
●栄養ドリンク（医薬品・医薬部外品）→食品番号「19651　栄養ドリンク剤（医薬品・医薬部外品扱い）」に相当

会社名 商品名 会社名 商品名 会社名 商品名
【ドリンク剤】 エスカップ2000a 新グロンモント

リポビタンD エスカップ 新グロンモントゴールド

リポビタンDライト エスカップEC1000 新グロンモントエース

リポビタンDⅡ エスカップDXa ローゼリーゴールド内服液

リポビタンD2000 エスカップE グロンサンG

リポビタンウインズ エスカップL グロンサン強力内服液

リポビタンDスーパー エスカップEX グロンサン内服液

リポビタンアミノ エスカップゴールド グロンサンcompact

リポビタン８Ⅱ エスカップVクイック グロンサンプラス

リポビタン１１ エスカップAA グロンサンプラスⅡ

リポビタンDロイヤル エスカップC1000 グロンサンスタディ

アルフェライト エスカップキング グロンサンエース内服液

【ミニドリンク剤】 エストロングV グロンサンDX

リポビタンゴールド エストロング チオビタ・ドリンク

リポビタンゴールドⅡ エスファイト内服液 チオビタドリンクヘルシー

リポビタン１１ローヤル エスファイトゴールド内服液 チオビタドリンク1000

リポビタンアミノゴールド エストロングS チオビタドリンク2000

リポビタンA エストロングキング50 チオビタゴールド

リポビタンこども エストロングロイヤル チオビタゴールド2000

リポビタンTr. エストロングロイヤルキング50 チオビタ鵬玉精S

ゼナF-Ⅰ ジェフロータン チオビタ北樹精

ゼナF-Ⅱ ジェフロータンキング アリナミン７

ゼナ・F-Ⅲ ユーゲンキング アリナミン７ゴールド

ゼナ　シャイン ユーゲンキング50 アリナミンV

ゼナ　ジンジャー ハイアンプルエース内服液 アリナミンV＆V

ゼナ　キング リチンエー内服液 アリナミンV＆V NEW

与滋元 エスタック滋養液DX アリナミンe

エーベル 新エスタック滋養液 ベンザ栄養補給ドリンク

アルフェ 新エスタック滋養液クール ハイシーCEtime

アルフェBB こどもエスカップ リゲイン

アルフェミニ エスタック滋養液こども用 J-リゲイン

アルフェB-in チョコラBBローヤル MJ-リゲイン

アルフェEX チョコラBBフレッシュ リゲインAゴールド

チョコラFEケア リゲイン３０００

チョコラBBドリンクⅡ リゲイン＠

チョコラBBライト リゲインR

ツデイL

＊製品の区分（扱い）等が変更されていることもあるので、適宜表示等でご確認ください。

大正製薬

大鵬製薬

武田薬品

エーザイ

三共

中外製薬エスエス製薬



●栄養ドリンク（その他）→食品番号「19699　栄養ドリンク剤（その他）」に相当

会社名 商品名
大塚製薬 オロナミンC

日本コカ・
コーラ リアルゴールド

タフマン

タフマンV

●錠剤・カプセル・粒状の医薬品・医薬部外品
摂取した分の各種ビタミン量はすべて強化分として取り扱います。

会社名 商品名 １粒の重量 ビタミンB１ ビタミンB２ ビタミンB６ ビタミンE ビタミンC カルシウム
新アリナミン A 0.32g 25.16mg 4.00mg 6.67mg - - -
アリナミン A50 0.32g 37.74mg 5.00mg 5.00mg - - -
アリナミン A25 0.25g 18.87mg 2.50mg 2.50mg - - -
アリナミン A5 0.25g 3.77mg - 2.50mg - - -
アリナミン EX 0.37g 25.16mg - 33.33mg 33.3mg - -
ハイシー　Bメイト２ 0.38g - 15.00mg 50.0mg - 75mg -
グロンサンゴールド・錠 0.58g 1.35mg 0.67mg 1.67mg 1.7mg 20mg -
新グロンサン錠 0.44g 5.00mg - - - 10mg -
リゲンEB錠Ⅱ 0.1g 33.33mg - 33.3mg 33.33mg - -
ビトン-ハイECB2 2.0g - 2.33mg - 100.0mg 333mg -
トリメートエース 0.313g 33.33mg - 33.33mg 100.0mg - -
ビオタミンエース 0.25g 33.33mg 4.00mg 16.67mg - - -

エスエス製薬 ハイチオールC 0.38g - - - - 50mg -
チョコラBBプラス 0.287g 8.10mg 15.00mg 25.00mg - - -
チョコラBBピュア 0.33g 8.10mg 15.00mg 12.00mg - - -
チョコラBBジュニア 0.19g 1.22mg 3.75mg 3.00mg - - -
ユベラックスEピュア 0.19g - - - 100.0mg - -
ユベラックスL 0.385g - - - 100.0mg - -
ユベラックス300 0.27g - - - 100.0mg - -
ユベラックスα 0.27g - - - 100.0mg - -

塩野義製薬 ポポンS 0.66g 3.50mg 3.00mg 4.00mg 7.5mg 75mg 70mg

＊製品の規格等が変更されていることもあるので、適宜表示等でご確認ください。

エーザイ

ヤクルト

武田薬品工
業

中外製薬

三共



●スポーツドリンク→食品番号「19601　スポーツ飲料」に相当
会社名 商品名

ポカリスエット
ポカリスエットステビア
エネルゲン
アミノバリュー
ゲータレード
サントリー　ライフパートナーDAKARA
サントリー　燃焼系アミノ式
アクエリアス
アクエリアス　クエン酸ウォーター

●栄養素調整食（クッキータイプ）→食品番号「19301　栄養素調整食（クッキータイプ）」に相当
会社名 商品名

大塚製薬 カロリーメイトブロック
明治製菓 パーフェクトプラス　バータイプ

毎日果実
バランスオン
バランスアップ　ショコラ
バランスアップ　バターガレット

●栄養素調整食（ゼリータイプ・エネルギー強化）→食品番号「19302　栄養素調整食（ゼリータイプ・エネルギー強化）」に相当
会社名 商品名

森永製菓 ウイダーinゼリーエネルギーイン
カロリーメイトゼリー
エネルゲンFAST BREAK ゼリー

●栄養素調整食（ゼリータイプ・ビタミン強化）→食品番号「19303　栄養素調整食（ゼリータイプ・ビタミン強化）」に相当
会社名 商品名
森永製菓 ウイダーinゼリーマルチビタミンイン
大塚製薬 ファイブミニゼリー

＊製品の規格や内容等が変更されていることもあるので、適宜ご確認ください。

江崎グリコ

大塚製薬

大塚製薬

サントリー

日本コカ・コーラ

アサヒフード＆
ヘルスケア




