
お近くの
雪印メグミルク販売店から
お届けいたします。

宅配専用商品の
雪印メグミルク

3つのメリット
宅配だけのオリジナル
商品をご用意！

スーパーやコンビニでは販売してい
ないオリジナル商品です。

1 栄養を手軽に摂れる
飲みきりサイズ！

宅配専用商品を、毎日無理なく続け
られます。

3習慣化をお手伝い！

ご希望の商品を玄関先まで定期的
にお届け。買い忘れや重たい持ち運
びもありません。
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ご家庭 雪印メグミルク販売店

定期的にお届け 商品仕入

空瓶回収空瓶回収

雪印メグミルク工場

おいしく手軽に続けられる

明るい暮らしに
お役立てください！

アスタキサンチン
4mg

砂糖不使用

成分無調整

成分無調整
おいしさ長持ち
ESL製法乳脂肪分4.3％ 乳脂肪分4.6％

食塩不使用

商品・サービスの
詳しいご紹介は
こちらでも

ご覧いただけます。

●緑黄色野菜汁
　130g※4分使用
●16種類の野菜を使用

●ビタミンD配合

●国産純玄米
　黒酢（15ml）
●16種類のアミノ酸と
　有機酸

●国産純玄米黒酢（8ml）
●栄養機能食品
　（ビタミンE）※
●ノンコレステロール

●栄養機能食品
　（ビタミンB2）※

●生乳100％ ●生乳100％

●生乳100％
胃酸で
溶けずに
腸で溶ける
特殊な
3層カプセル

100ml
品名：にんじんミックスジュース

100ml
品名：20％りんご果汁入り飲料
アレルゲン（27品目中）：りんご

125ml
品名：10％りんご果汁入り飲料
アレルゲン（27品目中）：りんご

200ml 
品名：大豆飲料
アレルゲン（27品目中）：大豆

180ml 
種類別名称：乳飲料
アレルゲン（27品目中）：乳成分

180ml 
種類別名称：乳飲料
アレルゲン（27品目中）：乳成分

180ml 
種類別名称：成分調整牛乳
アレルゲン（27品目中）：乳成分

1000ml 
種類別名称：牛乳
アレルゲン（27品目中）：乳成分

110ml 
種類別名称：はっ酵乳
アレルゲン（27品目中）：乳成分

70g 種類別名称：はっ酵乳
アレルゲン（27品目中）：乳成分、大豆、ゼラチン

180ml 
種類別名称：牛乳

アレルゲン（27品目中）：乳成分

19.04市事販

商品に関してのお問い合わせは

雪印メグミルク 
宅配フリーダイヤル

フリーダイヤル受付時間

（日・祝日・年末年始除く）
9：00～17：00

※4 濃縮野菜汁をストレート換算した野菜汁量。野菜汁からは生野菜の栄養量を全て摂取することはできませんが、日々の健康の補助にお役立てください。
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「ビフィズス菌SP株」をカプセルで
守ってしっかり腸へ。

クセになる
濃厚なおいしさ。

コーヒーの風味と
ミルクが絶妙にマッチ。
変わらぬおいしさ。

生乳のおいしさを
RO製法で
ギュッと凝縮。

生きて
腸まで届く
ビフィズス菌入り。

「おいしさキープ製法」で、
自然の恵みそのまま。

生乳から「低温」でやさしく「酸
素」を取り除いてから殺菌する
ことで、本来のフレッシュなおい
しさを実現する製法です。

おいしさキープ製法
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180ml 
種類別名称：乳飲料
アレルゲン（27品目中）：乳成分、りんご

幅広い方 に々人気の
ロングセラーです。
昔ながらの味わい。
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180ml 
種類別名称：乳飲料
アレルゲン（27品目中）：乳成分

ミルクといちごの風味が
とけ合うおいしさ。お風呂
上がりに飲みたい1本。
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※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
　食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。



お客様の毎日を応援！手軽に続けられる、
豊富な宅配専用商品ラインナップをご紹介。

生乳
50%以上
使用

鉄分
3.8mg
含有

機能性表示食品
（届出番号 B4）

脂肪ゼロ
砂糖不使用
100g 種類別名称：はっ酵乳
アレルゲン（27品目中）：
乳成分、大豆

100ml  種類別名称：乳飲料
アレルゲン（27品目中）：乳成分、えび、かに

ガセリ菌SP株が
内臓脂肪を減らす

宅配専用商品※1初の
機能性表示食品
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ヘルシーで、
毎日摂りやすい飲むタイプ。

発売から15年。
ロングセラーのおいしさ。

内臓脂肪が気になる方に

N-アセチルグルコサミン
1200mg 配合

毎日の健康習慣に

機能性表示食品
（届出番号 B3）

低脂肪
70g 種類別名称：はっ酵乳
アレルゲン（27品目中）：乳成分

低脂肪で、毎日続けて
食べやすいおいしさ。

※1 牛乳販売店が配達している宅配専用商
品［（株）総合プランニング調べ］
届出表示：本品にはガセリ菌SP株が含ま
れます。ガセリ菌SP株には内臓脂肪を減
らす機能があることが報告されています。
機能性関与成分：ガセリ菌SP株
本品は、疾病の診断、治療、予防を目的とし
たものではありません。また、特定保健用食
品とは異なります。食生活は、主食、主菜、
副菜を基本に、食事のバランスを。

「カルシウム」を強化 4つの栄養素
日本人の食生活で不足しがちな「カルシウム」を効率よく摂取。
おいしさにもこだわりました。

食物繊維 5.6g 配合
カロリー50%以上オフ※2

カロリー50%以上オフ※2！
砂糖不使用ですっきりとした味わい。

100ml  品名：清涼飲料水
アレルゲン（27品目中）：乳成分、えび、かに

N-アセチルグルコサミン
1000mg 配合

砂糖不使用

※2 「グルコサミンパワー」比

この一本で、パワフルな毎日へ
「N-アセチルグルコサミン」は、軟骨や肌の構成成分の1つであり、
また、ヒアルロン酸のもととなります。

低脂肪
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180ml  種類別名称：乳飲料
アレルゲン（27品目中）：乳成分 ※3 栄養素等表示基準値（2015）に基づく

1日分のカルシウム 
680mg

1日分の鉄分 
6.8mg

MBP® 40mg

1/2日分の
葉酸入り 120μg

1本で1日分※3 の
「カルシウム」と「鉄分」が摂れる
どの年代でも不足している「カルシウム」や、特に女性に不足しがちな「鉄分」など、
普段の食事から摂取しにくい栄養素も補給することができます。 

低脂肪

ビタミンD   5.5μg

さらに2つの“1日分”

ビタミンB12 2.4μg

100ml  種類別名称：乳飲料
アレルゲン（27品目中）：乳成分

80g
種類別名称：はっ酵乳
アレルゲン（27品目中）：
乳成分
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※ MBP®について、詳しくは雪印メグミルクのホームページをご覧ください。MBP®は雪印メグミルク（株）の登録商標です。

おなかゴロゴロの原因「乳糖」を
分解して、牛乳の約70%カット

カルシウムの利用を助ける成分
MBP®   40mg

ラクトビオン酸 175mg
ビタミンD   2.5μg

カルシウム 350mg

機能性表示食品（届出番号 C364）

毎日くっきり ルテイン5

ルテイン 
6mg届出表示：本品にはルテインが含まれます。ルテインは長時間のコンピューター作

業などによって低下した目のコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）をサポート
し、目の調子を整えることが報告されています。
機能性関与成分：ルテイン
本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。また、特定保健
用食品と異なります。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

ルテインが目の調子を整える

100ml  品名：果実ミックスジュース（濃縮還元）
アレルゲン（27品目中）：りんご

 

果汁100%
おいしさ

の

せんいプラス

※3


