
栄養計算

POINT

1

学校、自宅で
使える！

インストール不要。
ネット環境があれば、
どこでも利用可能です。

POINT

2

バックアップは
不要！

料理や献立などのデータは
常に最新情報で
保存、使用できます。

POINT

3

充実のデータ！
食品の写真多数、
約１５００点の
料理データを収録！

オンライン授業でも
使えます！

新規食品・料理の
登録が可能！

初心者や学生も
使いやすい！

お問合せは  女子栄養大学出版部 営業課
TEL 03-3918-5411　FAX 03-3918-5591　e-mail marketing@eiyopro.jp

女子栄養大学出版部から栄養計算ソフトのご案内

「栄養Proクラウド」はWeb上で栄養計算ができるアプリです。インターネットにつながっている
パソコン、タブレットがあれば、いつでもどこでもアクセスして利用できます。

文部科学省の
「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」対応

・調理後データもらくらく変換！
 調理前の重量を使って、調理後の成分値計算ができます。

・「2015年版（七訂）」のエネルギー値も表示！
  これまでの栄養計算結果と比較したい場合にも便利です。

C
120g 120g

栄養Proクラウド

監修／女子栄養大学 ■一般向け年間使用料：6,600円（税込）

〇食品の写真や目安量が表示され栄養計算・献立作成が簡単にできます。

・新規食品・料理の登録が可能！
・栄養計算結果のCSV出力（エ
クセルデータへの書き出し）が
可能！



料理データ

栄養評価

搭載データ

糖質摂取量の
計算に必要な数値の

列を作成！

利用可能
炭水化物
糖質摂取量

脂肪酸
飽和脂肪酸も
多価不飽和脂肪酸も
本表でひとめで
わかる

飽和脂肪酸
多価不飽和脂肪酸も

食事摂取基準
2025を見据えて
オリジナル収載！

糖類
食事摂取基準
2025を見据えて

経時変化を見る
のにも便利！

七訂の方法で計算
したいときに。

2015年版
経時変化を見る

「八訂 食品成分表2022」
2022年2月20日頃 発売予定！
■女子栄養大学出版部／発行
■香川明夫／監修
■定価1,760円（税込）

INFORMATION➡ご存知ですか？ 女子栄養大学出版部Webマガ
 【知れば知るほどおもしろい！「食品成分表」】
 「八訂成分表」での計算方法などの情報をWeb連載で随時お届けしています。
是非、ご覧ください！　https://eiyo21.com/blog/tag/seibunhyo/

https://eiyo21.com/

「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」
「日本人の食事摂取基準（2020年版）」

・栄養評価のPDF出力ができます！
エネルギー産生栄養素バランス、穀類エネルギー比率、摂取たんぱく質の重量比率、SMP比率、摂取脂質の重量比率、緑黄色
野菜重量比率、EPAとDHAの摂取量、四群分類、食事摂取基準に関する栄養評価
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○外食を含めた約1500点の料理データを収録

○わかりやすい栄養評価

・料理の作り方（材料表、料理写真）のPDF出力ができます！

（推奨端末）　・パソコン(Windows、Mac)、　・タブレット(iPad、Android)　※スマホは不可
（推奨ブラウザ）・Google Chrome最新版　・Microsoft Edge最新版　・Mozilla Firefox最新版　・Safari最新版
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