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届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B1 H28.4.14 きらめきアイ フジッコ株式会社 1
ルテイン
ゼアキサンチン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、
ゼアキサンチンには目の黄斑色素量を維持する働きがあり、
コントラスト感度の改善やブルーライトなどの光刺激からの保
護によって、目の調子を整える機能があることが報告されてい
ます。

更履歴

（H30.2.26）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正

B2 H28.4.14 うるるん姫 フジッコ株式会社 1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌のうるおいを保ち、乾燥をやわらげる機能があることが報告
されています。

B3 H28.4.19
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エス
ピー）株ヨーグルト　宅配専用　７０ｇ

雪印メグミルク株式会社 2 ガセリ菌SP株
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。

（H29.5.22）表示見本を追加
（H29.9.13）別紙様式Ⅲ－３添付資
料を修正

B4 H28.4.19
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エス
ピー）株ヨーグルト　ドリンクタイプ　宅配専
用　１００ｇ

雪印メグミルク株式会社 2 ガセリ菌SP株
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。

（H29.5.16)表示見本を追加
（H29.10.4）別紙様式Ⅲ－３添付資
料を修正
【届出撤回】2017/12/28
SRの見直しのため。

B5 H28.4.20 ふしぶしの恵グルコサミン 株式会社ファイン 1 グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑え
ることで、関節軟骨を維持することが報告されています。

(H28.6.7) 表示見本の表記修正
(H29.6.14) 表示見本の追加

B6 H28.4.21 クロセチンアイ 理研ビタミン株式会社 1 クロセチン
本品にはクロセチンが含まれます。クロセチンは、パソコン作
業などによる目の疲れから生じるピント調節機能の低下を緩
和し、目の調子を整えることが報告されています。

（H30.1.31）　別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正

B7 H28.4.22 ターミナリアベリリカタブレットＴ 株式会社東洋新薬 1
ターミナリアベリリカ
由来ポリフェノール
（没食子酸として）

本品には、ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食子酸と
して）が含まれるので、食後に上がる中性脂肪を抑える機能が
あります。脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性
脂肪が気になる方に適した食品です。

（2018.3.2）別紙様式Ⅲ-3添付資料
を修正

B8 H28.4.27 贅沢なＯＦＦ（オフ）のど飴 味覚糖株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにする
こと、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが報
告されています。

（H28.7.11）表示見本のデザインと
栄養成分表示を変更。栄養成分の
変更に伴い、別紙様式（Ⅶ）-２の
一部も変更しております。
（H29.6.22）表示見本のデザインを
変更。この変更に伴い、様式（Ⅲ）
の一部も変更しております。
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B9 H28.4.28 食事の刻の緑茶 日本薬剤株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。　難
消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の
吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするため、食事と一緒に
摂取することで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだ
やかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を
整えることも報告されています。

（H28.9.2）基本情報に表示見本を
別途追加

B10 H28.4.28 素肌サポートスムージー 株式会社スギ薬局 2
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グ
ルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある
ことが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品で
す。

(H28.7.15)表示見本の変更
(H28.11.10)届出の在り方に係る事
項を修正
【届出撤回】H30.1.30
販売を終了したため。

B11 H28.4.28 沈香の恵
アピ株式会社 1

沈香葉エキス（ゲンク
ワニン配糖体として）

本品には沈香葉エキス（ゲンクワニン配糖体として）が含まれ
ます。沈香葉エキス（ゲンクワニン配糖体として）には、便通を
改善する（排便量・排便回数を増やす）機能があることが報告
されています。

B12 H28.4.28
ヘルシープラス　充実野菜－トマト＆レ
モン－

株式会社伊藤園 2 リコピン
本品にはリコピンが含まれます。リコピンには、血圧が高めの
方の健康な血圧をサポートする機能があることが報告されてい
ます。

（H28.12.21）基本情報、表示見本
を変更

B13 H28.4.28 ブルーベリーアイ　Ｄｒｉｎｋ（ドリンク） 株式会社わかさ生活 2
ビルベリー由来アント
シアニン

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベ
リー由来アントシアニンにはピント調節力を改善することで目
の疲労感を和らげることが報告されています。

【届出撤回】2017/10/30
販売終了のため

B14 H28.4.28
ヘルシープラス　充実野菜－トマト＆レ
モン－２６５ｇ

株式会社伊藤園 2 リコピン
本品にはリコピンが含まれます。リコピンには、血圧が高めの
方の健康な血圧をサポートする機能があることが報告されてい
ます。

B15 H28.4.28
ヘルシープラス　充実野菜－トマト＆レ
モン－６００ｇ

株式会社伊藤園 2 リコピン
本品にはリコピンが含まれます。リコピンには、血圧が高めの
方の健康な血圧をサポートする機能があることが報告されてい
ます。

（H28.12.21）基本情報、表示見本
を変更

B16 H28.5.2
タカナシヨーグルト  脂肪ゼロプラス
プレーンタイプ  ４００ｇ

高梨乳業株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪と糖の吸収を
抑える機能があることが報告されています。

（H28.7.26）様式Ⅱ食経験の評価
部分のチェック箇所変更
（H28.12.7）様式Ⅵ表示見本変更
（H29.5.12）様式Ⅵ表示見本変更

B17 H28.5.2 セラミドサプリＴ 株式会社東洋新薬 1
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グ
ルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の
肌を乾燥しにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能が
あることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食
品です。
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B18 H28.5.3 カナダドライ  ジンジャーエール  プラス
日本コカ・コーラ株式会
社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれま
す。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を
抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだや
かにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を
摂りがちな方、食後の血中中性脂肪の上昇が気になる方に適
した飲料です。

（H29.1.31）様式Ⅲ、ⅥおよびⅦを
修正
（H29.11.6）様式Ⅵを修正

B19 H28.5.3 からだ巡茶  Ａｄｖａｎｃｅ（アドバンス）
日本コカ・コーラ株式会
社

2
ローズヒップ由来ティ
リロサイド

本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズ
ヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があること
が報告されています。

（H28.9.1）基本情報を修正
（H28.11.11）様式Ⅲ、Ⅴ、Ⅵおよび
Ⅶを修正
（H29.4.17）様式ⅢおよびⅦを修正
（H29.5.19）様式ⅢおよびⅦを修正
（H29.8.31）様式Ⅵを修正
（H29.9.22）様式Ⅲ、ⅥおよびⅦを
修正
（H29.11.6）様式Ⅵを修正
（H30.2.8）様式ⅢおよびⅦを修正
（H30.2.28）様式Ⅵを修正
（H30.3.25）様式Ⅵを修正

B20 H28.5.9 カラダ「カルピス」 アサヒ飲料株式会社 2 乳酸菌CP1563株
本品には独自の乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす
機能があるので、体脂肪が気になる方および肥満気味の方に
適しています。

(H28.7.11)様式（Ⅲ）－３　商品名
記載，様式Ⅴ　有効性論文出版さ
れた形式に差替え
(H29.1.4)原材料の配合割合や規
格値の変更および表示やデザイン
の変更
(H29.3.3)製造工場の追加に係る変
更届
(H29.9.11)届出食品基本情報の変
更、表示見本の追加
(H29.10.2)製造工場の追加、及び
それに伴う表示見本の追加
(H29.10.20)様式Ⅵの変更、表示見
本の追加
(H29.12.7)製造工場の追加に係る
変更届
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B21 H28.5.10 糖質オフタイム  薫る珈琲 味覚糖株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにす
ること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが
報告されています。

（H.29 4.11）
　・表示見本の表面の「機能性表
示食品」の文字の位置を変更
　・表示見本の表面右下部と裏面
右上部の「糖質５０％オフ　糖質は
日本食品標準成分表２０１５記載
のドロップに比べ５０％減になりま
す。」の文を削除
　・表示見本の改版番号「Ｋ」→
「Ｌ」に変更
　・表示見本の「届出番号」の記載
位置を変更し、届出番号「B21」を
記載

B22 H28.5.11 もち麦ごはん 株式会社はくばく 2 大麦β-グルカン
本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンに
はLDL-コレステロールを下げる機能、腸内環境を改善する機
能があることが報告されています。

(平成28年7月11日)もち麦ごはん
（届出番号B22）製品規格書内の
情報を変更。

B23 H28.5.11 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルト 江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H28.7.20)届出食品情報と表示見
本を変更
（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正

B24 H28.5.11
高濃度ビフィズス菌飲料ＢｉｆｉＸ（ビフィッ
クス）１０００  α（アルファ）

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した飲料です。

当該製品はFSSC 22000の認証を
受けた国内の1工場（岐阜グリコ乳
業株式会社）で製造している。
（H30.5.31）表示見本を追加、別紙
様式(Ⅱ)-1、(Ⅲ)-1、(Ⅲ)-3の変更

B25 H28.5.11 グラボノイド１００ 株式会社ファイン 1
3%グラブリジン含有甘
草抽出物

本品には3%グラブリジン含有甘草抽出物が含まれます。
3%グラブリジン含有甘草抽出物は、体脂肪の増加を抑えること
をサポートし、高めのBMIの改善に役立つことが報告されてい
ます。

別紙様式Ⅱ、別紙様式Ⅵ、表示見
本を修正、変更届を申請いたしま
した。（H28.8.2）

B26 H28.5.13 グルコサミンサプリ 株式会社ファイン 1 グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩は運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑える
ことで、関節軟骨を維持することが報告されています。

別紙様式Ⅵ、表示見本の修正に伴い、変更

届申請（H28.9.28）

【届出撤回】2017/10/12
SRの見直しのため。

B27 H28.5.13 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）アロエヨーグルト 江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H28.8.5)様式Ⅴ、様式Ⅵの表示
見本変更
（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正
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B28 H28.5.13
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）果実ミックスヨーグ
ルト

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H28.8.19)様式Ⅴ、及び様式Ⅵの
表示見本変更
（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正

B29 H28.5.13
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）白桃＆(アンド)ザク
ロヨーグルト

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H28.8.19)様式Ⅴ、及び様式Ⅵの
表示見本変更
（H29.10.10）様式Ⅰ、様式Ⅲ、別紙
様式（Ⅲ）-1、別紙様式（Ⅲ）-3、別
紙様式Ⅵの表示見本、及び様式
Ⅶ変更
（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正

B30 H28.5.13
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ストロベリーヨーグ
ルト

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H28.8.19)様式Ⅴ、及び様式Ⅵの
表示見本変更
（H29.10.10）様式Ⅰ、様式Ⅲ、別紙
様式（Ⅲ）-1、別紙様式（Ⅲ）-3、別
紙様式（Ⅵ）の表示見本、及び様
式Ⅶ変更
（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正

B31 H28.5.13
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルト脂肪ゼ
ロ

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H28.8.5)様式Ⅴ及び様式Ⅵの表
示見本の変更
（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正

B32 H28.5.13 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルト140ｇ 江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H28.8.5)様式Ⅴ及び様式Ⅵの表
示見本の変更
（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正

B33 H28.5.13
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）おいしいビフィズス
菌ドリンクタイプ

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正

B34 H28.5.13
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ブルーベリーヨー
グルト

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H28.9.8)様式Ⅰ、様式Ⅲ、別紙様
式Ⅲ-1、別紙様式Ⅲ-3、様式Ⅴ、
様式Ⅵの表示見本、及び様式Ⅶ
の変更
（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B35 H28.5.13
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）フルーツプルーン
ヨーグルト

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H28.9.8)様式Ⅰ、様式Ⅲ、別紙様
式Ⅲ-1、別紙様式Ⅲ-3、様式Ⅴ、
様式Ⅵの表示見本、及び様式Ⅶ
の変更
（H30.1.29）様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
①の変更、別紙様式（Ⅴ）の修正

B36 H28.5.17
サントリー  グルコサミン＆（アンド）コ
ンドロイチン

サントリーウエルネス
株式

1
グルコサミン塩酸塩、
コンドロイチン硫酸、
ケルセチン配糖体

本品にはグルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン
配糖体が含まれます。グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫
酸、ケルセチン配糖体の3成分の組み合わせには、移動時の
ひざ関節の悩みを改善することが報告されています。

（H28.10.18）表示見本の変更

B37 H28.5.18 宮古ＢＰ（ビーピー） 株式会社うるばな宮古 1
宮古ビデンス・ピロー
サ由来カフェー酸

本品には宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸が含まれま
す。宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸には目や鼻の不快
感を軽減する機能があることが報告されています。

（H28.12.26）追加の表示見本を入
れた
（H28.8.25）別紙様式（Ⅴ）－7と様
式Ⅵの修正、新旧対照表の添付

B38 H28.5.18 味覚糖のど飴  プラス  すっきりレモン 味覚糖株式会社 2
モノグルコシルヘスペ
リジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。
モノグルコシルヘスペリジンは、気温や室温が低い時に低下し
た末梢の血流量を上昇させて正常に戻すこと、末梢の体温を
維持することが報告されています。

（H.28.12.13）表示見本の製品粒の
色と一部の文言を修正、届出番号
と改版番号を追記。
（H.29.5.2）表示見本の追加（内容
量70g）。
（H.30.3.16）（別紙様式Ⅲ-３添付
資料を修正）
担当者変更による変更のため（基
本情報ステータス詳細「届出事項
及び開示情報についての問合せ
先」の「氏名」及び「連絡先メール
アドレス」を変更）

B39 H28.5.18 味覚糖のど飴  プラス  はちみつ金柑 味覚糖株式会社 2
モノグルコシルヘスペ
リジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。
モノグルコシルヘスペリジンは、気温や室温が低い時に低下し
た末梢の血流量を上昇させて正常に戻すこと、末梢の体温を
維持することが報告されています。

（H.28.12.13）表示見本の製品粒の
色と一部の文言を修正、届出番号
と改版番号を追記。
（H.29.5.2）表示見本の追加（内容
量70g）。
（H.30.3.16）（別紙様式Ⅲ-３添付
資料を修正）
担当者変更による変更のため（基
本情報ステータス詳細「届出事項
及び開示情報についての問合せ
先」の「氏名」及び「連絡先メール
アドレス」を変更）



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B40 H28.5.18 アマニオイル 日本製粉株式会社 2 α－リノレン酸

本品にはα－リノレン酸が含まれます。α－リノレン酸は血中
総コレステロール値や悪玉（LDL）コレステロール値を低下させ
る 作用があることが報告されています。本品はコレステロール
値が高めの方に適した食品です。

（2016.10.11）①本社移転に伴う住
所・電話番号変更、代表者変更、
②本資料の作成日の変更、③届
出書と表示見本との整合を図るた
め。
(2017.2.9)中身は変更せず、量目
及びデザインの異なる商品を追加
し、表示見本と品質管理規格書を
追加。
（2018.2.26）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正

B41 H28.5.19 届く強さの乳酸菌 アサヒ飲料株式会社 2
「プレミアガセリ菌
CP2305」（L.gasseri
CP2305）

本品には「プレミアガセリ菌CP2305」（L.gasseri CP2305）が含
まれるので、腸内環境の改善に役立つ機能があります。

（Ｈ28．7.27）別紙様式（Ⅲ）　製品
規格書、分析試験の成績書、分析
方法を示す文書の差替え
（Ｈ28．9．9）表示見本　5本＋1本
パックの追加
（Ｈ29．1．31）表示見本　プレゼン
トキャンペーン6本および3本パック
の追加
（Ｈ29．4．19）表示見本の変更・追
加、別紙様式(Ⅳ)の変更、別紙様
式(Ⅶ)の変更
（H29.6.22）表示見本の変更、様式
Ⅳ組織図及び連絡フローチャート
の変更
（H29.10.6）届出担当者の変更、製
造工場及び表示見本の追加

B42 H28.5.20 ロートＶチュアブル ロート製薬株式会社 1
ルテイン、ゼアキサン
チン

本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼ
アキサンチンには見る力の維持をサポートすることが報告され
ています。
※見る力とは、目で、くっきりとものを識別する力です。

（H27.7.26）様式Ⅲの添付資料中
の検体名の記載を商品名とひもづ
ける書類を追加
（H29.9.22）別紙様式Ⅲ－３添付資
料を修正
（H29.9.22）基本情報を修正
（H29.12.27）別紙様式Ⅳ健康被害
の情報収集体制と組織図及びフ
ローチャート変更
（H29.12.27）別紙様式Ⅳ健康被害
情報収集体制　連絡対応日時を変
更
（H29.12.27）別紙様式Ⅶ食品関連
事業者における基本情報の消費
者対応部局の連絡先および情報
開示するウェブサイトのＵＲＬ変更
（H29.12.27）表示見本の変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B43 H28.5.20 森永  ＢＢ（ビービー）５３６ 森永乳業株式会社 1 ビフィズス菌BB536
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が
報告されています。

（2018/02/07）別紙様式（Ⅲ）-3、
別紙様式（Ⅲ）-3添付資料を修正

B44 H28.5.23 シボガード
株式会社ハーブ健康
本舗

1
ターミナリアベリリカ
由来ポリフェノール
（没食子酸として）

本品には、ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食子酸と
して）が含まれるので、食後に上がる中性脂肪を抑える機能が
あります。脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性
脂肪が気になる方に適した食品です。

（2016.9.6）表示見本の変更及び追
加、生産・製造及び品質管理に係
る事項の変更、健康被害の情報
収集に係る事項の変更
（2017.10.3）様式(Ⅰ)、(Ⅲ)、(Ⅲ)-
1、(Ⅶ)の変更、様式(Ⅵ)の修正、
表示見本の追加、様式(Ⅳ)の変
更、様式(Ⅶ)の変更
（2018.2.23）様式(Ⅲ)-3添付資料を
修正、様式(Ⅶ)-1を修正

B45 H28.5.25 べにふうきスティックタイプ 株式会社荒畑園 2

メチル化カテキン（エ
ピガロカテキン-3-ο
-(3-ο-メチル)ガレー
ト）

本品には、メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-(3-ο-メ
チル)ガレート）が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダス
トやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告さ
れています。

（H28.9.9）表示見本および様式Ⅵ
を修正
（H28.9.9）表示見本を追加
（H28.12.7）表示見本を変更
（H29.9.21）表示見本、様式Ⅲ,Ⅶを
変更

B46 H28.5.25 べにふうき粉末茶 株式会社荒畑園 2

メチル化カテキン（エ
ピガロカテキン-3-ο
-(3-ο-メチル)ガレー
ト）

本品には、メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-(3-ο-メ
チル)ガレート）が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダス
トやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告さ
れています。

（H28.9.9）表示見本および様式Ⅵ
を修正
（H28.12.7）表示見本を修正

B47 H28.5.25 べにふうきティーパック 株式会社荒畑園 2

メチル化カテキン（エ
ピガロカテキン-3-ο
-(3-ο-メチル)ガレー
ト）

本品には、メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-(3-ο-メ
チル)ガレート）が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダス
トやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告さ
れています。

（H28.9.9）表示見本および様式Ⅵ
を修正
（H28.12.7）表示見本を修正

B48 H28.5.27
味覚糖のど飴ＰＬＵＳ（プラス）ハーブミ
ルク味

味覚糖株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。
GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和す
る機能があることが報告されています。

（H28.9.9）様式Ⅰ、様式Ⅴ、様式Ⅵ
の内容修正
（H29.9.29）表示見本の追加、様式
Ⅲ、別紙様式Ⅲ-(3)及び、「届出事
項及び開示情報についての問合
せ先」の変更

B49 H28.5.27
味覚糖のど飴ＰＬＵＳ（プラス）すっきり
ハーブ味

味覚糖株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。
GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和す
る機能があることが報告されています。

（H28.9.9）様式Ⅰ、様式Ⅴ、様式Ⅵ
の内容修正
（H29.9.29）表示見本の追加、様式
Ⅲ、別紙様式Ⅲ-(3)及び、「届出事
項及び開示情報についての問合
せ先」の変更

B50 H28.5.27 ストレスと闘うＧＡＢＡ（ギャバ）  Ｔ 株式会社東洋新薬 2 GABA

本品には、GABAが含まれます。GABAには、デスクワーク後
の仕事の疲労感を軽減する機能があることが報告されていま
す。デスクワークによる仕事のストレスや疲れが気になる方に
適した食品です。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B51 H28.5.27 ＧＡＢＡ（ギャバ）のチカラ  白米
株式会社大潟村あきた
こまち生産者協会

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方の健康な血圧をサポートする機能があることが報告されてい
ます。

（H28.10.3）表示見本のデザインを
変更

B52 H28.5.30 葛の花イソフラボン  貴妃 株式会社太田胃散 1

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。

（H28.9.2）表示見本の変更
（H29.5.10）別紙様式（Ⅲ）－１、
（Ⅶ）の変更
（H30.1.29）別紙様式（Ⅲ）－3添付
資料を修正

B53 H28.5.30 関節ケア 株式会社ライフメイト 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。非変性Ⅱ
型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートするこ
とが報告されています。

(H28.9.9)
1：様式1　届出者（法人名）修正
（前(株) → 後(株)）
2：様式Ⅰ- （３）　１．安全性に関す
る基本情報（３）摂取する上での注
意事項修正（表記ミス修正）
3：様式Ⅰ　本資料の作成日（日付
変更）
4：様式Ⅵ　表示見本修正（脱字修
正）
5：様式Ⅵ　表示見本修正（届出番
号追加記載）

B54 H28.5.31
ＵＨＡ（ユーハ）グミサプリ  還元型コエ
ンザイムＱ１０（キューテン）

味覚糖株式会社 1
還元型コエンザイム
Q10

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエン
ザイムQ10には日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減す
る機能があることが報告されています。

（H28.8.26）別紙様式（Ⅲ）‐1、（Ⅲ）
‐3、（Ⅵ）、表示見本の一部を変更
しております。
（H30.3.1）別紙様式（Ⅲ）‐3 添付資
料を修正

B55 H28.5.31 グルコサミン５００ 株式会社すみや 1 グルコサミン
本品にはグルコサミ ンが含まれす。グルコサミンは、運動や歩
行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟
骨を維持することが報告されています。

(H29.01.30)様式Ⅵ変更

B56 H28.6.1 シボヘール
株式会社ハーブ健康
本舗

1

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。

（2016.9.6）表示見本の変更及び追
加、生産・製造及び品質管理に係
る事項の変更、健康被害の情報
収集に係る事項の変更
（2017.2.17）生産・製造及び品質管
理に係る事項の変更、表示見本の
追加、届出の在り方に係る事項の
変更
（2018.2.1）別紙様式Ⅲ-3添付資料
を修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B57 H28.6.1 ＧＡＢＡ（ギャバ）のチカラ  胚芽米
株式会社大潟村あきた
こまち生産者協会

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方の健康な血圧をサポートする機能があることが報告されてい
ます。

（H28.10.3）表示見本のデザインを
変更
（Ｈ30.2.6）別紙様式Ⅲ-3添付資料
を修正

B58 H28.6.1 ＧＡＢＡ（ギャバ）のチカラ  早炊き玄米
株式会社大潟村あきた
こまち生産者協会

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方の健康な血圧をサポートする機能があることが報告されてい
ます。

（H28.10.3）表示見本のデザインを
変更
（Ｈ30.2.6）別紙様式Ⅲ-3添付資料
を修正

B59 H28.6.1 ＧＡＢＡ（ギャバ）のチカラ  発芽玄米
株式会社大潟村あきた
こまち生産者協会

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方の健康な血圧をサポートする機能があることが報告されてい
ます。

（H28.10.3）表示見本のデザインを
変更
（Ｈ30.2.6）別紙様式Ⅲ-3添付資料
を検証

B60 H28.6.2 チョコラＢＢリッチセラミド エーザイ株式会社 1
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グル
コシルセラミドには、肌の潤いを逃しにくくする機能があること
が報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。

(H28.9.23)様式Ⅵの表示見本を変
更
(H28.12.29)様式Ⅵの表示見本を
変更
(H29.11.15)別紙様式（Ⅲ）－３の試
験機関を追加、製品規格書の一部
変更

B61 H28.6.2
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ
（ギャバ）＜ミルク＞９袋

江崎グリコ株式会社 2 γ-アミノ酪酸
本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、事
務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある
ことが報告されています。

（H28.10.11）様式（Ⅶ）－1の書式を
最新版に更新。内容に変更は無
し。
（H29.7.18)　別紙様式（Ⅰ）、別紙
様式（Ⅱ）-1、別紙様式（Ⅲ）、別紙
様式（Ⅲ）-1、別紙様式（Ⅳ）、別紙
様式（Ⅳ）添付、別紙様式（Ⅴ）-
16、別紙様式（Ⅶ）の変更。
（H30.2.15）別紙様式(Ⅰ)を変更。
別紙様式Ⅲ-3添付資料を修正。

B62 H28.6.2 ブラックジンジャー 丸善製薬株式会社 1
ブラックジンジャー由
来 5,7-ジメトキシフラ
ボン

本品にはブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボンが含ま
れます。ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボンは中高
年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立つこ
とが報告されています。

H28.8.30（様式Ⅰ、様式Ⅱ、様式Ⅴ
を修正）
H28.11.16（様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅵ、様式Ⅶを修正）
H29.11.22（届出食品基本情報、様
式Ⅶを修正）

B63 H28.6.3 ＧＡＢＡ（ギャバ）血圧習慣Ｔ 株式会社東洋新薬 1 GABA
本品には、GABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの方
の血圧を下げる機能があることが報告されています。血圧が
高めの方に適した食品です。

B64 H28.6.3 グルコサミン潤 株式会社ハートテック 1 グルコサミン
本品にはグルコサミンが含まれます。グルコサミンは、運動や
歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節
軟骨を維持することが報告されています。

(H28.9.27）様式Ⅴの修正
【届出撤回】2017/10/02
○機能性関与成分名称の変更
○再度研究レビューを見直し再評
価行う為、
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B65 H28.6.5 グラボスリム
株式会社ウエルネスラ
イフサイエンス

1
3%グラブリジン含有甘
草抽出物

本品には3%グラブリジン含有甘草抽出物が含まれます。3%グ
ラブリジン含有甘草抽出物は、肥満ぎみの方の、体脂肪の増
加を抑える働きがあることが報告されています。本品は、肥満
ぎみの方、体脂肪が気になる方に適した食品です。

（2016.12.13）様式Ⅲ 製品標準書、
様式Ⅵ　表示見本、様式Ⅶ 情報
開示するウェブサイトのURLの修
正

B66 H28.6.10 蒸し黒豆 フジッコ株式会社 2 大豆イソフラボン
本品には大豆イソフラボンが含まれています。大豆イソフラボ
ンには骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されて
います。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

B67 H28.6.10 お料理だいず水煮 フジッコ株式会社 2 大豆イソフラボン
本品には大豆イソフラボンが含まれています。大豆イソフラボ
ンには骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されて
います。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

B68 H28.6.10 麦ごはん
イオントップバリュ株式
会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）は食後血糖の上
昇を抑制する機能があることが報告されています。

H28.9/8　様式Ⅲの変更

B69 H28.6.15
コエンザイムＱ１０（キューテン）ダイレ
クト

株式会社ディーエイチ
シー

1
還元型コエンザイム
Q10

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエン
ザイムQ10は、細胞のエネルギー産生を助け、日常的な生活
での一過性の身体的疲労感を軽減する機能があることが報告
されています。一過性の身体的な疲労を感じている方に適した
食品です。

（H28.8.15）様式（Ⅱ）のチェックボッ
クスにチェックを追加
（H30.3.1）別紙様式（Ⅲ）－3添付
資料を修正

B70 H28.6.15 とうもろこしとかぼちゃのスープ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.9.28）様式Ⅰ、様式Ⅴおよび
様式Ⅵ 表示見本を変更

B71 H28.6.15 きんぴらごぼう 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.12.28）様式Ⅴおよび様式Ⅵ
表示見本を変更

B72 H28.6.15 ひじきの煮つけ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.12.28)様式Ⅴおよび様式Ⅵ
表示見本を変更

B73 H28.6.15 切干大根 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.12.28)様式Ⅴおよび様式Ⅵ
表示見本を変更

B74 H28.6.15 筑前煮 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.11.17)表示見本を変更
（H28.9.28)様式Ⅰ、様式Ⅴおよび
様式Ⅵを変更

B75 H28.6.15 白身魚と豆腐のハンバーグ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.11.17)様式Ⅴおよび様式Ⅵ
を変更

B76 H28.6.15 いわしと豆腐のハンバーグ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.9.28）様式Ⅰ、様式Ⅴおよび
様式Ⅵを変更
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B77 H28.6.15 いかと豆腐のハンバーグ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.9.28）様式Ⅰ、様式Ⅴおよび
様式Ⅵを変更

B78 H28.6.15 鮭と豆腐のハンバーグ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.9.28）様式Ⅰ、様式Ⅴおよび
様式Ⅵを変更

B79 H28.6.15
ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエ
イチエー）入りちくわ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.9.28）様式Ⅰおよび様式Ⅴを
変更

B80 H28.6.15
ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエ
イチエー）入り太ちくわ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H29.3.15）様式Ⅲ（非公開事項）を
変更
(H28.9.28）様式Ⅴ、様式Ⅵを変更

B81 H28.6.15
ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエ
イチエー）入りかに風味かまぼこ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H29.1.12）様式Ⅵ 表示見本を変
更
（H28.9.28）様式Ⅰ、様式Ⅴおよび
様式Ⅵ 表示見本を変更

B82 H28.6.16 ルテイン  光対策
株式会社ディーエイチ
シー

1 ルテイン

本品にはルテインが含まれます。ルテインはブルーライトの光
刺激から眼を守る色素成分であり、眼の黄斑色素濃度を高め
てコントラスト感度を維持・改善し、眼の調子を整えることが報
告されています。

（H30.2.6）別紙様式（Ⅲ）－3添付
資料を修正

B83 H28.6.16 特濃ミルク８．２  あずきミルク 味覚糖株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAは血圧が高めの方の血
圧を正常に維持するのを助けることが報告されています。

（H28.8.29）分析方法を示す文章を
追補
（H28.11.25）表示見本を変更
（H29.4.19）表示見本の追加
（H29.9.29）表示見本の追加、様式
Ⅲ、別紙様式Ⅲ-(3)及び、「届出事
項及び開示情報についての問合
せ先」の変更

B84 H28.6.16 ｏｎａｋａ（おなか）
ビルボックスジャパン
株式会社

1

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。

（H29.7.13）表示見本の追加
（H29.8.4）生産・製造及び品質管
理に係る事項の変更
（H29.11.15）様式（Ⅰ）、（Ⅲ）、（Ⅲ）
‐1、（Ⅶ）、製品品質規格の変更
（H29.11.15）表示見本の追加
（H30.1.29）別紙様式（Ⅲ）-3添付
資料を修正
（H30.4.16）別紙様式（Ⅰ）、（Ⅲ）、
（Ⅲ）-1、（Ⅶ）の変更
（H30.5.29）表示見本の追加
（H30.6.20）様式Ⅲと様式Ⅲ-1、様
式Ⅲ-3（定性確認の方法追加）及
び様式Ⅶの変更、製品規格書の
修正及び表示見本の追加。
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B85 H28.6.17 高純度！グルコサミン
オリヒロプランデュ株式
会社

1 グルコサミン

本品にはグルコサミンが含まれます。グルコサミンは、運動な
どにより関節軟骨への負荷がある方の軟骨成分の過度な分
解を抑えることで、関節軟骨を維持することが報告されていま
す。

【H28.10.24】 様式Ⅵ：表示見本を変更

【H29.04.18】 様式Ⅵ：表示見本を変更

【届出撤回】2017/10/31
機能性関与成分名変更のため

B86 H28.6.17 ピントサポート 協和薬品株式会社 1 アスタキサンチン

本品には「アスタキサンチン」が含まれます。アスタキサンチン
は、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパ
ソコンなどのVDT作業による疲労感を軽減することが報告され
ています。

（H28.11.18）様式Ⅲと様式Ⅲ-3：
「(1)機能性関与成分を含む原材料
名」を表示見本と統一。（ヘマトコッ
カス藻色素由来であることを）定性
確認できる資料の添付。様式Ⅵの
「保存の方法」を修正。様式Ⅶ：
「健康増進法施行規則第11条第2
項で定める栄養素の過剰な摂取
につながらないとする理由」の変
更。
（H28.12.28）表示見本の追加。
（H29.8.30）様式Ⅰと様式Ⅵの修
正。表示見本（180粒入り）の追
加。
（H30.2.5）（別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正）

B87 H28.6.20 海鮮カレー丼の具 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.9.28）様式Ⅰ、様式Ⅴおよび
様式Ⅵを変更
（H30.2.7）別紙様式Ⅲ-3　添付資
料を修正

B88 H28.6.20 海鮮中華丼の具 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H28.9.28）様式Ⅰ、様式Ⅴおよび
様式Ⅵを変更
（H30.2.7）別紙様式Ⅲ-3　添付資
料を修正

B89 H28.6.21 ルテインアイベリー 新日本製薬株式会社 1
ルテイン・ゼアキサン
チン

本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼ
アキサンチンには目の黄斑部の色素密度を上昇させ、光の刺
激から目を保護し、はっきりと見る力（色のコントラスト感度）を
サポートすることで、目の調子を整える機能があることが報告
されています。

（Ｈ28.12.13）別紙様式（Ⅲ）-1の承
認書等番号を変更、表示見本のタ
イトルを変更
（Ｈ28.12.13）別紙様式（Ⅳ）の健康
被害の情報の対応窓口部署名等
を変更
（Ｈ29.4.19）別紙様式（Ⅶ）の届出
事項及び開示情報についての問
合せ担当部局名を変更

B90 H28.6.21 ＵＨＡ（ユーハ）グミサプリ  めぐみアイ 味覚糖株式会社 1 ルテイン
本品にはルテインが含まれます。ルテインには目の黄斑の色
素密度を上昇させる働きがあり、日常生活におけるブルーライ
トなどの光の刺激から目を保護することが報告されています。

（H28.9.1）別紙様式（Ⅲ）‐1、（Ⅲ）‐
3、表示見本の一部を修正
（H29.10.10）別紙様式（Ⅲ）‐3 添付
資料を修正
（H29.12.13）表示見本を追加
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B91 H28.6.22
海から、健康ＥＰＡ（エパ）ｌｉｆｅ（ライフ）
ドリンク４５０

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

（H29.1.16）様式Ⅲ、様式Ⅴ、様式
Ⅵ 表示見本を変更

B92 H28.6.23
キレートレモン  Ｍｏｉｓｔｕｒｅ（モイス
チャー）

ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

2
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グ
ルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある
ことが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品で
す。

（H28・9 ・6)様式Ⅵ；表示見本、様
式Ⅶ；販売開始予定日を修正。
(H29.5.26)様式Ⅲ；製品規格書、様
式Ⅳ；連絡フローチャート及び組織
図、様式Ⅵ；表示見本、届出食品
基本情報及び様式Ⅶ；代表者氏名
と担当部局の修正

B93 H28.6.23 ベジファス 清田産業株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維） は食事の脂肪や糖の吸収を
抑えるので、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能が
あることが報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがち
な方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した
食品です。

（H28.8.26)様式Ⅰ基本情報を修正

B94 H28.6.24 大人のカロリミット  はとむぎブレンド茶
ダイドードリンコ株式会
社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性
脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。

【届出撤回】2018/07/10
法人番号が変わったこことに伴
い、同じ商品で届出し直したため

B95 H28.6.24 手足ぽかぽかゆず生姜 養命酒製造株式会社 2
モノグルコシルヘスペ
リジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。血流を保
つ作用のあるモノグルコシルヘスペリジンは、冬期や冷房など
で室内の温度が低い時の体温（手足）を維持する機能がある
ことが報告されています。

（2016.9.12）別紙様式１、別紙様式
（Ⅰ）、別紙様式（Ⅲ）-1、 別紙様
式（Ⅴ）を修正しました。
（2017.10.10）表示見本　容器、6本
包装を修正しました。
連絡フローチャートを修正しまし
た。

B96 H28.6.25 ルテイン＋（プラス）ゼアキサンチン
株式会社世田谷自然
食品

1
ルテイン、ゼアキサン
チン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれています。ルテイ
ン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させる働き
があり、コントラスト感度の改善や、ブルーライトなどの光の刺
激からの保護により、目の調子を整える機能があることが報告
されています。

(H29.7.28)様式Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ-7、Ⅶを
変更
(H29.11.17)様式Ⅲ-3添付資料を
修正

B97 H28.6.28 国産コシヒカリごはん
イオントップバリュ株式
会社

2
γ-アミノ酪酸
（GABA）

本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれます。γ-アミノ酪酸
（GABA）には血圧が高めの方に適した機能があることが報告
されています。

2017.2.28　様式Ⅴ、様式Ⅵの変更

B98 H28.6.28
ヘルシープラス充実野菜－あらごし人
参＆りんご－

株式会社伊藤園 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える
機能があることが報告されています。

（H28.12.06）基本情報、安全性情
報、表示見本を変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B99 H28.6.28
ヘルシープラス充実野菜－あらごし人
参＆りんご－２６５ｇ

株式会社伊藤園 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える
機能があることが報告されています。

（H28.12.06）基本情報、安全性情
報、表示見本を変更

B100 H28.6.28
ヘルシープラス充実野菜－あらごし人
参＆りんご－６００ｇ

株式会社伊藤園 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える
機能があることが報告されています。

（H28.12.06）基本情報、安全性情
報、表示見本を変更

B101 H28.6.29 小大豆もやし
太子食品工業株式会
社

3 大豆イソフラボン
本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンに
は、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されてい
ます。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

（H28.8.31）様式Ⅱ・様式Ⅴ-4・様
式Ⅵ変更、表示見本変更
（H29.2.6）様式Ⅳ・様式Ⅶ・会社組
織図および連絡フローチャート変
更
（H30.3.1）別紙様式Ⅲ-3添付資料
を修正
（H30.7.3）様式Ⅱ-1・Ⅲ-3新様式
変更、様式Ⅲ-3添付資料（分析手
法）の公開

B102 H28.6.29 錫蘭葛 株式会社はなぶさ 1
サラシア由来サラシ
ノー

本品には、サラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア
由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇
をゆるやかにする機能性が報告されています。血糖値が気に
なる方に適した食品です。

2017年10月5日、様式Ⅵ及び別紙
様式Ⅲ-３添付資料を修正
2017年11月2日、様式Ⅰ、様式
Ⅲ、別紙様式（Ⅲ）－１及び様式Ⅶ
を修正
2018年3月20日、別紙様式（Ⅵ）表
示見本の変更と追加

B103 H28.6.29 チュルルン  プラス  グレープ味 味覚糖株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにする
こ  と、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが
報告されています。

（H28.12.27）
表示見本のデザインおよび記載項
目、ならびに栄養成分表示(食塩
相当量の表記方法)を変更。
栄養成分表示の変更に伴い、別
紙様式（Ⅶ）の一部も変更。
（H29.6.7）
製造所の追加に伴い、別紙様式
（Ⅰ）、（Ⅲ）および（Ⅶ）の一部を変
更。
追加製造所に関して（Ⅲ）-1および
表示見本を新たに追加。

B104 H28.6.30 グルコサミン
プロテインケミカル株
式会社

1 グルコサミン塩酸塩

本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。
グルコサミン塩酸塩は運動や歩行など関節への負荷に伴う軟
骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を保護すること
が報告されており、関節の健康（運動や歩行時）が気になる方
に適しています。

（H29.9.28）エビデンス追加（様式
V）、エビデンス追加に伴う機能性
に関する評価の追加（様式I）



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B105 H28.6.30 ギャバ配合サプリメント
イオントップバリュ株式
会社

1
γ-アミノ酪酸
（GABA）

本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれます。γ-アミノ酪酸
（GABA）には血圧が高めの方に適した機能があることが報告
されています。

2017.3.16：基本情報、様式（Ⅰ）、
様式（Ⅲ）添付資料（分析方法を示
す資料）の変更

B106 H28.6.30 トマト酢ドリンク
イオントップバリュ株式
会社

2
γ-アミノ酪酸
（GABA）

本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれます。γ-アミノ酪酸
（GABA）には血圧が高めの方に適した機能があることが報告
されています。

2017.4.18　様式Ⅰ、様式Ⅱ、様式
Ⅵ、様式Ⅶの変更（公開）、様式Ⅲ
の変更（非公開）

B107 H28.7.1 まるごと健康粉末茶  濃いみどり 株式会社伊藤園 2 ガレート型カテキン
本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキ
ンには、体脂肪を減らす機能や、LDLコレステロールを減らす
機能があることが報告されています。

(H28.11.18)　表示見本の変更・容
器の追加
(H28.12.20)　工場の追加・発売日
変更
(H29.1.26)　工場・表示見本の追加
(H29.7.21)　表示見本変更（英語表
記の追加・デザイン修正）
(H29.10.10)　表示見本（試供品2本
入）の追加

B108 H28.7.1 食事のおともに烏龍茶 株式会社エルビー 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸
収を抑える機能があることが報告されています。

（Ｈ２８．１０．１８）様式Ⅰ：摂取す
る上での注意事項、本資料の作成
日 修正、様式Ⅵ：一日当たりの摂
取目安量当たりの機能性関与成
分の含有量（機能性関与成分名）
修正、様式Ⅳ：組織図及び連絡フ
ローチャート 差替え

B109 H28.7.1 食事のおともに緑茶 株式会社エルビー 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸
収を抑える機能があることが報告されています。

（Ｈ２８．１０．１８）様式Ⅰ：摂取す
る上での注意事項、本資料の作成
日 修正、様式Ⅵ：一日当たりの摂
取目安量当たりの機能性関与成
分の含有量（機能性関与成分名）
修正、様式Ⅳ：組織図及び連絡フ
ローチャート 差替え

B110 H28.7.5
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）  Ｌ－テアニ
ン

三生医薬株式会社 1 L-テアニン
本品には、L-テアニンが含まれます。L-テアニンには、起床時
の疲労感や眠気を軽減することが報告されています。

（H30.2.1）別紙様式Ⅲ-3添付資料
を修正

B111 H28.7.7 さけるグミ  ヨーグルト 味覚糖株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにす
ること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが
報告されています。

(H29.3.6)表示見本デザイン変更

B112 H28.7.8
飲むアスタキサンチン  すっとねリッチ
クロセチンプラス

富士フイルム株式会社 1
クチナシ由来クロセチ
ン、アスタキサンチン

本品にはクチナシ由来クロセチンが含まれます。クチナシ由来
クロセチンは、健康な睡眠（睡眠時の中途覚醒回数を減らす）
をサポートする機能性が報告されています。本品にはアスタキ
サンチンが含まれます。アスタキサンチンは、肌の潤いを守る
のを助ける機能性が報告されています。

2016/11/16 （様式Ⅰ、様式Ⅲ、様
式Ⅲ-1、様式Ⅴ、様式Ⅶ）
2017/2/2（様式Ⅵの表示見本）
2018/1/30（別紙様式Ⅲ－３添付
資料を修正）



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B113 H28.7.8 脳輝閃 全薬販売株式会社 1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加
齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の
一部である記憶（言葉や数字、図形などを覚え、思い出すこと）
の精度や判断の正確さを向上させることが報告されています。

（2018.2.27)(別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正）（届出食品基本情報詳
細の届出事項及び開示情報につ
いての問合せ先を変更）

B114 H28.7.8 ヘルスメイト  いちょう葉α（アルファ） 全薬販売株式会社 1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加
齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の
一部である記憶（言葉や数字、図形などを覚え、思い出すこと）
の精度や判断の正確さを向上させることが報告されています。

（2018.2.27）（別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正）（届出食品基本情報詳
細の届出事項及び開示情報につ
いての問い合わせ先を修正）

B115 H28.7.11 イチョウ葉エキス 富士フイルム株式会社 1
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラ
クトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活
で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する機能が
あることが報告されています。

2017.9.22) 別紙様式Ⅲ－３添付資
料を修正

B116 H28.7.13 リフレのグルコサミンプレミアム 株式会社リフレ 1 グルコサミン塩酸塩
本品はグルコサミン塩酸塩を含みます。グルコサミン塩酸塩は
運動や歩行における軟骨の過剰な分解を抑えることにより、関
節軟骨を維持する機能が報告されています。

（Ｈ28.10.10）様式Ⅵ　表示見本を修正

（Ｈ28.10.10）様式Ⅲ-（１）を修正

【届出撤回】2017/09/04
再度研究レビューを行い、エヴィデ
ンス評価した上で機能性関与成分
量を検討し、商品リニューアルを図
る為

B117 H28.7.13 くっきりルテイン 株式会社リフレ 1 ルテイン

本品にはルテインが含まれます。ルテインには網膜の黄斑色
素を増やして光刺激から目を守ったり、目のコントラスト感度
（かすみやぼやけの解消によりくっきりと物を視認する感度）を
改善させることで、視覚機能を維持する作用が報告されていま
す。

（Ｈ28.10.17）安全性情報の修正
（Ｈ28.10.17）表示見本の修正
（Ｈ28.10.17）一般向け公開情報を
修正
（Ｈ29.10.11）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正
（Ｈ30.7.3）表示見本を追加

B118 H28.7.14

ＥＰＡ（イーピーエー）ａｎｄ（アンド）ＤＨ
Ａ
（ディーエイチエー）  シームレスカプセ
ル

日本水産株式会社 1 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

(2016.10.3) 様式Ⅲ、および様式Ⅶ
(2017.5.9）様式Ⅵ 表示見本
（2018.2.7）別紙様式Ⅲ-3　添付資
料を修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B119 H28.7.14
ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンド
イーピーエー）

森下仁丹株式会社 1 DHA、EPA
本品にはDHAとEPAが含まれます。 DHAとEPA には血中の中
性脂肪を低減する機能があることが報告されています。中性
脂肪が高めの方に適しています。

（H28.9.16）様式Ⅰ安全性の評価
方法のチェック箇所追記
（H28.12.12）様式Ⅵ別紙 表示見本
の修正
　①「7日分」、「15日分」、「20日
分」、「30日分」の表示見本を取り
下げ。
　②「90日分」のパッケージ変更。

B120 H28.7.15 神戸居留地  かろやか緑茶 富永貿易株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血
糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さら
に、おなかの調子を整える機能もあることが報告されていま
す。

(2017.06.08)製品規格書変更のた
め

B121 H28.7.19 まるごと健康粉末茶  べにふうき 株式会社伊藤園 2
メチル化カテキン(エ
ピガロカテキン-3-O-
(3-O-メチル)ガレート)

本品にはメチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチ
ル)ガレート)が含まれます。メチル化カテキンは、ほこりやハウ
スダストなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告され
ています。

(H28.11.11)　表示見本変更（摂取
方法の付加・およびデザイン修正）
(H28.12.20)　工場の追加・発売日
変更
(H29.1.26)　工場・表示見本の追加
(H29.7.21)　表示見本変更（英語表
記の追加・デザイン修正）
(H29.10.10)　表示見本の追加（試
供品2本入）

B122 H28.7.20 ＧＡＢＡ（ギャバ）
イオントップバリュ株式
会社

1
γ-アミノ酪酸
（GABA）

本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれます。γ-アミノ酪酸
（GABA）は一時的なストレスによる精神的疲労を緩和する機
能があることが報告されています。

2017.2.28　基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅴ及び様式Ⅵの変更

B123 H28.7.20 ロコアタック  ＥＸ（イーエックス） 新日本製薬株式会社 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。非変性Ⅱ
型コラーゲンにはひざ関節の動く範囲を広げ、ひざ関節の曲げ
伸ばしや柔軟性をサポートすることが報告されています。

（Ｈ28.10.28）別紙様式（Ⅳ）の健康
被害の情報の対応窓口部署名等
を変更
（Ｈ29.5.15）別紙様式（Ⅵ）の表示
見本を変更、別紙様式（Ⅶ）の届
出事項および情報開示についての
問合せ担当部局名を変更

B124 H28.7.21 グルコサミンＨＧ（ハイグレード） 株式会社ファイン 1 グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩は運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑える
ことで、関節軟骨を維持することが報告されています。

（H29.6.20）製造施設の追加
 様式（Ⅲ）機能性関与成分を含む
原材料名を修正
表示見本の修正

B125 H28.7.25 大麦シリアル５．５
豊橋糧食工業株式会
社

2 大麦β-グルカン
本品には「大麦β-グルカン」が含まれます。大麦β-グルカン
には、高めのLDL-コレステロール値を低減させる、腸内環境を
整える機能のあることが報告されています。

(H28.10.6)様式Ⅴ、様式Ⅵ、表示見
本の変更、分析方法の詳細を追加

B126 H28.7.25 はちみつスプレッド ソントン株式会社 2
難消化性デキストリン
(食物繊維)

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機
能があることが報告されています。

(H30.2.7)別紙様式Ⅱ-1を訂正、別
紙様式Ⅲ－３（製品規格書）を変
更、表示見本に届出番号を記載。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B127 H28.7.25 ピーナッツクリーム ソントン株式会社 2
難消化性デキストリン
(食物繊維)

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機
能があることが報告されています。

(H30.2.7)様式Ⅲ-3(製品規格書)を
変更、表示見本に届出番号を記
載。

B128 H28.7.25 黒ごまクリーム ソントン株式会社 2
難消化性デキストリン
(食物繊維)

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機
能があることが報告されています。

（H30.2.7）別紙様式Ⅱ-1を訂正、
様式Ⅲ-3（製品規格書）を変更、
表示見本に届出番号を記載。

B129 H28.7.26 ＵＣ－Ⅱ結（ユーシーツーゆい）
株式会社結エンタープ
ライズ

1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。非変性Ⅱ
型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートすること
が報告されています。

2017/1/18：様式Ⅵと表示見本を
修正

B130 H28.7.27 特濃ミルク８．２  ラムレーズン 味覚糖株式会社 2 大豆イソフラボン

本品には大豆イソフラボンが含まれます。
大豆イソフラボンは骨の成分を維持することが報告されていま
す。本品は骨を丈夫に維持したい中高年の女性に適した食品
です。

（H28.10.18） 表示見本に“届出番
号”表記を記載
（H28.10.18） 表示見本上部のメモ
書きを削除
（H29.2.24）　基本情報に表示見本
を別途追加
（H29.4.10）　基本情報に表示見本
を別途追加
（H29.10.10）　内容量56g（個装紙
込み）の表示見本の追記・修正

B131 H28.7.29 スーパートレカット ワキ製薬株式会社 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。
非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサポート
することが報告されています。

(H28.09.30) 様式Ⅱ誤字の修正
(H28.09.30) 様式Ⅲ 分析試験成績
書の社名を変更
(H28.09.30) 様式Ⅵ 摂取の方法の
一部表記を表示見本の表記と統
一
(H28.09.30) 様式Ⅵ　表示見本の
商品名の表記を一部変更
(H28.11.11) 様式Ⅵ　表示見本の
JANコードを変更

B132 H28.7.29 グルコサミン 株式会社山田養蜂場 1 グルコサミン
本品にはグルコサミンが含まれます。グルコサミンは、関節の
曲げ伸ばしによる軟骨成分の過剰な分解を抑え、関節軟骨を
維持することが報告されています。

（H29.2.3）表示見本の変更
（H29.3.23）表示見本の変更
（H29.4.19）表示見本（サンプル台紙・分包ラ

ベル）の追加

【届出撤回】2017/06/19
機能性関与成分名称の変更のた
め

B133 H28.7.29 有機遠赤青汁Ｖ１（ブイワン） 遠赤青汁株式会社 2
GABA（γ-アミノ酪
酸）

本品にはＧＡＢＡ（γ-アミノ酪酸）が含まれています。ＧＡＢＡ
（γ
-アミノ酪酸）には高めの血圧を下げる機能があることが報告さ
れています。

（H28.9.27変更）
①様式Ⅵ　機能性関与成分の表
示内容における誤字を訂正。
②別紙様式Ⅲ－３（６）に機能性関
与成分含有量の管理方法を追記。
(H30.1.25変更）
別紙様式Ⅲ－３添付資料を修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B134 H28.7.29 生姜黒酢 養命酒製造株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方
に適した機能があることが報告されています。

（2016.10.18）表示見本の届出番号
を修正、JANとストロー添付位置を
追加しました。また、新たに表示見
本外箱を追加しました。
（2017.9.28）包装容器及び外箱の
表示見本を追加しました。連絡フ
ローチャートを修正しました。
（2018.2.1）別紙様式Ⅲ-3　添付資
料を修正
（2018.7.3）健康被害の情報収集体
制に係る添付資料の組織図を更
新しました。
別紙様式2、別紙様式（Ⅱ）-1、別
紙様式（Ⅲ）-1、別紙様式（Ⅲ）-3、
別紙様式（Ⅴ）-11a、別紙様式
（Ⅴ）-13aは新書式に対応しまし
た。
定性試験の結果及び分析方法を
示す文書（公開）を新たに添付しま
した。それに伴い、
生産・製造及び品質管理に係る添
付資料から「生姜黒酢の遊離γ-
アミノ酪酸の定量法」を削除しまし
た。分析試験成績書を更新・追加
しました。頭書きを削除し、表紙を
追加しました。

B135 H28.8.1 イチョウ葉 丸善製薬株式会社 1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペン
ラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由
来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド
配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン
は、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思
い出す能力）を維持することが報告されています。

H28.9.29（様式Ⅲ、様式Vを修正）
H29.11.22（届出食品基本情報、様
式Ⅶを修正）

B136 H28.8.2 グルコサミンＥＸ（イーエックス） 株式会社山田養蜂場 1 グルコサミン
本品にはグルコサミンが含まれます。グルコサミンは、関節の
曲げ伸ばしによる軟骨成分の過剰な分解を抑え、関節軟骨を
維持することが報告されています。

（H29.2.3）表示見本の変更

（H29.3.23）表示見本の変更

【届出撤回】2017/06/19
機能性関与成分名称の変更のた
め

B137 H28.8.2
グリーンスーパーフードスムーＣ
（シー）

株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（H28.11.16）別紙様式Ⅲ-3及び表
示見本を修正、変更届を申請いた
しました。
（H29.10.12）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B138 H28.8.2 国産本格生姜  有糖 株式会社伊藤園 2

ショウガ由来ポリフェ
ノール（6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオール
として）

本品にはショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショ
ウガオールとして）が含まれます。ショウガ由来ポリフェノール
（6-ジンゲロール、6-ショウガオールとして）には、寒い季節や
冷房条件下において体温（末梢）を維持する機能があることが
報告されています。

(H28.11.15)　届出情報の修正
(H30.02.06)　別紙様式Ⅲ-３添付
資料を修正

B139 H28.8.5 糖ケア  アセロラ×キウイ味 養命酒製造株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂
取した糖の吸収を穏やかにし、血糖値の上昇を緩やかにする
機能があることが報告されています。

（2016.11.22）別紙様式（Ⅰ）、別紙
様式（Ⅱ）-1、別紙様式（Ⅴ）、表示
見本の届出番号を修正しました。
また、新たに表示見本外箱を追加
しました。
（2017.10.20）健康被害の情報収集
体制に係る添付資料の表紙の追
加と見出し文言の削除、組織図の
簡素化、連絡フローチャートの修
正を行いました。

B140 H28.8.5
マイサイズいいね！プラス  糖質が気
になる方の欧風カレー

大塚食品株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。
難消化性デキストリン（食物繊維として）は食事由来の糖質の
吸収を抑制することにより、食後の血糖値の上昇をおだやかに
する機能があることが報告されています。

(H28.10.04)別紙様式（Ⅱ）-1の商
品名記載
(H2017.01.10)別紙様式（Ⅵ）摂取
方法の変更
(H2017.01.10)別紙様式（Ⅵ）表示
見本の一部変更：開封ミシン目形
状、小箱開封後折り返しの絵、摂
取方法
(H2017.01.10)届出食品基本情報
の担当氏名変更
(H29.12.07)届出食品基本情報詳
細、別紙様式（Ⅲ）添付資料、別紙
様式（Ⅳ）、別紙様式（Ⅳ）添付資
料の変更
(H30.03.12)届出食品基本情報詳
細、別紙様式（Ⅶ）の変更

B141 H28.8.5 糖ケア  ゆず×レモン味 養命酒製造株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂
取した糖の吸収を穏やかにし、血糖値の上昇を緩やかにする
機能があることが報告されています。

（2017.1.5）別紙様式（Ⅰ）、別紙様
式（Ⅱ）-1、別紙様式（Ⅴ）、表示見
本の届出番号を修正しました。ま
た、新たに表示見本外箱（18本入
り、30本入り）および3本シュリンク
包装を追加しました。
（2017.10.20）健康被害の情報収集
体制に係る添付資料の表紙の追
加と見出し文言の削除、組織図の
簡素化、連絡フローチャートの修
正を行いました。

B142 H28.8.5 β‐クリプトキサンチン 理研ビタミン株式会社 1
β-クリプトキサンチ
ン

本品にはβ-クリプトキサンチンが含まれます。β-クリプトキサ
ンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持
をサポートすることが報告されています。本品は、丈夫な骨を
維持したい方に適した食品です。

（H28.10.18）別紙様式（V）-16を変
更
【届出撤回】2018/03/29
商品化中止のため



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B143 H28.8.5 サラシア珈琲 森下仁丹株式会社 2

サラシア由来サラシ
ノール ※サラシア由
来サラシノールとは、
サラシアエキス（サラ
シア属植物熱水抽出
物）に含まれるサラシ
ノールを指す。

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由
来サラシノールには糖質の吸収をおだやかにし、食後血糖値
の上昇をゆるやかにする機能があることが報告されています。

（H28.11.18）
・様式（Ⅰ）　本資料の作成日を更
新。
・様式（Ⅲ）-3（6）　定性試験を追
記。
・表示見本　届出番号を記載し、栄
養成分表示の表記修正および文
言変更。
（H29.1.10）
・様式（Ⅰ）　本資料の作成日を更
新。
・表示見本　文言変更。

B144 H28.8.5
糖質５０％オフ  透き通ったミントのお
いしいのど飴

味覚糖株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにす
ること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが
報告されています。

（H29.5.31）
・表示見本の表面、「糖質50％オ
フ」を削除。それに伴い、裏面の
「※糖質は日本～50％減になりま
す。」の文章を削除。
・表示見本表面右上の「機能性表
示食品」の文字を削除。
・表示見本裏面の改版番号を「Ｋ」
→「Ｌ」に変更
・裏面左上のロゴの位置を変更
・届出番号を表示
（H.30.3.16）（別紙様式Ⅲ-３添付
資料を修正）
担当者変更による変更のため（基
本情報ステータス詳細「届出事項
及び開示情報についての問合せ
先」の「氏名」及び「連絡先メール
アドレス」を変更）

B145 H28.8.8
天使の健康  べにふうき緑茶ティー
バッグ

森永製菓株式会社 2
メチル化カテキン(エ
ピガロカテキン-3-O-
(3-O-メチル)ガレート)

本品には、メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチ
ル)ガレート)が含まれます。メチル化カテキン(エピガロカテキン
- 3-O-(3-O-メチル)ガレート)は、ハウスダストやほこりなどに
よる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。

（Ｈ28.11.21）
別紙様式（Ⅲ）－１　（２）－①の変
更
別紙様式（Ⅲ）－３　商品名記載漏
れの変更
様式Ⅶ　健康増進法施行規則第
11条第２項で定める栄養素の過剰
な摂取につながらないとする理由
の変更
(H29.9.27) 別紙様式Ⅲ－３添付資
料を修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B146 H28.8.9
ＧＬＯＶＹ  ＢＯＤＹＳＵＰＰＯＲＴ  Ｏｌｉｇｏｎ
ｏｌ（グローヴィ  ボディサポート  オリゴ
ノール）

SDエンターテイメント株
式会社

1
低分子化ライチポリ
フェノール

本品には低分子化ライチポリフェノールが含まれます。低分子
化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な疲労感を軽減
する機能があることが報告されています。運動による身体的な
疲労を自覚している方に適した食品です。

（Ｈ２９．１．１３）別紙様式(ＩＩＩ)－３
第２の(２)の変更。
（Ｈ２９．１．１３）別紙様式（ＶＩ）及び
表示見本　摂取する上での注意事
項の修正。
（Ｈ２９．１．１３）別紙様式（ＶＩI）　健
康増進法施行規則第１１条第２項
で定める栄養素の過剰な摂取に
つながらないとする理由の変更。

B147 H28.8.10 毎朝ヒスチジン 味の素株式会社 2 ヒスチジン

本品には“ヒスチジン”が含まれます。“ヒスチジン”は日常生活
で疲労を感じる方の疲労感を軽減し、頭が冴えない・注意力低
下といった疲労に伴う感覚の緩和、単純な記憶や判断を必要
とする作業の効率向上に役立つ機能があることが報告されて
います。

(2016.12.21）
・様式（Ⅱ）　別紙様式（Ⅱ）-１
・様式（Ⅴ）
・様式（Ⅳ）連絡フローチャート
・表示見本
(2017.4.7）
様式Ⅰ　本資料の作成日、様式Ⅰ
－２　生産・製造及び品質管理に
関する基本情報、様式Ⅲ－１（１）
製造者氏名、別紙様式（Ⅲ）－１
製造及び品質の管理に関する情
報、別紙様式（Ⅲ）－３　製品規
格、様式Ⅵ　一日当たりの摂取目
安量、様式Ⅵ　摂取の方法、様式
Ⅵ　表示見本、様式Ⅶ　製造者の
氏名、様式Ⅶ　錠剤、粉末剤、液
剤であって、その他加工食品とし
て扱う場合はその理由）
(2017.12.8)様式Ⅳ健康被害の情
報の対応窓口部署名等、様式Ⅳ
連絡対応日時、様式Ⅳ健康被害
情報収集フローチャート、様式Ⅵ
表示見本、様式Ⅶ情報開示する
ウェブサイトのURL
(H30.3.12)別紙様式Ⅲ添付資料
製品規格の賞味期限を修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B148 H28.8.11 毎朝ヒスチジン 味の素株式会社 3 ヒスチジン

本品には“ヒスチジン”が含まれます。“ヒスチジン”は日常生活
で疲労を感じる方の疲労感を軽減し、頭が冴えない・注意力低
下といった疲労に伴う感覚の緩和、単純な記憶や判断を必要
とする作業の効率向上に役立つ機能があることが報告されて
います。

(2016.12.21）
・様式（Ⅱ）　別紙様式（Ⅱ）-１
・様式（Ⅴ）
・様式（Ⅳ）連絡フローチャート
・表示見本
(2017.4.7）
様式Ⅰ　本資料の作成日、様式Ⅰ
－２　生産・製造及び品質管理に
関する基本情報、様式Ⅲ－１（１）
製造者氏名、別紙様式（Ⅲ）－１
製造及び品質の管理に関する情
報、別紙様式（Ⅲ）－３　製品規
格、様式Ⅵ　一日当たりの摂取目
安量、様式Ⅵ　摂取の方法、様式
Ⅵ　表示見本、様式Ⅶ　製造者の
氏名、様式Ⅶ　錠剤、粉末剤、液
剤であって、その他加工食品とし
て扱う場合はその理由）
(2017.12.8)様式Ⅳ健康被害の情
報の対応窓口部署名等、様式Ⅳ
連絡対応日時、様式Ⅳ健康被害
情報収集フローチャート、様式Ⅵ
表示見本、様式Ⅶ情報開示する
ウェブサイトのURL
（H30.3.5）別紙様式Ⅲ－３添付資
料を修正

B149 H28.8.10 熟すやナイト
井藤漢方製薬株式会
社

1 L-テアニン

本品には「L-テアニン」が含まれます。L-テアニンには、朝目
覚めたときの疲労感を軽減することが報告されています。ま
た、L-テアニンには、一過性の作業などによる精神的なストレ
ス感をやわらげることが報告されています。

（H28.11.16）様式（Ⅲ）－３、様式
（Ⅴ）－４の変更
（H29.9.28）（別紙様式Ⅲ－３添付
資料を修正）

B150 H28.8.10
肌の潤いに役立つ  ヒアルロン酸  ヨー
グルト風味

株式会社エルビー 2 ヒアルロン酸Ｎａ
本品にはヒアルロン酸Ｎａが含まれます。ヒアルロン酸Ｎａは肌
の水分量を増加させ、肌の潤いに役立つことが報告されてい
ます。肌の乾燥が気になる方におすすめします。

（Ｈ２９．０１．０６）様式Ⅰ 本資料
の作成日：変更、様式Ⅰ ３．（２）：
内容追記、様式Ⅱ-１：総合評価を
追記、様式Ⅲ-３-（４）：分析方法
修正、様式Ⅳ：組織図及び連絡フ
ローチャート 差替え、様式Ⅴ：
チェック方法修正、様式Ⅴ-４：作
成日変更・考察追記・届出者名修
正、様式Ⅴ-１０：参考文献追加、
（Ｈ２９．０９．２８）別紙様式Ⅲ－３
添付資料を修正
、（Ｈ３０．１．２４）基本情報詳細：
問合せ先の氏名、メールアドレス
変更、様式Ⅵ：表示見本追加
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B151 H28.8.10
ヒザ関節の動きの悩みを緩和  グルコ
サミン乳酸菌飲料風味

株式会社エルビー 2 グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。
グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和すること
が報告されています。

（Ｈ２８．１０．１８）様式Ⅱ：安全性
評価シート　追記、 様式Ⅳ：組織
図及び連絡フローチャート 差替え
（Ｈ２９．５．３１）様式Ⅵ：表示見本
追加
（Ｈ３０．１．２４）基本情報詳細：問
合せ先の氏名、メールアドレス変
更、様式Ⅵ：表示見本追加

B152 H28.8.10 ４０枚  ＧＡＢＡプラス  ウエハース
ハマダコンフェクト株式
会社

2 ＧＡＢＡ
本品にはＧＡＢＡが含まれます。ＧＡＢＡには、高めの血圧が気
になる方に適した機能があることが報告されています。

（H28.12.15）基本情報、様式Ⅰ・
Ⅲ・Ⅵ・Ⅶ、表示見本の修正
（H30.3.5）別紙様式Ⅲ－3添付資
料を修正

B153 H28.8.10 やさしいおみそ汁  とうふ
アサヒグループ食品株
式会社

2
「ラクトトリペプチド」
（VPP、IPP）

本品には「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）が含まれます。「ラク
トトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能が報告
されており、血圧が高めの方に適しています。

(H28.12.21)様式Ⅰ、様式Ⅳおよび
様式Ⅵ記載内容変更
(H29.7.20)様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅵおよび様式Ⅶ記載内容
変更

B154 H28.8.10 やさしいおみそ汁  野菜
アサヒグループ食品株
式会社

2
「ラクトトリペプチド」
（VPP、IPP）

本品には「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）が含まれます。「ラク
トトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能が報告
されており、血圧が高めの方に適しています。

(H28.12.21)様式Ⅰおよび様式Ⅵ記
載内容変更
(H29.7.20)様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅵおよび様式Ⅶ記載内容
変更

B155 H28.8.17 ４０枚  腸にファイバーウエハース
ハマダコンフェクト株式
会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、同時に摂取
し収を抑え、摂取後に上がる血糖値を抑える機能があることが
報告されています。さらに、お腹の調子を整えることも報告され
ています。本品は、血糖値が気になる方、お腹の調子を整えた
い方に適した食品です。

（H28.12.15）基本情報、様式Ⅰ・
Ⅲ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ、表示見本の修正

B156 H28.8.17 やさしいおみそ汁  なす
アサヒグループ食品株
式会社

2
「ラクトトリペプチド」
（VPP、IPP）

本品には「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）が含まれます。「ラク
トトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能が報告
されており、血圧が高めの方に適しています。

(H28.12.22)様式Ⅰおよび様式Ⅵ記
載内容変更
(H29.7.20)様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅵおよび様式Ⅶ記載内容
変更

B157 H28.8.17 やさしいおみそ汁  かきたま
アサヒグループ食品株
式会社

2
「ラクトトリペプチド」
（VPP、IPP）

本品には「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）が含まれます。「ラク
トトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能が報告
されており、血圧が高めの方に適しています。

(H28.12.21)様式Ⅰおよび様式Ⅵ記
載内容変更
(H29.7.20)様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅵおよび様式Ⅶ記載内容
変更
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B158 H28.8.17 やさしいおみそ汁  きのこ
アサヒグループ食品株
式会社

2
「ラクトトリペプチド」
（VPP、IPP）

本品には「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）が含まれます。「ラク
トトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能が報告
されており、血圧が高めの方に適しています。

(H28.12.21)様式Ⅰおよび様式Ⅵ記
載内容変更
(H29.7.20)様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅵおよび様式Ⅶ記載内容
変更

B159 H28.8.18
ピュアラクトＥＸ（イーエックス）１６Ｇ
（ジー）

日本・バイオ株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方の血圧を下げる機能があることが報告されています。

（2018/2/6）別紙様式Ⅲ-３添付資
料を修正

B160 H28.8.18 い・ろ・は・す  無糖スパークリング
日本コカ・コーラ株式会
社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え
て排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするた
め、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする
機能があることが報告されています。また、おなかの調子を整
える機能があることも報告されています。本品は、食後の血中
中性脂肪や血糖値の上昇が気になる方、おなかの調子を整え
たい方に適した飲料です。

(H29.4.5) 様式I、別紙様式1（デー
タベース画面）の修正、様式IIIの製
造施設追加、表示見本のデザイン
変更
(H29.5.17) 表示見本のデザイン追
加（製品ネックPOP）
(H29.11.6) 表示見本のデザイン追
加（製品ネックPOP）

B161 H28.8.18 さかな暮らし 有限会社マイケア 2 EPA・DHA
本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには血中中性脂
肪を減らす作用があることが報告されています。血中中性脂肪
が高めの方の健康に役立つ食品です。

（2016年10月24日）ＧＭＰ適合認定
更新時に認定番号を変更
（2018年2月2日）様式Ⅲ、別紙様
式（Ⅲ）-1、別紙様式（Ⅲ）-3添付
資料を修正、届出食品基本情報、
組織図、連絡フローチャート、様式
Ⅶ

B162 H28.8.19
生環研ひとみにルテイン  ゼアキサン
チンｐｌ
ｕｓ（プラス）

株式会社生存環境科
学研究所

1
ルテイン、ゼアキサン
チン

本品には、ルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・
ゼアキサンチンは光の刺激を和らげ、眼のコントラスト感度（ぼ
やけの解消によって、はっきりと物を識別する感度）を改善す
る機能があることが報告されております。

（平成30年2月6日）（別紙様式Ⅲ
－３添付資料を修正）

B163 H28.8.19 ラクトＧＡＢＡ（ギャバ）マックス 日本・バイオ株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方の血圧を下げる機能があることが報告されています。

（2017/12/27）様式Ⅲ－１（２）①の
「はい」「いいえ」のチェック欄を「は
い」にチェック

B164 H28.8.22 アラクス健康プラス  大豆イソフラボン 株式会社アラクス 1 大豆イソフラボン
本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンは
骨の成分の維持に役立つことが報告されており、丈夫な骨を
維持したい中高年女性に適しています。

（H28.10.19）表示見本の変更

B165 H28.8.24 特濃ミルク８．２    ほうれん草ミルク 味覚糖株式会社 1
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにす
ること、脂肪の吸収を抑えることが報告されています。

（H29.4.7）表示見本の追加

B166 H28.8.26 イチョウ葉エキス 八幡物産株式会社 2

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。この2つの成分には、認知機能
の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い
出す力）を維持する機能があることが報告されています。

(H28.12.2)　表示見本の変更
（H29.9.13）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正
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B167 H28.8.26 ルテインＧＯＬＤ（ゴールド） 株式会社エーエフシー 2
ルテイン、ゼアキサン
チン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、
ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の増加によるブルー
ライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度の改善によ
り、目の調子を整える機能があることが報告されています。

(2017/07/12)　国内GMP認定番号
の変更
（H30.01.12）　表示見本の変更
（H30.01.26） 別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正

B168 H28.8.29 アイルテインＰｌｕｓ（プラス）
常盤薬品工業株式会
社

1
ルテイン、ゼアキサン
チン

本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼ
アキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させ、コントラスト
感度を改善させることで、目の調子を整えることが報告されて
います。

（H30.2.2）様式（Ⅰ）、様式（Ⅲ）-1
添付資料、、別紙様式（Ⅲ）-3添付
資料、様式（Ⅳ）様式（Ⅴ）-4様式
（Ⅶ）-1を修正

B169 H28.8.30 ヒアルロン酸Ｃゼリー
アース・バイオケミカル
株式会社

2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naはお
肌の潤いに役立ち、乾燥をやわらげる機能が報告されていま
す。

B170 H28.8.30 おはだうるおう  ヒアコラスープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（H28.10.26）表示見本の記載内容
の修正
（H29.10.12）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正

B171 H28.8.30 おはだうるおう  ポタージュスープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（H29.10.12）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正

B172 H28.8.30 おはだうるおう  玄米スープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（H29.10.12）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正

B173 H28.8.31 ぷらすの緑茶 阪神酒販株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血
糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さら
に、おなかの調子を整える機能もあることが報告されていま
す。

(H28.11.10)様式Ⅲ－３、様式Ⅵの
変更

B174 H28.8.31 シュッポッポのむヨーグルト 株式会社ヤツレン 2
ビフィズス菌(HN019
株)

本品にはビフィズス菌(HN019株)が含まれます。ビフィズス菌
(HN019株)は、腸内環境の改善及びお通じの改善に役立つこ
とが報告されています。

2017/1/28（届出食品基本情報、
様式Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶを修正）
2018/2/6（別紙様式Ⅲ－３添付資
料を修正）

B175 H28.8.31 おはだうるおう  十六雑穀スープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（H29.10.12）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正

B176 H28.8.31 おはだうるおう  野菜スープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（H29.10.12）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正
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B177 H28.9.2 オレンジライフ  みかんパウダー 伊方サービス株式会社 2
β－クリプトキサンチ
ン

本品にはβ－クリプトキサンチンが含まれます。β－クリプトキ
サンチンは、骨をつくるはたらきを助けることにより、更年期以
降の女性の骨の健康に役立つことが報告されています。

（H30．03．02）別紙様式Ⅲ－３添
付資料を修正

B178 H28.9.2 小林ＨＭＢ（エイチエムビー）パウダー 小林香料株式会社 1
３－ヒドロキシ－３－
メチルブチレート
（HMB）

本品には、３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）が含ま
れます。３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な、身体を支える力の維持に
役立つ筋肉量や筋力の維持をサポートする機能があることが
報告されています。

（2016.11.24）様式Ⅰの摂取する上
での注意事項を変更
（2016.11.24）様式Ⅵの摂取する上
での注意事項を変更
（2016.11.24）表示見本の届出番
号、摂取上の注意、栄養成分表示
を変更

B179 H28.9.2 一（はじめ）緑茶  一日一本
日本コカ・コーラ株式会
社

2
ローズヒップ由来ティ
リロサイド

本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズ
ヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があること
が報告されています。

（H29.3.1）様式Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ
およびⅦを修正

B180 H28.9.5 見るチカラ 株式会社ハルメク 1
アスタキサンチン、ル
テイン

本品にはアスタキサンチンとルテインが含まれます。
アスタキサンチンは目のピント調節を維持し、目の疲労感を軽
減する機能、
ルテインは目の黄斑部の色素量を維持し光刺激から目を守る
機能と目のコントラスト感度改善（視界のぼやけ解消）機能が
報告されています。

（２９．01．13）安全性の評価
（２９．10．18）製品規格書、パッ
ケージ追加
（30.02.06) 別紙様式3-Ⅲ添付資
料を修正
（30.03.22）届出事項及び開示情報
についての問合せ先を変更

B181 H28.9.5 アスタキサンチン配合サプリＴ 株式会社東洋新薬 1 アスタキサンチン

本品には、アスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチン
には、手元のピント調節機能を助け、眼の疲労感や視界のぼ
やけ、眼の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告さ
れています。手元の文字をしっかり見たい方、パソコン作業な
どによる、眼の疲労感や視界のぼやけ、肩や腰の負担が気に
なる方に適した食品です。

（H.28.11.14）機能性に係る事項の
変更

B182 H28.9.5 アミノバリューパウダー８０００ 大塚製薬株式会社 2
BCAA（バリン、ロイシ
ン、イソロイシンの総
称）

本品にはBCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンの総称）が含ま
れます。BCAAは運動まえや運動中に飲むことにより、運動に
よるカラダの疲労感をやわらげることが報告されています。

H28.11.11 (別紙様式III、別紙様式
V、別紙様式VI、表示見本の変更）
H29.4.14（表示見本の変更）

B183 H28.9.5
血圧が高めの方のタブレット（粒タイ
プ）

大正製薬株式会社 1 ヒハツ由来ピペリン

本品にはヒハツ由来ピペリンが含まれています。ヒハツ由来ピ
ペリンには、血圧低下作用により血圧が高めの方の血圧を改
善し、正常な血圧を維持する機能があることが報告されていま
す。

（2017/12/11）　別紙様式（Ⅲ）－１
の変更、表示見本の追加
（2018/02/05）　別紙様式Ⅲ－３及
びⅢ－３添付資料を修正

B184 H28.9.5 アミノバリュー４０００ 大塚製薬株式会社 2
BCAA（バリン、ロイシ
ン、イソロイシンの総
称）

本品にはBCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンの総称）が含ま
れます。BCAAは運動まえや運動中に飲むことにより、運動に
よるカラダの疲労感をやわらげることが報告されています。

H28.11.11 (別紙様式III、別紙様式
V、別紙様式VI、表示見本の変更）
H29.4.14 (様式VI 、 表示見本の変
更）



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B185 H28.9.7 小林ＨＭＢ（エイチエムビー）タブレット 小林香料株式会社 1
３－ヒドロキシ－３－
メチルブチレート
（HMB）

本品には、３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）が含ま
れます。３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、筋
肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活
を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ機能がある
ことが報告されています。

（2016.12.29）様式Ⅰの摂取する上
での注意事項を変更
（2016.12.29）様式Ⅳの健康被害の
情報の対応窓口部署名等、電話
番号、その他、連絡対応日時、そ
の他必要な事項を変更
（2016.12.29）様式Ⅳの非公開添付
資料（組織図、連絡フロー）を変更
（2016.12.29）様式Ⅵの摂取する上
での注意事項を変更
（2016.12.29）表示見本のデザイ
ン、届出番号、摂取上の注意、栄
養成分表示、連絡先を変更
（2016.12.29）様式Ⅶの消費者対応
部局の連絡先、情報開示するウェ
ブサイトのURLの変更

B186 H28.9.8 ゴールドバランす  イチョウ葉
株式会社ゴールド黒酢
本舗

1
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラ
クトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や見
た物の思い出す力）を高める機能が報告されています。

（2016.11.10）-１．様式Ⅲ－１　承
認書等番号の変更
(2016.11.10）-2．様式Ⅲ　非公開
ファイル　誤字の修正
(2016.11.10）-3．様式Ⅲ　非公開
ファイル　商品名と分析期間　検体
名の違いの説明を追記
（2017.12.29）．別紙様式Ⅲ－３添
付資料を修正

B187 H28.9.9 マイサポお茶
株式会社日本サンガリ
アベバレッジカンパ
ニー

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑制し排出を促進させるため、食後の血中脂肪の上
昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の
多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方
に適した飲料です。

B188 H28.9.12 ＧＡＢＡ  ＣＯＣＯＡ（ギャバココア） トモヱ乳業株式会社 2
γ－アミノ酪酸
（GABA）

本品にはγ－アミノ酪酸（GABA）が含まれます。γ－アミノ酪
酸
（GABA）は、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和
する機能があることが報告されています。

（H28.12.1）栄養成分表示の算出
方法記載ファイルの添付、組織図
の一部変更

B189 H28.9.12 とぴあみかん
とぴあ浜松農業協同組
合

3
β－クリプトキサンチ
ン

本品には、β－クリプトキサンチンが含まれています。β－クリ
プトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の
健康維持に役立つことが報告されています。

（Ｈ２９．１２．１３）機能性表示食品
届出食品基本情報、様式Ⅲ、様式
Ⅵ、様式Ⅶの変更
（Ｈ３０.０１.２６）別紙様式Ⅲ－３添
付資料を修正

B190 H28.9.12
カフェオレ  ＧＡＢＡ（ギャバ）２８ｍｇ配
合  ７本入

日本ヒルスコーヒー株
式会社

2 GABA
本品には、GABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強によ
る一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があるこ
とが報告されています。

(H29.2.3)別紙様式Ⅲ-3、分析方法
に係る書類、連絡フローチャート、
表示見本を修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B191 H28.9.12
ミルクティー  ＧＡＢＡ（ギャバ）２８ｍｇ
配合 ７本入

日本ヒルスコーヒー株
式会社

2 GABA
本品には、GABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強によ
る一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があるこ
とが報告されています。

(H29.2.3)別紙様式Ⅲ-3、分析方法
に係る書類、連絡フローチャート、
表示見本を修正

B192 H28.9.13 大麦のチカラ  まろやか塩味 株式会社栗山米菓 2

大麦β-グルカン ※
（１- ３），（１-４）-β-
グルカンと同じ成分で
す。本品では大麦β-
グルカンと記載してい
ます。

本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンに
は糖の吸収をおだやかにする機能があることが報告されてい
ま す。

(H28.11.22)製品規格書、表示見
本、作用機序の変更
【届出撤回】2018.6.1
2該当製品が終売となったため。

B193 H28.9.13 大麦のチカラ  まろやか醤油味 株式会社栗山米菓 2

大麦β-グルカン ※
（１- ３），（１-４）-β-
グルカンと同じ成分で
す。本品では大麦β-
グルカンと記載してい
ます。

本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンに
は糖の吸収をおだやかにする機能があることが報告されてい
ま す。

(H28.11.22)製品規格書、表示見
本、作用機序の変更
【届出撤回】2018.6.1
2該当製品が終売となったため。

B194 H28.9.15 グルコサミンｄｅ（デ）うるおいキープ
プロテインケミカル株
式会

1 グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。
グルコサミン塩酸塩は肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和す
る機能があることが報告されています。

（H28.11.24）誤字修正（様式I）およ
び機能性の対象に関する説明追
加（様式V）
（H29.7.20）アウトカム追加（様式
V）

B195 H28.9.15 骨丈夫に役立つ大豆イソフラボン 株式会社リフレ 1 大豆イソフラボン

本品には大豆イソフラボンが含まれています。大豆イソフラボ
ンには中高年女性の骨の成分維持に役立つ機能があることが
報告されています。本品は更年期以降も骨を丈夫に維持した
い女性に適した食品です。

（Ｈ28.11.9）様式Ⅲ　生産・製造及
び品質管理に係る情報を修正

B196 H28.9.16 ヒアルロン酸
占部大観堂製薬株式
会社

1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌
の潤いに役立ち、水分を保持する機能があることが報告されて
います。

（H29.02.01）様式Ⅰ、様式Ⅲ「製品
規格書」、様式Ⅴ-4および様式Ⅵ
「表示見本」を変更。
（H29.07.18）様式Ⅳ「連絡フロー
チャート」を変更。
（H29.09.13）別紙様式Ⅲ-3 添付資
料を修正。
（H30.06.27）基本情報、様式Ⅶ、様
式Ⅱ-1、様式Ⅲ-1、様式Ⅲ-3、製
品規格書、表示見本を修正。分析
方法を公開資料に変更。

B197 H28.9.16 レモンの元気
ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

2 クエン酸
本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で
日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されていま
す。

（H28・12 ・05)　様式Ⅱ、様式Ⅶの
変更
（H29・3・15)様式Ⅵ、様式Ⅶの変
更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B198 H28.9.16 クロセチン 理研ビタミン株式会社 1 クロセチン
本品にはクロセチンが含まれます。クロセチンは、パソコン作
業などによる目の疲れから生じるピント調節機能の低下を緩
和し、目の調子を整えることが報告されています。

（H28.12.12）様式（Ⅳ）：健康被害
の情報収集に関する連絡チャー
ト、様式（Ⅶ）：健康増進法施行規
則第11条第2項で定める栄養素の
過剰な摂取につながらないとする
理由を変更
（H30.1.31）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正

B199 H28.9.20 ぷらすのジャスミン茶 阪神酒販株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血
糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さら
に、おなかの調子を整える機能もあることが報告されていま
す。

(H29.02.09)様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅵ、様式Ⅶを変更、様式Ⅴ-1を追
加
(H29.09.25)様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅶを変更

B200 H28.9.20 やすらぐ緑茶
株式会社日本サンガリ
アベバレッジカンパ
ニー

2 ＧＡＢＡ

本品にはＧＡＢＡが含まれています。ＧＡＢＡには事務的作業に
伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和することが報告さ
れています。さらに、ＧＡＢＡには血圧が高めの方に適した機能
があることが報告されています。

2018年2月6日、別紙様式Ⅲ-3 添
付資料を修正

B201 H28.9.21 大麦粉のホットケーキミックス 昭和産業株式会社 2 大麦β-グルカン
本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンに
は、糖の吸収をおだやかにする機能があることが報告されてい
ます。

（H28.12.27.）様式Ⅰ、様式Ⅱ、別
紙様式(Ⅱ)-1、様式Ⅳ、表示見
本、様式Ⅶの変更

B202 H28.9.23 しっとりヒアルロン酸 株式会社山田養蜂場 1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌
の潤いを保ち、乾燥をやわらげる機能があることが報告されて
います。

（H28.12.22）様式Ⅰ、様式Ⅴを変
更
（H29.10.19）届出食品基本情報の
変更、別紙様式Ⅲ－３添付資料を
修正

B203 H28.9.26 ディアナチュラゴールド  サラシア
アサヒグループ食品株
式会社

1
サラシア由来サラシ
ノール

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由
来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑える機能
があることが報告されています。

(H29.4.7)基本情報、様式Ⅲ、様式
Ⅳ及び組織図・連絡フローチャー
ト、様式Ⅵ 表示見本、様式Ⅶの変
更
(H29.8.4)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャート、様式Ⅶの変更
(H29.9.28)別紙様式Ⅲ-3添付資料
を修正
(H29.12.06)基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅲ 添付資料、様式Ⅳ 組織図・
連絡フローチャート、様式Ⅵ及び
表示見本、様式Ⅶの変更

B204 H28.9.27 駿河屋  ようかん革命 合資会社駿河屋 2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、脂肪の吸収
を抑え、食後の中性脂肪の上昇を抑えることが報告されていま
す。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B205 H28.9.27 桑の葉青汁
補完医療製薬株式会
社

2 難消化性デキストリン
本品には難消化性デキストリンが含まれています。難消化性
デキストリンは食後血糖値の上昇を抑える機能があることが報
告されています。

B206 H28.9.27 ラクするＵＣ‐Ⅱ【ユーシーツー 株式会社エーエフシー 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。非変性Ⅱ
型コラーゲンにはひざの関節の柔軟性、可動性をサポートする
ことが報告されています。

(2016/11/29)
・表示見本の「1日の目安、1日あ
たりの摂取目安量」を「1日摂取目
安量」に文句を統一
・表示見本の色調を修正
・表示見本の届出番号の追加
・様式Ⅱの安全性試験に関する報
告資料の削除
(2017/07/11)
・国内GMP認定番号の変更

B207 H28.9.28 カフェ・オ・レ  ニュースタイル キーコーヒー株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食後血中中性脂肪や食後
血糖値の上昇をおだやかにする作用を有することが報告され
ています。

B208 H28.9.29 葛の花青汁 株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 2

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の
脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品
です。

（H28.12.6 ）機能性に係る事項の
変更
（2018.2.1）別紙様式Ⅲ-3添付資料
を修正

B209 H28.9.29 グリーンケールスムージー 株式会社ファンケル 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を整える
効果があることが報告されています。

H28.12.1)様式Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ及び表示
見本を変更。
(H28.12.26)様式Ⅵ及び表示見本を
変更

B210 H28.9.29 ウエストシェイプ 株式会社協和 1

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。

1

B211 H28.9.29 レモンの元気＋（プラス）
ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

2 クエン酸、GABA

本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で
日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されていま
す。本品にはGABAが含まれます。GABAにはデスクワークに
伴う一時的な精神的ストレスを緩和することが報告されていま
す。

（H28・12 ・05)　様式Ⅶを変更

【届出撤回】2017/06/07
先行商品（レモンの元気）の販売
不振による本商品の発売中止の
ため



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B212 H28.9.29 潤つやセラミド 日本製粉株式会社 1
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グル
コシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高めることが報
告されています。肌の乾燥が気になる方に適した食品です。

(2016.12.29) 中味は変更せず、量
目及びデザインの異なる商品を追
加し、表示見本と品質管理規格書
を追加。
(2017.3.22) 中味は変更せず、量目
及びデザインの異なる商品を追加
し、表示見本と品質管理規格書を
追加。

B213 H28.9.29 イージースムージー  グリーン 株式会社ECスタジオ 2

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。

（H28．12．22）届出の在り方に係
る事項の変更、機能性に係る事項
の変更
（H29．10．27）表示見本の追加
（H30．1．30）別紙様式（Ⅲ）－3添
付資料を修正

B214 H28.9.29 ぷらすのルイボスティー 阪神酒販株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血
糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さら
に、おなかの調子を整える機能もあることが報告されていま
す。

B214 H28.9.29 皇潤  極 株式会社エバーライフ 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれます。非変性Ⅱ型コ
ラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートすることが
報告されています。

（H29.3.23）基本情報詳細、様式
(Ⅰ)、様式（Ⅱ）、（Ⅱ）-1、（Ⅲ）-1、
表示見本を変更

B216 H28.9.30
明治のむヨーグルトＷ（ダブル）のやさ
しさ

株式会社明治 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪
の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収
をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにす
る機能があることが報告されています。

H28.12.26 (表示見本、様式Ⅶの変
更）

B217 H28.9.30 起床快調 協和薬品株式会社 1 協和薬品株式会社

本品には「L-テアニン」が含まれます。L-テアニンには、起床
時の疲労感や眠気を軽減することが報告されています。また、
L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる
ことが報告されています。

（H28.12.14）様式Ⅱ及び様式Ⅱ-
1、並びに様式Ⅴ-11a(STAI)及び
様式Ⅴ-11a(Subjective stress)の
修正。
（H29.1.20）表示見本の追加。
（H29.10.23）様式Ⅰ及び様式Ⅵの
修正、表示見本の修正と追加。
（H30.2.5）（別紙様式Ⅲ-3添付資
料を修正）

B218 H28.9.30 メタバリアＳ（エス） 富士フイルム株式会社 1
サラシア由来サラシ
ノール

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由
来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能
性が報告されています。さらに、おなかの中のビフィズス菌を
増やして、腸内環境を整える機能があります。

2017.7.24)様式Ⅰ・様式Ⅵの摂取
する上での注意事項、様式Ⅵの表
示見本の追加
2017.9.05)様式Ⅵの表示見本の追
加



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B219 H28.9.30 すやサポＧＡＢＡ（ギャバ） 株式会社シャルレ 1 ＧＡＢＡ
本品にはGABAが含まれています。GABAには睡眠の質（寝つ
き、眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能が
あることが報告されています。

（H28.12.12）様式Ⅵ　摂取する上で
の注意事項および表示見本の変
更。
（H28.12.12）様式Ⅶ-1 作用機序に
関する説明資料の変更。

B220 H28.9.30 ひざ関節コラーゲンＰｒｉｍｅ（プライム） 株式会社ファイン 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれます。
非変性Ⅱ型コラーゲンはひざ関節の柔軟性、可動性をサポー
トすることが報告されています。

様式（Ⅱ）、様式（Ⅴ）の修正、表示
見本を修正、変更届を申請いたし
ました。（Ｈ29.2.9）

B221 H28.10.1 ルテイン ユウキ製薬株式会社 1 ルテイン
本品にはルテインが含まれます。ルテインには黄斑色素量を
増加させる機能や、コントラスト感度を改善させる機能があるこ
とから、目の調子を整えることが報告されています。

2017.10.25：様式Ⅳ　連絡フロー
チャート文字修正
2017.10.25：様式Ⅴ　PDF時に文字
切れ修正
2017.10.25：様式Ⅵ　表示見本　届
出番号の追記

B222 H28.10.1 イソフラスルー
株式会社はぴねすくら
ぶ

1

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける
機能があることが報告されています。体脂肪、お腹周り(ウエス
トサイズ)、体重(BMI）、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気
になる方に適した食品です。

（H28.12.21）機能性に係る事項の
変更
（H29.04.27）生産・製造及び品質
管理に係る事項の変更
（H29.04.27）届出の在り方に係る
事項の変更

B223 H28.10.3 無洗米ＧＡＢＡライス 食協株式会社 2
γーアミノ酪酸（ＧＡＢ
Ａ）

本品にはγ-アミノ酪酸(GABA)が含まれます。γ-アミノ酪酸
(GABA)には血圧が高めな方に適した機能があることが報告さ
れています。

＜H30.5.2>様式Ⅱ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ及び様式Ⅵの一部変更

B224 H28.10.3 飲んでサポートひざ関節サプリ 株式会社そら 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれます。非変性Ⅱ型コ
ラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートすることが報
告されています。

(H30.02.07)
● 様式II「安全性試験の実施によ
る評価」の「評価が十分」のチェッ
クマークを消去
● 別紙様式V-7を日本語訳したも
のに差替え

B225 H28.10.3
かるしお認定  だしの旨みで減塩  鶏
炊きうどん

エースコック株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方に
適した機能があることが報告されています。

(2017.2.23)健康被害の情報収集に
係る連絡フローチャートの変更

B226 H28.10.3
かるしお認定  だしの旨みで減塩  小
海老天そば

エースコック株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方に
適した機能があることが報告されています。

（2017.2.23）健康被害の情報収集
に係る連絡フローチャートの変更

B227 H28.10.3
かるしお認定  だしの旨みで減塩  中
華そば

エースコック株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方に
適した機能があることが報告されています。

(2017.2.23)健康被害の情報収集に
係る連絡フローチャートの変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B228 H28.10.4
明治のむヨーグルトＷ（ダブル）のやさ
しさクリアテイスト

株式会社明治 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪
の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収
をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにす
る機能があることが報告されています。

H28.12.26 (表示見本、様式Ⅶの変
更）
H29.3.7 (表示見本の変更）

B229 H28.10.4 メタバリア  葛の花イソフラボン 富士フイルム株式会社 1

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮
下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があること
が報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、おなか
の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食
品です。

2016.12.21：別紙様式（Ⅴ）‐4　の
変更
2017.7.5：様式Ⅰ・様式Ⅵの摂取す
る上での注意事項、様式Ⅵの表示
見本の追加

B230 H28.10.4 テアニンゼリー 森下仁丹株式会社 2 L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、質の良い
睡眠（朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする
ことが報告されています。

（2017.1.11）
別紙様式（Ⅰ）　、表示見本の変
更。
（2017.9.12）
届出食品基本情報詳細、別紙様
式（Ⅰ）　、別紙様式（Ⅱ）-1、様式
Ⅲ、別紙様式（Ⅲ）-1、別紙様式
（Ⅳ）別添、様式Ⅵ、表示見本、様
式Ⅶの変更。

B231 H28.10.6 ファーストベジ青葉の野菜 株式会社明治 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪
の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収
をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにす
る機能があることが報告されています。

H28.12.26（表示見本の変更、様式
Ⅶの変更）

B232 H28.10.6 ライラック乳酸菌  スタンダード（分包）
アテリオ・バイオ株式
会社

1
有胞子性乳酸菌
(Bacillus coagulans)
lilac-01

本品には、生きた有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-
01が含まれています。便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭
い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善します。便通
が気になる方に適した食品です。

(H29.1.9) 別紙様式I、(III)-1、(V)-
3、VIの表示見本、(VII)-1の変更
(H29.7.6) 別紙様式I、(II)-1、(V)-
3、(VII)、(VII)-1の変更

B233 H28.10.6 目覚め良質ハーブティーＴ 株式会社東洋新薬 2 L-テアニン

本品には、L-テアニンが含まれます。L-テアニンには、健やか
な眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）
を軽減し、さわやかな目覚めを助けることが報告されていま
す。睡眠の質（朝目覚めた時の疲労感）が気になる方に適した
食品です。

（H28.12.7）表示見本の変更

B234 H28.10.6 ビデンスタブレットＥＸ（イーエックス） 株式会社ミック 1
宮古ビデンス・ピロー
サ由来カフェー酸

本品には宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸が含まれま
す。宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸には目や鼻の不快
感を軽減する機能があることが報告されています。

（H28.12.6）別紙様式Ⅱ-1と様式Ⅵ
の表示見本について修正



届出
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届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B235 H28.10.7 ファーストベジ実の野菜 株式会社明治 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪
の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収
をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにす
る機能があることが報告されています。

H28.12.26 (表示見本、様式Ⅶの変
更）

B236 H28.10.7 味覚糖のどタブレット  ミント 味覚糖株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにす
ること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが
報告されています。

B237 H28.10.7 味覚糖のどタブレット  グレープ 味覚糖株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにす
ること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが
報告されています。

B238 H28.10.7 味覚糖のどタブレット  コーラ 味覚糖株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにす
ること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが
報告されています。

B239 H28.10.7 からだ想いピースナイト
キッコーマンニュートリ
ケア・ジャパン株式会
社

1 テアニン、GABA

本品にはテアニンとGABAが含まれます。テアニンは睡眠の質
を高め、翌朝起床時の疲労感を軽減する機能があり、GABAは
事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスによる気力の低下
を緩和する機能があることが報告されています。

(2017/08/03)様式（Ⅰ）本資料の
作成日、１．安全性に関する基本
情報（３）摂取する上での注意事項
（該当するものがあれば記載）、別
紙様式Ⅲ-1（１）製造者氏名、製造
所所在地等情報、製造者氏名また
は製造所名、種類、別紙様式Ⅲ-1
（４）その他特記すべき事項、様式
Ⅵ　摂取の方法、摂取する上での
注意事項、調理又は保存の方法
に関し特に注意を必要とするもの
にあっては当該注意事項、表示見
本、の修正

B240 H28.10.7 爽健美茶  健康素材の麦茶
日本コカ・コーラ株式会
社

2
ローズヒップ由来ティ
リロサイド

本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズ
ヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があること
が報告されています。

（H29.3.1）様式Ⅲ、ⅥおよびⅦを修
正
（H29.8.31）様式Ⅵを修正
（H29.11.6）様式Ⅵを修正
（H30.2.28）様式Ⅵを修正

B241 H28.10.7 ブルーベリー黒酢
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.9）様式I、様式III、別紙様
式（V）-4、様式VIIを修正
（H28.12.8）様式I、様式III、別紙様
式（V）-4、様式VIIを修正

B242 H28.10.7 りんご黒酢
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.9）様式I、様式III、別紙様
式（V）-4、様式VIIを修正
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食品の区分
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B243 H28.10.7 ざくろ黒酢
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.8）様式I、様式III、別紙様
式（V）-4、様式VIIを修正

B244 H28.10.7 うめ黒酢
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.8）様式I、様式III、別紙様
式（V）-4、様式VIIを修正

B245 H28.10.7 アサイー黒酢
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.9）様式I、様式III、別紙様
式（V）-4、様式VIIを修正

B246 H28.10.7 ブルーベリー黒酢  ストレート
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.9）様式I、様式III、別紙様
式（V）-4、様式VIIを修正
（H29.12.1）届出食品基本情報、様
式I、様式VI（表示見本）、様式VII
（H30.3.9）届出食品基本情報、様
式VI（表示見本）の変更

B247 H28.10.7 りんご黒酢  ストレート
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.9）様式I、様式III、別紙様
式（V）-4、様式VIIを修正
（H29.11.28）届出食品基本情報、
様式I、様式III、別紙様式(III)－１、
分析方法を示す文書内製品規格、
様式VI、表示見本、様式VIIの変更
（H30.6. 27）様式Ⅰ、様式Ⅲ、別紙
様式（Ⅲ）－１、様式Ⅲ添付資料
「製品規格書」、様式Ⅵ（表示見
本）、様式Ⅶの変更

B248 H28.10.7 ざくろ黒酢  ストレート
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.8）様式I、別紙様式（II）-
1、様式III、別紙様式（III）-3、別紙
様式（V）-4、様式VIIを修正
（H29.12.1）届出食品基本情報、様
式I、様式VI（表示見本）、様式VII

B249 H28.10.7 アサイー黒酢  ストレート
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.8）様式I、様式III、別紙様
式（V）-4、様式VIIを修正

B250 H28.10.7 まろやかりんご酢  はちみつりんご
株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.8）様式I、様式III、別紙様
式（III）-3、別紙様式（V）-4、様式
VIIを修正

B251 H28.10.7
まろやかりんご酢  はちみつりんご  ス
トレート

株式会社Ｍｉｚｋａｎ  Ｓａ
ｎ ｍｉ

2 酢酸
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥
満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告さ
れています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

（H28.12.8）様式I、様式III、別紙様
式（III）-3、別紙様式（V）-4、様式
VIIを修正
（H29.12.1）届出食品基本情報、様
式I、様式VI（表示見本）、様式VII
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B252 H28.10.7 よくネ～ル
株式会社ハーブ健康
本舗

1 L-テアニン

本品には、L-テアニンが含まれます。L-テアニンには、健やか
な眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）
を軽減することが報告されています。睡眠の質（朝目覚めた時
の疲労感）が気になる方に適した食品です。

（2016.12.9）表示見本の変更
（2018.4.13）様式1、（Ⅰ）、（Ⅲ）、
（Ⅲ）-1、（Ⅳ）、表示見本、様式
（Ⅶ）の変更

B253 H28.10.11 大人のカロリミット  はとむぎブレンド茶
ダイドードリンコ分割準
備株式会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性
脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。

（H28. 12. 8)　様式Ⅵ 表示見本の
記載変更
（H29. 2. 10)　機能性表示食品 届
出食品基本情報詳細・様式Ⅰ・様
式Ⅶ（届出者法人名）、様式Ⅳ（組
織図及び連絡フローチャート）の変
更
（H29. 7. 3)　機能性表示食品 届出
食品基本情報詳細・様式Ⅰ・様式
Ⅵ（表示見本）の変更
（H29.12.13)　様式Ⅰ（本資料の作
成日）・様式Ⅵ（表示見本）の変更
（H30. 1.26)　様式Ⅰ(本資料の作
成日）・様式Ⅵ（表示見本）の変更
（H30.4.19)　様式Ⅰ(本資料の作成
日)、様式Ⅱ（評価の詳細）、様式
Ⅲ（製造・生産・採取・漁獲等及び
品質の管理に関する情報、原材料
及び分析に関する情報）、様式Ⅵ
（表示見本）の変更のため
（H30.5.30)　様式Ⅰ(本資料の作成
日)、様式Ⅵ（表示見本）の変更の
ため
（H30.6.22)　様式Ⅰ(本資料の作成
日)、様式Ⅵ（表示見本）の変更の
ため

B254 H28.10.12
ＥＰＡ＆ＤＨＡ（イーピーエーアンド
ディーエイチエー）

富士フイルム株式会社 1 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる機能があることが報告されています。

2017年2月8日　 様式Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ-
1、Ⅶ 　製造所の追加。
2017年12月11日　様式Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ
-1、Ⅶ 　製造所の追加。

B255 H28.10.13 ライ麦食パン
イオントップバリュ株式
会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）はおなかの調子を
整える機能があることが報告されています。

2017.2.8　基本情報及び様式Ⅰの
変更（公開）、様式Ⅲの変更（非公
開）

B256 H28.10.13 全粒粉ロール
イオントップバリュ株式
会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）はおなかの調子を
整える機能があることが報告されています。

2017.3.16：基本情報、様式（Ⅰ）、
様式（Ⅲ）、様式（Ⅶ）-１の変更

B257 H28.10.13 全粒粉ドッグロール
イオントップバリュ株式
会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）はおなかの調子を
整える機能があることが報告されています。

2017.3.16：基本情報、様式（Ⅰ）、
様式（Ⅲ）、様式（Ⅶ）-１の変更
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B258 H28.10.15 アイビタン 株式会社ファイン 1
ビルベリー由来アント
シアニン

本品はビルベリー由来アントシアニンが含まれます。
ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサポートし、
目の疲労感、目の乾きを緩和する作用が報告されています。

別紙様式（Ⅵ）の修正、製品規格
書の修正、表示見本の修正と追
加、変更届を申請いたしました。
（H29.02.16）
表示見本の追加、変更届を申請い
たしました。（H29.03.10）

B259 H28.10.18 皇潤ひざケア 株式会社エバーライフ 1 グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩はひざの動きの悩みを緩和することが報告されています。

（H28.3.30）　様式Ⅰ、様式Ⅱ、様
式（Ⅱ）－１、様式（Ⅲ）－１、様式
Ⅵ、様式Ⅶ、表示見本を変更

B260 H28.10.19
食後の血糖値や中性脂肪が気になる
方の絹とうふ

四国化工機株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリンは、食事から摂取した糖の吸収をおだや
かにし、脂肪の吸収を抑えるため、食事と一緒に摂取すること
で、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにするこ
とが報告されています。本品は食後の血糖値が気になる方、
脂肪の多い食事を摂りがちな方に適したお豆腐です。

(H29.8.10)品質管理体制の更新
(H29.8.10)表示見本の修正、追加
(H29.8.10)会社組織図、連絡フロー
チャートの更新
(H29.12.6)表示見本の修正
(H29.12.6)連絡フローチャートの更
新

B261 H28.10.19
糖質５０％オフ  味覚糖のど飴ＰＬＵＳ
（プラス）すっきりハーブ味

味覚糖株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。
GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和す
る機能があることが報告されています。

(H29.5.1)　表示見本変更
(H29.6.7)　表示見本変更
(H29.9.29)　表示見本、様式Ⅲ、別
紙様式Ⅲ-(3)及び、「届出事項及
び開示情報についての問合せ先」
の変更

B262 H28.10.20
プレミアム海の元気  ＤＨＡ（ディーエイ
チエー）  ＥＰＡ（イーピーエー）含有

日本水産株式会社 1 EPA・DHA

本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の
方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注
意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されていま
す。
※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいま
す。

B263 H28.10.21 宮古ＢＰ（ビーピー）ドリンク 株式会社うるばな宮古 1
宮古ビデンス・ピロー
サ由来カフェ―酸

本品には宮古ビデンス・ピローサ由来カフェ―酸が含まれま
す。宮古ビデンス・ピローサ由来カフェ―酸には目や鼻の不快
感を軽減する機能があることが報告されています。

B264 H28.10.21 長命草青汁ダブルＴ 株式会社東洋新薬 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪と
糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報
告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に
上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。

（H29.1.27）　機能性に係る事項の
変更
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B265 H28.10.22 ビフィパック
株式会社白寿生科学
研究所

1

ビフィズス菌（ロンガ
ム種
JBL01） 同菌（ビフィ
ズス菌（ロンガム種
JBL01））の別呼称と
して ビフィズス菌
（Bifidobacterium
longum JBL01） 又は
ビフィズス菌（ビフィド
バクテリウム  ロンガ
ム
JBL01） 又は  ビフィ
ズス菌（B.longum
JBL01） 又は
Bifidobacterium
longum JBL01 又は
B.longum JBL01

本品には生きたビフィズス菌（ロンガム種JBL01）が含まれま
す。ビフィズス菌（ロンガム種JBL01）には腸内フローラを良好
にし、便秘気味の方の便通を改善する機能があることが報告
されています。

（H28.12.21）分析試験成績書内の
分析試験項目「ビフィズス菌」が
「ロンガム種 JBL01」であることを
示した文書を追加添付
（H29.03.21）組織図及び連絡フ
ローチャートにて、健康被害の情
報収集体制に変更があったため
変更
（H29.07.22）組織図及び連絡フ
ローチャートにて、組織体制に変
更があったため、組織図変更

B266 H28.10.24 煎茶 山崎製パン株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本製品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂
肪の吸収をおだやかにする機能があること、糖の吸収をおだ
やかにする機能があることが報告されています。さらに、おな
かの調子を整える機能があることも報告されています。

（H29.1.13）届出者の基本情報の
変更、組織図の更新、表示見本の
修正

B267 H28.10.24 えがお  くっきりアイ 株式会社えがお 1
ビルベリー由来アント
シアニン

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベ
リー由来アントシアニンはピント調節機能を助け、目の疲労感
を軽減することが報告されています。

（H29.7.19）基本情報、様式Ⅲ-3、
様式Ⅲ-3添付資料、表示見本の
変更
（H29.12.11）様式Ⅲ-3添付資料、
表示見本、様式Ⅶを修正

B268 H28.10.24 レモネードＧＡＢＡ（ギャバ）
クラシエフーズ株式会
社

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには事務的作業に
伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告
されています。

B269 H28.10.25 サラシア入り牛丼の具 株式会社吉野家 2
サラシア由来サラシ
ノール

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由
来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにし
食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があることが報告さ
れています。

2016.12.26　表示見本の修正
2017.1.31 様式3に関わる社内体
制の変更、賞味期限延長
2017.4.10　表示見本の修正
2017.8.2 連絡フローチャートの改
訂、表示見本の修正

B270 H28.10.25 グルコサミンＰｒｉｍｅ（プライム） 株式会社ファイン 1 グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑え
ることで、関節軟骨を維持することが報告されています。

【届出撤回】2017/10/12
SRの見直しのため。

B271 H28.10.25
きんぴらごぼう＆（アンド）ひじきの煮
つけ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B272 H28.10.25 五目煮豆＆（アンド）切干大根 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。
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B273 H28.10.25
アサヒスタイルバランスシークァーサー
サワーテイスト

アサヒビール株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

(2017.1.11)　表示見本を変更
(2017.7.31)　様式Ⅲ、様式Ⅳ、様
式Ⅴを変更
(2017.12.1)　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様
式Ⅳを変更
(2017.12.27)　様式Ⅰ、表示見本を
変更
(2018.1.29)　様式Ⅰ、表示見本を
変更

B274 H28.10.25 炙り鯖  塩焼き 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B275 H28.10.25 炙り鯖  梅だれ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B276 H28.10.26
非変性Ⅱ型コラーゲンＵＣ－Ⅱ（ユー
シーツー）

株式会社ファイン 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれます。非変性Ⅱ型コ
ラーゲンはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートすることが報
告されています。

別紙様式Ⅴ-7及び表示見本の修
正と追加、変更届を申請いたしま
した。（H29.01.05）
別紙様式Ⅶと表示見本の修正、変
更届を申請いたしました。
（H29.03.10）
表示見本の追加（H29.7.27)

B277 H28.10.26 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 株式会社ファイン 1
還元型コエンザイム
Q10

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。細胞のエネ
ルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型
コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる身体的な疲労感の
軽減に役立つことが報告されています。本品は身体的な疲労
を自覚している方に適した食品です。

表示見本の修正と追加、製品規格
書の修正、変更届を申請いたしま
した。（H29.02.16）

B278 H28.10.26 ヒアルロン酸ゼリー 株式会社ファイン 1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれています。ヒアルロン酸Na
には肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があること
が報告されています。

表示見本を修正、変更届を申請い
たしました。（Ｈ29.1.31）

B279 H28.10.27 糖値サポート 株式会社ファンケル 1
バナバ葉由来コロソリ
ン酸

本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。
バナバ葉由来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血糖値を
下げる機能が報告されています。

（H29.6.22）
・様式1、Ⅶ、組織図及び連絡フ
ローチャートを変更。
・様式1その他添付ファイルを様式
Ⅲその他添付ファイルへ移動

B280 H28.10.27 リラクケア
日本アドバンストアグリ
株式会社

1 L-テアニン

本品にはＬ-テアニンが含まれます。
Ｌ-テアニンには、健やかな眠り（起床時の疲労感や眠気を軽
減する機能）をもたらすことが報告されています。
また、Ｌ-テアニンには、一過性の作業によるストレス（精神的
負担）をやわらげる機能があることが報告されています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B281 H28.10.28 アスパラメタロック 森下仁丹株式会社 1
ローズヒップ由来ティ
リロサイド

本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズ
ヒップ由来ティリロサイドには、高めの体脂肪とBMIを落とす機
能があることが報告されています。

(H29.1.30)
・別紙様式 （Ⅰ） 届出食品情報の
修正
・別紙様式 （Ⅴ） 機能性科学的根
拠の修正
・別紙様式 （Ⅵ） 表示見本の変更

B282 H28.10.28
葛の花イソフラボン  ウエストサポート
茶

株式会社太田胃散 2

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。

（H29.1.13）機能性に係る事項の変
更

B283 H28.10.28 薫習  非変性Ⅱ型コラーゲン
ティーエフケイ株式会
社

1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。非変性Ⅱ
型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサポートすることが
報告されています。

（2017.01.27）
1～2：届出食品基本情報　チェック
箇所変更
3～4：別紙様式（Ⅰ）　　チェック箇
所変更
5：別紙様式（Ⅱ）　チェック削除
別添ファイル削除
6～8：別紙様式（Ⅱ）-1【添付ファイ
ル用】「安全性評価シート」.pdf　安
全性情報記載場所変更
9～17：別紙様式Ⅵ　表示見本修
正（記載事項変更、削除、追加）、
デザイン変更、「新旧表示見本」添
付

B284 H28.10.28
ディアナチュラゴールド  サーデンペプ
チド

アサヒグループ食品株
式会社

1
サーデンペプチド(バ
リルチロシンとして)

本品にはサーデンペプチド(バリルチロシンとして)が含まれま
す。サーデンペプチド(バリルチロシンとして)には血圧を低下さ
せる機能が報告されており、血圧が高めの方に適しています。

(H29.4.7)基本情報、様式Ⅰ、様式
Ⅳ及び組織図・連絡フローチャー
ト、様式Ⅵ 表示見本、様式Ⅶの変
更
(H29.8.4)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャート、様式Ⅶの変更
(H29.12.06)基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅲ 添付資料、様式Ⅳ 組織図・
連絡フローチャート、様式Ⅵ及び
表示見本、様式Ⅶの変更

B285 H28.11.1
リフレのＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチ
エーアンドイーピーエー）

株式会社リフレ 1 ＤＨＡ、ＥＰＡ

本品にはDHAとEPAが含まれます。DHAには、認知機能の一
部である、数・ことば・図形・物語・色・状況などの情報の記憶を
サポートする機能(物を覚えて記憶にとどめる力) と、DHA・EPA
には、血中中性脂肪を低下させる機能があることが報告されて
います。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B286 H28.11.1 ヒアルロン酸Ｐｒｉｍｅ（プライム） 株式会社ファイン 1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

表示見本の修正、変更届の申請を
いたしました。（H29.04.27）

B287 H28.11.2 ミルケア 株式会社ファンケル 1
ビルベリー由来アント
シアニン

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベ
リー由来アントシアニンは、日頃からスマートフォンやパソコン
などで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくするこ
とで、目の疲労感を緩和する機能が報告されています。

B288 H28.11.2 えがお  め・まもーる 株式会社えがお 1 ルテイン

本品にはルテインが含まれます。ルテインは、ぼやけを解消し
はっきりと見る力を助け、年齢とともに減少する黄斑部の色素
を補う働きで光の刺激から目を保護することが報告されていま
す。

（H29.2.14）基本情報の変更
（H29.2.14）様式Ⅵの変更
（H29.4.24）別紙様式Ⅲ－３添付資
料の変更
（H30.1.22）基本情報、表示見本、
様式Ⅶの変更

B289 H28.11.2 楽らく闊歩 株式会社学文社 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。非変性Ⅱ
型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートするこ
とが報告されています。

(H29.1.30)化粧箱デザインからJAN
コード削除、及び機能性表示食品
届出番号を追加。「別紙様式（Ⅴ）
－７」の英文部分を和訳。
(H29.9.27) ＧＭＰ認定番号の変
更。

B290 H28.11.2 サントリー  グルコサミンアクティブ
サントリーウエルネス
株式会社

1
グルコサミン塩酸塩、
コンドロイチン硫酸、
ケルセチン配糖体

本品にはグルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン
配糖体が含まれます。グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫
酸、ケルセチン配糖体の3成分の組み合わせには、移動時の
ひざ関節の悩みを改善することが報告されています。

（H29.6.19）表示見本の変更、製造
施設の追加に伴う様式Ⅲ・別紙様
式（Ⅲ）－1、様式Ⅶの変更

B291 H28.11.4 おぼえ 株式会社ニッセン 1 DHA
本品にはDHAが含まれます。DHAには認知機能の一部であ
る、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする機
能があることが報告されています。

（H29.1.31）様式（Ⅲ）‐3、様式（Ⅵ）
表示見本の変更

B292 H28.11.4 おはだうるおう  根昆布 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

別紙様式（Ⅶ）の修正、変更届を
申請いたしました。（H28.12.27）



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B293 H28.11.7 ファイバーミックス  Ｂｉｏ（ビオ） フォーデイズ株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整え
る機能があることが報告されています

＜H29.2.3＞
（Ⅴ-11a（排便回数）（排便量））
　「表示しようとする機能性」が途
中で切れていたため修正
（Ⅴ-13a）
　「表示しようとする機能性」が途
中で切れていたため修正
（Ⅴ-16）
　「特定保健用食品の機能性関与
成分」を「特定保健用食品の関与
成分」に修正
（Ⅶ）
・「製造所の氏名及び所在地」に所
在地追記
・「情報開示するウェブサイトの
URL」を変更
・「届出事項及び開示情報につい
ての問合せ担当部局」のフロアが
移動し、電話回線を変更。

B294 H28.11.8
飲むアスタキサンチンＡＸ（エーエック
ス）

富士フイルム株式会社 1 アスタキサンチン

本品には、アスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチン
は、抗酸化作用により、血中脂質の酸化を抑制する機能性が
報告されています。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守る
のを助ける機能性が報告されています。

B295 H28.11.8
おはだうるおう  アサイー＆（アンド）マ
キベリー

株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

別紙様式（Ⅶ）の修正、変更届を
申請いたしました。（H28.12.27）

B296 H28.11.8 体脂減 株式会社リーフ 1

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。

（H29.2.13）生産・製造及び品質の
管理に係る事項の変更
（H29.2.13）機能性に係る事項の変
更
（H29.3.23）表示見本の追加

B297 H28.11.9 大豆イソフラボンタブレットＴ 株式会社東洋新薬 1
大豆イソフラボン（ア
グリコンとして）

本品には、大豆イソフラボン（アグリコンとして）が含まれます。
大豆イソフラボン（アグリコンとして）には、女性の骨の成分の
維持に役立つ機能があることが報告されています。丈夫な骨
を維持したい方に適した食品です。

B298 H28.11.9 味一しぼり７２０ｍｌ 株式会社早和果樹園 2
β-クリプトキサンチ
ン

本品にはβ-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプト
キサンチンは骨代謝の働きを助けることにより、骨の健康維持
に役立つことが報告されています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B299 H28.11.9
ステラの還元型コエンザイムＱ１０プラ
ス

株式会社ステラ佐々木 1
還元型コエンザイム
Q10

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。細胞のエネ
ルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型
コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な
疲労感の軽減に役立つことが報告されています。本品は身体
的な疲労を自覚している方に適した食品です。

（H29.2.10）機能性表示食品　届出
食品情報　様式Ⅴ
　　　　　　2. 科学的根拠の修正

B300 H28.11.10 賢人の緑茶
オリヒロプランデュ株式
会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維） GABA

●本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリンは、糖の吸収を穏やかにするとともに、
食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後
の血糖値や血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能がある
ことが報告されています。
●本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高め
の方に適した機能があることが報告されています。

【H29.02.14】様式Ⅲ-3(添付　製品
規格)、別紙様式Ⅴ-7を修正、表示
見本を修正・追加

B301 H28.11.10 スマホえんきん 株式会社ファンケル 1
ビルベリー由来アント
シアニン

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベ
リー由来アントシアニンは、日頃からスマートフォンやパソコン
などで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくするこ
とで、目の疲労感を緩和する機能が報告されています。

(H29.1.10) 表示見本を変更。
(H29.2.21) 様式Ⅵ及び 表示見本
を変更。
(H29.3.14) 様式Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ-1及び
Ⅶを変更。
(H29.4.25) 様式１、組織図、連絡フ
ローチャート、表示見本及び様式
Ⅶを変更。
(H29.6.19) 様式Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ-1及び
Ⅶを変更。

B302 H28.11.11
サトウＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエー
アンドイーピーエー）

株式会社ファンケル 1 DHA、EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには、認知機能
の一部である記憶力（数・ことば・状況などの情報を記憶し、思
い出す力）を維持する機能があることが報告されています。ま
た、 DHA・EPAは中性脂肪を低下させる機能があることが報告
されています。

（H29.02.06）表示見本、別紙様式
（Ⅶ）の変更
（H29.08.04）別紙様式（Ⅲ）－１の
変更、表示見本の追加

B303 H28.11.11 おとなの前菜
UMIウェルネス株式会
社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は、脂肪の吸収を抑えて排
出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやか
にすることが報告されています。また、糖の吸収をおだやかに
するため、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告
されています。さらに、おなかの調子を整えることも報告されて
います。 本品は、脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、おな
かの調子を整えたい方に適した食品です。

(H29.1.20)表示見本を変更
(H29.5.11)表示見本を追加

B304 H28.11.11
おはだうるおう  スーパーファイング
リーン

株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B305 H28.11.11
ＡＳＴＡＬＩＦＴ（アスタリフト）  サプリメン
ト

富士フイルム株式会社 1 アスタキサンチン

本品には、アスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチン
は、抗酸化作用により、血中脂質の酸化を抑制する機能性が
報告されています。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守る
のを助ける機能性が報告されています。

H29.2.21)様式Ⅰ・様式Ⅵの摂取す
る上での注意事項、様式Ⅵの表示
見本の追加・変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B306 H28.11.15 ネナイト
アサヒグループ食品株
式会社

1 Ｌ－テアニン
本品にはＬ－テアニンが含まれます。Ｌ－テアニンには、睡眠
の質を高めること（起床時の疲労感や眠気を軽減すること）が
報告されています。

(H29.4.7)基本情報、様式Ⅰ、様式
Ⅳ及び組織図・連絡フローチャー
ト、様式Ⅵ 表示見本、様式Ⅶの変
更
(H29.8.8)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャート、様式Ⅶの変更

B307 H28.11.17 スリープケア 新日本製薬株式会社 1 Ｌ－テアニン

本品にはＬ-テアニンが含まれています。Ｌ-テアニンは、睡眠
の質の向上による健やかな眠り（朝目覚めた時の疲労感と眠
気を軽減すること）に役立ち、作業にともなう一時的なストレス
をやわらげることが報告されています。

（Ｈ29.5.26）
別紙様式（Ⅶ）の届出事項及び開
示情報についての問合せ担当部
局名を変更
別紙様式（Ⅵ）の表示見本を修正・
15日分を追加

B308 H28.11.17 糖カロセーブ
株式会社ディーエム
ジェイ

1
サラシア由来サラシ
ノール

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由
来サラシノールには、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能
があることが報告されています。

(H29.1.30)表示見本の変更
(H29.8.22)届出食品基本情報、様
式Ⅳ、様式Ⅶの変更

B309 H28.11.17
おはだうるおう  ザクロ＆（アンド）ＲＥＤ
（レッド）ドラゴンフルーツ

株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（2017.12.27）様式Ⅶの誤字修正

B310 H28.11.17
おはだうるおう  シークヮーサー＆（ア
ンド）青ミカン

株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B311 H28.11.18 イージースムージー  アサイー 株式会社ECスタジオ 2
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グ
ルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある
ことが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品で
す。

（H29.10.27）表示見本の追加

B312 H28.11.18
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ
（ギャバ）＜塩ミルク＞スタンドパウチ

江崎グリコ株式会社 2 γ-アミノ酪酸
本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、事
務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある
ことが報告されています。

（2017.12.6）別紙様式(Ⅰ)、別紙様
式(Ⅱ)、別紙様式(Ⅱ)-1、別紙様
式(Ⅲ)、別紙様式(Ⅲ)-1、別紙様
式(Ⅳ)添付 組織図及び連絡フロー
チャート、別紙様式(Ⅴ)-16、別紙
様式(Ⅵ)、別紙様式(Ⅶ)を変更。

B313 H28.11.21 大人のカロリミット 株式会社ファンケル 1

ギムネマ酸 、桑の葉
由来イミノシュガー
（ファゴミンとして）、エ
ピガロカテキンガレー
ト、キトサン 、インゲ
ン豆由来ファセオラミ
ン、ペンタメトキシフラ
ボン

本品にはギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとし
て)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセ
オラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活
動時のエネルギー代謝において、脂肪を代謝する力を高める
機能があります。またギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー
(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲ
ン豆由来ファセオラミンは、食事の糖の吸収を抑え、食後の血
糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらにギムネマ
酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、食事の脂肪の吸収
を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告さ
れています。

(H29.2.24) 様式Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ－1、
Ⅵ、表示見本、Ⅶを変更
(H29.3.14) 表示見本を変更
(H29.7.6) 様式Ⅵ及び表示見本を
変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B314 H28.11.21
おはだうるおうヒアルロン酸が入った
はとむぎ粉

株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（2017.12.15）様式Ⅰ、様式Ⅵ　文
言追加

B315 H28.11.21
ＡＳＳＩＳＴＭＩＮ（アシストミン）  オリゴ
ノール

ヘルスエイジ株式会社 1
低分子化ライチポリ
フェノール

本品には低分子化ライチポリフェノールが含まれます。低分子
化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な疲労感を軽減
する機能があることが報告されています。運動による身体的な
疲労を自覚している方に適した食品です。

（H29.01.30）様式Ⅰ・様式Ⅱ・様式
Ⅲ・様式Ⅴ・表示見本変更

B316 H28.11.21
ＦＲＥＥ  Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ  Ｗａｔｅｒ  Ｗ（フリー
スパークリングウォーターダブル）

ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

2 クエン酸、GABA

本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で
日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されていま
す。本品にはGABAが含まれます。GABAにはデスクワークに
伴う一時的な精神的ストレスを緩和することが報告されていま
す。

基本情報、様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅴ、様式Ⅵ、様式Ⅶを修
正(H29.2.22)

B317 H28.11.21
アサヒスタイルバランス香り華やぐハイ
ボールテイスト

アサヒビール株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

（2017.3.21）表示見本を差替え
（2017.5.8）表示見本を差替え
（2017.9.26）様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅴを変更
（H29.11.8）様式Ⅰを変更、販売資
材の表示見本を追加

B318 H28.11.24 おはだうるおう  マカ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（H29.2.28）表示見本　裏面記載の
商品名の誤記を修正

B319 H28.11.25
ＷＨＩＴＥ  ＣＡＦＥ  ＧＡＢＡ（ホワイトカ
フェギャバ）コーヒー

株式会社明治 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには事務的作業に伴う一
時的な精神的ストレスを低減する機能があることが報告されて
います。

H29.3.8（表示見本の変更、様式Ⅵ
の変更、様式Ⅶの変更）

B320 H28.11.25 健康骨太 協和薬品株式会社 1 大豆イソフラボン
本品には「大豆イソフラボン」が含まれます。大豆イソフラボン
には、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されて
います。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

（H30.3.27)様式Ⅰと様式Ⅶおよび
表示見本の変更。

B321 H28.11.25 ＧＡＢＡ（ギャバ） 富士フイルム株式会社 1 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAは、血圧が高めの方の
血圧を下げる機能と、事務的作業による一時的な心理的ストレ
スを緩和する機能があることが報告されています。

2017.4.6）工場追加に伴い、様式
Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ-1、Ⅶを変更。
2017.12.11）工場追加に伴い、様
式Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ-1、Ⅶを変更。

B322 H28.11.25
ＧＡＢＡ（ギャバ）煎茶  抹茶入り  ス
ティック

株式会社山城物産 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方
に適した機能があることが報告されています。

（H29. 3.1）表示見本　サイズを変
更、届出番号を記載、栄養成分表
示を修正

B323 H28.11.25 ＧＡＢＡ（ギャバ）煎茶  抹茶入り 株式会社山城物産 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方
に適した機能があることが報告されています。

（H29. 3. 16）別紙様式Ⅵ、表示見
本の1日摂取目安量を修正。表示
見本の届出番号を記載し、栄養成
分表示を修正。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B324 H28.11.25
Ｒｅｌａｘ（リラックス）ルイボスティー  ス
ティック

株式会社山城物産 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方
に適した機能があることが報告されています。

（H29. 3.4）表示見本のサイズを変
更、表示見本に届出番号を記載、
表示見本の栄養成分表示を修正
（H30.5.2）製品規格書を修正、別
紙様式Ⅱ-1、別紙様式Ⅲ-1、別紙
様式Ⅲ-3、別紙様式２の書式を変
更
（H30.5.2）製品規格書を修正、別
紙様式Ⅱ-1、別紙様式Ⅲ-1、別紙
様式Ⅲ-3、別紙様式２の書式を変
更

B325 H28.11.25 Ｒｅｌａｘ（リラックス）ルイボスティー 株式会社山城物産 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方
に適した機能があることが報告されています。

（H29. 2. 27）別紙様式Ⅵ、表示見
本の1日摂取目安量を修正。表示
見本の届出番号を記載し、栄養成
分表示を修正。
（H30.5.2）製品規格書を修正、別
紙様式Ⅱ-1、別紙様式Ⅲ-1、別紙
様式Ⅲ-3、別紙様式２の書式を変
更
（H30.5.2）製品規格書を修正、別
紙様式Ⅱ-1、別紙様式Ⅲ-1、別紙
様式Ⅲ-3、別紙様式２の書式を変
更

B326 H28.11.28 うるうるセラミドキャンディ パイン株式会社 2
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グ
ルコシルセラミドには、露出の多い部位（顔、腕）の肌の水分を
逃しにくくし、潤いを守るのに役立つ機能があることが報告され
ています。

(H29.3.4)機能性関与成分「米由来
グルコシルセラミド」が栄養成分と
しての「脂質」に該当しない理由に
ついて別紙様式Ⅶ-1に追記

B327 H28.11.28
ディアナチュラゴールド  甘草グラボノ
イド

アサヒグループ食品株
式会社

1 甘草由来グラブリジン
本品には甘草由来グラブリジンが含まれます。甘草由来グラ
ブリジンは体脂肪の増加を抑えることが報告されており、体脂
肪が気になる方及び肥満気味の方に適しています。

(H29.4.10)基本情報、様式Ⅰ、様式
Ⅳ、様式Ⅵ 表示見本、様式Ⅶの
変更
(H29.8.8)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャート、様式Ⅶの変更
(H29.10.24)基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅳ 組織図・連絡フローチャート、
様式Ⅵ及び表示見本、様式Ⅶの
変更

B328 H28.11.29 クッキリ一番ＥＸ（イーエックス） サニーヘルス株式会社 1
ルテイン、ゼアキサン
チン、クロセチン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンとクロセチンが含まれま
す。ルテイン、ゼアキサンチンには眼のコントラスト感度（ぼや
けの 解消によって、はっきりと物を識別する感度）の改善に役
立つことが報告されています。また、クロセチンには眼の調節
筋の緊張を緩和することにより、眼の疲労感の改善に役立つ
ことが報告 されています。

・(H29.9.21) 7粒入りの表示見本を
追加。
・(H29.9.21)別紙様式（Ⅴ）－11を
修正
・(H29.9.21)別紙様式（Ⅴ）－13を
修正

B329 H28.11.29 デキスウィート
松谷化学工業株式会
社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を整える機
能があることが報告されています。



届出
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届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ
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B330 H28.11.29 内脂サポート 株式会社ファンケル 1

ビフィズス菌
BB536(B.longum) 、ビ
フィズス菌B-
3(B.breve) 、N-アセチ
ルグルコサミン

本品には生きたビフィズス菌BB536(B.longum)・B-3(B.breve)、
およびN-アセチルグルコサミンが含まれるので、腸内環境を良
好にし、体重・体脂肪を減らすことで高めのBMIを改善する機
能があります。肥満気味でBMIが高めの方、お腹の脂肪が気
になる方に適しています。

(H29.1.25)　最終製品を用いた臨
床論文を雑誌掲載稿へ変更。
(H29.2.9)　製造所の承認書等番号
を変更。
(H29.5.29)　様式１、Ⅰ、Ⅴ-3、Ⅶ、
組織図及び連絡フローチャートを
変更。
(H29.11.15)　表示見本変更及び追
加。
(H29.12.14)　製造所情報の変更、
製造所の追加、健康被害の情報
収集フローの修正。
(H30.1.29)　製造所情報の変更、製
造所の追加、表示見本の追加。

B331 H28.11.29
ＧＯＯＤ  Ｎｉｇｈｔ（グッドナイト）  ２７００
０

株式会社ECスタジオ 1 L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれます。Ｌ‐テアニンには、夜間の
良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートするこ
とが報告されています。

（2017年2月6日）別紙様式（Ⅴ）
「２．科学的根拠」内の「表示しよう
とする機能性の科学的根拠とし
て、査読付き論文として公表されて
いない。」での「はい」未選択から
「はい」選択への変更

B332 H28.11.29 しんけん青汁［糖・脂肪］
株式会社静岡茶療園
市場

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂
肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える作用が報
告されています。糖や脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に
上がる血糖値や中性脂肪が気になる方に適した食品です。

（2017.3.28）別紙様式Ⅰ、別紙様
式Ⅴ、別紙様式Ⅶの変更

B333 H28.11.29 しんけん緑茶［糖・脂肪］
株式会社静岡茶療園
市場

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂
肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える作用が報
告されています。糖や脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に
上がる血糖値や中性脂肪が気になる方に適した食品です。

（2017.3.28）別紙様式Ⅰ、別紙様
式Ⅴ、別紙様式Ⅶの変更
（2017.4.25）表示見本、別紙様式
Ⅰ、別紙様式Ⅵの変更

B334 H28.11.29 しんけん青汁［血圧］
株式会社静岡茶療園
市場

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方
の血圧を下げる機能が報告されています。

（2017.1.30）別紙様式Ⅶの訂正

B335 H28.11.29 しんけん緑茶［血圧］
株式会社静岡茶療園
市場

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方
の血圧を下げる機能が報告されています。

（2017.1.30）別紙様式Ⅶの訂正

B336 H28.11.30
ＴＢＣ（ティービーシー）ファイバー  アッ
プル＆（アンド）キウイ

森永乳業株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え
ることと、おなかの調子を整えること（便通改善）が報告されて
います。

(H29.9.8)様式Ⅰ（本資料の作成
日）,別紙様式（Ⅲ）-3（分析法追
記）,別紙様式（Ⅳ）（組織図,連絡フ
ローチャート）,様式Ⅵ（保存方法の
注意事項）,別紙様式（Ⅵ）表示見
本,様式Ⅶ（栄養素の過剰摂取に
つながらないとする理由の誤記修
正）
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B337 H28.11.30
ＤＨＡ（ディーエイチエー）＆（アンド）Ｅ
ＰＡ（イーピーエー）  ８６０

キューサイ株式会社 1 DHA・EPA
本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには、血中の中
性脂肪値を低下させる機能があることが報告されています。

（H29.5.2）基本情報、様式Ⅰ、様式
Ⅳの添付資料（組織図、連絡フ
ロー）、様式Ⅴ-4、様式Ⅴ-16、様
式Ⅵの添付資料（表示見本）、様
式Ⅶを修正

B338 H28.11.30 国産本格生姜 株式会社伊藤園 2

ショウガ由来ポリフェ
ノール（6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオール
として）

本品にはショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショ
ウガオールとして）が含まれます。ショウガ由来ポリフェノール
（6-ジンゲロール、6-ショウガオールとして）には、寒い季節や
冷房条件下において体温（末梢）を維持する機能があることが
報告されています。

(H29.3.10)　表示見本、様式（Ⅵ）
及び様式（Ⅶ）の販売開始予定日
の修正

B339 H28.11.30
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）  大豆イソ
フラボン

三生医薬株式会社 1
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキ
ノウ）  大豆イソフラボ
ン

本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンに
は骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されていま
す。本品は丈夫な骨を維持したい中高年女性に適した食品で
す。

（H29.2.11）情報開示するウェブサ
イトのURL変更

B340 H28.12.1 ハツラツＱ１０（キューテン） キューサイ株式会社 1
還元型コエンザイム
Q10

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエン
ザイムQ10には、中高齢者の日常生活で生じる一過性の肉体
的疲労感および精神的疲労感を軽減する機能があることが報
告されています。

（H29.5.2）基本情報、様式Ⅳ添付
資料（組織図、連絡フロー）、様式
Ⅵ添付資料（表示見本）、様式Ⅶ
を修正

B341 H28.11.30
血糖が気になりはじめた人のフィットラ
イフ青汁

株式会社ミル総本社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖に働
き、食後の血糖値の上昇をおだやかにする作用が報告されて
います。糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる血糖値
が気になる方に適した食品です。

B342 H28.12.1 シェイプライフ青汁 株式会社ミル総本社 2

葛の花由来イソフラ
ボン
（テクトリゲニン類とし
て）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂 肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B343 H28.11.30
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメ野菜ジュー
ス食塩無添加

カゴメ株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の
血圧を下げる機能があることが報告されています。

（H30.1.12）様式Ⅰ当該製品の機
能性に関する届出者の評価　項目
修正
（H30.1.12）別紙様式（Ⅱ）-1　記載
内容の変更
（H30.1.12）様式（Ⅲ）　記載内容の
修正
（H30.1.12）様式Ⅳ　連絡フロー
チャートの不備修正
（H30.1.12）別紙様式（Ⅴ）-4　記載
内容の修正
（H30.1.12）様式Ⅵ　表示見本の修
正および追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅱ）-1　ガイ
ドライン改定に合わせた書類様式
変更
（H30.6.22）別紙様式（Ⅲ）ガイドラ
イン改定に合わせた書類様式変
更および分析方法の追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅵ）「摂取の
方法」の記載内容変更、表示見本
の追加、表示見本中の商品名の
誤記修正

B344 H28.12.1
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメ野菜ジュー
ス低塩

カゴメ株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の
血圧を下げる機能があることが報告されています

（H30.1.12）様式Ⅰ当該製品の機
能性に関する届出者の評価　項目
修正
（H30.1.12）別紙様式（Ⅱ）-1　記載
内容の変更
（H30.1.12）様式Ⅲ　記載内容の修
正
（H30.1.12）様式Ⅳ　連絡フロー
チャートの不備修正
（H30.1.12）別紙様式（Ⅴ）-4　記載
内容の修正
（H30.1.12）様式Ⅵ　表示見本の修
正および追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅱ）-1　ガイ
ドライン改定に合わせた書類様式
変更
（H30.6.22）別紙様式（Ⅲ）ガイドラ
イン改定に合わせた書類様式変
更および分析方法の追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅵ）「摂取の
方法」の記載内容変更、表示見本
の追加、表示見本中の商品名の
誤記修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B345 H28.12.1
ヘルシーキッチングリーンラベル減塩
ハーフベーコン

日本ハム株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方に適した機能があることが報告されています。

(H.29.5.30) 栄養素の過剰摂取に
つながらない理由と表示見本の変
更
(H.30.7.6)社長名変更、組織名変
更、電話番号変更、栄養成分値の
考え方見直し、HPのURL変更、組
織図・フローチャートの変更、ガイ
ドライン変更による書式変更、表
示見本の変更

B346 H28.12.1
ヘルシーキッチングリーンラベル減塩
ロースハム

日本ハム株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方に適した機能があることが報告されています。

(H.29.5.30) 栄養素の過剰摂取に
つながらない理由と表示見本の変
更
(H.30.7.6)社長名変更、組織名変
更、電話番号変更、栄養成分値の
考え方見直し、HPのURL変更、組
織図・フローチャートの変更、ガイ
ドライン変更による書式変更、表
示見本の変更

B347 H28.12.2 えびのトマトクリームスープ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B348 H28.12.2 ヘルスディフェンス 大和薬品株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖の吸
収をおだやかにする機能、食事から摂取した脂肪の吸収を抑
える機能、おなかの調子を整える機能が報告されています。本
品は、食後の血糖値が気になる方、脂肪の多い食事を摂りが
ちな方、おなかの調子を整えたい方におすすめです。

（H29.3.28）様式Ⅴ中性脂肪の一
部修正、様式Ⅵ表示見本の一部
修正
【届出撤回】2018/04/12 詳
原材料の一部変更のため

B349 H28.12.2 ブルーベリープラス 株式会社山田養蜂場 1
ビルベリー由来アント
シアニン

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベ
リー由来アントシアニンには、ピント調節機能の低下を緩和す
ることで、パソコン作業などによる目の疲労感を軽減する機能
が報告されています。

B350 H28.12.2 アスタキサンチンサプリＴ 株式会社東洋新薬 1 アスタキサンチン

本品には、アスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチン
には、手元のピント調節機能を助け、眼の疲労感や視界のぼ
やけ、眼の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告さ
れています。手元の文字をしっかり見たい方、パソコン作業な
どによる、眼の疲労感や視界のぼやけ、肩や腰の負担が気に
なる方に適した食品です。

B351 H28.12.2
１食分の食物繊維  かぼちゃとコーン
のポタージュ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B352 H28.12.2
１食分の野菜  完熟トマトのミネスト
ローネ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B353 H28.12.2
１食分の食物繊維  ごぼうの豆乳ポ
タージュ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。
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B354 H28.12.2
１食分の食物繊維  豆と彩り野菜のト
マトクリームスープ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B355 H28.12.2
１食分の野菜  豆とたまねぎのポター
ジュ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B356 H28.12.5
ＵＣ－ＩＩ（ユーシーツー）スーパージョイ
ント

株式会社キューオーエ
ル倶楽部

1 非変性II型コラーゲン
本品には非変性II型コラーゲンが含まれています。
非変性II型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサポートす
ることが報告されています。

（H29.12.1）届出基本情報詳細、別
紙様式III添付（製品仕様書）、別紙
様式IV添付（組織図・連絡フロー
チャート）、別紙様式VI添付（表示
見本）、様式VIIの変更

B357 H28.12.5 ローヤルグルコ 株式会社山田養蜂場 1
グルコサミン、非変性
Ⅱ型コラーゲン

本品にはグルコサミンと非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれます。
グルコサミンには関節の曲げ伸ばしによる軟骨成分の過剰な
分解を抑え、関節軟骨を維持する機能が報告されています。
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサ
ポートする機能が報告されています。

（H29.3.2）様式Ⅲ、Ⅵを変更
【届出撤回】2017/06/19
機能性関与成分名称の変更のた
め

B358 H28.12.5 グリーンケールスムージーａ 株式会社ファンケル 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を整える
機能があることが報告されています。

(H29.2.3)　様式Ⅵ及び 表示見本を
変更
(H29.2.28)　様式Ⅵ、Ⅶ及び表示見
本を変更
(H29.4.24)　様式１、製品規格、組
織図、連絡フローチャート及び様
式Ⅶを変更
(H29.7.4)　様式Ⅰ、Ⅱ-1、Ⅵ、表示
見本及びⅦを変更

B359 H28.12.6 イチョウ葉青汁 株式会社伊藤園 2

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部で
ある記憶力（日常生活で見聞きした情報、言葉・物のイメージ、
位置情報を覚え、思い出す力）をサポートする機能があること
が報告されています。

（H29.02.24）基本情報、機能性情
報、安全性情報の修正
（H29.05.12）安全性情報を変更

B360 H28.12.5 １食分の野菜  ７種の具材のミネストロ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA

本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の
方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注
意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されていま
す。
※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいま
す。

（H29.3.15）様式Ⅲ-1　製品及び品
質の管理に関する情報の追加

B361 H28.12.6
１食分の野菜  玉ねぎと豆のポター
ジュ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA

本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の
方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注
意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されていま
す。
※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいま
す。

（H29.3.15）様式Ⅲ-1　製品及び品
質の管理に関する情報の追加
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B362 H28.12.7 ファスティー  サポートプラス
株式会社ナチュラル
ガーデン

1
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれま
す。難消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収
を抑え排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにする
ため、食後に上がる血中中性脂肪や血糖値を抑える作用があ
ることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えること
も報告されています。本品
は、血中中性脂肪値がやや高めの方、食後血糖値が気になる
方、おなかの調子を整えたい方に適した食品で す。

B363 H28.12.7 ラックスルーリー
銀座ステファニー化粧
品株式会社

1
ビフィズス菌HN019
（Bifidobacterium
lactis）

本品にはビフィズス菌HN019（Bifidobacterium lactis）が含まれ
ます。ビフィズス菌HN019（Bifidobacterium lactis）は、腸内環
境を整えることで、便秘気味な方の便通を改善することが報告
されています。

(2017.06.05) 届出食品基本情報、
様式Ⅰ、様式Ⅳ、連絡フロー
チャート、表示見本、様式Ⅶ、様式
Ⅶ-1の変更
(2017.07.19) 様式Ⅰ、様式Ⅴ-4の
変更
(2017.08.25) 様式Ⅰ、様式Ⅳ、連
絡フローチャート、表示見本、様式
Ⅶの変更
(2017.12.21) 様式Ⅰ、別紙様式Ⅴ
-4、別紙様式Ⅴ-10、別紙様式Ⅴ-
16の変更

B364 H28.12.7 プラセンタ１００セラミド
銀座ステファニー化粧
品株式会社

1
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グ
ルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある
ことが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品で
す。

(2017.05.18) 届出食品基本情報、
様式Ⅰ、様式Ⅴ、表示見本、様式
Ⅶの変更
(2017.10.20)様式Ⅰ、様式Ⅲの変
更

B365 H28.12.7 スヤリスト
銀座ステファニー化粧
品株式会社

1 L-テアニン
本品には「L-テアニン」が含まれます。「L-テアニン」に は、夜
間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポート
することが報告されています。

(2017.06.15) 届出食品基本情報、
様式Ⅰ、様式Ⅴ-11、様式Ⅵ、表示
見本、様式Ⅶの変更
(2017.08.09) 様式Ⅰ、表示見本の
変更

B366 H28.12.8 おぼえ  極み 株式会社ニッセン 1 DHA
本品にはDHAが含まれます。DHAには認知機能の一部であ
る、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサ ポートする機
能があることが報告されています。

B367 H28.12.8 おぼえ＋サラリ 株式会社ニッセン 1 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を
低下させる機能があることが報告されています。また、DHAに
は、認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報
の記憶をサポートする機能があることが報告されています。

（H29.04.18） 様式Ⅵ 一日当たりの
摂取目安量の変更（アルミパウチ
袋における一日当たりの摂取目安
量の追記） 、摂取の方法の変更
（アルミパウチ袋における摂取の
方法の追記）及び 表示見本の変
更（アルミパウチ袋の追加、届出
番号の追加）
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食品の区分
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3 生鮮
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B368 H28.12.9
パフォス  ブルーベリー＋（プラス）ルテ
イン

有限会社パフォス 1
ビルベリー由来アント
シアニン、ルテイン

本品には、ビルベリー由来アントシアニン及びルテインが含ま
れます。ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能の
改善や眼の疲労感を緩和する機能、ルテインには網膜の黄班
色素量を補う働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から目
を守る機能が報告されています。

(H29.2.23)様式Ⅰを修正
(H29.2.23)様式Ⅴを修正
(H29.2.23)様式Ⅵを修正
(H29.2.23)様式Ⅶを修正
(H29.4.19)様式Ⅲ-3別添を修正
(H29.8.25)様式Ⅰの「２．生産・製
造及び品質管理に関する情報」の
一部を変更
(H29.8.25)別紙様式Ⅲ-1の一部を
変更
(H29.11.24)別紙様式Ⅲ-3の一部
を変更

B369 H28.12.9 賢者の快眠  睡眠リズムサポート 大塚製薬株式会社 1

アスパラガス由来含
プロリン-3-アルキル
ジケトピペラジン（シク
ロ（L-ロイシル-L-プ
ロリル）、シクロ（L-
フェニルアラニル-L-
プロリル）、シクロ（L-
チロシル-L-プロリ
ル）として）

本品にはアスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペ
ラジン（シクロ（L-ロイシル-L-プロリル）、シクロ
（L-フェニルアラニル-L-プロリル）、シクロ（L-チロシル- L-プ
ロリル）として）が含まれており、就寝･起床リズムを整えること
により、睡眠の質を高めること（スッキリした目覚め感）や、休
日明け（月曜日）の心の健康（楽しく、おだやかな気持ち）の維
持をサポートします。また、健康に良い睡眠の維持を助ける
（希望する時間より早く目覚めてしまうことを和らげる）機能が
報告されています。

（H29.4.12） 別紙様式（Ⅱ）-1に情
報を追加
（H29.4.12） 別紙様式（Ⅲ）-3を修
正
（H29.4.12） 別紙様式（Ⅲ）-3 添付
資料（非公開）を修正
（H29.4.12） 別紙様式（Ⅴ）-4を修
正
（H29.4.12） 様式Ⅵを修正
（H29.4.12） 表示見本を修正
（H29.4.28） 表示見本を修正

B370 H28.12.9 牧場すこやかヨーグルト 株式会社ヤツレン 2
ビフィズス菌(HN019
株)

本品にはビフィズス菌(HN019株)が含まれます。ビフィズス菌
(HN019株)は、腸内環境の改善及びお通じの改善に役立つこ
とが報告されています。

2017/3/21（様式Ⅲ、Ⅳ、Ⅵを修
正）

B371 H28.12.9 今日のおかず  海鮮中華丼の具 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B372 H28.12.9 今日のおかず  海鮮カレー丼の具 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B373 H28.12.9 こころ鮮明茶
株式会社オールライフ
サービス

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには事務的作業に
伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告
されています。

（H29.2.15)様式Ⅲ、様式Ⅵ、表示
見本、様式Ⅶの変更
（H29.4.28）様式Ⅵ、表示見本の変
更
（H29.7.04）様式Ⅵ、表示見本の変
更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B374 H28.12.9
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメ野菜ジュー
ス食塩無添加１６０ｇ

カゴメ株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の
血圧を下げる機能があることが報告されています。

（H29.12.28）様式Ⅰ当該製品の機
能性に関する届出者の評価　項目
修正
（H29.12.28）別紙様式（Ⅱ）-1　記
載内容の変更
（H29.12.28）様式Ⅳ　連絡フロー
チャートの不備修正
（H29.12.28）別紙様式（Ⅴ）-4　記
載内容の修正
（H29.12.28）様式Ⅵ　表示見本の
修正および追加
（H30.4.23）様式（Ⅱ）－１ 修正
（H30.4.23）様式（Ⅲ）、（Ⅲ）－１、
（Ⅲ）－３ 修正、分析法の追加、誤
記修正
（H30.4.23）様式（Ⅳ） 修正、表示
見本の追加

B375 H28.12.9
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメ野菜ジュー
ス低塩１９０ｇ

カゴメ株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の
血圧を下げる機能があることが報告されています。

（H29.12.28）様式Ⅰ当該製品の機
能性に関する届出者の評価　項目
修正
（H29.12.28）別紙様式（Ⅱ）-1　記
載内容の変更
（H29.12.28）様式Ⅳ　連絡フロー
チャートの不備修正
（H29.12.28）別紙様式（Ⅴ）-4　記
載内容の修正
（H29.12.28）様式Ⅵ　表示見本の
修正および追加
（H30.4.23）様式（Ⅳ） 修正、表示
見本の追加
（H30.5.30）様式（Ⅳ） 表示見本の
追加

B376 H28.12.9 ディアナチュラゴールド  グルコサミン
アサヒグループ食品株
式会社

1 グルコサミン塩酸塩
ヒザ関節の動きに悩みをもつ健常成人（未成年者、疾病に罹
患している者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授
乳婦を除く。）を対象とする。

(H29.4.3)基本情報、様式Ⅰ、様式
Ⅱ、様式Ⅲ 添付資料、様式Ⅳ、様
式Ⅵ 表示見本、様式Ⅶの変更
(H29.8.4)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャート、様式Ⅶの変更
(H29.12.06)基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅲ 添付資料、様式Ⅳ 組織図・
連絡フローチャート、様式Ⅵ及び
表示見本、様式Ⅶの変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B377 H28.12.13 メタストンＷ 株式会社ソシア 1
葛の花由来イソフラ
ボン（テクトリゲニン類
として）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。

（H29.4.26）表示見本の変更及び
追加
（H29.4.26）製品品質規格の変更、
様式（Ⅶ）の変更

B378 H28.12.13
海と牧場の恵  ＤＨＡ＋ＥＰＡ（ディーエ
イチエープラスイーピーエー）ヨーグル
ト

株式会社ノーベル 2 EPA・DHA
本品にはEPA・DHAが含まれています。EPA・DHAには中性脂
肪を下げる機能があると報告されています。

（2017.4.5）様式Ⅰ
（2017.4.5）様式Ⅱ
（2017.4.5）様式Ⅵ、および表示見
本
（2017.4.5）様式Ⅶ

B379 H28.12.13 ＥＹＥ  ＪＵＳＴ（アイジャスト）
健康コーポレーション
株式会社

1 アスタキサンチン
本品にはアスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは
眼のピント調節機能を助けることと、パソコン作業などによる疲
労感を軽減することが報告されています。

（H29.3.17）様式Ⅵ　表示見本の届
出表示への注釈の追加、届出番
号B379の記載、JANコードの記載
(H30.1.30)様式Ⅲ、様式Ⅲ-1、様
式Ⅶの製造所を修正

B380 H28.12.13 グリーンスムージーすっきりファイバー 森永乳業株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え
ることと、おなかの調子を整えること（便通改善）が報告されて
います。

(H29.3.6)様式Ⅵの表示見本を変
更

B381 H28.12.13 葛の花イソフラボン青汁
株式会社ＣＤグローバ
ル

2
葛の花由来イソフラ
ボン（テクトリゲニン類
として）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂
肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品で
す。

（2018.2.6）表示見本の追加、製品
品質規格の変更

B382 H28.12.13
Ｎ－アセチルグルコサミンｄｅうるおい
キープ

プロテインケミカル株
式会社

1
N-アセチルグルコサ
ミン

本品にはN-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチル
グルコサミンは肌の水分量を維持し、乾燥をやわらげる機能が
あることが報告されており、肌のうるおいを保ちたい方に適して
います。

（平成29年5月1日）別紙様式（V）-
4～16、別紙様式（VI）、別紙様式
（VII）、表示見本を変更

B383 H28.12.14 セラミド 株式会社OEM 1
パイナップル由来グ
ルコシルセラミド

本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を
逃がしにくくする機能があることが報告されています。肌が乾
燥しがちな人に適しています。

（H29.7.10) 別紙様式Ⅳ、表示見
本、別紙様式Ⅴ、別紙様式Ⅶ修正

B384 H28.12.14 イソフラサポート 不二製油株式会社 1
大豆イソフラボン（ア
グリコンとして）

本品には大豆イソフラボン（アグリコンとして）が含まれます。
大豆イソフラボン（アグリコンとして）には骨の成分維持に役立
つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維
持したい女性に適した食品です。

表示見本の追加と修正、変更届を
申請いたしました。（Ｈ29.03.30）
（H30.3.6）様式Ⅰ、Ⅴ-4～16の変
更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B385 H28.12.15 じんわりぽっかぽかレモン
ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

2
モノグルコシルヘスペ
リジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグル
コシルヘスペリジンには、冷える時に体温（末梢体温）を維持す
る機能があることが報告されています。末梢の冷えが気になる
方に適した飲料です。

B386 H28.12.15 ＧＡＢＡ（ギャバ 株式会社ファイン 1 GABA
本品にはGABAが含まれます。
GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告さ
れています。

表示見本の追加と修正、変更届を
申請いたしました。（Ｈ29.03.30）
(H30.1.30)様式Ⅲ、様式Ⅲ-1、様
式Ⅶの製造所を修正致しました。

B387 H28.12.15 お好み焼ソースＰＬＵＳ（プラス）
ブルドックソース株式
会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖
の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだや
かにする機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出
を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかに
する機能があることが報告さ
れています。

H29.2.24（様式Ⅱの変更）
H29.4.10（届出食品基本情報（非
公開）、様式Ⅳ、様式Ⅳ添付（非公
開）、様式Ⅵ添付（表示見本）、様
式Ⅶの変更）
H29.5.25様式Ⅵ添付（表示見本）
の変更
H30.4.13 様式Ⅳ、様式Ⅳ添付（非
公開）

B388 H28.12.16 サンファイバー血糖 株式会社タイヨーラボ 1
グアーガム分解物
（食物繊維）

本品にはグアーガム分解物（食物繊維）が含まれますので、糖
の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑えます。食後
の血糖値が気になる方に適した食品です。

（H29.02.23）　様式Ⅵ　表示見本修
正
（H29.02.23）　別紙様式（Ⅶ）-1　修
正
（H29.08.23）　別紙様式（Ⅲ）-3　添
付資料追加（非公開）
（H29.11.06）　別紙様式（Ⅲ）-3　添
付資料修正（非公開）
　　様式Ⅰ、Ⅵ、Ⅶ、表示見本修正
（H29.11.29）　届出情報詳細　問合
せ先担当者変更
　　様式Ⅵ　試供品表示見本追加

B389 H28.12.16
お～いお茶  巡（めぐ）りさららスティッ
ク

株式会社伊藤園 2
モノグルコシルヘスペ
リジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグル
コシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健
やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機
能があることが報告されています。ま た、血中の中性脂肪が
気になる方の中性脂肪を減らす機能があることが報告されて
います。

B390 H28.12.16 リセットレモン 味覚糖株式会社 2 クエン酸
本品にはクエン酸が含まれます。
クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を緩和するこ
とが報告されています。

B391 H28.12.16 イチョウ葉エキス
株式会社メディカル・ニ
チワ

1
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラ
クトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（見たり聞
いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する機能がある
ことが報告されています。

(H29.4.10)　基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅱ、様式Ⅵ、様式Ⅶの修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B392 H28.12.16
タカナシヨーグルト  脂肪ゼロプラス  ド
リンクタイプ  １１０ｇ

高梨乳業株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪と糖の吸収を
抑える機能があることが報告されています。

（H29.2.10）別紙様式（III）-3変更

B393 H28.12.16
脂肪や糖が気になる方のケール健康
茶

株式会社ファンケル 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪や
糖の吸収を抑えるので、食後の血中中性脂肪値や血糖値の
上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。

(H29.2.16) 様式Ⅰ及び様式Ⅲ-3を
変更。
(H29.5.2) 様式１、様式Ⅰ、様式Ⅱ-
1、製品規格、組織図、連絡フロー
チャート、様式Ⅵ、表示見本及び
様式Ⅶを変更。
(H29.8.4) 様式Ⅵ及び表示見本を
変更。

B394 H28.12.19
ＶｅｇｅＲｅｓｅｔ［ベジリセット］アップル＆
（アンド）キャロット

江崎グリコ株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を
抑える機能があることが報告されています。

（H29.2.15）様式Ⅰ、別紙様式Ⅱ、
別紙様式（Ⅴ）、様式Ⅵの表示見
本、及び様式Ⅶの変更
（H29.2.22）様式Ⅰ、様式Ⅵの表示
見本の変更
（H29.6.19）様式（Ⅰ）、様式（Ⅳ）、
様式（Ⅴ）、様式（Ⅵ）の変更

B395 H28.12.19
ＶｅｇｅＲｅｓｅｔ［ベジリセット］オレンジ＆
（アンド）トマト

江崎グリコ株式会社 1
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を
抑える機能があることが報告されています。

（H29.2.15）様式Ⅰ、別紙様式Ⅱ、
別紙様式（Ⅴ）、様式Ⅵの表示見
本、及び様式Ⅶの変更
（H29.2.22）様式Ⅰ、様式Ⅵの表示
見本の変更
（H29.6.19）様式（Ⅰ）、様式（Ⅳ）、
様式（Ⅴ）、様式（Ⅵ）の変更

B396 H28.12.19 ＡＳＳＩＳＴ（アシスト）
健康コーポレーション
株式会社

1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。非変性Ⅱ
型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートすること
が報告されています。

(H29.3.24)
「届出食品基本情報詳細」内「（１）
安全性の評価方法」および「様式
Ⅰ」内「1.安全性に関する基本情報
（1）安全性の評価方法」のチェック
箇所を修正致しました。

B397 H28.12.19
アサヒスタイルバランスぶどうサワーテ
イスト

アサヒビール株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

(H29.11.1)　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅴを変更
(H30.2.14)　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅵを変更
(H30.5.22)　様式Ⅰ、様式Ⅱ、様式
Ⅲ、様式Ⅳ、様式Ⅴ、様式Ⅵを変
更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B398 H28.12.19 からだ想いぽかぽか気分
キッコーマンニュートリ
ケア・ジャパン株式会
社

1
モノグルコシルヘスペ
リジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。健常な女
性に対して、モノグルコシルヘスペリジンは気温や室内温度が
低い時に低下した末梢（指先）の血流量を正常に戻し、末梢
（指先）の体温を維持する機能があることが報告されていま
す。

（2017.02.27）別紙様式（Ⅲ）-3（5)
の該当項目チェック、様式（Ⅳ）健
康被害情報収集フローチャートの
修正、別紙様式（Ⅴ）-10の参考文
献リスト修正、様式（Ⅵ）摂取の方
法の修正(2017/08/16)様式（Ⅰ）
本資料の作成日、１．安全性に関
する基本情報（３）摂取する上での
注意事項（該当するものがあれば
記載）、別紙様式Ⅲ-1（１）製造者
氏名、製造所所在地等情報、製造
者氏名または製造所名、種類、別
紙様式Ⅲ-1（４）その他特記すべき
事項、様式Ⅵ　摂取の方法、摂取
する上での注意事項、調理又は保
存の方法に関し特に注意を必要と
するものにあっては当該注意事
項、表示見本、の修正

B399 H28.12.20 おはだうるおう  こだわり玄米スープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B400 H28.12.20 おはだうるおう  しじみスープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B401 H28.12.20 おはだうるおう  トマトスープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B402 H28.12.20
ＷＡＴＥＲ  ＤＲＯＰ＋（ウォータードロッ
ププラス）シークワーサー

ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには事務作業に伴う
一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告され
ています。

【届出撤回】2018/1/12
 商品化中止のため

B403 H28.12.21 アイノウ 株式会社エバーライフ 1

ビルベリー由来アント
シアニン、 イチョウ葉
由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトン

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベ
リー由来アントシアニンは、VDT作業（パソコンなどのモニター
作業）で目をよく使うことによるピント調節機能の低下を緩和
し、目の調子を整えることが報告されています。
本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部であ
る、記憶（言葉、人の顔）を維持することが報告されています。

(H29.3.21)　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅵ、表示見本を変更
(H29.12.13)　様式Ⅲを変更

B404 H28.12.21 食善彩茶 株式会社ミル総本社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれておりま
す。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖
の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだや
かにする機能があると報告されています。本品は、糖の多い食
事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方に適した飲料
です。

(H29.2.16)様式Ⅵの表示見本と様
式Ⅶの変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B405 H28.12.21 メタプロ青汁
井藤漢方製薬株式会
社

1
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれていま
す。
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪
の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えること
で、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えることが報告
されています。また、便通を改善することが報告されています。
本品は食後の血糖値や脂肪が気になる方、おなかの調子を整
えたい方に適しています。

（H29.2.28） 様式（Ⅰ） 本資料の作
成日 及び ３．機能性に関する基
本情報（２）当該製品の機能性に
関する届出者の評価 の変更、様
式（Ⅵ） 科学的根拠を有する機能
性関与成分名および当該成分又
は当該成分を含有する食品が有
する機能性 及び 表示見本 の変
更

B406 H28.12.22
アサヒスタイルバランス素肌うるおう
ピーチスパークリング

アサヒビール株式会社 2
パイナップル由来グ
ルコシルセラミド

本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るの
を助ける機能があることが報告されています。肌が乾燥しがち
な方に適しています。

(2017.3.31)表示見本を差替え
(2017.6.13)表示見本を差替え
(2017.7.10)製造所情報、健康被害
情報の収集体制、機能性情報（別
紙様式Ⅴ－１６）を修正

B407 H28.12.22 ＧＡＢＡ（ギャバ） 株式会社天真堂 1 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの方の
健康に役立つ機能があることが報告されています。

（H29.3.30）パッケージデザイン（表
面）の文言を変更

B408 H28.12.22
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルト甘くない
プレーン

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H29.12.14）紙様式（Ⅵ）の表示見
本の追加、様式Ⅰの変更、様式Ⅱ
の変更

B409 H28.12.27
ライラック乳酸菌  スタンダード（カプセ
ル）

アテリオ・バイオ株式
会社

1
有胞子性乳酸菌
(Bacillus coagulans)
lilac-01

本品には、生きた有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-
01が含まれています。便秘傾向の方の便の状態
（便の色、臭い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善
することが報告されています。便通が気になる方に適した食品
です。

(H29.3.3) 別紙様式I、(II)-1、(V)-
3、VIの表示見本の変更
(H29.5.2) 別紙様式I、(III)、(III)-1、
(VII)、(VII)-1の変更
(H29.6.8) 別紙様式I、(VII)の変更
(H29.6.23) 別紙様式I、(VII)-1の変
更

B410 H28.12.27 サンファイバー血糖Ｓ（エス） 株式会社タイヨーラボ 1
グアーガム分解物
（食物繊維）

本品にはグアーガム分解物（食物繊維）が含まれます。グアー
ガム分解物（食物繊維）は、糖の吸収をおだやかにし、食後血
糖のピーク値を抑える機能が報告されています。
食後の血糖値が気になる方に適した食品です。

（H29.09.21）　別紙様式（Ⅲ）-3　添
付資料追加（非公開）
（H29.10.25）　別紙様式（Ⅲ）-3　添
付資料修正（非公開）
（H29.12.04）　届出情報詳細　問合
せ先担当者変更（非公開）

B411 H28.12.27
ルテイン＆（アンド）ビルベリーＷ（ダブ
ル）

株式会社健翔 1
ルテイン、ビルベリー
由来アントシアニン

本品には、ルテイン及びビルベリー由来アントシアニンが含ま
れます。
ルテインには、目の黄斑色素を補う働きがあり、ブルーライトな
どの光の刺激から目を保護し、コントラスト感度を改善すること
により目の調子を整える機能が報告されています。
ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節力を改善し、目
の疲労感を軽減する機能が報告されています。

(H29.2.22) 様式Ⅲ（非公開部分）、
様式Ⅴを変更
(H29.12.6) 様式Ⅲ（非公開部分）を
変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B412 H28.12.27 ストレスケア 株式会社ファンケル 1
γ-アミノ酪酸（ＧＡＢ
Ａ）

本品にはγ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）が含まれます。γ-アミノ酪酸
（ＧＡＢＡ）は、健康な方の一時的な精神的ストレスの緩和や、
血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。

(H29.5.22) 様式Ⅰ、Ⅴ-4～8、11、
13、14、16、Ⅶ、組織図及び連絡フ
ローチャートを変更。

B413 H28.12.27 「カラダカルピス」スパークリング アサヒ飲料株式会社 2 乳酸菌CP1563株
本品には独自の乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす
機能があるので、体脂肪が気になる方および肥満気味の方に
適しています。

（H29.3.13）別紙様式(Ⅲ)を修正。
（H30.3.12）届出食品の基本情報
の変更、様式Ⅰの変更・追加・削
除、様式Ⅲの変更・追加・削除、様
式Ⅳの変更、様式Ⅵ　表示見本の
差し替え、様式Ⅶの変更・追加・削
除。

B414 H28.12.28
還元型コエンザイムＱ１０（キューテン）
１００

株式会社カネカ 1
還元型コエンザイム
Q10

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエン
ザイムQ10は、日常の生活で生じる身体的な疲労感の軽減に
役立つことが報告されています。本品は身体的な疲労を自覚
している方に適した食品です。

B415 H28.12.28
歯につきにくいガム粒＜記憶力を維持
するタイプ＞

株式会社ロッテ 2
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペン
ラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョ
ウ葉テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部であ
る記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する
ことが報告されています。

(H29.3.30)　様式ⅣおよびⅥの記
載内容変更
(H29.4.29)　様式Ⅰ、ⅢおよびⅥの
記載内容変更
(H29.5.19)　様式Ⅵの記載内容変
更
(H29.8.9)　様式Ⅶの記載内容変更
（H29.12.27）様式Ⅲ、Ⅵの記載内
容変更
（H30.3.16）様式Ⅰ、様式Ⅲの記載
内容変更
（H30.6.22）別紙様式１、様式Ⅰ、
様式Ⅲ、様式Ⅳ、様式Ⅵ、様式Ⅶ
の変更

B416 H28.12.28
血圧が高めの方のＧＡＢＡ（ギャバ）粒
タイプ

株式会社ファイン 1 GABA
本品にはGABAが含まれます。
GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告さ
れています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B417 H28.12.28
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメトマトジュー
ス食塩無添加

カゴメ株式会社 2 リコピン、GABA

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中
HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が
高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されていま
す。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお
勧めです。

（H29.9.25）別紙様式（Ⅰ）資料作
成日、生産・製造及び品質管理に
関する情報を修正
（H29.9.25）別紙様式（Ⅲ）、（Ⅲ）-１
の新規製造拠点を追加
（H29.9.25）別紙様式（Ⅵ）表示見
本の追加
（H29.9.25）別紙様式（Ⅶ）新規製
造拠点情報の追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅰ）「生産・
製造及び品質管理に関する情報」
の記載内容追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅱ）-1　安全
性評価における表現修正およびガ
イドライン改定に合わせた書類様
式変更
（H30.6.22）別紙様式（Ⅲ）ガイドラ
イン改定に合わせた書類様式変
更および分析方法の追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅲ）-1　「そ
の他の特記すべき事項」の記載内
容追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅴ）システマ
チックレビュー中の表現修正
（H30.6.22）別紙様式（Ⅵ）「摂取の
方法」の記載内容変更、表示見本
の追加

B418 H28.12.28
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメトマトジュー
ス低塩

カゴメ株式会社 2 リコピン、GABA

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中
HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が
高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されていま
す。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお
勧めです。

（H30.6.22）別紙様式（Ⅱ）-1　安全
性評価における表現修正およびガ
イドライン改定に合わせた書類様
式変更
（H30.6.22）別紙様式（Ⅲ）ガイドラ
イン改定に合わせた書類様式変
更および分析方法の追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅴ）システマ
チックレビュー中の表現修正
（H30.6.22）別紙様式（Ⅵ）「摂取の
方法」の記載内容変更、表示見本
の追加



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B419 H28.12.28
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメトマトジュー
ス高リコピントマト使用低塩

カゴメ株式会社 2 リコピン、GABA

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中
HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が
高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されていま
す。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお
勧めです。

（H29.9.25）別紙様式（Ⅰ）資料作
成日、生産・製造及び品質管理に
関する情報を修正
（H29.9.25）別紙様式（Ⅲ）、（Ⅲ）-１
の新規製造拠点を追加
（H29.9.25）別紙様式（Ⅵ）表示見
本の追加
（H29.9.25）別紙様式（Ⅶ）新規製
造拠点情報の追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅱ）-1　安全
性評価における表現修正およびガ
イドライン改定に合わせた書類様
式変更
（H30.6.22）別紙様式（Ⅲ）ガイドラ
イン改定に合わせた書類様式変
更および分析方法の追加
（H30.6.22）別紙様式（Ⅴ）システマ
チックレビュー中の表現修正
（H30.6.22）別紙様式（Ⅵ）「摂取の
方法」の記載内容変更、表示見本
の追加

B420 H28.12.28 シュワーベギンコ  イチョウ葉エキス
アサヒグループ食品株
式会社

1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部で
ある記憶力（言葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力）を維
持する機能があることが報告されています。

(H29.4.10)基本情報、様式Ⅳ、様式
Ⅴ、様式Ⅵ 表示見本、様式Ⅶの
変更
(H29.8.8)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャートの変更
(H29.11.28)基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅲ 添付資料、様式Ⅳ 組織図・
連絡フローチャート、様式Ⅵ及び
表示見本、様式Ⅶの変更

B421 H28.12.28 さかな暮らしダブル 有限会社マイケア 1 EPA・DHA

本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには血中中性脂
肪を減らす作用、及び中高年の方の加齢に伴い低下する認知
機能の一部(記憶力、注意力、判断力、空間認識力)を維持す
る作用が報告されています。
※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力のことで
す。

（2017年3月28日）様式Ⅰ、様式
Ⅲ、別紙様式（Ⅲ）-3、様式Ⅵ、別
紙様式（Ⅵ）添付資料（表示見本）
（2018年2月2日）様式Ⅲ、別紙様
式（Ⅲ）-1、届出食品基本情報、組
織図、連絡フローチャート、様式Ⅶ

B422 H28.12.29 毎日のむグルコサミン
日本酪農協同株式会
社

2 グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩にはヒザ関節の動きの悩みを緩和することが報告されてい
ます。

H28.4.19　安全性評価シート、連絡
フローチャートの変更
H29.7.6　表示見本の変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B423 H28.12.29 とんかつソースＰＬＵＳ（プラス）
ブルドックソース株式
会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の
吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収を
おだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする
機能があることが報告されています。

H29.4.10（届出食品基本情報（非
公開）、様式Ⅳ、様式Ⅳ添付（非公
開）、様式Ⅶの変更）
H30.4.13 　様式Ⅳ、様式Ⅳ添付
（非公開）

B424 H28.12.29 お～いお茶  日本の健康  玄米茶Ｗ 株式会社伊藤園 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える
機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性
脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。

(H29.3.22)　表示見本の修正・販売
開始予定日の変更

B425 H29.1.5 マグマグルコサミン
日本薬品開発株式会
社

1 グルコサミン塩酸塩

本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑え
ることで関節軟骨の維持に役立つことが報告されており、日常
生活における関節軟骨の健康が気になる方に適しています。

（H29.3.7）表示見本修正
【届出撤回】
研究レビューの見直し

B426 H29.1.5 イチョウ葉エキス マルマン株式会社 1
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラ
クトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉
テルペンラクトンには加齢により認知機能の一部である記憶機
能（情報を記憶し、これをスムーズに思い出して判断する機能）
が低下することを緩和する働きがあると報告されています。

・2017.03.30：表示見本の変更
・2017.03.30：様式Ⅴ－（７）に補足
説明と追記
・2017.03.30：様式Ⅰ：当該製品が
想定する主な対象者の表記を一
部変更
・2017.03.30：製品規格書の表記を
一部補足して変更
・2017.05.10：様式Ⅴ－14の表記を
一部変更
・2018.07.09：様式Ⅱ　書式の変更
・2018.07.09：様式Ⅲ　書式の変更
・2018.07.09：様式Ⅲ　書式の変更
原材料および最終製品の分析に
関する情報
・2018.07.09：様式Ⅲ　添付資料の
添付場所を変更
・2018.07.09：様式Ⅶ　基本情報の
代表者氏名を変更
・2018.07.09：別紙様式2　書式の
変更　機能性表示食品の届出資
料作成に当たってのチェックリスト

B427 H29.1.5 ＶＩＴＡＬ  ＦＬＯＲＡ（バイタルフローラ
健康コーポレーション
株式会社

1 ビフィズス菌BB536
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が
報告されています。

(H29.4.19)
・様式Ⅲ-3分析方法を示す文章
中、補足事項の追加
・様式Ⅶ届出食品に関する基本情
報中、名称の修正

B428 H29.1.5
おはだうるおう  大麦若葉  ヒアルロン
酸パウダー

株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

表示見本の修正、変更届を申請い
たしました。（H29.02.27）



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B429 H29.1.6 医食同源のグルコサミン
株式会社医食同源ドッ
トコム

1 グルコサミン
本品にはグルコサミンが含まれます。グルコサミンは、関節の
曲げ伸ばしによる軟骨成分の過分解を抑え、関節軟骨の維持
に役立つことが報告されています。

（H29.3.22）様式Ⅲ、様式Ⅵの表示
見本、様式Ⅶ、別紙様式（Ⅲ）ー1、
別紙様式（Ⅴ）－9　の変更
【届出撤回】
機能性関与成分名称変更の為

B430 H29.1.10 イチョウ葉
株式会社世田谷自然
食品

1
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラ
クトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉
テルペンラクトンは、加齢によって低下する脳の血流を改善し、
認知機能の一部である記憶（認知した言葉・物のイメージ・体
験を思い出すこと）の精度や判断の正確さを向上させることが
報告されています。

（H29.4.5）様式Ⅳの連絡フロー
チャートの変更。様式Ⅵの「科学的
根拠を有する機能性関与成分名
及び当該成分又は当該成分を含
有する食品が有する機能性」の修
正、表示見本の変更。

B431 H29.1.10 グルコサミン＆（アンド）サメの軟骨 日英物産株式会社 1 グルコサミン
本品にはグルコサミンが含まれます。グルコサミンは、運動や
歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節
軟骨を維持することが報告されています。

(H29.05.01)様式Ⅱ-①変更
(H29.05.01)様式Ⅲ-③（添付資料）
変更及び削除
(H29.05.01)様式Ⅵ（添付資料）表
示見本の変更及び削除
【届出撤回】
機能性関与成分名称変更の為

B432 H29.1.11
健康きらり  還元型コエンザイムＱ
（キュー）１０（テン）

明治薬品株式会社 1
還元型コエンザイム
Q10

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエン
ザイムQ10は細胞でのエネルギー産生を助け、日常の生活で
生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があることが報
告されています。

（H29.03.02）「様式Ⅵ　摂取する上
での注意事項」の変更
（H29.05.15） 様式Ⅵ　表示見本
（30粒入り（30日分））の追加
（Ｈ29.07.31） 様式Ⅰ、様式Ⅲ、様
式Ⅲ-1、様式Ⅵ（表示見本）、様式
Ⅶの変更
（Ｈ29.08.25） 様式Ⅰ、様式Ⅵ、表
示見本の変更
（Ｈ29.10.13） 届出事項及び開示情
報についての問合せ先、組織図、
様式Ⅶの変更

B433 H29.1.11 健康きらり  ルテイン 明治薬品株式会社 1 ルテイン
本品にはルテインが含まれます。ルテインには目の黄斑部の
色素量を維持する働きがあること、コントラスト感度の改善に
よって目の調子を整える機能があることが報告されています。

（H29.03.02）「様式Ⅵ　摂取する上
での注意事項」の変更
（H29.05.19）様式Ⅵ　表示見本（60
粒入り（60日分））の追加
（Ｈ29.07.31）様式Ⅰ、様式Ⅲ、様
式Ⅲ-1、様式Ⅵ（表示見本）、様式
Ⅶの変更
（Ｈ29.08.25）様式Ⅰ、様式Ⅵ、表
示見本の変更
（Ｈ29.10.13）届出事項及び開示情
報についての問合せ先、組織図、
連絡フローチャート、様式Ⅶの変
更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B434 H29.1.11
健康きらり  海洋の力ＤＨＡ（ディーエイ
チエー）＆（アンド）ＥＰＡ（イーピー
エー）

明治薬品株式会社 1 DHA、EPA
本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を
低下させる機能があることが報告されています。

（H29.03.02）「様式Ⅵ　摂取する上
での注意事項」の変更
（H29.05.19）様式Ⅵ　表示見本
（210粒入り（30日分））の追加
（Ｈ29.08.10）様式Ⅰ、様式Ⅲ、様
式Ⅲ-1、様式Ⅵ、表示見本、様式
Ⅶの変更
（Ｈ29.10.13）届出事項及び開示情
報についての問合せ先、様式Ⅰ、
組織図、連絡フローチャート、様式
Ⅵ、様式Ⅶの変更

B435 H29.1.11 うるうるシリーズ野菜スープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

表示見本を修正、変更届を申請い
たしました。（H29.03.03）

B436 H29.1.11 うるうるシリーズしじみスープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B437 H29.1.11 うるうるシリーズ十六雑穀スープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B438 H29.1.13 ＲＷ（アールダブリュ） 株式会社ファイン 1 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方に
適した機能があることが報告されています。

（H29.6.28）表示見本の修正

B439 H29.1.13 プレミアムヒアルロン酸Ｓ（エス）
株式会社世田谷自然
食品

1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌
の水分量を高め、乾燥を緩和する機能があることが報告され
ています。

(H29.3.22) 表示見本、連絡フロー
チャート
(H30.3.27)様式Ⅲ-3　添付資料(非
公開)

B440 H29.1.13 脂肪注意報
エムジーファーマ株式
会社

1
グロビン由来バリン-
バリン-チロシン-プロ
リン

本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンが含ま
れます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
後の血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B441 H29.1.13 ＭＯＩＳＴ  ＢＲＩＧＨＴ（モイストブライト）
健康コーポレーション
株式会社

1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌
の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告
されています。

（H29.3.15)
①様式Ⅰ「摂取する上での注意事
項」箇所
・「本品は多量摂取により疾病が
治癒したり、より健康が増進するも
のではありません。1日摂取目安
量を守ってください。食物アレル
ギーのある方は、原材料名をご確
認の上ご使用をお決めください。」
を追記
②様式Ⅲと様式Ⅲ-3「機能性関与
成分を含む原材料名について」
・ヒアルロン酸Naからヒアルロン酸
に修正
③様式Ⅴ-4「表示しようとする機能
性」箇所
・「本品にはヒアルロン酸Na が含
まれます。ヒアルロン酸Na には肌
のうるおいを保ち、乾燥をやわらげ
る機能があることが報告されてい
ます」から「本品にはヒアルロン酸
Naが含まれます。ヒアルロン酸Na
は肌の水分保持に役立ち、乾燥を
緩和する機能があることが報告さ
れています」に修正

④様式Ⅴ-16「表示しようとする機
能性」箇所
・「本品にはヒアルロン酸Naが含ま
れます。ヒアルロン酸Naは肌の水
分を保持する機能があることが報
告されています。」から「本品には
ヒアルロン酸Naが含まれます。ヒ
アルロン酸Naは肌の水分保持に
役立ち、乾燥を緩和する機能があ
ることが報告されています」に修正

B442 H29.1.13 リラクゼーションＧＡＢＡ（ギャバ）
大同薬品工業株式会
社

1 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには事務的作業に
伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告
されています。

(H29.3.30)様式（Ⅰ）、様式（Ⅶ）、
表示見本の修正
(H29.4.10)様式（Ⅲ）の修正
(H29.11.02)様式（Ⅳ）の修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B443 H29.1.14 快眠サプリメント
株式会社エフアイコー
ポレイション

1 L－テアニン
本品には L－テアニンが含まれます。
L－テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気
を軽減）をサポートすることが報告されています。

（H29.3.28）様式Ⅰの修正、様式Ⅳ
の組織図の修正、様式Ⅴのフッ
ター部分の一部削除。様式Ⅴ及び
Ⅶの表示しようとする機能性部分
の記号の削除による全体の統一
化。
（H29.9.7）様式Ⅵ　表示見本のデ
ザイン変更と届出番号の追加

B444 H29.1.14
糖質５０％オフ  味覚糖のど飴ＰＬＵＳ
（プラス）ハーブミルク味

味覚糖株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。
GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和す
る機能があることが報告されています。

(H29.5.1)　表示見本変更
(H29.9.29)　表示見本、様式Ⅲ、別
紙様式Ⅲ-(3)及び、「届出事項及
び開示情報についての問合せ先」
の変更

B445 H29.1.15 うるうるシリーズ  やさしいポタージュ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B446 H29.1.16
ローヤルＱ（キュー）１０スーパーゴー
ルド

株式会社シュガーレ
ディ本社

1
還元型コエンザイムＱ
１０

本品には還元型コエンザイムＱ１０が含まれます。還元型コエ
ンザイムＱ１０は、細胞でのエネルギー産生を助け、日常の生
活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減する機能があるこ
とが報告されています。

（Ｈ29.3.28）様式Ⅰ．３．（２）ア表題
をア標題に変更
（Ｈ29.3.28）様式Ⅵ　表示見本変更
（Ｈ29.3.28）様式Ⅰ　本資料の作成
日を変更

B447 H29.1.16 お茶村  青魚のしずく 株式会社お茶村 1 DHA・EPA
本品はDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を下
げる機能が報告されています。

B448 H29.1.17 ササニンゴールド
株式会社白寿生科学
研究所

1
低分子化ライチポリ
フェノール

本品には低分子化ライチポリフェノールが含まれます。低分子
化ライチポリフェノールには一時的な作業負荷による身体的な
疲労感を軽減する機能があることが報告されています。一時
的な作業負荷による身体的な疲労を自覚している方に適した
食品です。

（H29.03.31）別紙様式Ⅳ（組織図
及び連絡フローチャート）：文言の
修正、別紙様式Ⅴ（Ⅴ-11）：効果
指標の項目追記、別紙様式Ⅵ：記
載文言の修正
（H29.7.22）別紙様式Ⅳ（組織図及
び連絡フローチャート）：組織図の
変更

B449 H29.1.17 うす塩フィッシュソーセージ 丸大食品株式会社 2
γ-アミノ酪酸（ギャ
バ）

本品にはγ-アミノ酪酸（ギャバ）が含まれています。γ-アミノ
酪酸（ギャバ）には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ることが報告されています。

（H29.5.29）様式Ⅰ、様式Ⅴ、様式
Ⅵ表示見本のデザイン変更

B450 H29.1.18 リプロール 株式会社アストリム 1
サケ鼻軟骨由来プロ
テオグリカン

本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サ
ケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌のうるおいをサポートす
ることが報告されています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B451 H29.1.18 脳輝閃α（アルファ） 全薬販売株式会社 1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加
齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の
一部である記憶（言葉や数字、図形などを覚え、思い出すこと）
の精度や判断の正確さを向上させることが報告されています。

（H29.5.30）表示見本（個箱、ラベ
ルのデザイン等）
（H30.2.27) 届出食品基本情報詳
細(届出事項及び開示情報につい
ての問い合わせ先の変更）

B452 H29.1.18 プロテオールＳ 株式会社アストリム 1
サケ鼻軟骨由来プロ
テオグリカン

本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サ
ケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ
方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立つことが
報告されています。

B453 H29.1.18 ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）＜ビター＞ 江崎グリコ株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を
抑える機能があることが報告されています。

（H29.3.30）安全性評価シート、製
造所固有記号、研究レビューの変
更のため、様式Ⅱ、様式Ⅲ、様式
Ⅴを変更。
（H29.8.23）別紙様式(Ⅰ)、別紙様
式(Ⅲ)、別紙様式(Ⅲ)-1、別紙様
式（Ⅳ）添付　組織図及び連絡フ
ローチャート、別紙様式(Ⅵ)添付
表示見本、別紙様式(Ⅶ)を変更。
（H29.12.22）別紙様式(Ⅰ)、別紙様
式(Ⅲ)-1、別紙様式（Ⅳ）添付　組
織図及び連絡フローチャート、別
紙様式(Ⅵ)添付 表示見本を変更。
（H30.6.14）別紙様式(Ⅰ)、別紙様
式(Ⅱ)-1、別紙様式(Ⅲ)-1、別紙
様式(Ⅲ)-3、別紙様式(Ⅲ)-3添付
資料、別紙様式(Ⅵ)添付 表示見
本を変更。別紙様式(Ⅲ)-3添付資
料を添付。

B454 H29.1.18 ディアナチュラゴールド  ヒアルロン酸
アサヒグループ食品株
式会社

1 ヒアルロン酸Ｎａ
本品にはヒアルロン酸Ｎａが含まれます。ヒアルロン酸Ｎ
ａは肌の潤いに役立つことが報告されています。

(H29.4.7)基本情報、様式Ⅰ、様式
Ⅳ、様式Ⅴ、様式Ⅵ 表示見本、様
式Ⅶの変更
(H29.8.4)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャート、様式Ⅶの変更
(H29.12.06)基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅲ 添付資料、様式Ⅳ 組織図・
連絡フローチャート、様式Ⅵ及び
表示見本、様式Ⅶの変更

B455 H29.1.19 プロテオールＧ 株式会社アストリム 1
サケ鼻軟骨由来プロ
テオグリカン

本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サ
ケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ
方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関
節の可動性をサポートすることが報告されています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮
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B456 H29.1.19 うるうるシリーズこだわり玄米スープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B457 H29.1.19 うるうるシリーズ玄米スープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B458 H29.1.19 うるうるシリーズ  ヒアコラスープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B459 H29.1.20 医食同源のイチョウ葉粒
株式会社医食同源ドッ
トコム

1
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラ
クトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉
テルペンラクトンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方
に適した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）があることが
報告されています。

(H29.3.31) 届出食品基本情報、様
式Ⅰ、別紙様式(Ⅱ)ー1、様式Ⅲ、
別紙様式(Ⅲ)ー3、様式Ⅵ、様式Ⅵ
見本表示、様式Ⅶ、別紙様式
(Ⅶ)ー1の変更

B460 H29.1.20 糖質注意報
エムジーファーマ株式
会社

1
サラシア由来サラシ
ノール

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由
来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を
ゆるやかにする機能があることが報告されています。

B461 H29.1.20 ＧＡＢＡ（ギャバ）チーズアーモンド 株式会社三幸 2 ＧＡＢＡ
本品にはGABAが含まれています。GABAには事務的作業に
伴う一時的・心理的なストレスを低減する機能があることが報
告されています。

(2017/7/13)表示見本の変更
(2017/12/28)新旧対照表の変更、
様式Ⅵ表示見本の変更、様式Ⅶ
代表者氏名変更

B462 H29.1.20 ＧＡＢＡ（ギャバ）チョコアーモンド 株式会社三幸 2 ＧＡＢＡ
本品にはGABAが含まれています。GABAには事務的作業に
伴う一時的・心理的なストレスを低減する機能があることが報
告されています。

（2017/7/13）表示見本の変更
(2018/1/12)新旧対照表の変更、
様式Ⅵ表示見本の変更、様式Ⅶ
代表者氏名変更

B463 H29.1.20 Ｌ‐テアニン配合  快眠りずむ 株式会社やまちや 1 L-テアニン

本品には「L-テアニン」が含まれます。
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（睡眠時間延長感、起床
時の疲労感や眠気を軽減）をサポートすることが報告されてい
ます。
また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわ
らげることが報告されています。

(H29.10.27)様式Ⅰ（届出日の変
更）、別紙様式（Ⅲ）-1の変更
(H29.5.15)基本情報、様式Ⅰ、様式
Ⅱ、別紙様式（Ⅱ）-1の変更

B464 H29.1.21
血圧が高めの方のＧＡＢＡ（ギャバ）パ
ウダータイプ

株式会社ファイン 1 GABA
本品にはGABAが含まれます。
GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告さ
れています。

（2017.12.27）連絡先メールアドレス
の修正
表示見本修正

B465 H29.1.23 楽々てくてくグルコサミン フジッコ株式会社 1 グルコサミン

本品にはグルコサミンが含まれます。グルコサミンは運動や歩
行などによる軟骨成分の過剰な分解を抑え、関節軟骨を保護
することが報告されており、運動や歩行時の関節の健康が気
になる方に適しています。

【届出撤回】2017/10/19
機能性関与成分名の記載に齟齬
があったため。

B466 H29.1.23 サプリメントシリーズ  グルコサミン 株式会社ファイン 1 グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑え
ることで関節軟骨の維持に役立つことが報告されております。

【届出撤回】2017/10/12
SR見直しのため。
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食品の区分
1 サプリ
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3 生鮮
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B467 H29.1.24 清水のミカン 清水農業協同組合 3
β-クリプトキサンチ
ン

本品には、β－クリプトキサンチンが含まれています。
β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることによ
り、骨の健康維持に役立つことが報告されていま
す。

（Ｈ２９．０９．２８）　別紙様式（Ⅲ）
－２、様式Ⅵ表示見本、出荷規格
一覧（詳細）の変更
（Ｈ３０．０７．０５）　届出事項及び
開示情報についての問合せ先の
変更

B468 H29.1.24 わたしのみかた 日本水産株式会社 2
N-アセチルグルコサ
ミン、テアニン

本品にはN-アセチルグルコサミンとテアニンが含まれます。N-
アセチルグルコサミンには、肌の潤いを保つ機能があることが
報告されています。肌の乾燥が気になる方に適しています。テ
アニンには、良質な睡眠（朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽
減）をサポートすることが報告されています。

B469 H29.1.24 煎り黒豆 フジッコ株式会社 2 大豆イソフラボン
本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンに
は骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されていま
す。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

B470 H29.1.24 グルビタンＺ粒 株式会社三昧生活 1 グルコサミン塩酸塩

本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩は運動や歩行など関節への負荷に伴う軟骨成分の過剰な
分解を抑えることで、関節軟骨を保護することが報告されてお
り、関節の健康（運動や歩行時）が気になる方に適していま
す。

B471 H29.1.24
ディアナチュラゴールド  大豆イソフラ
ボン

アサヒグループ食品株
式会社

1 大豆イソフラボン
本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンに
は骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されていま
す。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

(H29.6.1)基本情報、様式Ⅵ 表示
見本、様式Ⅶの変更
(H29.8.4)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャート、様式Ⅶの変更
(H29.12.06)基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅳ 組織図・連絡フローチャート、
様式Ⅵ及び表示見本、様式Ⅶの
変更

B472 H29.1.25 飲む寒天  すっきりせんい タカラバイオ株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれていま
す。難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の脂肪や糖の
吸収を抑えることが報告されています。さらに、お腹の調子を
すっきり整えることが報告されています。

【届出撤回】2018.6.7
販売終了（生産終了）のため

B473 H29.1.25
サプリ生活プレミアム「ＤＨＡ＋ＥＰＡ」
（ディーエイチエー  プラス  イーピー
エー）

株式会社アンフィニプ
ロジェクト

1 DHA・EPA
本品には、DHA・EPAが含まれます。
DHA・EPAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告され
ています。

(H29.4.5)様式Ⅲ、様式Ⅴ、表示見
本の変更
(H29.11.29)表示見本の変更

B474 H29.1.25 ビフィズス菌・ＢＢ（ビービー）‐１２ 富士フイルム株式会社 1
ビフィズス菌・ＢＢ
（ビービー）‐１２

本品にはビフィズス菌BB-12（B. lactis）が含まれます。ビフィズ
ス菌BB-12（B. lactis）は、生きて腸まで届いておなかの調子を
整え、お通じを改善する機能性が報告されています。

H30.2.7　様式（Ⅰ）、（Ⅴ）、（Ⅶ）の
記載を変更
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B475 H29.1.25 骨々大豆イソフラボン 協和薬品株式会社 1 大豆イソフラボン
本品には「大豆イソフラボン」が含まれます。大豆イソフラボン
には、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されて
います。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

（H29.6.21）様式Ⅰ「(3)摂取する上
での注意事項」の追加。様式Ⅵ「・
摂取する上での注意事項」の修
正。表示見本Aの変更。表示見本
Bの追加。

B476 H29.1.25 うるうるシリーズ  かぼちゃスープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B477 H29.1.26
サプリ生活プレミアム「イチョウ葉＋（プ
ラス）」

株式会社アンフィニプ
ロジェクト

1
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラ
クトンが含まれます。
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンに
は、加齢に伴う記憶力の
低下が気になる方に適した機能（記憶の保持・検索・再生に役
立つ）があることが報告されています。

(H29.4.18)様式Ⅰ訂正、別紙様式
Ⅴ-13再添付、表示見本の変更
(H30.6.13)表示見本の変更、別紙
様式２（チェックリスト）の新様式、
別紙様式（Ⅱ）-１の新様式、別紙
様式（Ⅲ）-１の新様式、別紙様式
（Ⅲ）-３の新様式、別紙様式（Ⅲ）-
３(４) 分析方法及び試験機関の名
称を記載、別紙様式（Ⅲ）-３(５) 分
析方法及び試験機関の名称を記
載、様式Ⅲ　分析方法を示す文書
（公開）の追記

B478 H29.1.26 おはだうるおう  ライスミルク 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B479 H29.1.26 ぱぱゼリーＡ  ピーチ味
伊那食品工業株式会
社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や
脂肪の吸収を抑えることで、食後の血糖値や血中中性脂肪の
上昇を抑える機能があることが報告されています。食後の血中
中性脂肪が気になる方、食後の血糖値が気になる方に適した
食品です。

（2018/02/09）別紙様式（Ⅵ）表示
見本に係る変更

B480 H29.1.26 厳選青汁  Ｐｒｅｍｉｕｍ（プレミアム）
日本サプリメントフーズ
株式会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪と
糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える機能が報
告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に
上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。

（2017.3.24）1）様式（Ⅲ）の修正、
2）、様式（Ⅴ）-7の修正（中性脂肪
のみ）、3）表示見本の修正

B481 H29.1.26
還元型コエンザイムＱ１０（キューテン）
Ｐｒｉｍｅ（プライム）

株式会社ファイン 1
還元型コエンザイムQ
１０

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。細胞のエネ
ルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型
コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる身体的な疲労感の
軽減に役立つことが報告されています。本品は身体的な疲労
を自覚している方に適した食品です。

（H29.8.23）分析成績書の更新
　　崩壊性試験成績書の追加
　　崩壊性および栄養成分に関す
る説明資料の追加
　　表示見本の修正様式（Ⅶ）製造
者の氏名（製造所又は加工所の名
称）及び所在地の修正
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B482 H29.1.27 記憶のとびら  サプリ 日水製薬株式会社 1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペン
ラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由
来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド
配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン  は、健常な中高
年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力
（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持することが報
告されています。

（H30.2.7）基本情報の「届出者の
住所」「問合せ先　担当部局名」
「問合せ先　担当者氏名、メールア
ドレス」の変更。様式Ⅰの「基本情
報　本資料の作成日」「2．生産・製
造および品質管理に関する情報」
の変更。様式Ⅲの「製造・生産・採
取・漁獲等及び品質の管理に関す
る情報　(1)加工食品の場合は、製
造者氏名又は製造所名」「別紙様
式Ⅲ-1」の変更。様式Ⅳの「組織
図」の変更。様式Ⅵの「表示見本」
の変更。様式Ⅶの「届出者の住
所」「食品関連事業者に関する基
本情報　製造者の氏名（製造所又
は加工所の名称）及び所在地」「情
報開示するウェブサイトのURL」
「問合せ担当部局名」の変更。

B483 H29.1.30 もち麦（丸麦）国内産もち大麦 永倉精麦株式会社 2 大麦β-グルカン

本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンに
はLDL（悪玉）コレステロールが高めの方のLDL
（悪玉）コレステロールを下げる機能、おなかの調子を整える機
能があることが報告されています。

（H29.6.26)表示見本を追加

B484 H29.1.30 歩くチカラ 株式会社ハルメク 1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、 可動性をサ
ポートすることが報告されています。

【届出撤回】
商品名変更のため

B485 H29.1.30 ぷらすの炭酸水 阪神酒販株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血
糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。さら
に、おなかの調子を整える機能もあることが報告されていま
す。

B486 H29.1.30
ＥＰＡ・ＤＨＡＰｒｉｍｅ（イーピーエー
ディーエイチエープライム）

株式会社ファイン 1 EPA・DHA
本品にはEPAとDHAが含まれます。
EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる機能が報告さ
れています。

（Ｈ29.06.22）様式Ⅰと様式Ⅵ、表
示見本の修正

B487 H29.1.30 サプリメントシリーズ  ヒアルロン酸 株式会社ファイン 1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B488 H29.1.31 キユーピー  和風たまねぎドレッシング キユーピー株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え
て、食後の中性脂肪の上昇を穏やかにする機能や、糖分の吸
収を抑えて、食後の血糖値の上昇を穏やかにする機能がある
ことが報告されています。

(H29.5.15)届出食品基本情報、様
式Ⅴ、様式Ⅶの変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B489 H29.1.31
キユーピー  レモンとアセロラドレッシ
ング

キユーピー株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え
て、食後の中性脂肪の上昇を穏やかにする機能や、糖分の吸
収を抑えて、食後の血糖値の上昇を穏やかにする機能がある
ことが報告されています。

（H29.5.15）届出食品基本情報、様
式Ⅴ、様式Ⅶの変更

B490 H29.1.31
キユーピー  アマニ油入りごまドレッシ
ング

キユーピー株式会社 2 α-リノレン酸
本品にはα-リノレン酸が含まれます。α-リノレン酸には血圧
が高めの方に適した機能があることが報告されています。

B491 H29.1.31 イチョウ葉エキス粒 株式会社ファイン 1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部で
ある記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を
維持する機能があることが報告されています。

(H29.6.1)表示見本の追加

B492 H29.1.31
手足の血流維持をサポート  ヘスペリ
ジン  ゆずりんご風味

株式会社エルビー 2
モノグルコシルヘスペ
リジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。 モノグル
コシルヘスペリジンには気温や室内温度が低いときなどの血
流（末梢血流）を維持し、体温（抹消体温）を保つ機能が報告さ
れています。

（Ｈ２９．５．１２）様式Ⅴ-４：作成日
変更・考察追記、様式Ⅴ-８：除外
文献リストの誤字修正、様式Ⅴ-１
６：レビュー追記、様式Ⅶ：情報開
示URLの変更、（Ｈ２９．５．３１）様
式Ⅵ：表示見本追加、（Ｈ２９．６．３
０）様式Ⅵ：表示見本追加、（Ｈ３
０．１．２４）様式Ⅵ：表示見本追加

B493 H29.1.31 キリン  サプリ  ブラッドオレンジ
キリンビバレッジ株式
会社

2
クエン酸、モノグルコ
シルヘスペリジン

本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は、継続摂取により
日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されていま
す。
本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグル
コシルヘスペリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流（末梢
血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持することが報告されてい
ます。

（2017/5/10）販売開始予定日を変
更
（2017/12/27）様式Ⅵ（表示見本
の変更）、様式Ⅲ・様式（Ⅲ）－１・
様式Ⅶ（製造所の追加）の変更

B494 H29.1.31 キリン  サプリ  ヨーグルトテイスト
キリンビバレッジ株式
会社

2
オルニチン、モノグル
コシルヘスペリジン

本品にはオルニチンが含まれます。オルニチンは、快眠
(良い寝つき・深く長く眠れた感覚)をサポートすることが報告さ
れています。
本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグル
コシルヘスペリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流（末梢
血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持することが報告されてい
ます。

（2017/5/10）販売開始予定日を変
更
（2017/12/27）様式Ⅵ（表示見本
の変更）



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B495 H29.1.31 血圧ギャバＰｒｉｍｅ（プライム） 株式会社ファイン 1 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方に
適した機能があることが報告されています。

・製造施設を変更致しました。これ
に伴い、別紙様式（Ⅰ）、別紙様式
（Ⅲ）、別紙様式（Ⅲ）-１、別紙様
式（Ⅶ）において書類の修正を致し
ました。
・別紙様式（Ⅲ）-1『規格外の製品
の流通を防止するための体制等』
において軽微な修正を行いまし
た。
･別紙様式（Ⅵ）『調理又は保存の
方法に関し特に注意を必要とする
ものにあっては当該注意事項』を
微修正致しました。
・製品に使用する色素を変更した
為、分析試験成績書及び分析方
法を示す文書を変更致しました。
・表示見本の修正
①届出番号を「B495」に修正致し
ました。
②「Inner Happy」のロゴを削除致し
ました。
③原材料名において、「カラメル色
素」を「カカオ色素」に変更致しまし
た。
④製造所の住所を修正致しまし
た。
⑤「保存上の注意」の表記を修正
致しました。
⑥「栄養成分表示（1日2粒あた
り）」に枠線を追加致しました。
H29年6月28日

B496 H29.1.31 歩く力
株式会社ディーエイチ
シー

1
ブラックジンジャー由
来5,7-ジメトキシフラ
ボン

本品にはブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボンが含ま
れます。ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボンは、中高
年者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立つこと
が報告されています。

（H29.4.14）様式（Ⅱ）安全性試験
報告書及び①喫食実績による食
経験の評価の修正。様式（Ⅶ）－1
参考文献の修正。
（H29.5.1）表示見本の修正

B497 H29.1.31

メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ
（ギャバ）＜ミルク＞小袋

江崎グリコ株式会社 1 γ-アミノ酪酸
本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、事
務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある
ことが報告されています。

（H29.7.14）機能性表示食品の届
出等に関するガイドライン に沿っ
た文言への修正。製造者の追加
に伴う変更。別紙様式（Ⅳ）添付
連絡フローチャートの消費者庁連
絡先名の変更。

B498 H29.1.31 うるおいリッチ  ヒアルロン酸 森永乳業株式会社 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌
の水分保持に役立ち、潤いを保つ機能があることが報告され
ています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B499 H29.1.31
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ
（ギャバ）＜ミルク＞モバイルタイプ

江崎グリコ株式会社 2 γ-アミノ酪酸
本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、事
務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある
ことが報告されています。

（H29.7.7）機能性表示食品の届出
等に関するガイドライン に沿った
文言への修正。製造者の追加に
伴う変更。別紙様式（Ⅳ）添付　連
絡フローチャートの消費者庁連絡
先名の変更。

B500 H29.1.31
１食分の野菜  にんじんの豆乳ポター
ジュ

日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

B501 H29.1.31
１食分の野菜  人参と玉ねぎの豆乳ポ
タージュ 日本水産株式会社 2 EPA・DHA

本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。

(H29.3.30)様式７　文言の脱字修
正

B502 H29.2.1 皇潤  Ｐｒｅｍｉｕｍ（プレミアム） 株式会社エバーライフ 1
鶏冠由来ヒアルロン
酸Na

本品には鶏冠由来ヒアルロン酸Naが含まれるので、日常生活
(起床時、階段を上がる時)における健常域でのひざ関節の違
和感を和らげます。

（H29.3.30）　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様
式Ⅵ、様式Ⅶ、表示見本を変更

B503 H29.2.1 イチョウ葉 日清ファルマ株式会社 1
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラ
クトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活
で見たり聞いたりした情報を記憶
し、思い出す力）を維持する機能があることが報告されていま
す。

2017.5.22　　様式Ⅱ⑨データベー
ス名追加、様式Ⅵ表示見本栄養
成分表示修正・届出番号追加、様
式Ⅶ作用機序修正・参考文献修正

B504 H29.2.1
マグロＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエー
アンドイーピーエー）

株式会社セイユーコー
ポレーション

1 EPA・DHA
本品にはＤＨＡ＆ＥＰＡが含まれます。ＤＨＡ＆ＥＰＡに  は、中
性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。

（H29.11.29）
・様式Ⅲ 原材料及び分析に関す
る情報
　機能性関与成分を含む原材料名
の変更、添付書類内変更
・様式Ⅵ 表示見本の修正
（H29.04.18）
・様式Ⅲ 原材料及び分析に関す
る情報 別紙様式Ⅲ-3添付資料の
修正
・様式Ⅵ 表示見本の修正・追加、
デザインの変更

B505 H29.2.1 遥香  ヒアルロン酸プラス 株式会社ジャテックス 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分保持をアシストする機能があることが報告されていま
す。

(H29.5.12)　様式Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴの
変更

B506 H29.2.1 ビフィズス菌チョコレート 森永製菓株式会社 2 ビフィズス菌BB536
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が
報告されています。

（H29.05.15)
・別紙様式（Ⅲ）－３　別添　製品
名
・別紙様式（Ⅳ）　連絡フローチャー
ト
・別紙様式（Ⅴ）－８
・様式Ⅵ　表示見本

B507 H29.2.1 ビフィズス菌ビスケットクランチチョコ 森永製菓株式会社 2 ビフィズス菌BB536
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が
報告されています。

（H29.05.15）
・別紙様式（Ⅳ）　連絡フローチャー
ト
・別紙様式（Ⅴ）－８



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B508 H29.2.1 ビフィズス菌ビスケットボールチョコ 森永製菓株式会社 2 ビフィズス菌BB536
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が
報告されています。

（H29.05.15)
・別紙様式（Ⅳ）　連絡フローチャー
ト
・別紙様式（Ⅴ）－８
・様式Ⅵ　表示見本

B509 H29.2.3 株式会社エバーライフ
ＢｅＫＯＪＵＮ  ＤＡＩＬＹ
（ビコウジュン  デイ
リー）

1
パイナップル由来グ
ルコシルセラミド

本品にはパイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤いを守るのを
助ける機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな
方に適した食品です。

（H29.4.6）　様式Ⅰ、様式（Ⅲ）－
１、様式Ⅵ、様式Ⅶ、表示見本を変
更

B510 H29.2.3 小林香料株式会社
小林ＨＭＢ（エイチエム
ビー）トリプル抹茶味

1
３－ヒドロキシ－３－
メチルブチレート
（HMB）

本品には、３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）が含ま
れます。３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び
筋力の低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機
能、体脂肪の減少に役立つ機能があることが報告されていま
す。

（2017.06.06）様式Ⅰの摂取する上
での注意事項を変更
（2017.06.06）別紙様式（Ⅱ）－１の
食経験の評価における類似する食
品の説明を追加
（2017.06.06）様式Ⅵの摂取する上
での注意事項を変更
（2017.06.06）表示見本の摂取上の
注意を変更
（2017.06.06）別紙様式（Ⅶ）－１の
作用機序の説明追加と参考文献
の追加
（2017.06.06）様式Ⅵの摂取の方法
を変更
（2017.06.06）表示見本の摂取の方
法を変更
（2017.06.06）表示見本に届出番号
を記入

B511 H29.2.3 株式会社ディーエイチシー セラミド  モイスチュア 1
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には米由来グルコシルセラミドが含まれます。 米由来グ
ルコシルセラミドには、肌のうるおいを維持する機能が報告さ
れています。

B512 H29.2.6 八幡物産株式会社 イチョウ葉ＥＸ 1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。この2つの成分に は、認知機能
の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い
出す力）を維持する機能があることが報告されています。

B513 H29.2.6 味の素株式会社
アミノエールゼリー  ロ
イシン４０

2
ロイシン40%配合必須
アミノ酸

本品にはロイシン40%配合必須アミノ酸が含まれます。ロイシン
40%配合必須アミノ酸は、足の曲げ伸ばしなど筋肉に軽い負荷
がかかる運動との併用で、60代以上の方の、加齢によって衰
える筋肉の維持に役立つ筋肉をつくる力をサポートする機能
と、歩行能力の改善に役立つ機能があることが報告されてい
ます。

（H29.5.18）下記情報を修正
別紙様式Ⅲ－３、様式Ⅳ、様式Ⅵ
（表示見本）

B514 H29.2.7 フィッシュスティックチーズ入り
イオントップバリュ株式
会社

2 EPA・DHA
本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪を
下げる機能があることが報告されています。中性脂肪が気に
なる方に適した商品です。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B515 H29.2.7 アイスコーヒー 株式会社ミル総本社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれておりま
す。難消化性デキストリンは、食事から摂取した糖の吸収をお
だやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機
能があると報告されています。本品 は、糖の多い食事を摂り
がちな方、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。

（H29.4.26）様式Ⅵの表示見本と様
式Ⅶの変更

B516 H29.2.7 おから茶 株式会社サンギ 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品に含まれる難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事か
ら摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑
制する機能があることが報告されています。

B517 H29.2.7
ＤＨＡ（ディーエイチエー）「極み」１０００
ｍｇプラス（記憶）

備前化成株式会社 1 DHA

本品にはDHAが含まれます。DHAには、中高年の方の加齢に
伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空
間など情報の記憶をサポートする機能があることが報告されて
います。

B518 42774 乳酸菌ミルクＥＸ（イーエックス）
株式会社セイユーコー
ポレーション

1 ビフィズス菌ＢＢ５３６
本品にはビフィズス菌ＢＢ５３６が含まれます。ビフィズス菌ＢＢ
５３６には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が報
告されています。

（Ｈ30.01.29）
・様式Ⅲ 添付ファイルの変更
・様式Ⅶ 届出食品に関する基本
情報内の数値変更

B519 42774 オーガニック大豆もやし
イオントップバリュ株式
会社

3 大豆イソフラボン
本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンは
骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つことが
報告されています。

2017.7.24　様式Ⅵ



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B520 H29.2.8  メタ・コーヒー 株式会社ファイン 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

 本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖の
吸収をおだやかにすることで、食後の血糖値の上昇をおだや
かにする機能があることが報告されています。

・製造施設を新たに追加致しまし
た。これに伴い、別紙様式（Ⅰ）、
別紙様式（Ⅲ）、別紙様式（Ⅶ）に
おいて書類の修正を致しました。
また、別紙様式（Ⅲ）-1に書類を追
加致しました。
・表示見本の修正
①届出番号を「B520」に修正致し
ました。
②「Inner Happy」のロゴを削除致し
ました。
③QRコードを更新致しました。
④新たな製造所に対応した表示見
本を追加致しました。
・別紙様式（Ⅱ）⑨機能性関与成
分同士の相互作用について、届出
品に含まれる機能性関与成分は1
つである為、記載とチェックを削除
致しました。
・別紙様式（Ⅲ）-3（4）において、具
体的な分析方法を併記致しまし
た。
・別紙様式（Ⅶ）の健康増進法施
行規則第11条第２項で定める栄養
素の過剰な摂取につながらないと
する理由について、糖質の量に関
する数値を修正致しました。
H29年5月2日

B521 H29.2.9 イチョウ葉エキスＰｒｉｍｅ（プライム） 株式会社ファイン 1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部で
ある記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を
維持する機能があることが報告されています。

(H.29.6.7)〇表示見本の修正
　　　　 〇販売予定日の変更

B522 H29.2.10 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 株式会社三協 1
 還元型コエンザイム
Q10

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエン
ザイムQ10は、日常の生活により生じる一過性の身体的な疲
労感の軽減に役立つことが報告されています。

B523 H29.2.10
歯につきにくいガム板＜記憶力を維持
するタイプ＞

 株式会社ロッテ 2
イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペン
ラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョ
ウ葉テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部であ
る記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する
ことが報告されています。

（H29.4.14）様式Ⅲ、Ⅳ、Ⅵの記載
内容変更
（H29.4.28）様式Ⅰ、Ⅵの記載内容
変更
(H29.8.9)様式Ⅶの記載内容変更
（H30.3.16）様式Ⅰ、様式Ⅲの記載
内容変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B524 H29.2.10  朝食スタイルケア　コーンポタージュ
ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂
肪の吸収をおさえて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇をおさ
える機能があることが報告されています。本品は、糖や脂肪の
多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値や中性脂肪の上昇が
気になる方に適したスープです。

B525 H29.2.10  朝食スタイルケア　オニオンコンソメ
ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

2
 難消化性デキストリ
ン（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂
肪の吸収をおさえて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇をおさ
える機能があることが報告されています。本品は、糖や脂肪の
多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値や中性脂肪の上昇が
気になる方に適したスープです。

B526 H29.2.11  ＧＡＢＡ予報
 エムジーファーマ株式
会社

1  GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方に適した機能があることが報告されています。

2017/5/14 表示見本の修正、様
式Ⅱ　喫食実績の有無を修正、様
式Ⅰ、様式Ⅵ　摂取する上での注
意事項の追記・修正、別紙様式Ⅱ
-1 安全性評価シートの一部修正、
連絡フローチャートの整備

B527 H29.2.13
アサヒスタイルバランスライム香るジン
トニックテイスト

 アサヒビール株式会
社

2
 難消化性デキストリ
ン（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

(H29.11.1)　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅴを変更

B528 H29.2.13
アサヒスタイルバランス完熟みかんス
パークリング

 アサヒビール株式会
社

2
 難消化性デキストリ
ン（食物繊維）

 本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

(H29.10.19)　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様
式Ⅳ、様式Ⅴを変更
(H30.5.22) 様式Ⅰ、様式Ⅱ、様式
Ⅲ、様式Ⅳ、様式Ⅴ、様式Ⅵを変
更

B529 H29.2.13
大人のカロリミット　玉露仕立て緑茶プ
ラス

 ダイドードリンコ株式
会社

2
 難消化性デキストリ
ン（食物繊維として）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性
脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。

（H29. 6.15)　様式Ⅰ及び様式Ⅵ
表示見本の変更
（H29.12.13)　様式Ⅰ(本資料の作
成日）及び様式Ⅵ（表示見本）の変
更
（H30.1.26)　様式Ⅰ(本資料の作成
日）・様式Ⅵ（表示見本）の変更
（H30.4.19)　様式Ⅰ(本資料の作成
日)、様式Ⅱ（評価の詳細）、様式
Ⅲ（製造・生産・採取・漁獲等及び
品質の管理に関する情報、原材料
及び分析に関する情報）、様式Ⅵ
（表示見本）の変更のため
（H30.5.30)　様式Ⅰ(本資料の作成
日)、様式Ⅵ（表示見本）の変更の
ため
（H30.6.22)　様式Ⅰ(本資料の作成
日)、様式Ⅵ（表示見本）の変更の
ため



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B530 H29.2.13
 アサヒスタイルバランス完熟りんごス
パークリング

 アサヒビール株式会
社

2
 難消化性デキストリ
ン（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

（H29.8.25）様式Ⅲ、様式Ⅳ、様式
Ⅵ（表示見本）を変更。
（H29.10.12）　様式Ⅰ、様式Ⅳ、様
式Ⅴを変更
(H30.6.20)様式Ⅰ～Ⅴを変更

B531 H29.2.13 スリムアップスリム　甘草グラボノイド
アサヒグループ食品株
式会社

1
 甘草由来グラブリジ
ン

本品には甘草由来グラブリジンが含まれます。甘草由来グラ
ブリジンは体脂肪の増加を抑えることが報告されており、体脂
肪が気になる方及び肥満気味の方に適しています。

(H29.4.21)基本情報、様式Ⅳ、様式
Ⅵ 表示見本、様式Ⅶの変更
(H29.6.8)様式Ⅳ 連絡フローチャー
トの変更
(H29.8.8)様式Ⅲ 添付資料、様式
Ⅳ 組織図・連絡フローチャートの
変更
(H29.10.24)基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅳ 組織図・連絡フローチャート、
様式Ⅵ及び表示見本、様式Ⅶの
変更

B532 H29.2.15 さんま蒲焼 マルハニチロ株式会社 2 DHA、EPA
本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を
低下させる機能があることが報告されています。

（H29.6.6）様式Ⅰの修正、別紙様
式Ⅱ-1 の修正、様式Ⅳの修正、
別紙様式Ⅴ-4の修正、様式Ⅵの
修正、表示見本の修正

B533 H29.2.16 もちふわロール フジパン株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

 本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や
脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の
上昇を抑える機能があることが報告されています。

（H29.4.13）機能性関与成分につい
ての分析方法の内容を追記［別紙
様式（Ⅲ）-３　（４）］
（H29.6.23）1.製造所の追加に関わ
る文書の追記［様式Ⅰ、様式Ⅲ、
様式Ⅲ（製品規格書などの食品の
規格を示す文書）、様式Ⅲ-1、様
式Ⅳ（健康被害発生時の連絡フ
ローチャート及び組織図）、様式Ⅵ
（表示見本）、様式Ⅶ］ 、2.様式Ⅵ
表示見本への届出番号記載、3.様
式Ⅵ 表示見本への注意文追記、
4.2個入製品の表示見本を追加
（H30.1.26)　1.様式Ⅵ　①2個入製
品の表示見本変更（デザイン、注
意文、商品説明文）　②2個入り
キャンペーン用表示見本追加　2．
様式Ⅵ　①4個入製品の表示見本
修正　②4個入りキャンペーン用表
示見本追加　3．届出食品基本情
報　届出事項及び開示情報につい
ての問合せ先の変更　3．様式Ⅳ
健康被害発生時の連絡フロー
チャート及び組織図の変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B534 H29.2.17
ピント生活　ブルーベリー＆（アンド）ル
テイン

 株式会社全日本通販 1
ビルベリー由来アント
シアニン、ルテイン

本品には、ビルベリー由来アントシアニン及びルテインが含ま
れます。ビルベリー由来アントシアニンには眼のピント調節機
能の低下を緩和し、パソコンやスマートフォンなどの使用による
眼の疲労感を改善する機能、ルテインは網膜の黄斑色素を増
やす働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から眼を守るこ
とや、コントラスト感度（かすみやぼやけの解消により、くっきり
と物を視認する感度）を改善することにより眼の調子を整える
ことが報告されています。

（H29.05.18）
様式III-3 添付資料（分析を示す文
書）の修正（製品規格書資料の訂
正、添付資料内ルテイン表記の訂
正、ルテイン定量方法の訂正）
様式VI 表示見本の訂正（ご注意・
摂取上の注意・届出番号・表面）、
摂取する上での注意事項の文字
訂正
様式I 1（３）摂取する上での注意事
項（文字修正）
（H29.06.20）
様式IV（公開）：健康被害情報の対
応窓口部署名等を変更
様式VII（公開）：届出事項及び開
示情報についての問合せ担当部
局の部局と電話番号を変更
届出食品基本情報編集・届出（非
公開）：担当部局名の変更、連絡
先電話番号の変更
様式IV（非公開）：組織図及び連絡
フローチャートの変更、部局名の
変更、行政機関への報告のタイミ
ングを追記
（H29.09.25）
様式III-（I）（公開）：国内ＧＭＰ承認
書等番号を2カ所更新しました。
(H29.11.09)
様式III-3 分析試験の成績書（非
公開）、分析方法を示す文書の添
付（自社又は利害の関係者で実施
する場合は、分析の標準作業書）
（非公開）の一部表示を変更

B535 H29.2.17 アスタリセット
ジャパンフューチャー
株式会社

1 アスタキサンチン
本品にはアスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは
眼のピント調節機能をサポートすることが報告されています。

(H30.1.19)様式Ⅳ(Ⅳ‐2）健康被害
の情報収集に係る添付資料の修
正及び記載整備、別紙様式Ⅴ‐14
への商品名記載、様式Ⅵの商品
見本（ラベル及び外箱）のデザイン
変更、レイアウト変更及び記載整
備、様式Ⅵの商品見本（ラベル及
び外箱）の解像度を高めるための
整備
(H30.5.11)
様式Ⅵの表示見本（ラベル及び化
粧箱）一部印刷色や背景色の変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B536 H29.2.17 おいしい青汁 森永製菓株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の
吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇を
おだやかにすることが報告されています。また、食事から摂取
した糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇を
おだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調
子を整えることが報告されています。

2017．5．15
別紙様式（Ⅳ）　連絡フローチャー
ト一部修正

B537 H29.2.17 黒酢飲料 メロディアン株式会社 2 酢酸

本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には、
肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告
されています。本品は、健常人で内臓脂肪が気になる方に適し
た食品です。

2017.4.25（様式Ⅰ、様式Ⅲ-1、様
式Ⅳ、様式Ⅴ、様式Ⅵ、様式Ⅶ）、
2017.7.18（様式Ⅵ）、2017.8.1（様
式Ⅵ）

B538 H29.2.17 すっぴんレモン メロディアン株式会社 2 クエン酸
本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は日常生活や運動
後の疲労感を軽減することが報告されています。

2017.5.19（様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅴ、様式Ⅵ、様式Ⅶ）、
2017.7.5（様式Ⅵ）

B539 H29.2.20
ＤＨＡ（ディーエイチエー）「極み」１０００
ｍｇプラス

備前化成株式会社 1 DHA、EPA
本品にはDHAとEPAが含まれています。DHAとEPAには血中の
中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。

B540 H29.2.20
ディアナチュラゴールド　ＥＰＡ（イー
ピーエー）＆ＤＨＡ（ディーエイチエー）

アサヒグループ食品株
式会社

1
エイコサペンタエン酸
（EPA）、ドコサヘキサ
エン酸（DHA）

本品にはエイコサペンタエン酸（EPA）、ドコサヘキサエン酸
（DHA）が含まれます。中性脂肪を減らす作用のあるEPA、
DHAは、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告され
ています。

(H29.5.1)基本情報、様式Ⅲ 添付
資料、様式Ⅳ、様式Ⅵ及び表示見
本、様式Ⅶの変更
(H29.8.4)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャート、様式Ⅶの変更
(H29.11.1)基本情報、様式Ⅰ、様式
Ⅳ 組織図・連絡フローチャート、様
式Ⅵ及び表示見本、様式Ⅶの変
更
(H29.11.16)様式Ⅲ 添付資料、様
式Ⅵ及び表示見本の変更

B541 H29.2.21 メモリズム（ＭＥＭＯ　ＲＨＹＴＨＭ） 株式会社Kyo Tomo 1 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHAには中高年の方の、認
知機能の一部である数・ことば・図形・状況などの情報の記憶
をサポートする機能があることが報告されています。また、
DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告さ
れています。

「摂取上の注意」への注意喚起追加のため
表示見本と別紙様式間の表現を統一する
ための軽微な修正であるため
表示見本への届出番号の記載、デザインの
修正のため
（H29.5.17）様式Ⅰ、様式Ⅵ、表示見本の修

正

【届出撤回】2017/06/07
商品名変更のため

B542 H29.2.21
ＤＨＡ（ディーエイチエー）「極み」１０００
ｍｇプラス　Ｗ（ダブル）

 備前化成株式会社 1 DHA・EPA

本品にはDHAとEPAが含まれます。DHAには、中高年の方の
加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図
形・空間など情報の記憶をサポートする機能があることが報告
されています。DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機
能があることが報告されています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B543 H29.2.22 えがお　葛の花　内脂減 株式会社えがお 1
葛の花由来イソフラ
ボン（テクトリゲニン類
として）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が
含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
報告されています。肥満気味な方、BMI が高めの方、お腹の
脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品
です。

B544 H29.2.23 プロテオエース 株式会社スマイル・ジャパン 1
サケ鼻軟骨由来プロ
テオグリカン

本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれています。
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、ひざ関節の柔軟性・可動
性をサポートします。歩行や階段の上り下りが気になる方に適
しています。

H29.05.24
様式Ⅳ、様式Ⅵ、表示見本、様式
Ⅶを修正

B545 H29.2.23 とろけるきなこうるおい＋ヒアルロン酸 株式会社真誠 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

（2017/05/26）別紙様式Ⅴのペー
ジ順の修正、様式（Ⅳ）の連絡フ
ローチャートの修正

B546 H29.2.23 クリアアイ
ダイドードリンコ株式会
社

1
ルテイン・ゼアキサン
チン

本品には、ルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、
ゼアキサンチンには、加齢などによって減少する目の黄斑部
の色素量を上昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光の刺
激からの保護により、コントラスト感度（ぼやけの解消により物
を識別する感度）が改善するため、目の調子を整えることが報
告されております。

（H29．7．6）機能性表示食品　届
出食品基本情報詳細・様式Ⅰ、様
式Ⅲ、様式Ⅴ、様式Ⅵ、様式Ⅶ、
新旧対照表（公開）、新旧対照表
（非公開）、変更理由

B547 H29.2.24 健康一杯　赤だし イチビキ株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれていま
す。難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖
や脂肪に働き、食後の血糖値の上昇や中性脂肪の上昇を抑
える作用が報告されています。

B548 H29.2.24
明治のむヨーグルトＧＡＢＡ（ギャバ）で
元気

株式会社明治 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの
方に適した機能があることが報告されています。

H29.6.20（様式Ⅰ、様式Ⅱ、別紙様
式（Ⅱ）―１、様式Ⅵ、表示見本、
様式Ⅶ）
H29.12.26（表示見本）

B549 H29.2.24 健康一杯　あわせ イチビキ株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれていま
す。難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖
や脂肪に働き、食後の血糖値の上昇や中性脂肪の上昇を抑
える作用が報告されています。

B550 H29.2.24 アイファインプレミアム 株式会社日本薬師堂 1
ルテイン、ゼアキサン
チン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。
このルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増
やす働きがあり、ブルーライトの刺激からの保護や、コントラス
ト感度の改善によって、目の調子を整える機能があることが報
告されています。

◇2017.05.30：関与成分分析方法
の訂正
◇2017.05.30：「摂取する上での注
意事項」の文言の訂正
◇2017.05.30：「一日摂取目安量」
の表記方法の訂正
◇2017.05.30：誤植・文字切れの修
正
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届出日 商品名 届出者

食品の区分
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3 生鮮
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B551 H29.2.24 関節らくらくコラーゲン
日本食研ホールディン
グス株式会社

1
非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれています。非変性Ⅱ
型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートするこ
とが報告されています。

（H29.6.22）　別紙様式（Ⅰ）3.機能
性に関する基本情報（2）の標題及
び科学的根拠の質、別紙様式
（Ⅲ）-1（2）のチェックの削除、別紙
様式（Ⅵ）表示見本を変更（1日摂
取目安の修正、注意事項の改行、
販売者の修正、届出番号の追記）

B552 H29.2.27 サポートアイ　クリア
佐藤薬品販売株式会
社

1
ルテイン、ゼアキサン
チン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、
ゼアキサンチンの摂取は、眼の黄斑色素密度を上昇させ、ブ
ルーライトなどの光の刺激から眼を保護することおよび、物を
はっきりと識別する能力の指標とされる色コントラスト感度の向
上によって、眼の調子を整える機能があることが報告されてい
ます。

様式Ⅰ　１．安全性に関する基本
情報　（３）摂取する上での注意事
項
様式Ⅱ　別紙様式（Ⅱ）-1　①喫食
実績による食経験の評価
様式Ⅵ　摂取する上での注意事項
　　　　　　別紙様式（Ⅵ）表示見本

B553 H29.2.27
ＷＡＴＥＲ　ＤＲＯＰ＋（ウォータードロッ
ププラス）レモン

ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

2
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グ
ルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある
ことが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品で
す。

【届出撤回】2018/1/12
商品化中止のため

B554 H29.2.27 紅珠漢
株式会社北の達人
コーポレーション

1
低分子化ライチポリ
フェノール

 本品には低分子化ライチポリフェノールが含まれます。低分子
化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な疲労感を軽減
する機能があることが報告されています。運動による身体的な
疲労を自覚している方に適した食品です。

(H29.7.25) 様式Ⅰ、様式Ⅲ、別紙
様式Ⅲ-1、製品規格書、様式Ⅵ、
様式Ⅶの修正、表示見本の表記
修正、表示見本の追加。

B555 H29.2.28  ブルーベリー＆ルテイン
 富士フイルム株式会
社

1
 ビルベリー由来アン
トシアニン、ルテイン

本品にはビルベリー由来アントシアニン、ルテインが含まれま
す。ビルベリー由来アントシアニンは、ピント調節力を改善し、
一時的な目の疲労感を和らげる機能があることが報告されて
います。ルテインは、長時間のコンピューター作業などによって
低下したコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）をサポート
する機能があることが報告されています。

2017.11.22) 別紙様式Ⅲ－３添付
資料を修正

B556 H29.2.28  トキワイチョウ葉ドリンク＋
 常盤薬品工業株式会
社

1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペン
ラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由
来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド
配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一
部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維
持することが報告されています。

B557 H29.2.28  トキワイチョウ葉エキス粒＋
 常盤薬品工業株式会
社

1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペン
ラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由
来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド
配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一
部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維
持することが報告されています。

（H29.9.5）様式（Ⅰ）、様式（Ⅲ）、別
紙様式（Ⅲ）-1、様式（Ⅶ）を修正
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B558 H29.2.28  ルナのむヨーグルト  日本ルナ株式会社 2  GABA 
本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方
に適した機能があることが報告されています。

（H29.9.22）
別紙様式1：届出担当者氏名の変
更
別紙様式（Ⅳ）：社内組織変更によ
る部署名変更、消費者対応部局
の連絡先変更
別紙様式(Ⅶ)：消費者対応部局の
連絡先変更、販売開始予定日変
更
表示見本：届出番号記載、問合わ
せ先・栄養成分表示・原材料表示
方法等文言変更、商品表示レイア
ウト変更、梱包段ボール表示追加

B559 H29.3.1  レチナＧ
 株式会社ドクターサプ
リ総合研究所

1
 ルテイン、ゼアキサ
ンチン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、
ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を上昇させる働き
があり、ブルーライトなどの光ストレスから目を護り、色コントラ
ストの感度を改善するため、目の調子を整えることが報告され
ています。

（H30.1.15）様式Ⅲ、様式Ⅲ－1、様
式Ⅶの修正

B560 H29.3.1 届くビフィズス　ＥＸ（イーエックス）
株式会社ディーエイチ
シー

1  ビフィズス菌BB536 
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536は、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が報
告されています。

B561 H29.3.1  Ｂｉｆｉｒｉｇｏ（ビフィリゴ）１００００  株式会社ECスタジオ 1  ビフィズス菌BB536 
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改善する（排便回数を
増やす）ことが報告されています。

【H29.5.25】別紙様式（Ⅲ）添付資
料の変更

B562 H29.3.1  アンミーン  株式会社オンライフ 1  L-テアニン 

本品には、L-テアニンが含まれます。L-テアニンには、健やか
な眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）
を軽減することが報告されています。睡眠の質（朝目覚めた時
の疲労感）が気になる方に適した食品です。

（H29.6.12）生産・製造及び品質管
理に係る事項の変更
（H29.6.12）届出の在り方に係る事
項の変更
（H29.6.12）表示見本の変更
（H29.7.21）表示見本の変更
（H29.10.13）別紙様式2、表示見本
の変更

B563 H29.3.1 Ⅱ型コラーゲンタブレットＴ 株式会社東洋新薬 1
 非変性Ⅱ型コラーゲ
ン

本品には、非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれます。非変性Ⅱ型
コラーゲンには、膝関節の柔軟性、可動性をサポートする機能
があることが報告されています。

B564 H29.3.2
ルテイン　のむヨーグルト　レモン　１９
０ｇ

雪印メグミルク株式会
社

2 ルテイン

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。

（H29.12.8）様式Ⅲ添付資料、様式
Ⅳ添付資料、様式Ⅵ修正

B565 H29.3.2 薫習　サラシア
ティーエフケイ株式会
社

1
サラシア由来サラシ
ノール

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれています。サラシ
ア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑える
機能があることが報告されています。
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B566 H29.3.2 うるうるシリーズ　ポタージュスープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B567 H29.3.3 明治乳性飲料ミルケア 株式会社明治 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて
排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだや
かにすることが報告されています。

H29.6.1（表示見本の変更、様式Ⅰ
の変更、様式Ⅵの変更、様式Ⅶの
変更）
H29.8.28（24本パック表示見本の
追加）

B568 H29.3.3 エバーライフ　［血圧・血糖］  株式会社エバーライフ 1
GABA、サラシア由来
サラシノール

本品にはGABAが含まれます。GABAには、高めの血圧を低下
させ、正常の範囲内に維持するのを助ける機能が報告されて
います。
本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由
来サラシノールには、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の
上昇をゆるやかにする機能が報告されています。

（H29.05.18）　様式Ⅰ、様式Ⅵ、表
示見本の変更
（H29.09.11）　表示見本の変更
（H30.02.28)　様式Ⅲ、様式Ⅲ-1、
様式Ⅶの変更

B569 H29.3.3 健康道場ラクトフェリン サンスター株式会社 1 ラクトフェリン
本品にはラクトフェリンが含まれており、腸内環境を改善する
機能があります。また、起床時の眠気や疲労感を軽減する機
能があります。

(H29.4.26) 様式Ⅴ

B570 H29.3.3 ブルーベリー 森川健康堂株式会社 1
ビルベリー果実由来
アントシアニン

本品にはビルベリー果実由来アントシアニンが含まれます。ビ
ルベリー果実由来アントシアニンには、VDT作業（パソコンやス
マートフォンなどのモニター作業）による目の疲れからくるピント
調整の低下を緩和する機能があることが報告されています。

①（2017/6/8）「既存情報による安
全性試験結果の評価により、十分
な安全性を確認している。」に
チェックを入れる
②（2017/6/8）別紙様式（Ⅵ）　表
示見本　「1日摂取目安量」に変更
③（2017/6/8）別紙様式（Ⅵ）　表
示見本　「届出番号B570」を追記
④（2017/10/20）様式（Ⅲ）　分析
方法を示す文書の添付　「塩化シ
アニジン-3-グルコシド」に変更の
ため

B571 H29.3.4
Ｓｌｅｅｐ（スリープ）ルイボスティー　ス
ティック

株式会社山城物産 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAは睡眠の質（寝つ
き、眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能が
あることが報告されています。

（H30.4.20）製品規格書を修正、別
紙様式Ⅱ-1、別紙様式Ⅲ-1、別紙
様式Ⅲ-3、別紙様式２の書式を変
更

B572 H29.3.4 Ｓｌｅｅｐ（スリープ）ルイボスティー 株式会社山城物産 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAは睡眠の質（寝つ
き、眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能が
あることが報告されています。

（H.30.4.20）表示見本を修正、製品
規格書を修正、別紙様式Ⅱ-1、別
紙様式Ⅲ-1、別紙様式Ⅲ-3、別紙
様式２の書式を変更

B573 H29.3.6 うるうるシリーズ　玉ねぎスープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B574 H29.3.8 キリン　サプリ　リンゴ
キリンビバレッジ株式
会社

2
モノグルコシルヘスペ
リジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグル
コシルヘスペリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流（末梢
血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持することが報告されてい
ます。

（H29. ６. ５）様式Ⅰ・様式Ⅱ-１（安
全性評価の修正）、様式Ⅶ（基本
情報の修正）
（2018/2/1）様式Ⅵ（表示見本の
変更）
（2018/5/31）様式１（問合せ先の
修正）、様式Ⅲ（分析方法の修正
及び公開）、様式Ⅵ（表示見本の
追加）、様式Ⅶ（基本情報の修正）

B575 H29.3.9 イチョウ葉エキス
オリヒロプランデュ株式
会社

1

イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラ
クトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、脳の認知機能の一部
である記憶力（少し前に見聞きしたことを思い出す力）を維持す
ることが報告されています。

【H30.03.05】様式Ⅰ、Ⅵ、 表示見
本を修正

B576 H29.3.10
Ｄｅｒｕｎｏ　ＦＩＢＥＲ　ＳＭＯＯＴＨＩＥ（デ
ルーノ　ファイバースムージー）　プ
レーン

日清食品株式会社 2
サイリウム種皮由来
の食物繊維

 本品にはサイリウム種皮由来の食物繊維が含まれます。サイ
リウム種皮由来の食物繊維にはお通じの回数や量を増やす
便通改善機能が報告されていますので、おなかの調子を整え
たい方やお通じが気になる方に適しています。

（H29.06.01）様式Ⅲおよび表示見
本を修正

B577 H29.3.10
Ｄｅｒｕｎｏ　ＦＩＢＥＲ　ＳＭＯＯＴＨＩＥ（デ
ルーノ　ファイバースムージー）　青り
んご味

日清食品株式会社 2
サイリウム種皮由来
の食物繊維

本品にはサイリウム種皮由来の食物繊維が含まれます。サイ
リウム種皮由来の食物繊維にはお通じの回数や量を増やす
便通改善機能が報告されていますので、おなかの調子を整え
たい方やお通じが気になる方に適しています。

（H29.06.01）様式Ⅲおよび表示見
本を修正

B578 H29.3.10 プレミアムベリー　ルテインプラス ライフメイト株式会社 1
ビルベリー由来アント
シアニン、ルテイン

本品には、ビルベリー由来アントシアニン及びルテインが含ま
れます。ビルベリー由来アントシアニンはスマートフォンやパソ
コン等の使用により低下するピント調整力を改善することで目
の疲労感を軽減する機能、ルテインは網膜の黄斑色素量を増
やすことで、ブルーライトなど光の刺激から目を保護すること
や、コントラスト感度の改善により、目の調子を整えることが報
告されています。

（H29.5.23）
1：様式Ⅲ 分析方法を示す文書の
差替え
2：様式Ⅵ 表示見本（誤字修正、届
出番号追記、デザイン・レイアウト
の変更）
（H29.9.27）
1：ＧＭＰ認定番号変更
（H29.11.13）
1：様式Ⅲ 分析試験成績書及び分
析方法を示す文書の差替え

B579 H29.3.10 ルテインヨーグルト サツラク農業協同組合 2 ルテイン
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で低下した目のコントラスト感度の改善に
よって、目の調子を整えることが報告されています。

（H29.7.4）分析方法の資料さしか
え

B580 H29.3.10 夢味薬味［血圧］
株式会社静岡茶療園
市場

2 GABA
 本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方
の血圧を下げる機能が報告されています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B581 H29.3.10
小林ＨＭＢ（エイチエムビー）ゼリー梅
干風味

小林香料株式会社 2
３－ヒドロキシ－３－
メチルブチレート
（HMB）

本品には、３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）が含ま
れます。３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低
下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能が報告
されています。

（2017.09.01）様式Ⅰの当該製品が
想定する主な対象者を変更
（2017.09.01）様式Ⅰの摂取する上
での注意事項を変更
（2017.09.01）別紙様式（Ⅱ）－１の
食経験の評価における類似する食
品の説明を追加
（2017.09.01）別紙様式（Ⅲ）－３
（２）の試験機関等を変更
（2017.09.01）様式Ⅲの非公開添付
資料（分析試験の成績書、分析方
法を示す文書）を変更
（2017.09.01）様式Ⅵの摂取する上
での注意事項を変更
（2017.09.01）表示見本の摂取上の
注意を変更
（2017.09.01）表示見本に届出番号
を記入
（2017.09.01）様式Ⅶの当該製品が
想定する主な対象者を変更
（2017.09.01）別紙様式（Ⅶ）－１の
作用機序の説明追加と参考文献
を追加

B582 H29.3.10 ライラック乳酸菌　Ｆプラス（カプセル）
アテリオ・バイオ株式
会社

1
有胞子性乳酸菌
(Bacillus coagulans )
lilac-01

本品には、生きた有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans ) lilac-
01が含まれています。便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭
い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善することが報
告されています。便通が気になる方に適した食品です。

(H29.5.10) 別紙様式I、(III)、(III)-1、
(VI)、表示見本、(VII)、(VII)-1の変
更
(H29.6.23) 別紙様式I、(VII)-1の変
更
(H29.11.17) 別紙様式I、 表示見本
の変更

B583 H29.3.10
明治プチサプリ　目覚めの疲労感ケア
ブレンド茶

株式会社明治 2 L-テアニン
 本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、夜間の
良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートするこ
とが報告されています。

H29.7.20（表示見本の変更、様式
Ⅰの変更、別紙様式(Ⅲ)-3の変
更、別紙様式(Ⅴ)-7および別紙様
式(Ⅴ)-16の変更、様式Ⅶの変更）
H29.10.3（18本パック表示見本の
追加）

B584 H29.3.10 フジフラボン フジッコ株式会社 1 大豆イソフラボン
本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンに
は骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されていま
す。

（H29.6.1）製品規格書、様式Ⅴ、様
式Ⅵ、表示見本の修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B585 H29.3.13 グリーン減脂サポート 株式会社全日本通販 2
葛の花由来イソフラ
ボン（テクトリゲニン類
として）

 本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし
て）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮
下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があること
が報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の
脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品
です。

（H29.06.20）
様式IV：健康被害の情報の対応窓
口部署名等、消費者対応部局
の連絡先の変更、連絡フロー
チャートについて部局名の変更と
行政機関への報告のタイミングを
記載
様式VII：届出事項及び開示情報に
ついての問合せ担当部局
届出食品基本情報編集・届出：届
出事項及び開示情報についての
問合せ先担当部局、連絡先電話
番号の変更

B586 H29.3.14 眠々休息
株式会社ウエルネスラ
イフサイエンス

1
ラフマ由来ヒペロシ
ド、ラフマ由来イソク
エルシトリン

本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン
が含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシ
トリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つことが報告さ
れています。

（H29.6.1）様式Ⅰ、修正
（H29.6.1）様式Ⅲ-1、修正
（H29.6.1）様式Ⅲ-3、修正

B587 H29.3.14 プロシア８（エイト） グレーシャス株式会社 1
りんご由来プロシアニ
ジンB2、オレアノール
酸

 本品にはりんご由来プロシアニジンB2とオレアノール酸が含
まれ、肥満気味の女性の体重・BMIやウエスト周囲径を減らす
のを助ける機能があります。

(H29.5.19)様式Ⅴ　補足資料追加

B588 H29.3.14 ヨーグルト用シロップ メロディアン株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

 本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能がある
ことが報告されています。

2017.5.10（様式Ⅵ）、2017.8.2（様
式Ⅵ、様式Ⅶ）、2017.8.22（様式
Ⅵ）

B589 H29.3.14 うるうるシリーズ　やさしい野菜スープ 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
 本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B590 H29.3.14 うるうるシリーズ　ライスミルク 株式会社ファイン 2 ヒアルロン酸Na
 本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

B591 H29.3.14
アサヒスタイルバランスレモン＆コーラ
スパークリング

アサヒビール株式会社 2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

 本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

(H29.11.1)　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式
Ⅳ、様式Ⅴを変更
(H30.7.6)　様式Ⅰ～Ⅴを変更

B592 H29.3.15 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　リトライチ 三生医薬株式会社 1
低分子化ライチポリ
フェノール

本品には低分子化ライチポリフェノールが含まれます。低分子
化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な疲労感を軽減
する機能があることが報告されています。運動による身体的な
疲労を自覚している方に適した食品です。

（H29.5.31） 様式（Ⅰ）、（Ⅵ）、表示
見本を修正



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B593 H29.3.15 ヒアルロン酸 名古屋製酪株式会社 1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌
の潤いを保ち、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告さ
れています。

（2017.06.23）基本情報、様式
（Ⅰ）、様式（Ⅲ）、様式（Ⅴ）、様式
（Ⅵ）（表示見本）、様式（Ⅶ）の変
更

B594 H29.3.15 ダブルＧＡＢＡ（ギャバ） 株式会社オンライフ 1 GABA

本品には、GABAが含まれます。GABAには、デスクワーク後
の仕事の疲労感を軽減する機能や、血圧が高めの方の血圧
を下げる機能があることが報告されています。デスクワークに
よる仕事のストレスや疲れが気になる方、血圧が高めの方に
適した食品です。

（H29.6.30）生産・製造及び品質管
理に係る事項の変更
（H29.6.30）届出の在り方に係る事
項の変更
（H29.6.30）表示見本の変更
（H29.7.21）表示見本の変更
（H29.10.13）表示見本の変更

B595 H29.3.15 ハダウルオール 株式会社オンライフ 1
米由来グルコシルセ
ラミド

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グ
ルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の
肌を乾燥しにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能が
あることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食
品です。

（H29.6.12）生産・製造及び品質管
理に係る事項の変更
（H29.6.12）届出の在り方に係る事
項の変更
（H29.6.12）表示見本の変更
（H29.7.21）表示見本の変更
（H29.10.13）表示見本の変更

B596 H29.3.16 グルコサミン２０００ ユウキ製薬株式会社 1 グルコサミン塩酸塩
 本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩
酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑
えることで、関節軟骨を維持することが報告されています。

B597 H29.3.17  リラックスナイト  株式会社上薬研究所 1
 ラフマ由来ヒペロシ
ド、ラフマ由来イソク
エルシトリン

本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン
が含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシ
トリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つことが報告さ
れています。

（H29.07.13）
様式Ⅳ：電話番号変更
様式Ⅳ：健康被害情報収集組織図
修正、連絡フローチャート文言追
加
様式Ⅵ：表示見本変更
化粧箱（デザイン変更、文言削除、
文言追加、届出番号記載）
スティックフィルム（文言変更）
表示見本新規追加
様式Ⅶ：販売開始予定日変更
（H29.07.28）
様式Ⅵ：表示見本（8本入り）変更
（文字フォントサイズ変更、文字配
置変更、文言削除）

B598 H29.3.17  ルテイン・ゼアキサンチンプラス 株式会社健康家族 1
 ルテイン・ゼアキサン
チン

本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼ
アキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させる働きがあ
り、ブルーライトなどの光刺激からの保護やコントラスト感度
（ぼやけを解消して、くっきりと物を識別する感度）の改善に
よって、目の調子を整えることが報告されています。



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B599 H29.3.17  お嬢様ルテイン 株式会社リボン 2  ルテイン
本品にはルテインが含まれます。ルテインには網膜中心部の
色素量を増やす働きがあり、ブルーライト等の光の刺激から眼
を保護する機能があることが報告されています

(H29.6.21)　・様式Ⅲ-3　添付資料
分析方法一部変更
　・別紙様式(Ⅴ)-11a(血中濃度）
　　　表示しようとする機能性につ
いて一部修正
　・別紙様式(Ⅴ)-11ａ(MPOD値）
　　　表示しようとする機能性につ
いて一部修正
　・別紙様式(Ⅴ)-13ａ
　　　表示しようとする機能性につ
いて一部修正

B600 H29.3.17 リピアミューズ　モイストタブレット 株式会社ECスタジオ 1
パイナップル由来グ
ルコシルセラミド

本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を
逃がしにくくする機能があることが報告されています。肌が乾
燥しがちな人に適しています。

【H29.6.21】様式（Ⅰ）、様式（Ⅵ）、
表示見本、様式（Ⅶ）の修正
【H29.7.13】表示見本のデザイン変
更

B601 H29.3.21 グルコサミンサプリ粒
株式会社セイユーコー
ポレーション

1 グルコサミン塩酸塩

本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸
塩は運動や歩行など関節への負荷に伴う軟骨成分の過剰な
分解を抑えることで、関節軟骨を保護することが報告されてお
り、関節の健康(運動や歩行時)が気になる方に適しています。

（2017.10.4）別紙様式（I）、（V）-4
～16にエビデンスの追加

B602 H29.3.22 サンファイバートリプル 株式会社タイヨーラボ 1
グアーガム分解物
（食物繊維）

本品にはグアーガム分解物（食物繊維）が含まれます。
グアーガム分解物（食物繊維）は、糖の吸収をおだやかにし、
食後血糖のピーク値を抑える機能が報告されています。
グアーガム分解物（食物繊維）は、便秘気味の方のお通じを改
善する機能が報告されています。
グアーガム分解物（食物繊維）は、難消化性糖質(※)を含む食
品の摂取による一過性の下痢になりやすい方のお腹の調子を
整える機能が報告されています。※難消化性糖質とは、消化
酵素に分解されにくい糖質のことで、甘味料に使われる糖アル
コールなどのことをいいます。
食後の血糖値が気になる方、便秘気味の方、難消化性糖質を
含む食品の摂取による一過性の下痢になりやすい方に適した
食品です。

2017.6.15 様式Ⅰ、別紙様式（Ⅴ）
－４、（Ⅴ）－７、（Ⅴ）－１６、様式
Ⅵ添付表示見本　を修正
2017.9.21　別紙様式（Ⅲ）-3　添付
資料追加（非公開）
2017.10.25　別紙様式（Ⅲ）-3　添
付資料修正（非公開）
2017.12.04　届出情報詳細　問合
せ先担当者変更（非公開）
2018.1.25 別紙様式（Ⅴ）－４、
（Ⅴ）－７、（Ⅴ）－１１、（Ⅴ）－１３
修正

B603 H29.3.22 かろやか食卓茶Ｗ（ダブル）
株式会社宇治田原製
茶場直売部

2
難消化性デキストリン
（食物繊維）

本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や
糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能が報
告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に
上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。

（Ｈ29.5.17）様式（Ⅲ）-3の修正、
（Ｈ29.7.21）届出者名の変更、表示
見本（化粧箱Ｂ、個包装Ｂ）の追加
、(Ｈ30.6.23)別紙様式Ⅰ、(Ⅶ)、分
析試験成績書補足資料の変更

B604 H29.3.23 西浦みかん 南駿農業協同組合 3
β－クリプトキサンチ
ン

本品には、β－クリプトキサンチンが含まれています。β－クリ
プトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の
健康維持に役立つことが報告されています。

（Ｈ２９．０５．２９）様式Ⅰ、様式Ⅲ
－２、様式Ⅵ、様式Ⅶの変更
（Ｈ２９．１１．３０）様式Ⅵ　表示見
本の追加、基本情報詳細及び様
式Ⅶの代表者氏名変更



届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ

2 その他加工
3 生鮮

機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴

B605 H29.3.24
＋ＧＡＢＡ（プラスギャバ）たくあん　甘
口

東海漬物株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の
血圧を正常に維持する機能があることが知られています。

(H29.07.28)　様式Ⅳ　健康被害の
情報の対応窓口名の変更
様式Ⅵ　表示見本の変更
(H29.10.17)　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様
式Ⅶの変更、様式Ⅲ-1、表示見本
の追加

B606 H29.3.24
＋ＧＡＢＡ（プラスギャバ）たくあん　ゆ
ず

東海漬物株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の
血圧を正常に維持する機能があることが知られています。

(H29.07.28)　様式Ⅳ　健康被害の
情報の対応窓口名の変更
様式Ⅵ　表示見本の変更
(H29.10.17)　様式Ⅰ、様式Ⅲ、様
式Ⅶの変更、様式Ⅲ-1、表示見本
の追加

B607 H29.3.24 りんご酢 株式会社伊藤園 2
モノグルコシルヘスペ
リジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグル
コシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健
やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機
能があることが報告されています。

(H29.6.13)　研究レビュー修正（年
齢除外基準）、販売開始予定日及
び名称の修正、表示見本に届出
番号・JANコードの追加、表示見本
のデザイン変更
(H29.9.1)　製造所の追加に伴う製
造所名及び製造所の所在地、製
造及び品質管理に関する情報を
追記

B608 H29.3.24 腸内サポート 協和薬品株式会社 1 ビフィズス菌BB536
本品には「ビフィズス菌BB536」が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が
報告されています。

（H30.3.27）様式Ⅱと様式Ⅲ-１およ
び連絡フローチャートの変更。

B609 H29.3.24
ディアナチュラゴールド　ルテイン＆ゼ
アキサンチン

アサヒグループ食品株
式会社

1
ルテイン、ゼアキサン
チン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、
ゼアキサンチンには眼の黄斑色素量を増加する働きがあり、
くっきりと見る力（色コントラスト感度）の改善やスマートフォン
やパソコンなどから発せられるブルーライトなどの光刺激から
の保護により、眼の調子を整えることが報告されています。

(H29.5.29)様式Ⅲ 添付資料、別紙
様式(Ⅴ)-16の変更
(H29.8.4)様式Ⅰ、様式Ⅲ及び添付
資料、様式Ⅳ 組織図・連絡フロー
チャート、様式Ⅶの変更
(H29.12.06)基本情報、様式Ⅰ、様
式Ⅳ 組織図・連絡フローチャート、
様式Ⅵ及び表示見本、様式Ⅶの
変更

B610 H29.3.25 里の青汁
日田天領水の里株式
会社

1 ビフィズス菌BB536
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が
報告されています。

（H29.6.30）様式Ⅱ　既存情報を用
いた評価のチェック変更
（H29.6.30）様式Ⅶ　販売開始予定
日変更
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B611 H29.3.28  ＲＩＣＨ（リッチ）ルテイン２５ 株式会社エーエフシー 1
ルテイン、ゼアキサン
チン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、
ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の増加によるブルー
ライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度の改善によ
り、目の調子を整える機能があることが報告されています。

(2017/6/13)
・別紙様式(Ⅱ)-1 ZeaONEゼアキ
サンチンの試験の記載場所の変
更
・別紙様式(Ⅱ) チェック箇所の変
更
・別紙様式(Ⅰ) チェック箇所の変
更
・別紙様式1 チェック箇所の変更
・製品規格書の余分な語句の削除
(2017/07/12)
・国内GMP認定番号の変更

B612 H29.3.28
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルトほんのり
甘い脂肪ゼ

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505）が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H30.1.11）別紙様式（Ⅴ）の修正

B613 H29.3.28
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルトほんのり
甘い加糖

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505）が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H30.1.11）別紙様式（Ⅴ）の修正

B614 H29.3.28
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルトほんのり
甘い加糖１４０ｇ

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505）が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した食品です。

（H30.1.11）別紙様式（Ⅴ）の修正
（H30.5.16）別紙様式(Ⅰ)、(Ⅱ)-1、
(Ⅲ)、(Ⅲ)-1、(Ⅲ)-3、(Ⅵ)表示見
本、(Ⅶ)の変更

B615 H29.3.30 ベネトロン２５
株式会社常磐植物化
学研究所

1
ラフマ由来ヒペロシ
ド、ラフマ由来イソク
エルシトリン

本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン
が含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシ
トリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つことが報告さ
れています。

(H29.7.10)　様式Ⅵ、表示見本、様
式Ⅶを変更
(H29.9.1)　表示見本、様式Ⅶを変
更

B616 H29.3.30 Ｄ　ｓｌｅｅｐ（ディースリープ）
常盤薬品工業株式会
社

1
ラフマ由来ヒペロシド
及びラフマ由来イソク
エルシトリン

本品にはラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由来イソクエルシトリ
ンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由来イソクエ
ルシトリンには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つことが
報告されています。

（H29.6.22）様式（Ⅲ）-3添付資料、
様式（Ⅶ）-1を修正

B617 H29.3.30
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　モノグル
コシルヘスペリジン

三生医薬株式会社 1
モノグルコシルヘスペ
リジン

 本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグル
コシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温が低い時に血流
（末梢血流）を維持して、体温（末梢体温）を保つ機能が報告さ
れています。

B618 H29.3.30 「イマーク」スティックゼリー 日本水産株式会社 2 EPA・DHA
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪
値を下げる作用があることが報告されています。
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B619 H29.3.31
日常に必要な筋力維持に役立つ　ＨＭ
Ｂ（エイチエムビー）　コーヒー風味

株式会社エルビー 2
３－ヒドロキシ－３－
メチルブチレート（ＨＭ
Ｂ）

本品には、３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（ＨＭＢ）が含
まれます。３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（ＨＭＢ）には、
自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・
低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能が報
告されています。

（H２９．０６．３０）様式Ⅰ：本資料
の作成日変更、３（２）修正、様式
Ⅲ：１（１）修正

B620 H29.3.31
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）おいしいビフィズス
菌ドリンク

江崎グリコ株式会社 2
ビフィズス菌
BifiX(B.lactis
GCL2505)

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505）が含まれます。
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されていま
す。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい
方に適した飲料です。

（H30.1.11）別紙様式（Ⅴ）の修正


