
左から 

『農協 野菜 Days 野菜＆フルーツ 100%』 

『農協 野菜 Days フルーツ＆紫野菜 100%』 

(各 1000ml) 

                         2022年 3月 16日 

野菜と過ごす健やかな毎日のために 

『農協 野菜 Days』シリーズリニューアル発売 

2022年 3月 22日（火）より全国にて 

雪印メグミルク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西尾  啓治）は、 

2022年 3月 22日（火）より全国で、「農協 野菜 Days」シリーズをリニューアル発売します。 
 

 「農協 野菜 Days」シリーズは、野菜のおいしさにこだわった、多くの品目の野菜と果実を使用し

た飲料です。野菜のクセがなくすっきりと飲みやすい、使用している野菜の品目数が多い、大容量品

の価格が手頃という点を評価いただいています。お客様の評価やニーズを踏まえ、さらなる改良を加

えて、より商品価値を高めるリニューアルを実施します。 
  

【リニューアル Ａ】 

好評の飲みやすさをさらに強化するため、よりすっきりフルーティで飲みやすい風味にしました。 

『農協 野菜 Days 野菜＆フルーツ 100%』『農協 野菜 Days フルーツ＆紫野菜 100%』(各 1000ml) 

『農協 野菜 Days 野菜＆フルーツ 100%』『農協 野菜 Days フルーツ＆紫野菜 100%』(各 200ml) 

【リニューアル Ｂ】 

ロングライフ商品は、賞味期間を 120 日間から 180 日間へ変更し、環境に配慮して、植物由来のバイ

オマスプラスチックを５％添加したストローへ変更しました。 

『農協 野菜 Days 野菜＆フルーツ 100%』『農協 野菜 Days フルーツ＆紫野菜 100%』 

『農協 野菜 Daysフルーツ＆黄野菜 100%』『農協 野菜 Days 野菜 100%』 

『農協 野菜 Days １日野菜プラス 鉄分１日分』『農協 野菜 Days １日野菜プラス マルチビタミン』 

（各 200ml・ロングライフ商品） 

【全商品共通】 

 使用する野菜の品目数や、摂取できる栄養素がしっかりと分かりやすいパッケージデザインへ変更。 
 

また、原材料や資材のコストアップは企業努力による吸収の範囲を超えるものであることから、今  

回のリニューアルにともない、希望小売価格を変更させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から『農協 野菜 Days 野菜＆フルーツ 100%』、『農協 野菜 Days フルーツ＆ 

紫野菜 100%』、『農協 野菜 Days フルーツ＆黄野菜 100%』、『農協 野菜 Days 野菜 

100%』、『農協 野菜 Days １日野菜プラス 鉄分１日分』、『農協 野菜 Days  

１日野菜プラス マルチビタミン』(各 200ml・ロングライフ商品) 

【リニューアルＢ】 

【リニューアルＡ】 



１．商品概要  

商品名 内容量 名称 

希望小売価格
（税別） 発売日 

発売 
地域 

賞味期間 
（開封前） 
保存方法 現行 変更後 

農協 野菜 Days 
野菜＆フルーツ 100% 

1000ml 
野菜・果実 
ミックス 
ジュース 

210円 220円 

3/22 
(火) 

全国 

16日間 
要冷蔵 

(10℃以下) 農協 野菜 Days 
フルーツ＆紫野菜 100% 

1000ml 
果実・野菜 
ミックス 
ジュース 

農協 野菜 Days 
野菜＆フルーツ 100% 

200ml 
野菜・果実 
ミックス 
ジュース 

95円 100円 

180日間 
常温保存 
可能品 

農協 野菜 Days 
フルーツ＆紫野菜 100% 

200ml 果実・野菜 
ミックス 
ジュース 農協 野菜 Days 

フルーツ＆黄野菜 100% 
200ml 

農協 野菜 Days 
野菜 100% 

200ml 
にんじん 
ミックス 
ジュース 

農協 野菜 Days 
１日野菜プラス  
鉄分１日分 

200ml 
野菜・果実 
ミックス飲料 
(清涼飲料水) 

100円 105円 
農協 野菜 Days 
１日野菜プラス  
マルチビタミン 

200ml 
にんじん 
ミックス 
ジュース 

 

２．改良のポイント 

商品名 改良ポイント 

農協 野菜 Days 
野菜＆フルーツ 100% 

1000ml 

よりすっきりフルーテ

ィで飲みやすい風味に

しました。 

 

品目数の多さと栄養素

が目立つデザインにし

ました。 

 

 

農協 野菜 Days 
フルーツ＆紫野菜 100% 

1000ml 

訴求栄養素を摂取意向
が高いポリフェノール
に変更しました。 

農協 野菜 Days 
野菜＆フルーツ 100% 

200ml 

賞味期間を延長しまし 
た。 
120日間 → 180日間 

農協 野菜 Days 
フルーツ＆紫野菜 100% 

200ml 

農協 野菜 Days 
フルーツ＆黄野菜 100% 

200ml 

好評をいただいている
風味や訴求する栄養素
は変更ありません。 

農協 野菜 Days 
野菜 100% 200ml 

野菜 1 日分と 36 品目
の野菜使用が目立つデ
ザインにしました。 

農協 野菜 Days 
１日野菜プラス 鉄分１日分 

200ml 

野菜と鉄分それぞれ 
１日分が目立つデザ 
インにしました。 

農協 野菜 Days 
１日野菜プラス  
マルチビタミン 

200ml 

野菜とマルチビタミ 
ンそれぞれ１日分が 
目立つデザインにし 
ました。 



３．商品コンセプト 

商品名 コンセプト ターゲット 

農協 野菜 Days 
野菜＆フルーツ 100% 

1000ml 

野菜のおいしさにこだわった、多く
の品目を使用した野菜果実飲料 

家族の健康を考える主婦とその
家族 

農協 野菜 Days 
フルーツ＆紫野菜 100% 

1000ml 

野菜のおいしさにこだわった、多く
の品目を使用した果実野菜飲料 

農協 野菜 Days 
野菜＆フルーツ 100% 

200ml 

野菜のおいしさにこだわった、多く
の品目を使用した野菜果実飲料 

農協 野菜 Days 
フルーツ＆紫野菜 100% 

200ml 野菜のおいしさにこだわった、多く
の品目を使用した果実野菜飲料 農協 野菜 Days 

フルーツ＆黄野菜 100% 
200ml 

農協 野菜 Days 
野菜 100% 
200ml 

１本で野菜１日分を使用している
のに、すっきり飲みやすい野菜 100%
飲料 

野菜不足が気になる方、野菜を摂
りたい方、すっきり飲みやすい野
菜飲料を好む方 

農協 野菜 Days 
１日野菜プラス 鉄分１日分 

200ml 

１日分の鉄分が摂取できる、野菜１
日分を使用した野菜飲料 

野菜 1日分だけでなく栄養補給
を求めて野菜飲料を飲む方 農協 野菜 Days 

１日野菜プラス マルチビタミン 
200ml 

複数のビタミンが摂取できる、野菜
１日分を使用した野菜飲料 

 

４．お客様からのお問い合わせ先 

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 10:00～17:00※） 

   ※ お客様センターの受付時間を当面の間、変更させていただいております。 

【雪印メグミルク ウェブサイト：https://www.meg-snow.com 】 

【農協 野菜 Days ブランドサイト：https://www.meg-snow.com/nokyo/】 

 

 

 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

雪印メグミルク株式会社 

広報ＩＲ部 広報グループ 

TEL 03-3226-2124  FAX 03-3226-2150 

E-mail msb-pr@meg-snow.com 

https://www.meg-snow.com/
https://www.meg-snow.com/nokyo/
file://SRVAFS1/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E9%83%A8/HD%E5%BA%83%E5%A0%B1%E9%83%A8/01_%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%9F/01_%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9/%E2%98%852020%20NewsRelease/%E5%95%86%E5%93%81/20210311_Parfait%20Style%202%E5%93%81/msb-pr@meg-snow.com
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