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株式会社モリモト医薬 お客様相談室
フリーダイヤル 0120-600-937 平日のみ

9:00～17:00

モリモト医薬
服薬から服「楽」へ

離水がないのでスプーンを
逆さまにしても落ちません

ゼリーと薬が一塊になり
スムーズに飲めます

ここが
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か
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ら
か め
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調整ができる！

揉み具
合で

薬をしっかり包み込んで、
 スムーズに胃までおくります！

むせにくい！
離水しにくい！

お薬お薬つるっと飲むゼリーつるっと飲むゼリーつるっと飲むゼリーお薬
服用支援ゼリー

※一般の服薬ゼリーの賞味期限
　は１年未満が大半。

※eジュレは過去に被災地への
　支援物資として使われたこと
　もあります。

●錠剤、カプセルから顆粒、粉末
　までさまざまな薬に対応。

●揉み具合でお好みの柔らかさ
　に調整できます。

●薬を粉砕して食事と一緒に
　飲まなくても eジュレなら
　薬をそのまましっかり飲めます。
※薬の粉砕は薬効低下の原因に！

カプセル 顆粒・粉末

錠  剤

1
10水水

●薬を飲むのが苦手な方に
　おすすめ。
●密封されているので衛生的。
●水なしでも薬が飲める
　服用支援ゼリー。

e ジュレのお求めは、個人の方は、Amazon。医療関係者の方は、医療卸しにて取り扱っております。（一部卸しはのぞく）

サンプル請求は、初めてのお客様で一回限りとさせていただきます。

特許製品
第　　　　　　号6128722

http://www.morimoto-iyaku.jp/sample
ぜひ一度
お試し

 ください！
携帯からPCから

●賞味期限３年（一部製品除く）で
　コンパクトだから防災備蓄の
　セットに最適です。

●水が不要だから災害時の
　ライフラインが使えない
　緊急時でも服薬が可能。

●ゼリーが薬を覆い口内に
　触れないので、違和感を
　感じずに薬を飲めます。

かる
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低カロリー , 無糖
保存料・着色料なし

オレンジ風味で
お子様に最適

OK!

●コンパクトでバッグに入れて
　も邪魔にならず、水も不要。
　旅行時や職場など場所を選ばず
　に薬が飲めます。

e ジュレオレンジ eジュレグレープ

O
K
!

備 蓄 用 3年
賞味期限

eジュレ
は、さまざ

まなシーンでアナタの服薬をサポートします！

揉んで
 出す！
揉んで
 出す！

●手間と時間がかかるとろみ剤
　のかわりにおすすめ。

●服薬に必要な水分量が水の 1/10
　だから、お医者さまから水分摂取
　制限を受けている患者の方も安心。

～ e ジュレのサンプル請求はこちらまで ～
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②切り口から斜め上に切り取
　り、開封してください。

③容器に入った薬の上
　からゼリーを入れて
　ください。

④薬をゼリーで包みこみ、
　スプーンで混ぜてお飲み
　ください。

■容器に出して飲む場合 ■スプーンに出して飲む場合

※底が浅く曲面のもの
　がおすすめ。

①薬を容器（小皿や湯のみ
　茶碗等）に入れます。

②開封前は、よく揉み、斜め
　上に切り取り、開封して
　ください。

①開封前には、よく揉んで
　ください。

③スプーンに半量のゼリーを
　出し、その上に薬をのせて、
　さらにゼリーを出して重ね
　ます。

④ゼリーが薬全体を覆った
　状態でお飲みください。

e ジ ュ レ 使 用 方 法 ※開封前には本体をよく揉んでご使用ください 「今まで色んなゼリーを使いましたが℮ジュレ
  が一番飲みやすかったです」 大阪市 60代主婦

「ゼリーから水が垂れないのに感動！ムセが
  軽減しそうです」 東大阪市介護士

「適度な食塊が形成されるので食物の認識が
  されやすく良い」 摂食嚥下障害認定看護師

「形状がスライス状とマッシュ状どちらにも対応でき
  用途に分けて使用出来るのが良い」 宝塚市歯科医

「寝たままで薬を飲ませることが出来るので
  助かりました」 尼崎市訪問介護スタッフ

「服薬介助の手間が大幅に減りました」
滋賀県高齢者施設職員

「服薬介助の作業時間が短縮できた」
滋賀県NPO法人主任

「オレンジ色がきれいし美味しそう」
神戸市大学院生

「スライス状のまま出して顆粒を包んで飲む
  と飲みやすかった」 大阪市学生

「おいしい！、味がイイ」
学会・展示会参加の看護師・薬剤師

「つるっと飲めてしまいました」
寝屋川市 55歳女性

「舌触りもよくスグに喉を通った」
70代男性
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ゼリーと薬が
一塊となって胃へ

ゼリー
＆薬

※離水とは、ゼリーから水や溶液が分離すること。

離水の少ないゼリー（e ジュレ）離水の多いゼリー

ゼリーによる服薬は

“離水なし”と“食塊”が重要

むせ・誤嚥性肺炎の原因に！ スムーズに胃まで！ お 客 樣 の 声 （利用者の方より、よろこびの声をいただきました）

●開封前には、ゼリーが崩れるまでよく揉んでください。●開封後は、冷蔵庫に入れてその日のうちにお召し上がりください。●ゼリーがまれに離水することがありますが、品質に問題
はありません。●飲用される方の体質により、おなかがゆるくなることがあります。●本製品は服用支援を目的としておりますので必要に応じて水を補ってください。●薬剤の種類に
よっては、苦味が増す場合があります。●容器にゼリーの漏れ等がある場合には使用しないでください。●容器のフチで手や口を切らないようにご注意ください。

賞味期限 / 20XX.XX●名称：清涼飲料水 (ゼリー飲料）
●原材料名：還元麦芽糖、砂糖、寒天末、甘味料（キ
　シリトール）、増粘剤（ペクチン、ローカストビーン
　ガム、キサンタンガム）、酸味料、香料、乳酸カルシ
　ウム、保存料（安息香酸ナトリウム、安息香酸）、着
　色料(食用黄色5号)
●内容量：5mL×100包(10包×10袋)

●賞味期限：右記に記載
●保存方法：直射日光、高温多湿をさけ、常温で　
　保管してください。
●製造販売者：下に記載

株式会社 モリモト医薬 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島5-8-28  Tel. 06-6476-5473  Fax. 06-6476-5573
お客様相談室フリーダイヤル 0120-600-937（平日9:00～17:00）製造販売者

台紙 包材・個包装

PAT.P

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物

3.00kcal
0.00g
0.00g
0.74g

ナトリウム
リン
カリウム

1.20mg
0.03mg
0.06mg

栄養成分表示（5mL中）

お薬お薬 つるっとつるっとつるっと飲むゼリー飲むゼリー飲むゼリーお薬 5mL×100包

オレンジ服用支援
ゼリー

（ イ ー ジ ュ レ ）

●名称：清涼飲料水(ゼリー飲料）●原材料名：甘味料（エ
リスリトール、還元麦芽糖水飴）、増粘多糖類、酸味料、乳
酸カルシウム、香料 ●保存方法：直射日光、高温多湿をさ
け、常温で保管してください。

6g×10 包 500g×1包5mL×10 包 5mL×100 包 150mL×1包 500g×1包
（33日分）100 回

容量

サイズ

JAN
コード

使用
回数

特長

賞味
期限

（３日分）10 回

・１回使いっきり
   なので衛生的。
・個人用に最適。

3　年

W65×D40×H125mm

4571481130648 4571481130624 4571481130693 4571481130709 4571481130716 －

W360×D15×H215mm W110×D35×H170mm W210×D10×H235mm W65×D40×H125mm －

3　年 2　年 2　年 3　年 2　年

・無糖、低カロリー。
・１回使いっきり
   なので衛生的。
・個人用に最適。

・１回使いっきり
   なので衛生的。
・個人の継続使用や
　多人数に最適。

・キャップ付。
・多人数に最適。
・大容量で低コスト。
・施設等の業務用に
　おすすめ。

・無糖、低カロリー。
・大容量で低コスト。
・施設等の業務用に
   おすすめ。

・大容量で低コスト。
・多人数に最適。
・施設等の業務用に
   おすすめ。

（1ケ月分）100 回 （８日分）25 回 （３日分）10 回 （33日分）100 回

●名称：清涼飲料水(ゼリー飲料）●原材料名：甘味料（キシリトール、還元麦芽糖水飴、砂糖）、増粘多糖類、酸味料、香
料、乳酸カルシウム、保存料（安息香酸ナトリウム、安息香酸）、着色料（食用黄色5号）●保存方法：直射日光、高温多湿を
さけ、常温で保管してください。

e ジュレグレープ eジュレグレープGPe ジュレオレンジ eジュレオレンジ 100 包 e ジュレオレンジ CP e ジュレオレンジGP

栄養
成分
表示

食品
表示

使用上
の注意

　　（100g当たり）
エネルギー…49.0kcal　
たんぱく質…0.0g　
脂質…0.0g　
炭水化物…12.8g
ナトリウム…48.0mg　
カリウム…2.1mg　
カルシウム…44.0mg

　　（6g当たり）
エネルギー…0.9kcal　
たんぱく質…0.0g　
脂質…0.0g　
炭水化物…0.8g
ナトリウム…2.9mg　
カリウム…0.1mg　
カルシウム…2.6mg

　　（100g当たり）
エネルギー…14.8kcal　
たんぱく質…0.0g　
脂質…0.0g　
炭水化物…12.8g
ナトリウム…48.0mg　
カリウム…2.1mg　
カルシウム…44.0mg

　　（100g当たり）
エネルギー…49.0kcal　
たんぱく質…0.0g　
脂質…0.0g　
炭水化物…12.8g
ナトリウム…48.0mg　
カリウム…2.1mg　
カルシウム…44.0mg

　　（5mL当たり）
エネルギー…2.9kcal　
たんぱく質…0.0g　
脂質…0.0g　
炭水化物…0.8g
ナトリウム…2.9mg　
カリウム…0.1mg　
カルシウム…2.6mg

※回数は使用量によって変わります。あくまで目安です。■eジュレシリーズラインナップ

嚥下調整食 1j
嚥下訓練食品 0j 嚥下訓練食品 0t

嚥下調整食３
嚥下調整食４

嚥下調整食 2-1
嚥下調整食 2-2

「嚥下訓練食品0j」の条件の一つ
ゼリーは、適切な食塊、
硬さと離水が少ないこと
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会（学会分類2013より）

流動中に、薬とゼリーと
水がバラバラになった
状態で流れる。 気

管
食
道

流動中でも、薬とゼリーが
ひとかたまりになって
しっかり胃へ流れる。

気
管

食
道

開封前には、よく
揉んでください。

モリモト医薬
270415

※

近
日
発
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定


