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製品名 製品規格
サンエット－２．０ ２００ｍＬ×２４ *）

サンエット－２．０ １０００ｍＬ×６ *）

サンエット－Ｎ３ ２００ｍＬ×２４ *）

サンエット－Ｎ３ １０００ｍＬ×６ *）

サンエット－ＳＡ ２００ｍＬ×２４ *）

サンエット－ＳＡ １０００ｍＬ×６ *）

サンエット－Ｎ３　ＢＺ ３００ｍＬ×２４ *）

サンエット－Ｎ３　ＢＺ ４００ｍＬ×１８ *）

サンエット－２．０　ＢＺ ２００ｍＬ×１８ *）

サンエット－２．０　ＢＺ ２５０ｍＬ×１８ *）

サンエット－ＳＡ　ＢＺ ３００ｍＬ×２４ *）

サンエット－ＳＡ　ＢＺ ４００ｍＬ×１８ *）

サンエット－ＳＡアクア　バッグ ４２８ｍＬ（３００ｋｃａｌ）×１８ *）

サンエット－ＳＡアクア　バッグ ５７１ｍＬ（４００ｋｃａｌ）×１２ *）

ＪｕｉｃｉＯミニ　青うめ味 １２５ｍＬ×１２ *）

ＪｕｉｃｉＯミニ　オレンジ味 １２５ｍＬ×１２ *）

ＪｕｉｃｉＯミニ　グレープ味 １２５ｍＬ×１２ *）

ＪｕｉｃｉＯミニ　フルーツミックス味 １２５ｍＬ×１２ *）

ＪｕｉｃｉＯミニ　ピーチ味 １２５ｍＬ×１２ *）

ＪｕｉｃｉＯミニ　マンゴー味 １２５ｍＬ×１２ *）

ＪｕｉｃｉＯミニ　いちご味 １２５ｍＬ×１２ *）

ＪｕｉｃｉＯミニ　メロン味 １２５ｍＬ×１２ *）

リカバリーニュートリート ２００ｇ（３００ｋｃａｌ）×２４ *）

リカバリーニュートリート ２６７ｇ（４００ｋｃａｌ）×１８ *）

ニュートリート　Ｗａｔｅｒ ３００ｇ×２０ *）

ペースト状のオブラートＰ　プレーン味 １５０ｇ×６ *）

ペースト状のオブラートＳ　イチゴ味 １５０ｇ×６ *）

エネビットゼリー １５０ｇ×２４ *）

ごっくんゼリー　Ａ　りんご味 １５０ｇ×６ *）

ごっくんゼリー　Ｇ　グレープ味 １５０ｇ×６ *）

ごっくんゼリー　Ｍ　みかん味 １５０ｇ×６ *）

ごっくんゼリー　Ｌ　ラムネ味 １５０ｇ×６ *）

ごっくんゼリー　Ｔ　緑茶味 １５０ｇ×６ *）

トロメリンＶ １．５ｇ×５０ *）

トロメリンＶ １ｋｇ *）

トロメリン　Ｈｉ ４ｇ×５０ *）

トロメリン　Ｈｉ ３００ｇ *）

トロメリン　Ｈｉ ８００ｇ *）

トロメリン　Ｈｉ ２ｋｇ *）

トロメリン　Ｅｘ ２．０ｇ×５０ *）

トロメリン　Ｅｘ １ｋｇ *）

トロメリン　Ｅｘ ５００ｇ *）

トロメリン  顆粒 ５５０ｇ *）

トロメリン  顆粒 ８ｇ×５０ *）

トロメリン  顆粒 １ｋｇ×２ *）

トロメリン  顆粒 ８００ｇ *）

ペグメリン ２．５ｇ×５０ *）

ペグメリン ５００ｇ *）

カタメリン １ｋｇ *）

（次頁へ続く）

　　① 販売を継続する製品

＜ニュートリション事業の製品別体制（平成29年4月1日以降）＞
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＜ニュートリション事業の製品別体制（平成29年4月1日以降）＞

製品名 製品規格
キャロラクト－Ｆ ５ｇ×５０ *）

生活日記パン ２０個入 *）

生活日記ごはん　１／２５ １８０ｇ×２４ *）

生活日記ごはん　ツインパック　１／２５ １４０ｇ×２×２０ *）

スローライス １４０ｇ×１２ *）

ブレンダー食　Ｇ　牛肉と野菜の合せ煮 ２００Ｋ×１０ *）

ブレンダー食　Ｔ　鶏肉のけんちん風煮込み ２００Ｋ×１０ *）

ブレンダー食　Ｓ　白身魚と里芋のそぼろ煮 ２００Ｋ×１０ *）

ブレンダー食　Ｎ　肉と豆腐のあんかけ ２００Ｋ×１０ *）

ブレンダー食　Ｋ　かぼちゃと白身魚の煮物 ２００Ｋ×１０ *）

ブレンダー食　Ｒ　鶏肉のロールキャベツ ２００Ｋ×１０ *）

ブレンダー食　ＭＩＸ　詰合わせ ２００Ｋ×６ *）

ブレンダー５００　ＢＣ　ビーフカレー ５００ｇ×６ *）

ブレンダー５００　ＫＳ　鰹の生姜煮 ５００ｇ×６ *）

ブレンダー５００　ＮＪ　肉じゃが ５００ｇ×６ *）

ブレンダー５００　ＴＩ　筑前煮 ５００ｇ×６ *）

ブレンダー５００　ＹＣ　野菜のクリーム煮 ５００ｇ×６ *）

ブレンダー食　ミニ　１０種詰め合わせ ８０ｇ×２×１０ *）

ブレンダー食　ミニ　ＫＣ　かにのクリーム煮 ８０ｇ×５ *）

ブレンダー食　ミニ　ＫＳ　鰹の生姜煮 ８０ｇ×５ *）

ブレンダー食　ミニ　ＮＪ　肉じゃが ８０ｇ×５ *）

ブレンダー食　ミニ　ＴＩ　筑前煮 ８０ｇ×５ *）

ブレンダー食　ミニ　ＹＣ　野菜のクリーム煮 ８０ｇ×５ *）

ブレンダー食　ミニ　ＫＦ　カボチャの含め煮 ８０ｇ×５ *）

ブレンダー食　ミニ　ＳＩ　里芋とイカの煮物 ８０ｇ×５ *）

ブレンダー食　ミニ　ＳＹ　すき焼き ８０ｇ×５ *）

ブレンダー食　ミニ　ＤＳ　大根のそぼろ煮 ８０ｇ×５ *）

ブレンダー食　ミニ　ＢＳ　ビーフシチュー ８０ｇ×５ *）

ＮＥＷ　サンケンクリン １セット *）

ＮＥＷ　サンケンクリンＣＡ １セット *）

ＮＥＷ　サンケンクリンⅡ １セット *）

サンケンクリンＭＯ １セット *）

リカバリーＳＯＹ ２００ｍＬ×２４ **）

リカバリーＳＯＹ １０００ｍＬ×６ **）

リカバリーＳＯＹ　ＢＺ ３００ｍＬ×２４ **）

リカバリーＳＯＹ　ＢＺ ４００ｍＬ×１８ **）

リカバリーＭｉｎｉ　ＣＯ　コーヒー味 １２５ｍＬ×１２ **）

リカバリーＭｉｎｉ　ＢＡ　バナナ味 １２５ｍＬ×１２ **）

リカバリーＭｉｎｉ　ＫＩ　きなこ味 １２５ｍＬ×１２ **）

リカバリーＭｉｎｉ　ＭＧ　マンゴー味 １２５ｍＬ×１２ **）

リカバリーＭｉｎｉ　ＭＴ　ミルクティー味 １２５ｍＬ×１２ **）

リカバリー１．５ ２００ｍＬ×２４ **）

リカバリー１．５ １０００ｍＬ×６ **）

リカバリーＡｍｉｎｏ １０００ｍＬ×６ **）

リカバリーＡｍｉｎｏ ２００ｍＬ×２４ **）

　　① 販売を継続する製品（続き）

*) 販売者：ニュートリー株式会社
**) 総販売代理店：ニュートリー株式会社



3 / 3 ページ

＜ニュートリション事業の製品別体制（平成29年4月1日以降）＞

　　② 販売を終了する製品

製品名 製品規格
サンエット－Ａ １０００ｍＬ×６
サンエット－Ａ ２００ｍＬ×２４
サンエット－Ｌ １０００ｍＬ×６
サンエット－Ｌ ２００ｍＬ×２４
サンエット－１．５ ２００ｍＬ×２４
ＪｕｉｃｉＯ飲むゼリー　ＯＣ　オレンジ＆キャロット １００ｇ×２４
レナプラス １２５ｍＬ×１２
プロテインマックス　ＣＯ　コーヒー味 １２５ｍＬ×１２
プロテインマックス　ＭＥ　メロン味 １２５ｍＬ×１２
プロテインマックス　ＰＩ　パイナップル味 １２５ｍＬ×１２
プロテインマックスゼリーＡ　あずき味 ６８ｇ×２４
プロテインマックスゼリーＭ　メロン味 ６８ｇ×２４
プロテインマックスゼリーＣ　コーヒー味 ６８ｇ×２４
プロテインマックスゼリーＯ　オレンジ味 ６８ｇ×２４
プロテインマックスゼリーＹ　ヨーグルト味 ６８ｇ×２４
プロテインマックスゼリーＧ　グレープ味 ６８ｇ×２４
リカバリーＳｏｕｐ　えんどう豆 ３７ｇ×１２
リカバリーＳｏｕｐ　かぼちゃ ３７ｇ×１２
リカバリーＳｏｕｐ　コーン ３７ｇ×１２
リカバリーＳｏｕｐ　３種詰め合わせ ３７ｇ×４×３
リカバリーＳｏｕｐ　えんどう豆 ７４０ｇ
リカバリーＳｏｕｐ　かぼちゃ ７４０ｇ
リカバリーＳｏｕｐ　コーン ７４０ｇ
ライフロン－ＱＬ １２５ｍＬ×１２
ライフロン－Ｑ１０ ２００ｍＬ×２４
クイックゼリー　アップル味 １０ｇ×３６
クイックゼリー　ピーチ味 １０ｇ×３６
サンケンラクト　Ｐ　プレーン味 １ｋｇ
サンケンラクト　Ｐ　プレーン味 １０ｇ×１００
サンケンラクト　Ｓ　ストロベリー味 １０ｇ×１００
サンケンラクト　Ｐ　プレーン味 １０ｇ×２１
サンケンラクト　Ｓ　ストロベリー味 １０ｇ×２１
液状フレーバー　Ｂ　バナナ味 ６ｇ×５０
液状フレーバー　Ｃ　コーヒー味 ６ｇ×５０
液状フレーバー　Ｍ　メロン味 ６ｇ×５０
サンケンフレーバー　Ｓ　ストロベリー味 ５ｇ×５０
サンケンフレーバー　Ｂ　バナナ味 ５ｇ×５０
サンケンフレーバー　Ｙ　ヨーグルト味 ５ｇ×５０
ＳＫＫファイバー ３００ｇ
パインファイバー ５ｇ×１０×３
パインファイバー ５ｇ×１０×６
カプサイシンプラス ２４枚×１０
生活日記うどん １８食
リカバリーＭｉｎｉ　５種詰め合わせ １２５ｍＬ×２×５

長きにわたりご愛顧賜りました上記製品は平成２９年３月３１日をもちまして販売終了とさせ
て頂きます。誠にありがとうございました。

【本件に関するお問い合わせ先】  

  株式会社三和化学研究所  コンタクトセンター （０１２０）１９－８１３０ 

   [受付時間] 月～金(祝日・弊社休業日を除く) 午前9時より午後5時まで 
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