品は再凍結しないでください。
●解凍後はお早めにお召し上がりください。
●フタを閉めたまま電子レンジで加熱しないでください。
●電子レンジのオート機能は使用しないでください。
●電子レンジの機種により温め時間が多少異なります。　

●十分に温まらない場合は10秒ずつ追加加熱してください。
●本来の形ややわらかさを損なうため、加熱しすぎないでください。
●調理やお召し上がりの際はやけどにご注意ください。
●加温後は温かいうちにお召し上がりください。
●肉や野菜由来の粒や繊維がみられますが、品質には問題ございません。
●召し上がる方の状態に合わせて、スプーンで少しずつすくって
　ご使用ください。
●食事介助が必要な方に使用される場合は、飲みこむまで様子を
　見守ってください。

使用上の注意

※十分に温まらない場合は
　適宜時間を延長してください。
※取り出す際はやけどに
　ご注意ください。

できあがり。

電子レンジから取り出し3分待つ。 できあがり。
※十分に温まらない場合は適宜時間を延長してください。
※取り出す際はやけどにご注意ください。

スチームコンベクションで温める
場合は、スチーム100％・80℃で
10分温めてください。

【温め時間の目安】

1個（500W）
40秒

1個（600W）
30秒

【温め時間の目安】

1個
5分

フタを
少し開封

フタは
未開封で

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の筑前煮風に仕上げま
した。家庭料理として愛されてい
る人気の逸品をいつまでも。

エネルギー........56kcal
たんぱく質............. 2.4g
脂質....................... 1.1g
炭水化物................ 8.9g
食塩相当量............ 0.9g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）

小麦・乳成分・大豆・鶏肉

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

626円（税抜580円）

ごぼう

鶏 肉

れんこん

さといも

たけのこ

にんじん

とろとろ筑前煮風2201商品
番号

とろとろ豚肉の甘辛炒め風

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の豚肉の甘辛炒め風に
仕上げました。甘辛だれが食材
の味を引き立てます。

2202商品
番号

エネルギー........79kcal
たんぱく質............. 4.8g
脂質....................... 2.7g
炭水化物................ 8.7g
食塩相当量............ 1.2g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）

えび・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤
（魚介類）・魚醤パウダー（魚介類）

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

えび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・
大豆・鶏肉・豚肉・魚介類

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

えび・小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・
豚肉・りんご・ゼラチン・魚介類

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

小麦・乳成分・牛肉・大豆・
鶏肉

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

691円（税抜640円）

豚 肉 豚 肉

いんげん

さといも

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感のすき焼き風に仕上げ
ました。すき焼きの甘い醤油だ
れとともにお楽しみください。

エネルギー........68kcal
たんぱく質............. 3.5g
脂質....................... 1.8g
炭水化物................ 9.5g
食塩相当量............ 1.1g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）

小麦・牛肉・大豆

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

小麦・乳成分・牛肉・大豆

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

734円（税抜680円）

ごぼう

牛 肉

れんこん

白 菜
にんじん

とろとろすき焼き風2203商品
番号

とろとろホタテと野菜のあんかけ風

［あいーと］の味そのままに、とろとろ
食感のホタテと野菜のあんかけ風に
仕上げました。旨み豊かなホタテと
彩りのよい野菜をお楽しみください。

2001商品
番号

エネルギー........63kcal
たんぱく質............. 3.0g
脂質....................... 2.2g
炭水化物................ 7.8g
食塩相当量............ 0.7g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）756円（税抜700円）

かぼちゃ

ホタテれんこん

ブロッコリー
にんじん

とろとろおかず7個セットS085商品
番号

セット内容：●とろとろホタテと野菜のあんかけ風
●とろとろ筑前煮風
●とろとろ豚肉の甘辛炒め風
●とろとろすき焼き風
●とろとろ鶏肉の香り醤油風
●とろとろ酢豚風
●とろとろ肉じゃが風

4,680円（税抜4,333円）

鶏 肉

とろとろ鶏肉の香り醤油風

［あいーと］の味そのままに、とろと
ろ食感の鶏肉の香り醤油風に仕上
げました。鶏肉とほんのり甘いかぼ
ちゃを香味醤油が包み込みます。

2204商品
番号

エネルギー........78kcal
たんぱく質............. 4.5g
脂質....................... 3.2g
炭水化物................ 7.7g
食塩相当量............ 1.0g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）691円（税抜640円）

かぼちゃ

そら豆

たけのこ

豚 肉

とろとろ酢豚風

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の酢豚風に仕上げまし
た。甘酢のさわやかな風味で旨
みたっぷり中華の定番。

2205商品
番号

エネルギー........80kcal
たんぱく質............. 3.5g
脂質....................... 2.7g
炭水化物................ 8.3g
食塩相当量............ 0.9g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）713円（税抜660円）

ブロッコリー

じゃがいも

にんじん

いんげん

牛 肉

じゃがいも

とろとろ肉じゃが風   

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の肉じゃが風に仕上げ
ました。昔ながらの肉じゃがの風
味をお楽しみください。

2206商品
番号

エネルギー........70kcal
たんぱく質............. 3.3g
脂質....................... 2.0g
炭水化物................ 8.5g
食塩相当量............ 1.0g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）734円（税抜680円）

にんじん

※解凍後はたいへん崩れやすい製品のため、温めの際は取り扱いにご注意ください。※冷蔵庫に移してから、24時間以内にお召し上がりください。

●お召し上がり方

●商品について

1 1

3

4

3

4

2 2



電子レンジの場合 蒸し器の場合

冷蔵庫で6時間以上解凍する。 冷蔵庫で6時間以上解凍する。

外側の袋から
容器を取り出し、
フタを少し開封して
電子レンジ500W
または600Wで
加熱します。

※写真は盛り付け例です。後方の料理写真はイメージです。 
※商品は軽減税率（8%）の対象品目です。 

※あいーと製品は特定原材料のうち、えび、小麦、卵、乳成分を含む製品と共通の設備で製造しております。 
※商品のリニューアル等により、パッケージの記載内容と異なる場合がございます。ご使用の際は必ずパッケージをご確認ください。　

外側の袋から容器を取り出し、　
フタを開封せずに加熱します。

蒸し器をあらかじめ
80℃に温めておきます。

冷凍食品ですので、ー18℃以下で保存してください。
●商品サイズ：120×150×30mm
●重量（1個あたり）：約 115g
●賞味期限：お届けから約1～11カ月
　※賞味期限について：商品によって賞味期限が異なります。
　　各商品に掲載してあります。

150mm

12
0m
m

30mm

本製品のご使用に当たっては予め医師・歯科医師等の専門家にご相談ください。
むせや誤嚥などの異常がみられた場合は、ただちに使用を中止し医師にご相談ください。

●指定の方法以外で調理しないでください。
●必ず冷蔵庫内で、外袋に入れたまま解凍してください。
●氷塊により窒息等の事故を招く恐れがありますので、
　十分に解凍してください。
●一度解凍した商品は再凍結しないでください。
●解凍後はお早めにお召し上がりください。
●フタを閉めたまま電子レンジで加熱しないでください。
●電子レンジのオート機能は使用しないでください。
●電子レンジの機種により温め時間が多少異なります。　

●十分に温まらない場合は10秒ずつ追加加熱してください。
●本来の形ややわらかさを損なうため、加熱しすぎないでください。
●調理やお召し上がりの際はやけどにご注意ください。
●加温後は温かいうちにお召し上がりください。
●肉や野菜由来の粒や繊維がみられますが、品質には問題ございません。
●召し上がる方の状態に合わせて、スプーンで少しずつすくって
　ご使用ください。
●食事介助が必要な方に使用される場合は、飲みこむまで様子を
　見守ってください。

使用上の注意

※十分に温まらない場合は
　適宜時間を延長してください。
※取り出す際はやけどに
　ご注意ください。

できあがり。

電子レンジから取り出し3分待つ。 できあがり。
※十分に温まらない場合は適宜時間を延長してください。
※取り出す際はやけどにご注意ください。

スチームコンベクションで温める
場合は、スチーム100％・80℃で
10分温めてください。

【温め時間の目安】

1個（500W）
40秒

1個（600W）
30秒

【温め時間の目安】

1個
5分

フタを
少し開封

フタは
未開封で

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の筑前煮風に仕上げま
した。家庭料理として愛されてい
る人気の逸品をいつまでも。

エネルギー........56kcal
たんぱく質............. 2.4g
脂質....................... 1.1g
炭水化物................ 8.9g
食塩相当量............ 0.9g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）

小麦・乳成分・大豆・鶏肉

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

626円（税抜580円）

ごぼう

鶏 肉

れんこん

さといも

たけのこ

にんじん

とろとろ筑前煮風2201商品
番号

とろとろ豚肉の甘辛炒め風

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の豚肉の甘辛炒め風に
仕上げました。甘辛だれが食材
の味を引き立てます。

2202商品
番号

エネルギー........79kcal
たんぱく質............. 4.8g
脂質....................... 2.7g
炭水化物................ 8.7g
食塩相当量............ 1.2g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）

えび・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤
（魚介類）・魚醤パウダー（魚介類）

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

えび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・
大豆・鶏肉・豚肉・魚介類

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

えび・小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・
豚肉・りんご・ゼラチン・魚介類

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

小麦・乳成分・牛肉・大豆・
鶏肉

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

691円（税抜640円）

豚 肉 豚 肉

いんげん

さといも

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感のすき焼き風に仕上げ
ました。すき焼きの甘い醤油だ
れとともにお楽しみください。

エネルギー........68kcal
たんぱく質............. 3.5g
脂質....................... 1.8g
炭水化物................ 9.5g
食塩相当量............ 1.1g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）

小麦・牛肉・大豆

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

小麦・乳成分・牛肉・大豆

アレルギー物質
（特定原材料に準ずるもの含む）

734円（税抜680円）

ごぼう

牛 肉

れんこん

白 菜
にんじん

とろとろすき焼き風2203商品
番号

とろとろホタテと野菜のあんかけ風

［あいーと］の味そのままに、とろとろ
食感のホタテと野菜のあんかけ風に
仕上げました。旨み豊かなホタテと
彩りのよい野菜をお楽しみください。

2001商品
番号

エネルギー........63kcal
たんぱく質............. 3.0g
脂質....................... 2.2g
炭水化物................ 7.8g
食塩相当量............ 0.7g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）756円（税抜700円）

かぼちゃ

ホタテれんこん

ブロッコリー
にんじん

とろとろおかず7個セットS085商品
番号

セット内容：●とろとろホタテと野菜のあんかけ風
●とろとろ筑前煮風
●とろとろ豚肉の甘辛炒め風
●とろとろすき焼き風
●とろとろ鶏肉の香り醤油風
●とろとろ酢豚風
●とろとろ肉じゃが風

4,680円（税抜4,333円）

鶏 肉

とろとろ鶏肉の香り醤油風

［あいーと］の味そのままに、とろと
ろ食感の鶏肉の香り醤油風に仕上
げました。鶏肉とほんのり甘いかぼ
ちゃを香味醤油が包み込みます。

2204商品
番号

エネルギー........78kcal
たんぱく質............. 4.5g
脂質....................... 3.2g
炭水化物................ 7.7g
食塩相当量............ 1.0g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）691円（税抜640円）

かぼちゃ

そら豆

たけのこ

豚 肉

とろとろ酢豚風

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の酢豚風に仕上げまし
た。甘酢のさわやかな風味で旨
みたっぷり中華の定番。

2205商品
番号

エネルギー........80kcal
たんぱく質............. 3.5g
脂質....................... 2.7g
炭水化物................ 8.3g
食塩相当量............ 0.9g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）713円（税抜660円）

ブロッコリー

じゃがいも

にんじん

いんげん

牛 肉

じゃがいも

とろとろ肉じゃが風   

［あいーと］の味そのままに、とろ
とろ食感の肉じゃが風に仕上げ
ました。昔ながらの肉じゃがの風
味をお楽しみください。

2206商品
番号

エネルギー........70kcal
たんぱく質............. 3.3g
脂質....................... 2.0g
炭水化物................ 8.5g
食塩相当量............ 1.0g

内容量：102g
栄養成分（1皿あたり）734円（税抜680円）

にんじん

※解凍後はたいへん崩れやすい製品のため、温めの際は取り扱いにご注意ください。※冷蔵庫に移してから、24時間以内にお召し上がりください。

●お召し上がり方

●商品について

1 1

3

4

3

4

2 2
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下記の3通りからお選びくださいご注文方法
●受付時間　9：00～17：00
　（土・日、祝日、弊社休業日を除く）

●専用「FAX注文用紙」に必要事項をご記入のうえお申し込みください。●FAXは24時間受信可能ですが、月～金17時以
降及び、弊社休業日（土日祝日・年末年始・お盆など）のご注文は翌営業日の受付となります。●ご注文FAX受信後、翌営
業日に弊社より確認のご連絡をさせていただきます。この確認をもって受付完了となりますのでご了承ください。

●24時間受付 ●あいーと公式ホームページ内「オンラインショップ」からご注文ください。

〒024-0051  岩手県北上市相去町山根梨の木 43-94

送　料
お届け地域により下記の送料（税込）がかかります。（クールサービス料含む）

■北海道 1,096円
■東北 781円
■関東・甲信越 887円
■北陸・中部・関西 991円

■中国・四国 1,096円
■九州 1,201円
■沖縄 1,807円

［かむ力が弱くなった方向けの食事あいーと］とまとめてご注文いただけます。

※商品代金合計10,800円（税込）以上ご購入の場合、送料が無料となります。

お届けについて
ご希望のお届け日時をご指定いただけます。

冷凍食品のため商品をお受け取りいただきましたら、直ちに冷凍庫で保存してください。
●商品はヤマト運輸のクール宅急便（冷凍）でお届けします。
●ご注文の受付から3～5日でお届けします（一部地域、離島を除く）。ただし、在庫・交通事情
等の状況により遅れる場合もございます。

●進物届などにもご利用いただけますが、冷凍食品ですので「のし紙」、「手提げ袋」などはご
用意できません。ご了承ください。

【お届け時間帯区分】
 午前中 14：00～16：00 16：00～18：00
 18：00～20：00 19：00～21：00 

※インターネットの場合、ご注文日から5日後以降でお届け日をご指定いただけます。お届け
日のご指定がない場合は、原則ご注文いただいた翌営業日に岩手県より発送いたします。

※諸般の事情により若干到着時間が遅れる場合がございます。

【返品について】

【個人情報の取り扱いについて】
お客様の個人情報は商品・キャンペーン賞品の発送、代金決済、アフターサービスの提供（返
品・交換・商品情報提供等）、商品（弊社関連商品を含む）・キャンペーン・イベント等に関する情
報のお知らせのためのみに使用し、目的以外の使用、業務委託先を除く第三者への提供は一
切いたしません。利用目的について個人情報保護法を厳守し、利用目的達成に必要な範囲を
超えて個人情報を取り扱いません。

商品の特性上、弊社発送後のお客様事由によるご注文の取消し、返品はお受けいたしてお
りません。ご了承ください。ただし、お届けした商品がお申し込み商品と異なっていた場
合、および不良品の場合は返送料弊社負担でお取替えいたしますので、ご連絡ください。

●お支払い手数料は無料です。
●ご指定いただけるお支払い回数は１回のみです。ボーナス払いはお取り扱いしておりません。
●代金は各クレジットカード会社にご登録いただいた口座からの引き落としとなります。
●代金のお支払い日は、各クレジットカード会社の会員規約に基づく引き落とし日となります。

お支払い方法

【代金引換の場合】
●商品のお届け時に現金またはクレジットカードにてお支払いください。
●代金引換手数料330円はお客様のご負担になります。ご了承ください。

商品お届け後に、ご注文者様へ振込用紙（請求書）を郵送いたします。
商品とは別での郵送となりますので、進物届にもご利用いただけます。
振込用紙発行日より14日以内にお支払いください。
●後払いサービス手数料359円はお客様のご負担になります。ご了承ください。
●ゆうちょ銀行・郵便局と指定のコンビニ、auかんたん決済でお支払いいただけます。

【郵便振込・コンビニ払いの場合（後払い）】

※JCB・VISA・master・ダイナース・アメリカンエキスプレスのマークが入っているクレジット
　カードはすべてご利用いただけます。
※本人認証サービス（3Dセキュア）により安心してクレジットカードをご利用いただけます。

【クレジットカード決済の場合】

ご注文方法により、お選びいただけるお支払い方法が異なります。

ＴＥＬ
インターネット
ＦＡＸ

代金引換
●
●
●

後払い
●
●
●

クレジットカード決済

●

領収書の発行について
弊社からの領収書は発行いたしません。代金引換の場合は「ヤマト運輸代引領収証」
が領収書となります。また、郵便振込またはコンビニ払いの場合は、振込（払込）時の
受領証が領収書となります。クレジットカード決済の場合は、カード会社が発行する
「ご利用明細書」が領収書となります。

※詳しい取り扱いコンビニについては、振込用紙裏面をご確認ください。※ゆうちょ銀行・郵
便局の窓口にて現金でお支払いの場合は、1件ごとに110円加算されます。※代金後払いの
ご注文には、ヤマト運輸株式会社の提供するクロネコ代金後払いサービス規約が適用され、
サービスの範囲内で個人情報を提供し、立替払い契約を行います。ご利用
限度額は累計残高で10万円（税込）までです。※所定の審査によりクロネ
コ代金後払いサービスをご利用いただけない場合があります。その際は
弊社よりご連絡をさせていただきます。詳細は、右の二次元コードより
ご確認ください。

かまなくてもよい食事

2 変わらない
こだわりの味と彩り。

普通の食事と変わらない味を楽しんでいただき
たいから。［かまなくてもよい食事］は、［かむ力が
弱くなった方向けの食事］シリーズと同じ味つけ
にこだわり、食材ごとの彩りを保ちながら、タレ
や出汁の風味が味わえるようにしています。

とろとろ筑前煮風の場合

通常のミキサー食

※写真は盛り付け例です。

いつまでもお食事を楽しんでいただきたいから…

“おいしい”喜びをこれからも。

［あいーと］には　つのやわらかさがあります。2

［かまなくてもよい食事］の　大特長2

かまなくてもよい食事
単品シリーズ

※［かむ力が弱くなった方向けの食事］は別カタログです。
　ご入用の方はお問い合わせ窓口までご連絡ください。

かむ力が弱くなった方向けの食事

お弁当シリーズ

加齢や病気などで通常の食事が摂りにくい方にも、普通の味わいの食事で笑顔になってほしい。その願いか
ら［あいーと］は、硬い野菜やお肉も見た目そのまま舌でくずせるやわらかさの［かむ力が弱くなった方向け
の食事］をお届けしてまいりました。そしてさらに食材の彩り、本格的な味わいはそのままに、とろとろなめ
らかな［かまなくてもよい食事］を開発。食べる方に合わせてお選びください。　

ごぼう 鶏 肉

れんこん

さといも
たけのこ

にんじん

酵素均浸法による
かまなくてもよい
やわらかさ・なめらかさ。1

［酵素均浸法＊]などの独自技術により、食材そのものの繊維を酵素の
力で軟化加工することで、［かまなくてもよい食事]はとろとろでなめ
らかな食感を実現しました。さらに、口の中でべたつきにくく、まとま
りやすいように仕上げています。

※当社実測値

硬さ応力（とろとろ筑前煮風）
3,000

2,000

1,000

0

硬さ応力
（N/m²） 45℃

付着性（とろとろ筑前煮風）

400

200

0

付着性
（J/m³）

にんじん

にんじん

220

732

たけのこ

たけのこ

197

812

45℃

さといも

252

875

さといも

＊酵素均浸法：食材ごとに最適な酵素を選び、圧力を変えながら浸透させる独自技術。

鶏肉

鶏肉

2037

374

ごぼう

ごぼう

194

621

れんこん

れんこん

164

605


