
平成30年度届出一覧表

D1 H30.4.2 ララ　ウォーク 株式会社キャネット 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。

（2018.06.12）別紙様式（Ⅱ）－１の
書式変更（作成日記載）
（2018.06.12）別紙様式（Ⅲ）－１の
書式変更
（2018.06.12）別紙様式（Ⅲ）－３の
書式変更（定性試験の方法記載）
（2018.06.12）様式Ⅲの分析方法を
示す資料（公開）の資料追加及び
ヘッダーの修正
（2018.06.12）別紙様式（Ⅴ）－４の
不備修正
（2018.06.12）別紙様式（Ⅴ）－１１a
の書式変更
（2018.06.12）別紙様式（Ⅴ）－１３a
の不備修正及び書式変更
（2018.06.12）別紙様式（Ⅴ）－１４
の不備修正
（2018.06.12）別紙様式（Ⅴ）－１６
の不備修正

D2 H30.4.10 ＧＡＢＡ（ギャバ）　機能性表示食品 株式会社ユーグレナ 1 GABA（ギャバ）
本品にはGABA（ギャバ）が含まれています。GABA
（ギャバ）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。

（H30.6.27）届出食品基本情報詳
細、様式Ⅳ、様式Ⅴ、様式Ⅶ

D3 H30.4.11
黒糖アーモンド　くつろぎＧＡＢＡ（ギャ
バ）仕立て

株式会社海邦商事 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAは勉強や仕事によ
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。

（H30.6.20）別紙様式Ⅴ-7及び表
示見本の変更

D4 H30.4.16 遊歩のチカラ 株式会社ラッシャーマン 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。

2018.07.09 届出者の住所の変更
（基本情報、様式Ⅵ、様式Ⅶ）
2018.07.09 届出事項及び開示情
報についての問合せ先の電話番
号を変更（基本情報、様式Ⅶ）
2018.07.09 消費者対応部局の電
話番号を変更（様式Ⅳ、様式Ⅶ）
2018.07.09 表示見本を変更
2018.07.09 別紙様式（Ⅱ）-1、（Ⅲ）
-1、（Ⅲ）-3を、新様式に移行
【届出撤回】2019.1.31
製造販売を中止したため

D5 H30.4.16
ニッスイごま豆乳仕立てのみんなのみ
かたＤＨＡ（ディーエイチエー）

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
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。

（H30.8.17）基本情報、様式Ⅱ、様
式Ⅲ、様式Ⅳ(表示見本）および様
式Ⅶの変更

表示しようとする機能性 変更履歴
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
届出
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D6 H30.4.17 プレスケ
株式会社ファーマフー
ズ

1 γ-アミノ酪酸（GABA）

本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれています。γ-
アミノ酪酸（GABA）は、血圧が高めの方の血圧を下げる
機能や、仕事や勉強などによる一過性の精神的ストレ
スを緩和する機能が報告されています。

（H30.7.9）別紙様式Ⅲ‐3の修正及
び、別紙様式Ⅴ‐4、16aの一部修
正と一部詳細を追記。
(H30.8.2) 表示見本の追加のた
め。

D7 H30.4.20 記憶プロ
ダイドードリンコ株式会
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、GABA

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、GABA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
ンには加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機
能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や
図形などを覚え、思い出す力）を維持することが報告さ
れています。GABAには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。

（H30．.10．22)　様式Ⅰ（届出資料
作成日）、様式Ⅱ、様式Ⅲ（分析方
法を示す資料）、様式Ⅵ（表示見
本：届出番号記載）、様式Ⅶ（販売
開始予定日）

D8 H30.4.25 すっきり爽快どこでもファイバー
株式会社トキワ漢方製
薬

1
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
れています。難消化性デキストリン(食物繊維として)は、
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。また、お通じがとどこおりがちな方に対し便通
改善機能を有することが報告されています。

（H30.6.22）別紙様式２チェックリス
トを新様式に書式修正
（H30.6.22）別紙様式Ⅱ添付資料を
新様式に書式修正
（H30.6.22）別紙様式Ⅲ-1添付資
料を新様式に書式修正
（H30.6.22）別紙様式Ⅲ-3添付資
料を新様式に書式修正
（H30.6.22）分析方法(公開用)を新
たに追加
（H30.6.22）別紙Ｖ-4を修正

D9 H30.4.26 ルテイン＆（アンド）ゼアキサンチン 森下仁丹株式会社 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、目の黄斑部の色素量を上
昇させ、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、ぼや
けの解消によりはっきり見る力（コントラスト感度）を改善
する機能があることが報告されています。目の調子を整
えたい方に適した食品です。

（2018.06.22）別紙様式(Ⅲ)－３ 添
付資料 を修正

D10 H30.4.27 アロエステロールドリンクヨーグルト 森永乳業株式会社 2
アロエ由来ロフェノール、アロ
エ由来シクロアルタノール

本品には、アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロア
ルタノールが含まれるので、肌の潤いを保つ機能があり
ます。

D11 H30.4.27 ナチュラルケア　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。

2018/09/18）　様式Ⅲの添付資料
の変更

D12 H30.4.27
中性脂肪やコレステロールが気になる
方のタブレット（粒タイプ）

大正製薬株式会社 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれてい
ます。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、健康な方の
中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機
能、HDL(善玉)コレステロールを上昇させる機能がある
ことが報告されています。中性脂肪やコレステロールが
気になる方に適した食品です。

（2018/9/7）　様式Ⅲ　分析方法を
示す文書の変更

D13 H30.4.27
コレス＆（アンド）ミドルケア　タブレット
（粒タイプ）Ｗ（ダブル）

大正製薬株式会社 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれてい
ます。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、健康な方の
中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機
能、HDL(善玉)コレステロールを上昇させる機能がある
ことが報告されています。中性脂肪やコレステロールが
気になる方に適した食品です。

（2018/9/7）　様式Ⅲ　分析方法を
示す文書の変更



表示しようとする機能性 変更履歴
届出
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D14 H30.5.1 つづける生姜黒酢 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。

（2018.7.9）表示見本を差し替えま
した。また、届出番号を入れまし
た。
（2018.7.27）別紙様式（Ⅰ）の本試
料の作成日、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【主な結
果】を修正しました。別紙様式（Ⅲ）
-3（６）その他特記すべき事項に
「機能性関与成分GABAの由来、
過剰摂取につながらないことの考
察」を追記しました。別紙様式（Ⅴ）
‐４の抄録、考察及び別紙様式
（Ⅴ）-16の結論の一部を変更、記
載漏れを修正しました。別紙様式
（Ⅴ）-7　論文6、論文9の記載漏
れ、誤記を修正しました。別紙様式
（Ⅴ）-11a(収縮期血圧)の記載漏
れ、別紙様式（Ⅴ）-11a(拡張期血
圧)と別紙様式（Ⅴ）-13aの記載漏
れ、誤記を修正しました。表示見本
外箱に届出番号を入れました。
（2018.8.9）別紙様式（Ⅴ）‐４の考
察の記載漏れを修正しました。

D15 H30.5.7 難消化性デキストリン入り玄米茶Ｒ 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、お腹の調
子を整える機能が報告されています。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況
 販売休止中

D16 H30.5.8 イヌリン～中性脂肪が気になる方に～
株式会社日本予防医学
研究所

2 イヌリン
本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは血中中
性脂肪を下げることが報告されています。

（H30.6.29）新書式への変更（別紙
様式(Ⅱ)-1、(Ⅲ)-1、(Ⅲ)-3）、表示
見本の変更

D17 H30.5.11 クルクミン＆ビサクロン　ドリンク
ハウスウェルネスフーズ
株式会社

2 クルクミン、ビサクロン

	本品にはクルクミンとビサクロンが含まれており、健康
な人の肝機能を評価する指標である酵素値の一部の
改善に役立つ機能があります。なお、本品は肝機能を
評価する指標である酵素値の異常の値を改善するもの
ではありません。これらの値が異常を示した場合は医療
機関の受診をお勧めします。

（2018/7/24）別紙様式（Ⅲ）－３の
変更
（2018/12/14）表示見本、販売開
始予定日の変更



表示しようとする機能性 変更履歴
届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
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3 生鮮

機能性関与成分名

D18 H30.5.11 ＧＡＢＡ　Ｓｅｌｅｃｔ（ギャバセレクト） カゴメ株式会社 3 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。

（H30.7.25）別紙様式(Ⅰ)　　「摂取
する上での注意事項」における記
載追加
（H30.7.25）別紙様式(Ⅱ)、(Ⅱ)-1
誤表記の参考文献および出典
データベースの削除
（H30.7.25）別紙様式(Ⅱ)　 「医薬
品との相互作用に関する評価」相
互作用有りへと入力変更
（H30.7.25）別紙様式(Ⅱ)-1　「医薬
品との相互作用に関する評価」に
おける記載追加
（H30.7.25）別紙様式(Ⅴ)-4　「安全
性・有害事象について」における記
載追加
（H30.7.25）別紙様式(Ⅴ)別添資料
PRISMA声明チェックリスト（報告
頁、行番号）修正
（H30.7.25）別紙様式(Ⅵ)　「摂取す
る上での注意事項」および「表示
見本中の摂取上の注意」における
注意喚起追加（元の表示見本削
除）
（H30.7.25）別紙様式(Ⅵ)　表示見
本中、添付シールにおける補足文
章追加
（H30.7.25）別紙様式(Ⅶ)　情報開
示するウェブサイトのURLの変更

D19 H30.5.16 グルコケア　粉末スティック 大正製薬株式会社 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、糖の吸
収を抑え、食後血糖値の上昇を抑制する機能があるこ
とが報告されています。食後血糖値が気になる方に適し
た食品です。

(2018/07/10)　別紙様式（Ⅲ）－１
及び表示見本の変更
(2018/11/28)　届出基本情報及び
様式Ⅲの添付資料の変更

D20 H30.5.16 グルコケア　粉末スティック　濃い茶 大正製薬株式会社 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、糖の吸
収を抑え、食後血糖値の上昇を抑制する機能があるこ
とが報告されています。食後血糖値が気になる方に適し
た食品です。

(2018/07/10)　別紙様式（Ⅲ）－１
及び表示見本の変更
(2018/10/30)　届出基本情報及び
様式Ⅲの添付資料の変更

D21 H30.5.18 ルナラボ　コエナ 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。

（H30.8.20）
別紙様式(Ⅰ)、別紙様式（Ⅴ）-4、
表示見本の変更

D22 H30.5.18
ＨＭＢ　Ｄｒｉｎｋ（エイチエムビードリン
ク）レモン味

株式会社スマートヘル
ス

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、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。

【届出撤回】H31.4.11
販売予定が白紙になったので一度
撤回いたします。

D23 H30.5.18
腸まで届ける　ナイスリムエッセンス
ラクトフェリン

ライオン株式会社 1 ラクトフェリン
本品にはラクトフェリンが含まれるので、内臓脂肪を減
らすのを助け、高めのBMIの改善に役立ちます。

（平成30年10月18日）様式Ⅵ表示
見本を変更



表示しようとする機能性 変更履歴
届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ
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3 生鮮

機能性関与成分名

D24 H30.5.18
ＨＭＢ　Ｄｒｉｎｋ（エイチエムビードリン
ク）アップル味

株式会社スマートヘル
ス

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、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。

【届出撤回】H31.4.11
販売予定が白紙になったので一度
撤回いたします。

D25 H30.5.18
ＨＭＢ　Ｄｒｉｎｋ（エイチエムビードリン
ク）ブルーベリー味

株式会社スマートヘル
ス

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、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。

【届出撤回】H31.4.11
販売予定が白紙になったので一度
撤回いたします。

D26 H30.5.25 お肌の潤いサプリ 株式会社銀座・トマト 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。

（H30.7.27)別紙様式（Ⅲ）-3添付資
料を追加
（H31.4.19）別紙様式（Ⅱ）、表示見
本を変更

D27 H30.5.28
血圧サポートＧＡＢＡ（ギャバ）国産十
六穀米

株式会社種商 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のをサポートする機能があるこ
とが報告されています。

（H30.8.23）別紙様式Ⅲ及び別紙
様式Ⅵの修正

D28 H30.5.29 ８０２０（はちまるにいまる）ヨーグルト 四国乳業株式会社 2
ラムノーザス菌Ｌ８０２０株（ラ
クトバチルス　ラムノーザスＫ
Ｏ３株）

本品にはラムノーザス菌Ｌ８０２０株（ラクトバチルス　ラ
ムノーザスＫＯ３株）を含みますので、口腔内環境を良
好に保つ働きを助ける機能があります。オーラルケアに
関心のある方、歯と歯ぐきの健康が気になる方に適した
ヨーグルトです。

(H30.7.26)表示見本の変更

D29 H30.5.30
Ｎ－アセチルグルコサミン顆粒　ピンク
グレープフルーツ

株式会社NI PI KI 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、肌が乾燥しがちな方の肌のうる
おいに役立つことが報告されています。

（H30.8.9）
表示見本の修正
表示見本の修正に伴う様式Ⅵ、様
式Ⅶの修正

D30 H30.6.5
ＡＦＲＩＣＡＮ　ＭＡＮＧＯ（アフリカンマン
ゴ）

株式会社天真堂 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれま
す。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の
方の体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高め
のＢＭＩ値の改善に役立つことが報告されています。

（H30.8.22）別紙様式（Ⅲ）－３の記
載を変更。分析方法を示す文書
（公開）における「アフリカマンゴノ
キエキスの定性分析（HPTLC法）」
と題する文書の記載を変更。

D31 H30.6.7 ヤクルトのおつとめＧＡＢＡ（ギャバ）
ヤクルトヘルスフーズ株
式会社

1 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、オフィスワー
クに伴う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。

（2018.10.26）基本情報の修正
（2018.10.26）様式Ⅵの修正
（2018.10.26）様式Ⅶの修正

D32 H30.6.7 黒酢飲料　ゆず味 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。

D33 H30.6.8 ＧＯＬＤＡＹ（ゴールデイ）
日水製薬医薬品販売株
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BMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があることが報告されています。

（H30.8.6）別紙様式(Ⅲ)-3、様式Ⅵ
表示見本
（H31.1.11）別紙様式(Ⅴ)-3
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D34 H30.6.11
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）ラブレα（アルファ）
プレーン

カゴメ株式会社 2
ラブレ菌(Lactobacillus brevis
KB290)

本品にはラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)が含まれ
ます。ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸
まで届き、お通じと腸内環境を改善することが報告され
ています。おなかの調子をすっきり整えたい方にお勧め
です。

（H30.8.3）様式Ⅰ　生産・製造及び
品質管理に関する情報の項目に
おける記載不備の修正
（H30.8.20）様式Ⅵ　表示見本にお
けるキャップデザインの追加

D35 H30.6.12 骨の健康サポート 株式会社自然舘 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。

D36 H30.6.13 起床サポート 株式会社自然舘 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。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。

（H30.10.3）様式Ⅰ、組織図・連絡
フローチャート、様式Ⅴ-6、様式
Ⅵ、及び表示見本の変更。

D37 H30.6.13 健康体　ヘスペリジン 株式会社伊藤園 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、気温や室内温度が低い
時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）を
維持する機能が報告されています。

(H30.09.03)　様式Ⅰ、様式Ⅱ、様
式Ⅲ、表示見本の修正

D38 H30.6.15 ヘスペリジンＺ 株式会社三昧生活 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。

（H30.9.3）様式Ⅱ-1、様式Ⅲ-3、様
式Ⅴ-5、表示見本の修正

D39 H30.6.18 リセットレモンキャンディ 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における軽い運動後の一時的な疲
労感を軽減することが報告されています。

(H30.12.19)表示見本・別紙様式
（Ⅲ）-1・様式（Ⅶ）・基本情報の届
出事項及び開示情報についての
問合せ先の変更。

D40 H30.6.18 みまもる 株式会社オーガランド 1 ルテイン
本品はルテインが含まれます。ルテインには目の黄斑
色素を補う働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を判
別する力）を改善させる機能が報告されています。

（2018/8/13）様式Ⅵ 表示見本の
修正、様式Ⅶ添付資料の修正
、（2018/9/19）様式Ⅵ 表示見本の
修正

D41 H30.6.18 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　イチョウ葉 三生医薬株式会社 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、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。

D42 H30.6.19
メタ－プラス　アフリカマンゴノキゴー
ルド

株式会社メタボリック 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品には、アフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれま
す。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味（肥満
1度）な方の、体重（BMI）や体脂肪やウエスト周囲径お
よび血中中性脂肪を減らすのを助けることが報告され
ています。

(2018.12.11）
様式Ⅲ-3　添付資料（定性試験）
様式Ⅵ　添付資料（表示見本） を
変更

D43 H30.6.20 リセットレモンタブレット 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における軽い運動後の一時的な疲
労感を軽減することが報告されています。

D44 H30.6.20 ま～るい形のねぎとろ丼用（たれ付） 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。

(H30.12.26)様式Ⅰを修正、様式Ⅲ
の分析方法を公開、様式Ⅴ-16を
修正、様式Ⅵの表示見本を変更
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D45 H30.6.21 イチョウでＧＯＯ！（グー） 株式会社バイオ・サプリ 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。これらの成分には
中高年者において、認知機能の一部である記憶力（少
し前に覚えたことを思い出す力）を維持する機能がある
ことが報告されています。

(2018.11.30)様式Ⅲ　①分析方法
を示す文書に定性試験結果を追
加
②分析方法を示す文章の一部を
修正
(2018.11.30)様式Ⅵ　表示見本の
修正

D46 H30.6.21 えんきん　ａ 株式会社ファンケル 1
ルテイン・アスタキサンチン・
シアニジン-3-グルコシド・
DHA

本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グ
ルコシド・DHAが含まれます。本品は手元のピント調節
機能を助けると共に、目の使用による一時的な肩・首筋
への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激から
目を保護するとされる黄斑部の色素を増やすことや、コ
ントラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっきり
と見る力を助ける）ことが報告されています。

(H30.8.21)表示見本を追加。
(H30.11.22) 様式Ⅵ及び表示見本
を変更。
(H31.1.11) 様式Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ-1、Ⅶを
変更。

D47 H30.6.22 α（アルファ）の輝 株式会社シンギー 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をサ
ポートし、目の疲労感を緩和することが報告されていま
す。

（H30.9.13）様式Ⅲ 別紙様式(Ⅲ)-1
製造所所在地の住所修正

D48 H30.6.22 美食家の知恵　プレーン クラシエフーズ株式会社 2 イヌリン

本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは血中中
性脂肪を下げること、食後の血糖値の上昇をゆるやか
にすることが報告されています。さらに、イヌリンは善玉
菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、お腹
の調子を整えることが報告されています。本品は血中
中性脂肪を下げたい方、食後の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。

（2018/9/15）別紙様式（Ⅴ）、表示
見本の変更

D49 H30.6.27 ギンコロンプレミアム
株式会社常磐植物化学
研究所

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、加
齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一
部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形な
どを覚え、思い出す力）を維持することが報告されてい
ます。

D50 H30.6.28 チョコラＢＢ（ビービー）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。

(H30.12.26)別紙様式（Ⅳ）の組織
図及び連絡フローチャートを変更、
様式Ⅵの表示見本を変更

D51 H30.6.28 ＧＡＢＡ（ギャバ）ケール 株式会社増田採種場 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。

（H30.9.5）別紙様式(Ⅲ)-1の変更
（H30.9.5）別紙様式(Ⅲ)-3の変更
（H30.9.5）別紙様式(Ⅴ)-16の変更
（H30.9.5）別紙様式(Ⅵ)別添資料
「表示見本」の変更
（H30.9.28）別紙様式(Ⅵ)別添資料
「表示見本」の変更
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D52 H30.6.29 ウエイトン　葛の花
ジェイフロンティア株式
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、肥満気味でお腹の脂肪やウエ
スト周囲径が気になる方に適した食品です。

（H30.8.31）別紙様式（Ⅲ）-3添付
資料、（Ⅵ）の変更

D53 H30.6.29 ｎｏｉ　ノイ　モノグルコシルヘスペリジン 株式会社コイル 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、気温や室内温度が低い
時に、低下した末端部分（手指）の血流を回復させ、末
端部分（手指）の温度を保つ機能が報告されています。

（2018.9.7）　別紙様式III-3、様式VI
の表示見本の添付（公開）、様式I
を修正

D54 H30.6.29
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エ
スピー）株ヨーグルト　生乳仕立てプ
レーン　１００ｇ

雪印メグミルク株式会社 2
ガセリ菌SP株（Lactobacillus
gasseri SBT2055）

本品にはガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）が含まれます。ガセリ菌SP株には、食事とと
もに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減ら
す機能があることが報告されています。

D55 H30.6.29
血圧が高めの方のサプリメントＧＡＢＡ
（ギャバ）

株式会社三昧生活 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。

（2018.9.27）様式Ⅴ-２のデータ
ベース入力内容の修正

D56 H30.7.6 アラプラス　糖ダウン　リッチ ＳＢＩアラプロモ株式会社 1 5-アミノレブリン酸リン酸塩

本品は5－アミノレブリン酸リン酸塩（ALA）を含みます。
ALAは高めの空腹時血糖値を正常に近づけることをサ
ポートし、食後血糖値の上昇を穏やかにする事が報告
されています。血糖値が高めの方に適しています。

D57 H30.7.6 尿酸サポート 株式会社ファンケル 1 アンペロプシン・キトサン
本品にはアンペロプシン・キトサンが含まれるので、尿
酸値が高め（尿酸値6.0～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下
げる機能があります。

(H30.11.16) 表示見本を変更。
(H30.12.18) 製造所情報の追加と
表示見本の追加。

D58 H30.7.9 メイス　ビオラクティ ハリウッド株式会社 1 ビフィズス菌BB536
本品には、生きたビフィズス菌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・お通じ
を改善することが報告されています。

(H.30.9.13)様式Ⅰ、様式Ⅱ、別紙
様式(Ⅲ)-1、様式Ⅲ、様式Ⅵ、様
式Ⅶの変更及び分析方法の資料
の追加

D59 H30.7.9
うるおい宣言セラミドプラス　マンゴー
味

株式会社愛しとーと 2
こんにゃく由来グルコシルセ
ラミド

本品には、こんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれて
います。こんにゃく由来グルコシルセラミドには、肌から
水分を逃がしにくくする機能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。

D60 H30.7.9
うるおい宣言セラミドプラスα　マン
ゴー味

株式会社愛しとーと 2
こんにゃく由来グルコシルセ
ラミド

本品には、こんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれて
います。こんにゃく由来グルコシルセラミドには、肌のう
るおいを守る(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。肌が乾燥しがちで、うるおいを守り
たい方(水分を逃がしにくくしたい方)に適しています。

(H30.10.3)表示見本の住所変更、
届出番号の表示変更、及び「分析
方法を示す文書（公開）」に記載さ
れている商品名についての説明を
追加
(H31.1.22) 表示見本に10本入り
パッケージを追加

D61 H30.7.9 血圧サポート 株式会社自然舘 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。
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D62 H30.7.10 養命酒製造　甘酒 養命酒製造株式会社 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（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。

（2018.11.14）別紙様式（Ⅳ）その他
必要な事項の記載を更新しまし
た。既届出済の表示見本の標題
にアルファベット「A」を追加しまし
た。「表示見本　養命酒製造　甘酒
B」と「表示見本　養命酒製造　甘
酒　外箱B」を追加しました。別紙
様式（Ⅶ）情報開示するウェブサイ
トのURLを更新しました。

D63 H30.7.10 花摘青汁＋ＧＡＢＡ（プラスギャバ） 株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 2
GABA、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、GABA、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。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。
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）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。血圧が高めの方や、肥満気味な方、BMIが高め
の方、肥満気味でお腹の脂肪が気になる方に適した食
品です。

（H30.9.13）様式1、分析方法を示
す資料、製品品質規格、様式
（Ⅵ）、表示見本、様式（Ⅶ）を変更
（2018.11.27）　様式VIIを修正

D64 H30.7.10
ひなとま　ＧＡＢＡ（ギャバ）ミディとまと
（フルティカ

Tファームいしい株式会
社

3 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。

(H30.10.1)別紙様式Ⅲ-3　分析機
関の種類追記
(H30.10.1)別紙様式Ⅴ-4　引用文
献を明記、摂取目安量の説明追
記
(H30.10.1)別紙様式Ⅴ-16　摂取目
安量の説明追記
(H30.10.1)様式Ⅵ　摂取の方法に
摂取目安個数明記
(H30.10.1)様式Ⅵ添付資料　摂取
の方法に摂取目安個数明記、届
出番号反映、内容量削除、表示見
本変更

D65 H30.7.11 アルークＨＭＢ（エイチエムビー）
ワダカルシウム製薬株
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。

【届出撤回】2018.11.27
届出表示文言変更のため

D66 H30.7.11
Ｎ（エヌ）－アセチルグルコサミンＺ
（ゼット）

キューサイ株式会社 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るので、関
節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持
に役立つ機能があります。

D67 H30.7.11 パパフレ 株式会社はぐくみプラス 1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の
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。

2018.09.13 別紙様式(Ⅲ)-3の修正



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D68 H30.7.11
ＧＡＢＡ　ＤＯＵＢＬＥ（ギャバダブル）３７
００

株式会社ECスタジオ 1 ＧＡＢＡ

本品には、GABAが含まれます。GABAには、デスク
ワークによる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

(2018/9/26)別紙様式（Ⅲ）-3の添
付資料、別紙様式（Ⅴ）-7、表示見
本の変更

D69 H30.7.12 健康きらり　ブルーベリー 明治薬品株式会社 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、スマートフォンやパソ
コン等を長時間使用することによって低下するピント調
節力を維持することで、スマートフォンやパソコン等を使
用することによる目の疲労感の緩和に役立つ機能が報
告されています。

（H30.11.22） 様式Ⅲ（分析試験の
成績書、分析方法を示す文書の添
付（公開））及び様式Ⅶ（別紙様式
Ⅶ-1）の変更

D70 H30.7.12 関節源 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
ン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポート
し、膝の不快感をやわらげることが報告されており、膝
関節の動きに悩みのある方に適しています。

（H30.12.14）表示見本：デザイン変
更による差し替え

D71 H30.7.12 げんび
株式会社ボーテサンテ
ラボラトリーズ

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、肥満気味でお腹の脂肪やウエ
スト周囲径が気になる方に適した食品です。

（H30.9.13）分析方法を示す資料、
表示見本を変更
（2018.12.12）様式(Ⅰ)、(Ⅲ)、(Ⅲ)-
１、(Ⅶ)、表示見本を変更

D72 H30.7.12 アルケルトＥＸ（イーエックス）
社シーナコーポレーショ
ン

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。

【届出撤回】2018.11.21
商品化取り止めのため

（2018/10/31）
・様式Ⅱ－１：安全性試験に関する
評価　既存情報による安全性試験
の評価⑤１次情報（その他）の修
正
・様式Ⅱ－１：安全性試験に関する
評価　安全性試験実施に関する評
価⑥in vitro　試験 及び in vivo試
験の修正
・様式Ⅱ－１：安全性試験に関する
評価　安全性試験実施に関する評
価　⑦臨床試験の修正
・様式Ⅲ－１：（２）製造施設・従業
員の衛生管理等体制の修正
・様式Ⅲ－３：（５）届出後における
分析の実施に関する資料（原料の
基原の確認方法及び製品崩壊性
試験等を実施する必要がある場
合、その方法及び頻度）の修正

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。

非変性Ⅱ型コラーゲン1ファイテン株式会社ファイテン　ヒザシャキD73 43294



表示しようとする機能性 変更履歴
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

・様式Ⅲ：補足資料の修正
・様式Ⅵ：表示見本の修正（届出番
号）
・様式Ⅵ：表示見本の修正（栄養成
分表示欄）
・様式Ⅶ：発売開始予定日の修正
・基本情報及び様式Ⅶ：問合せ先
の担当部局を変更

（2018/11/15）
・様式Ⅱ－１：安全性試験に関する
評価　既存情報による安全性試験
の評価⑤１次情報（その他）の修
正
・様式Ⅱ－１：安全性試験に関する
評価　安全性試験実施に関する評
価⑥in vitro　試験 及び in vivo試
験の修正
・様式Ⅲ－１：（２）製造施設・従業
員の衛生管理等体制の修正
・様式Ⅲ－３：（２）機能性関与成分
の定性試験　定性試験の方法の
修正
・様式Ⅲ－３：（４）届出後における
分析実施に関する資料（機能性関
与成分及び安全性を担保する必
要がある成分）の修正
・様式Ⅲ－３：（５）届出後における
分析の実施に関する資料（原料の
基原の確認方法及び製品崩壊性
試験等を実施する必要がある場
合、その方法及び頻度）の修正

・様式Ⅲ－３：（６）その他特記すべ
き事項の追記
・様式Ⅲ：分析方法を示す文書（公
開）の追加
・様式Ⅲ：分析方法を示す文書（非
公開）の削除
・様式Ⅵ：表示見本の修正（届出番
号）
・様式Ⅵ：表示見本の修正（栄養成
分表示欄）
・様式Ⅶ：販売開始予定日の修正
・基本情報及び様式Ⅶ：問合せ先
の担当部局を変更

D75 H30.7.13 ネルノダ
ハウスウェルネスフーズ
株式

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには睡眠の質
（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。

（2018/12/07）表示見本の変更

43294D74

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。

非変性Ⅱ型コラーゲン1ファイテン株式会社ファイテン　ヒザシャキD73 43294

本品には、アフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれて
います。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気
味の方の体重・体脂肪・ウエストサイズの緩やかな減少
をサポートすることが報告されています。

アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

1ファイテン株式会社ファイテン　シボヘリーナ



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D76 H30.7.13
ＧＯＯＤ　Ｎｉｇｈｔ（グッドナイト）　２７００
０　Ｐｌｕｓ（プラス）

株式会社ECスタジオ 1 L-テアニン、GABA

本品にはL-テアニン及びGABA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や、また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。

（2018年9月12日）様式Ⅲ、別紙様
式（Ⅲ）-1、別紙様式（Ⅲ）-3、表示
見本、様式Ⅶ、別紙様式2

D77 H30.7.13 大人の胚芽ブレッド 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、おなかの調
子を整える機能のあることが報告されています。

【2018年9月19日】1.様式Ⅲ　商品
規格書の外観写真変更。2.様式Ⅴ
別紙様式（Ⅴ）-15　文字が読めな
い部分と、コメントがページをまた
ぎ読みにくい点を修正。3.様式Ⅵ
表示見本の変更。
【2018年12月28日】①様式Ⅵ表示
見本変更②様式Ⅰ本資料の作成
日を変更

D78 H30.7.13 大人のレーズンブレッド 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、おなかの調
子を整える機能のあることが報告されています。

【2018年9月19日】1.様式Ⅲ　商品
規格書の外観写真変更。2.様式Ⅴ
別紙様式（Ⅴ）-15　文字が読めな
い部分と、コメントがページをまた
ぎ読みにくい点を修正。3.様式Ⅵ
表示見本の変更。
【2019年1月18日】①様式Ⅵ　表示
見本の変更。②様式Ⅰ本資料の
作成日を変更

D79 H30.7.13 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）毎日飲む野菜 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。

（H30.11.07）　様式Ⅵ　表示見本の
修正（一日摂取目安量の項目名修
正、届出番号を記載、リサイクル
マーク近傍にマークを追加）

D80 H30.7.17 ビルベリープレミアム
株式会社常磐植物化学
研究所

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をサ
ポートし、目の疲労感を緩和することが報告されていま
す。

(H30.10.31)　 別紙様式V-4、様式
IVを変更

D81 H30.7.17
リラックスＧＡＢＡ（ギャバ）国産十六穀
米

株式会社種商 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。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低減する
機能があることが報告されています。

（H30.10.17）別紙様式Ⅵの修正
（H31.1.29）表示見本のデザインを
変更

D82 H30.7.18 Ｎ（エヌ）－アセチルグルコサミン UMIウェルネス株式会社 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、移動時におけるひざ関節の悩
みを改善することが報告されています。歩行や階段の
上り下りが気になる方に適しています

D83 H30.7.18
日ノ茜ＰＬＵＳ（ひのあかねプラス）ス
ティック２０Ｐ

日本製紙株式会社 2
エピガロカテキンガレート
（EGCG）

本品にはエピガロカテキンガレート（EGCG）が含まれて
います。EGCG は、食後血糖値の上昇を緩やかにする
ことが報告されています。

D84 H30.7.19 黒酢希釈用飲料
株式会社メロディアン
ハーモニーファイン

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。

2018.9.12（様式Ⅳ、様式Ⅵ）



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D85 H30.7.19 グルコサミン健脚粒
株式会社ディーエムジェ
イ

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。また、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。運動や
歩行時の関節の健康や違和感が気になる方に適してい
ます。

(2018.09.28)様式Ⅲ-3（2）定性試
験の方法を記入
(2018.09.28)様式Ⅲの分析方法を
示す文書（公開）に資料の商品名
が同一品であることを示す書類の
追加
(2018.09.28)様式Ⅴ-1（関節軟骨
の維持）の（主観的な指標によって
のみ）に入っていたチェックマーク
を削除
(2018.09.28)様式Ⅴ-16（関節軟骨
の維持）の文字が切れていた部分
を修正

D86 H30.7.19 ＳＡＬＡ　ＣＨＯＣＯ（サラチョコ）
株式会社サロンドロワイ
ヤル

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。

（2018.11.5）
変更箇所は、別紙様式（Ⅰ）、別紙
様式（Ⅲ）の別添、別紙様式（Ⅵ）
「表示見本」の一部内容。

D87 H30.7.20 糖脂ケア 株式会社全日本通販 1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には食事に含
まれる糖の吸収を抑え、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。また、食事の脂肪の
吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能が
あります。

(2018.9.26)分析方法を示す資料、
表示見本の変更

D88 H30.7.20 極　赤汁 レッドファーム株式会社 2 硝酸塩（硝酸イオンとして）

本品には、硝酸塩（硝酸イオンとして※）が含まれます。
硝酸塩は、水に溶けると硝酸イオンとなり、硝酸イオン
には、血圧（拡張期血圧）を下げる機能があることが報
告されています。※イオンクロマトグラフ法による分析

D89 H30.7.20 モイストバリアＷ 株式会社ファンケル 1
アスタキサンチン パイナップ
ル由来グルコシルセラミド

本品にはアスタキサンチン・パイナップル由来グルコシ
ルセラミドが含まれます。アスタキサンチンは、肌のうる
おいを保ち、乾燥を和らげる機能が報告されています。
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃
がしにくくする機能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。

(H30.12.26)　様式Ⅲ-3添付を変更

D90 H30.7.20 ｇｇ　ＭＥＧＵＲＵ（ジージー　メグル） 江崎グリコ株式会社 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、冷えにより低下した末
梢血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温度の低下
を軽減する機能があることが報告されています。
冷えによる血の巡り（末梢血流）の低下が気になる人に
適した食品です。

（H30.9.28）別紙様式Ⅴ－３の修
正、別紙様式Ⅵ 表示見本の修
正、別紙様式Ⅶの修正
(H30.10.23) 別紙様式Ⅵ　表示見
本の修正

D91 H30.7.24 「カルピス健康通販　ラクトウェル」
アサヒカルピスウェルネ
ス株式会社

1
「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、末梢の血管
の抵抗を下げることにより、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。

(2018.10.12) 別紙様式Ⅲ 製品規
格書の追加修正、別紙様式Ⅵ 表
示見本の変更および追加

D92 H30.7.24 健骨計画 三生医薬株式会社 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。

（H30.12.28）様式Ⅳ、組織図・フ
ローチャート、表示見本、様式Ⅶの
変更、様式Ⅲ添付資料の追加



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D93 H30.7.25
ＮＩＳＳＡＮ　ＧＥＮＩＥ（ニッサン　ジェ
ニー）　ホスファチジルセリン（ＰＳ（ピー
エス））

日油株式会社 1
大豆由来ホスファチジルセリ
ン

本品には大豆由来ホスファチジルセリンが含まれます。
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健
康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を
思い出す力）の維持をサポートすることが報告されてい
ます。

(2018/11/12)様式Ⅰ、別紙様式
（Ⅲ）‐1、別紙様式（Ⅲ）-3、様式Ⅵ
表示見本の修正

D94 H30.7.25 銚子のおちょうしサバ
特定非営利活動法人
ちょうしがよくなるくらぶ

2 DHA・EPA
本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには血液
中の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。

D95 H30.7.26
ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンド
イーピーエー）オメガ

株式会社ティー・マーク 1 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHAには中高年の
認知機能の一部である、数に関する情報の記憶をサ
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。

2108/09/20
中性脂肪を低下する機能に関する
研究レビューについて、別紙様式
（Ⅴ）-16修正

D96 H30.7.26 血圧対策 株式会社日本薬師堂 1 γ-アミノ酪酸
	本品にはγ-アミノ酪酸が含まれています。γ-アミノ酪
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。

2018.10.31　様式Ⅱ-1　商品名誤
植修正
2018.10.31　様式Ⅴ-4　成分名記
載方法の変更
2018.10.31　様式Ⅴ-10　参考文献
リストの変更
2018.10.31　様式Ⅵ　パッケージ表
示見本の変更

D97 H30.7.26
イヌリン　～おいしいレシピ～　おなか
の調子を整える

株式会社日本予防医学
研究所

2 イヌリン
本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌
として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなか
の調子を整えることが報告されています。

（2018.10.01）様式Ⅱ、別紙様式
（Ⅱ）－１、表示見本の変更

D98 H30.7.27 ターミナリアベリリカタブレットＲ 株式会社東洋新薬 1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含
まれる糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇をおだ
やかにす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。

D99 H30.7.27 ラクトフェリンＳ 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、お通じがとどこ
おりがちで、かつ睡眠の質が気になる方に対し、硬めの
便の状態をなめらかにする機能と、起床時の眠気や疲
労感を軽減する機能があります。

(H30.10.10) 様式Ⅱ、様式Ⅶ
(H30.12.13) 様式Ⅲ、様式Ⅵ
(H31.1.18) 様式Ⅲ（非公開資料 規
格及び試験方法）

D100 H30.7.27
ＰＯＭ（ポン）　アシタノカラダ　河内晩
柑（かわちばんかん）ジュース

株式会社えひめ飲料 2 オーラプテン
本品には、オーラプテンが含まれるので、中高年の方
の、認知機能の一部である記憶力（言葉を記憶し、思い
出す力）を維持する機能があります。

（2018/10/19）様式Ⅵ（表示見本）
の変更

D101 H30.7.27 黒酢希釈用飲料　りんご味 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。

D102 H30.7.29
ＬＫＭ（エルケイエム）５１２ヨーグルト１
００ｇ

協同乳業株式会社 2
ビフィズス菌
LKM512(Bifidobacterium
animalis subsp. lactis )

本品にはビフィズス菌 LKM512 (Bifidobacterium
animalis subsp. lactis)が含まれます。ビフィズス菌
LKM512は、生きて腸まで届き腸内で増えることで腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善する機能があること
が報告されています。

H31.1.20　様式Ⅲ、Ⅵ、Ⅶを変更



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D103 H30.7.30 キトサンタブレットＴ 株式会社東洋新薬 1 キトサン

本品にはキトサンが含まれます。キトサンには、コレス
テロールの吸収を抑え、悪玉（LDL）コレステロールや総
コレステロールを低下させる機能があることが報告され
ています。悪玉（LDL）コレステロールが高めの方に適し
た食品です。

D104 H30.7.30 島の太陽と潮風で育った青汁
株式会社喜界島薬草農
園

2
ボタンボウフウ由来クロロゲ
ン酸

本品にはボタンボウフウ由来クロロゲン酸が含まれま
す。ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる
血糖値を抑える機能が報告されています。

(2018/11/07)
〇製造施設の追加及び管理体制
の修正（様式（Ⅰ）、（Ⅲ）、（Ⅲ）-1、
（Ⅶ））
〇安全性情報の修正（様式（Ⅱ）、
（Ⅱ）-1）
〇表示見本の追加及び修正（表示
見本）
〇組織図・連絡フローチャートの修
正（様式（Ⅳ）非公開資料）
〇作用機序の修正及び参考文献
追加（様式（Ⅶ）-1、様式（Ⅶ）非公
開資料）
〇資料作成日の変更（様式（Ⅰ）、
（Ⅱ）-1）

D105 H30.7.30 ＲｅＳＥ（リセ） オハヨー乳業株式会社 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。

(H30.9.22) 表示見本の変更

D106 H30.7.30 ＲｅＳＥ（リセ）のむヨーグルト オハヨー乳業株式会社 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。

(H30.9.22) 表示見本の変更
(H30.10.10) 表示見本の変更

D107 H30.7.31 紀南みかん 紀南農業協同組合 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。

(平成30.11.8）チェックリスト、様式
Ⅱ－１、様式Ⅵのパッケージ表示
部を変更。

D108 H30.7.31 「届く強さの乳酸菌」Ｗ（ダブル） 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）が含まれます。「プレミアガセリ菌CP2305」（L.
gasseri CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠
の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能があること
が報告されています。また、「プレミアガセリ菌CP2305」
（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に役立つ機
能があることが報告されています。

(H30.10.4)様式Ⅰの変更、様式Ⅲ
の変更、様式Ⅵ　表示見本の差し
替え、様式Ⅶの変更。
(H30.12.18)様式Ⅰの変更、様式Ⅵ
の変更、様式Ⅵ　表示見本の追
加。

D109 H30.7.31
ヘルシア　プロシアニジン　ポリフェ
ノールの力

花王株式会社 2
松樹皮由来プロシアニジン
（プロシアニジンB1として）

本品は松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1と
して）を含みます。松樹皮由来プロシアニジン（プロシア
ニジンB1として）には、LDL（悪玉）コレステロールを下げ
る機能があることが報告されています。LDL（悪玉）コレ
ステロールが高めの方に適しています。



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D110 H30.7.31 サントリー　オメガエイド
サントリーウエルネス株
式会社

1
ＤＨＡ、ＥＰＡ、ＡＲＡ（アラキド
ン酸）

	本品にはＤＨＡ、ＥＰＡ、ＡＲＡ（アラキドン酸）が含まれま
す。ＤＨＡ、ＥＰＡ、ＡＲＡ（アラキドン酸）の３成分の組み
合わせには、健康な高年齢者において、認知機能の一
部である注意機能（重要な物事に素早く気づけること
や、複数の物事に注意を払えること）の維持に役立ち、
また、前向きな気分（頭がさえわたること、生き生きする
こと、積極的な気分でいること、活気がわいてくることな
ど）を維持する機能があることが報告されています。

（2018/9/27）別紙様式（Ⅲ）-3

D111 H30.8.1 ダイエットのみかた 株式会社リフレ 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

「ダイエットのみかた」はアフリカマンゴノキ由来エラグ酸
を含みます。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、太り気
味（肥満１度：BMI 25～30未満）の方の体脂肪や血中中
性脂肪を低下させ、体重やウエストサイズを減少させる
機能が報告されています。肥満気味の方に適した食品
です。

（H30.11.2）別紙様式Ⅵ表示見本
の修正および追加、別紙様式Ⅲ-1
の修正、様式Ⅲ添付資料の修正
および追加

D112 H30.8.1 Ｌｏｖｅｔ（ラヴェット）
ピルボックスジャパン株
式会社

1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後に上がる中性脂
肪や血糖値をおだやかにする機能が報告されていま
す。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。

(2018/10/9)別紙様式1、表示見本
の変更
(2018/10/30)別紙様式2、別紙様
式（Ⅰ）、別紙様式（Ⅲ）、別紙様式
（Ⅲ）-1、別紙様式（Ⅶ）の変更
(2018/11/29)別紙様式（Ⅰ）、別紙
様式（Ⅲ）、別紙様式（Ⅲ）-1、別紙
様式（Ⅶ）の変更
(2019/1/23)別紙様式（Ⅰ）、別紙
様式（Ⅲ）、別紙様式（Ⅲ）-1、別紙
様式（Ⅶ）の変更
(2019/3/20)別紙様式１、製品品質
規格、表示見本、別紙様式（Ⅶ）の
変更
(2019/4/24)別紙様式（Ⅰ）、別紙
様式（Ⅲ）-1の変更

D113 H30.8.3 えがお　良眠サポート 株式会社えがお 1 L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは目覚
めたときの疲労感や眠気を軽減するといった夜間の良
質な眠りをもたらすことが報告されています。

D114 H30.8.3 おなかのパートナー ラクトライフ株式会社 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。

（H31.4.24）
様式Ⅲの一部訂正
様式Ⅰの２、様式Ⅶの変更
様式２、Ⅱ－１、Ⅴー11新様式にて
訂正
販売開始予定日の変更
販売状況の記入追加

D115 H30.8.3 ＧＡＢＡ（ギャバ）クロクロ フジッコ株式会社 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。

（H31.1.16）製品規格書（様式Ⅲ）、
表示見本（様式Ⅵ）の変更

D116 H30.8.3 サキナ　ローズヒップ 株式会社フヨウサキナ 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BMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があることが報告されています。

（2019.1.7）別紙様式(Ⅴ)-3



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D117 H30.8.4 体脂肪マネージメント
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれてい
ます。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味
の方の体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高
めのBMI値の改善とウエスト周囲径の減少につながるこ
とが報告されています。

D118 H30.8.6 爽健Ｂｉ水（そうけんびすい）
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。

D119 H30.8.7 ｐｕｌｕｏ（プルオ） 株式会社アビストＨ＆Ｆ 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、乾燥を緩和する機能があ
ることが報告されています。

D120 H30.8.8 国産グルコサミン 八幡物産株式会社 1
グルコサミン塩酸塩、サケ軟
骨由来コンドロイチン硫酸、ヒ
アルロン酸Na

本品にはグルコサミン塩酸塩、サケ軟骨由来コンドロイ
チン硫酸、ヒアルロン酸Naが含まれるので、ひざ関節の
違和感を緩和することで、ひざの曲げ伸ばしを伴う動き
を改善する機能があります。

（H30.10.10）別紙様式（Ⅲ）-3、表
示見本の変更

D121 H30.8.9 テーブルラボ
日水製薬医薬品販売株
式会社

1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
るので、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる中
性脂肪を抑える機能があります。食後に上がる中性脂
肪が気になる方に適した食品です。

(2018.10.12)表示見本の変更

D122 H30.8.9
ＩＮＮＥＲ（インナー）　Ｈｅａｔ（ヒート）　３
３０００

株式会社ECスタジオ 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、冬期や冷房などで気温
の低い時に血流（末梢血流）を維持する機能があり、体
温（手足）を保つ機能が報告されています。

（2018年10月11日）別紙様式（Ⅴ）-
5、表示見本

D123 H30.8.10 糖調唐辛子
Wismettacフーズ株式会
社

3 ルテオリン
本品にはルテオリンが含まれています。ルテオリンには
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。

（2018/12/10）別紙様式（Ⅴ）添付
資料の修正、様式Ⅵ　文章修正、
表示見本の修正
（2019/4/22）様式Ⅲ　製品規格
（非公開）の修正、様式Ⅵ　表示見
本の追加、様式Ⅶ　ナトリウム量
の追記、別紙様式（Ⅱ）-1および別
紙様式（Ⅴ）-11 　新様式への修正

D124 H30.8.10 うるるんクロワッサン 株式会社コモ 2 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、肌が乾燥しがちな方の肌のうる
おいに役立つことが報告されています。

（H.30.11.22）様式Ⅶ　記載内容追
加

D125 H30.8.10 エクサスリムファイバープラス
株式会社グローバル伸
和製薬

2
イソマルトデキストリン（食物
繊維）

本品にはイソマルトデキストリン（食物繊維）が含まれま
す。
イソマルトデキストリン（食物繊維）は血糖値のあがりや
すい方の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。
また、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。

（２０１８/１１/７）様式Ⅲ、様式Ⅴ、
様式Ⅵ（表示見本）、様式Ⅶの一
部修正

D126 H30.8.10
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　クリルオイ
ルプラス

三生医薬株式会社 1 クリルオイル由来EPA・DHA
本品にはクリルオイル由来EPA・DHAが含まれますの
で、靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽
減する機能があります。



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D127 H30.8.10 金の菊芋 株式会社グランデ 1 イヌリン
本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには、食後の
血糖値の上昇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。

(2019.02.01)
様式Ⅲ　製品規格書修正
様式Ⅵ　表示見本の追加

D128 H30.8.10 黒酢はちみつ アピ株式会社 2 クエン酸
本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は毎日の飲
用により、日常生活の疲労感を軽減することが報告され
ています。

(2018.10.16) 様式Ⅵ　既存表示見
本の修正
(2018.12.27)様式Ⅵ　既存表示見
本の修正、様式Ⅶ　記載内容の修
正

D129 H30.8.10 ビルベリープレミアムプラス
株式会社常磐植物化学
研究所

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をサ
ポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的
な首・肩の負担を軽減することが報告されています。

(H30.10.15)　様式IVを変更

D130 H30.8.10 養命酒製造　黒豆黒酢 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、食後の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。

（2018.10.25）別紙様式（Ⅰ）3．機
能性に関する基本状況（２）当該製
品の機能性に関する届出者の評
価、別紙様式（Ⅳ）その他必要な事
項の記載を更新しました。
表示見本の入れ替え及び一部内
容を更新しました。別紙様式（Ⅶ）
情報開示するウェブサイトのURL
を更新しました。
（2019.3.27）製造所の追加に伴い、
別紙様式（Ⅲ）、別紙様式（Ⅲ）-1、
別紙様式（Ⅶ）を更新しました。表
示見本を追加しました。

D131 H30.8.10 エーコープ緑茶ｐｌｕｓ（プラス）
全国農業協同組合連合
会

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。

（2018.11.27）別紙様式（Ⅱ）-１、別
紙様式（Ⅲ）-３、別紙様式（Ⅲ）-３
別添、別紙様式（Ⅳ）添付資料　連
絡フローチャート、組織図、別紙様
式（Ⅵ）添付資料　表示見本の差
替え。

D132 H30.8.10  健果青汁（すこやかあおじる） 株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 2
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血
糖値の上昇をおだやかにする機能が報告されていま
す。食後の中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食
品です。

(2018/11/08)様式１、表示見本、
様式（Ⅶ）の変更

D133 H30.8.10
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ
（ギャバ）＜ミルク＞ちょい食べパック

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。

（H30.12.21）別紙様式(Ⅰ)、別紙様
式(Ⅲ)、別紙様式(Ⅵ)を変更。

D134 H30.8.14 おいしいにんじん　機能性表示食品 株式会社ユーグレナ 2 モノグルコシルへスペリジン

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
い時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）
を保つ機能があることが報告されています。

D135 H30.8.16
Ｂｅｅ　ａｃｔｉｖｅ（ビーアクティブ）黒酢は
ちみつ

アピ株式会社 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
摂取により、日常生活の疲労感や運動後の一時的な疲
労感を軽減することが報告されています。

(2018.10.16) 様式Ⅵ　既存表示見
本の修正
(2018.12.27)様式Ⅵ　既存表示見
本の修正　様式Ⅶ　記載内容の修
正



表示しようとする機能性 変更履歴
届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ
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3 生鮮

機能性関与成分名

D136 H30.8.16
日ノ茜ＰＬＵＳ（ひのあかねプラス）
ティーバッグ２０Ｐ

日本製紙株式会社 2
エピガロカテキンガレート
（EGCG)

本品にはエピガロカテキンガレート（EGCG）が含まれて
います。EGCG は、食後血糖値の上昇を緩やかにする
ことが報告されています。

D137 H30.8.17 クルクミン＆ビサクロン
ハウスウェルネスフーズ
株式会社

1 クルクミン、ビサクロン

本品にはクルクミンとビサクロンが含まれます。クルクミ
ンとビサクロンは、健康な人の肝機能を評価する指標で
ある酵素値の一部の改善に役立つ機能があることが報
告されています。なお、本品は肝機能を評価する指標で
ある酵素値の異常の値を改善するものではありませ
ん。これらの値が異常を示した場合は医療機関の受診
をお勧めします。

D138 H30.8.18 セラミドゼリー
株式会社エースベーカ
リー

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
れています。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。

D139 H30.8.18 高めの方のミントタブレット 社ロッテ 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。

D140 H30.8.20 幸せの玄うどん
株式会社フラット・フィー
ルド・オペレーションズ

2
難消化性デキストリン（食物
繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食後血糖値の上
昇を抑制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ことが報告されています。

D141 H30.8.20 ひとみにルテイン
株式会社スマイル・ジャ
パン

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の増加に
よりブルーライトなどの光の刺激から目を守る機能や、
コントラスト感度の低下（ぼやけ）を改善することが報告
されています。

（2018.10.18） 様式Ⅵ、表示見本、
様式Ⅶの変更

D142 H30.8.21 シボヘールＧＯＬＤ（ゴールド）
株式会社ハーブ健康本
舗

1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品には、アフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれま
す。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味の方
の体脂肪や体重、中性脂肪およびウエスト周囲径を減
らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立つことが報告
されています。肥満気味な方、BMIが高めの方に適した
食品です。

（H30.11.2）基本情報（担当者及び
メールアドレス）、様式Ⅲ-3添付資
料（分析方法を示す文書）、様式Ⅵ
添付資料（表示見本）の変更

D143 H30.8.21 腸ごきげん 株式会社三昧生活 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。

（Ｈ30.11.28)　様式Ⅵ表示見本の
修正、様式Ⅶ-1の修正

D144 H30.8.22
Ｃｅｒａｍｉｄｅ＋ＧＡＢＡ（セラミドプラス
ギャバ）

株式会社天真堂 1
パイナップル由来グルコシル
セラミド GABA

本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドと、
GABA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。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。

D145 H30.8.22
オプティエイドＭＬ　ＭＡＣＵＬＡＲ（エム
エル　マキュラ）

わかもと製薬株式会社 1 ルテイン

本品にはルテインが含まれます。ルテインは、加齢によ
り減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感
度（色の濃淡を判別する視機能）を改善することが報告
されています。

(2018.12.28)様式Ⅲ及び様式Ⅵの
変更
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D146 H30.8.22
Ｃｅｒａｍｉｄｅ＋Ｂｉｆｉｄｕｓ（セラミドプラスビ
フィダス）

株式会社天真堂 1
パイナップル由来グルコシル
セラミド、ビフィズス菌BB536

本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドと、ビ
フィズス菌BB536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。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。

D147 H30.8.22 骨の健康　大豆イソフラボンの力
株式会社シーナコーポ
レーション

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。

（H30.12.4）様式Ⅲ「分析方法を示
す文書（公開）」の追加
（H31.3.6）表示見本の追加

D148 H30.8.23 ルリビオ　コレナイト 株式会社聖凰 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。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。

（H30.12.21）別紙様式Ⅲ‐1、様式
Ⅵ添付の表示見本の変更。
様式Ⅲの製造者氏名又は製造所
名の追加。
様式Ⅶの製造者の氏名及び所在
地の追加。

D149 H30.8.23
おいしいコラーゲンドリンク＜ピーチ味
＞

森永製菓株式会社 2 コラーゲンペプチド

本品はコラーゲンペプチドを含みますので、肌の水分を
逃しにくくし、潤いを守るのを助ける機能があります。ま
た、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポー
トする機能があります。

D150 H30.8.27 薬日本堂　イヌリン 薬日本堂株式会社 1 イヌリン

本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは血中中
性脂肪を下げることが報告されています。また、イヌリン
は食後の血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告さ
れています。

2018.11.02　様式Ⅳ：連絡フロー
チャートの内容一部修正
2018.11.02　様式Ⅶ：名称の変更

D151 H30.8.27 ＧＡＢＡ（ギャバ） 名古屋製酪株式会社 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。ま
た、GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的スト
レスを緩和する機能があることが報告されています。

（2018.11.06）別紙様式（Ⅴ）－1、
11a(精神的ストレスを緩和する機
能）について適切な内容に変更。
表示見本の修正。

D152 H30.8.28 ラクゼット クレス薬品株式会社 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。

(H30.11.07)様式Ⅱ　二重にチェック
が入っていた箇所を修正
(H30.11.07)様式(Ⅲ) ‐1　特記すべ
き事項を追加
(H30.11.07)様式(Ⅲ) ‐3　定性試験
方法を追加
(H30.11.07)様式Ⅵ　表示見本の販
売者名及び住所を製造者の上へ
移動
(H30.11.07)様式Ⅵ　表示見本を実
物の色に調整
(H30.11.07)様式Ⅵ　表示見本に届
出番号を追加

D153 H30.8.29 グルコサミン１６００ 井藤漢方製薬株式会社 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
ン塩酸塩はひざ関節の可動域の改善、ひざ関節の違和
感を軽減することが報告されています。



表示しようとする機能性 変更履歴
届出
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D154 H30.8.29 リ・ティーン 岩谷産業株式会社 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。

2018.10.24（様式Ⅵ）
2019.1.24 （様式Ⅵ）

D155 H30.8.29 中性脂肪サポート 株式会社ファンケル 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。中
性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジン
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。

(H30.11.8)　様式Ⅲ-3（分析関連）、
様式Ⅴ-14、様式Ⅵ及び様式Ⅶを
変更

D156 H30.8.29 シュワーベギンコ　イチョウ葉エキスａ
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、
健常な高齢者の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。

D157 H30.8.30
健康きらり　ブルーベリー＆（アンド）ル
テイン

明治薬品株式会社 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にはスマー
トフォンやパソコン等の使用により低下するピント調節
力を改善することでスマートフォンやパソコン等を使用
することによる目の疲労感の緩和に役立つ機能が、ル
テインにはブルーライトなどの光の刺激から目を保護す
るとされる網膜の黄斑色素を補う機能や、コントラスト感
度（かすみやぼやけの解消により物をくっきり見る力）を
改善する機能が報告されています。

（H30.11.5） 様式Ⅴ（別紙様式Ⅴ-
16）及び様式Ⅵ（表示見本）の変更

D158 H30.8.30 ラフマさん。 株式会社三昧生活 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。

（H30.12.14）別紙様式（Ⅲ）添付資
料：分析方法等を示す文書を変更
（H30.12.14）表示見本を修正

D159 H30.8.30 ９枚　ギャバプラス　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。

（2018.11.7）様式Ⅲ、表示見本の
変更

D160 H30.8.31 杜仲源ＧＸ（ジーエックス） 小林製薬株式会社 1 杜仲葉由来ゲニポシド酸

本品には杜仲葉由来ゲニポシド酸が含まれます。杜仲
葉由来ゲニポシド酸には高めの血圧を改善し、健康な
血圧を維持する機能があることが報告されています。血
圧が高めの方にお勧めです。

（2019.3.6）表示見本、別紙様式
（Ⅲ）-1、様式（Ⅶ）

D161 H30.8.31 特濃ミルク８．２　紅茶 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軽減すること、すっきりと
した目覚めを促す機能があることが報告されています。

(H30.10.29)様式I,VI,VIIにおける記
載事項の一部訂正
(H30.12.27）届出事項及び開示情
報についての問合せ先の変更、表
示見本の追加、様式（Ⅲ）の変更



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D162 H30.8.31
塩ぬき屋　食塩不使用　中華ドレッシ
ング

株式会社ノルト 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。

(H31.1.29)様式Ⅲ・・分析手順書
（公開）資料の補足説明
(H31.1.29)別紙様式Ⅴ-4・・2ページ
目1-5行目
(H31.1.29)別紙様式Ⅴ-10・・参考
文献リスト
(H31.1.29)別紙様式Ⅴ-4、別紙様
式16a・・機能性関与成分の有効量
に関して
(H31.1.29)様式Ⅵ・・表示見本
(H31.1.29)様式Ⅶ・・名称

D163 H30.8.31 キックＵＣーⅡ（ユーシーツー）
株式会社生き生き創健
館

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。

（2018.10.26）表示見本、様式Ⅶの
変更

D164 H30.8.31
イージータブレット　ターミナリア　ダブ
ル

株式会社ECスタジオ 1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血
糖値の上昇をおだやかにする機能が報告されていま
す。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。

(H30.12.12） 表示見本を変更

D165 H30.9.1 視生活ブルーベリー 井藤漢方製薬株式会社 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、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節力を維持するこ
とで、スマートフォンやパソコン等を使用することによる
眼の疲労感を緩和する機能が報告されています。

（H30.12.20）<公開>1.様式Ⅰ 本資
料の作成日、2.様式Ⅲ ・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
の標準手順書）（公開） 、3.様式Ⅶ
販売開始予定日、<非公開>1.様式
Ⅲ ・製品規格書などの食品の規
格を示す文書（非公開）・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
準手順書）（非公開）

D166 H30.9.5
 自然に感謝ＤＨＡ（ディーエイチエー）
極

ジャパンメディック株式
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。

（2018.11.13）様式Ⅵ 表示見本の
変更
（2019.1.25）様式Ⅵ 表示見本の変
更

D167 H30.9.5 血圧ＧＡＢＡ（ギャバ）粒 株式会社全日本通教 1 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高
めの方の血圧を下げる機能があることが報告されてい
ます。

(2018.11/05)様式VI表示見本、様
式VII届出食品に関する基本情
報、様式III分析方法を示す文書の
変更

D168 H30.9.5 伊右衛門プラスａコレステロール対策
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

2
松樹皮由来プロシアニジン
（プロシアニジンB1として）

本品には松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1
として）が含まれます。松樹皮由来プロシアニジン（プロ
シアニジンB1として）には悪玉（LDL）コレステロールを
下げる機能があることが報告されています。そのため、
悪玉（LDL）コレステロールが気になる方に適した飲料で
す。

（2018/11/2）別紙様式Ⅲ-3、様式
Ⅶの変更
(2018/12/27)別紙様式ⅥおよびⅦ
の変更



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D169 H30.9.5 伊右衛門プラスコレステロール対策
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

2
松樹皮由来プロシアニジン
（プロシアニジンB1として）

本品には松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1
として）が含まれます。松樹皮由来プロシアニジン（プロ
シアニジンB1として）には悪玉（LDL）コレステロールを
下げる機能があることが報告されています。そのため、
悪玉（LDL）コレステロールが気になる方に適した飲料で
す。

（2018/11/2）別紙様式Ⅲ-3、様式
Ⅶの変更
(2018/12/27) 別紙様式Ⅵおよび
Ⅶの変更

D170 H30.9.5
伊右衛門プラス３５０コレステロール対
策

サントリー食品インター
ナショナル株式会社

2
松樹皮由来プロシアニジン
（プロシアニジンB1として）

本品には松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1
として）が含まれます。松樹皮由来プロシアニジン（プロ
シアニジンB1として）には悪玉（LDL）コレステロールを
下げる機能があることが報告されています。そのため、
悪玉（LDL）コレステロールが気になる方に適した飲料で
す。

（2018/11/2）別紙様式Ⅲ-3、様式
Ⅶの変更

D171 H30.9.6 リファイン　動き軽やかサポート 花王株式会社 1 乳由来スフィンゴミエリン

本品は、乳由来スフィンゴミエリンを含みます。健常な方
がウォーキングなどの運動と併用すると、足の筋肉への
神経伝達を助けるので、加齢によって衰える足の動き
(踏み出す、止まるなど)をサポートして、歩行能力の維
持に役立ちます。

（2018/12/10）届出食品基本情
報、様式Ⅰ、様式Ⅱ、別紙様式
（Ⅱ）－1、様式Ⅲ添付資料、別紙
様式（Ⅴ）－3、様式Ⅵ、様式Ⅵ添
付資料の変更

D172 H30.9.6 黒酢飲料＜希釈用＞りんご味 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。

2018.11.2（様式Ⅵ）
2019.1.15（様式Ⅵ）

D173 H30.9.6
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ビフィズス
菌Ｓ

三生医薬株式会社 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。

D174 H30.9.7
ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イー
ピーエー）

マルハニチロ株式会社 1 DHA・EPA

本品にはDHAとEPAが含まれます。DHAには中高年の
認知機能の一部である、数に関する情報の記憶をサ
ポートする機能があることが報告されています。DHA・
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。

（H30.12.3）基本情報の変更、様式
Ⅵの修正、様式Ⅶの変更

D175 H30.9.7 だし香るごまあえの素４９ｇ 株式会社真誠 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。

D176 H30.9.7 ハナエール乳酸菌
アサヒカルピスウェルネ
ス株式会社

1
「L-92乳酸菌」（L. acidophilus
L-92）

本品には「L-92乳酸菌」（L. acidophilus L-92）が含まれ
ます。「L-92乳酸菌」は、ホコリやハウスダストなどによ
る鼻の不快感を軽減することが報告されています。

（2018.11.9）別紙様式Ⅰ、Ⅶの変
更
（2019.4.17）別紙様式Ⅲ添付資料
（分析方法）の変更

D177 H30.9.7 ネルノダ　粒タイプ
ハウスウェルネスフーズ
株式会社

1 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには睡眠の質
（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。

D178 H30.9.8
ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イー
ピーエー）プラス

株式会社はぴねすくら
ぶ

1 ＤＨＡ・ＥＰＡ

本品にはＤＨＡが含まれます。ＤＨＡには、加齢とともに
低下する認知機能の一部である、日常生活における数
に関する情報の記憶と、数やことばに関する情報を判
断し読解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。本品にはＤＨＡ・ＥＰＡが含まれます。ＤＨ
Ａ・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。

（2018.11.5）　様式（Ⅲ）の変更
（2018.12.1）　様式（Ⅲ）及び様式
(Ⅶ）の変更
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D179 H30.9.10 アスタブライトＥＸ（イーエックス） ナチュラス株式会社 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、一時的な眼の疲労感を軽減することが報告さ
れています。本品は、健常人で眼の疲労感が気になる
方に適した食品です。

(H30.11.5)　様式Ⅰ、Ⅲ-3、Ⅴ-4、
Ⅴ-5を変更
(H31.1.23)　様式Ⅵ「表示見本」、Ⅶ
-1を変更

D180 H30.9.10 まぐろのチカラ粒 株式会社健康増進 1
DHA（ドコサヘキサエン酸）・
EPA（エイコサペンタエン酸）

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには血中
の中性脂肪の値を低下させる機能があることが報告さ
れています。

（H30.12.11)様式Ｖ、Ⅵの変更

D181 H30.9.10 酔わないウメッシュ チョーヤ梅酒株式会社 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軽減することが報告され
ています。

(H30.11.7)様式Ⅴと表示見本の修
正

D182 H30.9.11 サラシアスマートゼリー 赤穂化成株式会社 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には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。

（H30.11.29）
様式Ⅰ、Ⅶ：当該製品が想定する
主な対象者の表現変更
様式Ⅰ：上記変更に伴う資料作成
日の変更
別紙様式Ⅴ-16：一日摂取目安量
0.6mgとする旨の説明を追記
様式Ⅵ：摂取の方法をわかりやす
い表現に変更、表示見本に届出番
号記載

D183 H30.9.11 香る薔薇のど飴 味覚糖株式会社 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、BMI値が高めな方
の体脂肪及び体重の減少を促す機能があることが報告
されています。

D184 H30.9.11 ちょう！スッキリサラシアゼリー 赤穂化成株式会社 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には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。

（H30.11.29）
様式Ⅰ、Ⅶ：当該製品が想定する
主な対象者の表現変更
様式Ⅰ：上記変更に伴う資料作成
日の変更
様式Ⅵ：摂取の方法をわかりやす
い表現に変更、表示見本に届出番
号記載

D185 H30.9.12 ルナラボ　エニローズ 日本ルナ株式会社 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てい
ます。ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの
方のおなかについた体脂肪を減らす機能があることが
報告されています。

(H31.01.11)様式Ⅱ　既存情報を用
いた評価②2次情報の修正

D186 H30.9.12
えがお　ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチ
エー　アンド　イーピーエー）

株式会社えがお 1 DHA、EPA

本品にはDHA・EPA が含まれます。DHA は、年齢ととも
に低下する認知機能の一部である判断力（情報を適切
に判断する力）や記憶力（数字を覚える力）を維持する
機能があることが報告されています。DHA・EPA 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。

（H31.4.25）様式2、様式（Ⅱ）－１、
様式（Ⅴ）－１、様式（Ⅴ）－１１（新
フォーマットに変更）、様式VI（表示
見本）

D187 H30.9.12 えがお　歩行力サポート 株式会社えがお 1
ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

本品にはブラックジンジャー由来ポリ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ポリメトキシフラボ
ンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することによ
り、中高年の方の歩く力を維持することが報告されてい
ます。
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D188 H30.9.12 ウエスト気になる
株式会社ディーエイチ
シー

1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれま
す。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の
体脂肪、中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサ
ポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告され
ています。

D189 H30.9.13 健脳ヘルプ 小林製薬株式会社 1 クルクミン

本品にはクルクミンが含まれます。クルクミンは、年齢と
ともに低下する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）や注意力
（注意を持続させて、一つの行動を続ける力）を維持す
る機能があることが報告されています。

（2018.11.19）別紙様式Ⅱ、様式
Ⅱ、別紙様式Ⅲ－3、別紙様式Ⅴ
－5の変更
（2019.1.25）表示見本、様式Ⅲ、様
式Ⅶの変更

D190 H30.9.13 ＧＡＢＡ（ギャバ）でリラックス　りんご酢 ヤマモリ株式会社 2 ＧＡＢＡ（ギャバ）

本品にはＧＡＢＡ（ギャバ）が含まれています。ＧＡＢＡ
（ギャバ）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。

（2018.11.28）①様式Ⅲ　添付ファイ
ル　別紙様式（Ⅲ）分析方法　補足
資料　修正②様式Ⅵ　添付ファイ
ル　表示見本　修正③様式Ⅶ　修
正

D191 H30.9.13 ロコモア
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、アンセリン

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、アンセリンが含まれます。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、アン
セリンの4成分の組み合わせは、ひざ関節と脚の筋肉に
働きかけ、加齢により衰えるひざ関節機能を維持するこ
と、歩行機能の一部である日常生活における歩く速さを
維持することが報告されています。

届出日から60日経過した場合）販
売状況
販売休止中

D192 H30.9.13 えがお　健康黒酢 株式会社えがお 2 酢酸
本品には、酢酸が含まれます。酢酸には、肥満気味で
内臓脂肪が気になる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。

（H30.11.13）様式Ⅱ-1（フォーマット
の変更）、様式Ⅲ-3の変更（定性
試験の記載）

D193 H30.9.13
ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）のＰＳ（ピーエ
ス）

ビーエイチエヌ株式会社 1
大豆由来ホスファチジルセリ
ン

本品には大豆由来ホスファチジルセリンが含まれます。
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健
康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を
思い出す力）の維持をサポートすることが報告されてい
ます。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況
 販売休止中

D194 H30.9.14 ピント一番　ゴールド ティーライフ株式会社 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目のピント調節
機能をサポートし、目の疲労感を軽減する機能が報告さ
れています。

（Ｈ30.12.3）様式Ⅲ-3を修正、様式
Ⅲ・分析資料を追加、様式Ⅴ-7・
11aを修正、様式Ⅵ・表示見本を修
正、基本情報および様式Ⅶの届出
事項の問合わせ担当窓口変更

D195 H30.9.14 オリーブのちから 東洋カプセル株式会社 1
オリーブ由来ヒドロキシチロ
ソール

本品にはオリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれて
います。オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作
用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステ
ロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになること
を抑制させることが報告されています。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況
 販売休止中

D196 H30.9.14
Ｄｏｌｅ　Ｈａｎｄｙ　Ｃｈａｒｇｅ　Ｂｅｒｒｙ　Ｍｉｘ
（ドール　ハンディチャージ　ベリーミッ
クス）　１８０ｇ

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。

（H30．11．14）様式Ⅲの「分析方法
を示す文書」の補足説明追加。
（H30．12．20）様式Ⅰの「摂取する
上での注意事項」の追加、様式Ⅵ
の「摂取する上での注意事項」の
追加、表示見本の追加。



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D197 H30.9.14
Ｄｏｌｅ　Ｈａｎｄｙ　Ｃｈａｒｇｅ　Ｌｅｍｏｎ　Ｍｉ
ｘ　（ドール　ハンディチャージ　レモン
ミックス）　１８０ｇ

雪印メグミルク株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、デスクワー
ク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。

（H30．11．14）様式Ⅲの「分析方法
を示す文書」の補足説明追加。

D198 H30.9.14 ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）の黒酢 ビーエイチエヌ株式会社 2 酢酸

本品には酢酸が含まれます。酢酸は、肥満気味の健康
な方のおなかの脂肪（内臓脂肪）を減少させる機能、お
なか周りのサイズを減らす機能があることが報告されて
います。おなかの脂肪、おなか周りのサイズが気になる
方に適した食品です。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況
 販売休止中

D199 H30.9.14 イソフラボーノ 株式会社三昧生活 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中高年
女性に適した食品です。

D200 H30.9.14
タテ型　だしの旨みで減塩　鶏かき玉う
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。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況
 販売休止中

D201 H30.9.14
タテ型　だしの旨みで減塩　鶏南蛮そ
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。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況
 販売休止中

D202 H30.9.15
はぴねすくらぶ　ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）・ＥＰＡ（イーピーエー）プラス

株式会社はぴねすくら
ぶ

1 DHA・EPA

本品にはＤＨＡが含まれます。ＤＨＡには、加齢とともに
低下する認知機能の一部である、日常生活における数
に関する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。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。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況
 販売休止中

D203 H30.9.16 自然に感謝海からの恵み極
ジャパンメディック株式
会社

1 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHAには、中高年の
認知機能の一部である、数・ことば・図形の情報の記憶
をサポートする機能があることが報告されています。
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。

（2018.11.21）様式Ⅵ 表示見本の変更

D204 H30.9.18 おやすみナイト 株式会社全日本通販 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。

(2018.11.28)
1.様式III-（3）原材料及び最終
製品の分析に関する情報の
（1）において、試験機関の名称
を記載いたしました。
2.様式III-(3)　原材料及び最終
製品の分析に関する情報の
（5）届出後における分析の実施
に関する資料のチェック欄に
チェックを入れました。3.様式
（III）-3　分析方法を示す文書
の添付資料（公開）「資料内に
記載している検体はすべて本
届出商品「おやすみナイト」に
使用しているものと同一品にな
ります。」を追記しました。



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D205 H30.9.19
アサヒスタイルバランス完熟パインサ
ワーテイスト

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。

（2019/2/5） 様式Ⅱの変更、様
式Ⅵ 表示見本の差替え
（届出日から60日経過した場
合）販売休止中

D206 H30.9.20 幸せの健康ご飯
株式会社フラット・フィー
ルド・オペレーションズ

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、食後血糖値の上
昇を抑制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ことが報告されています。

（Ｈ31.3.6) 様式Ⅲ-3を追加、様
式Ⅵ調理、保存の方法の当該
注意事項　の修正,様式Ⅵ表示
見本の包装形態の変更。
（届出日から60日経過した場
合）販売休止中

D207 H30.9.21 ベネトロン２５プラス
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・起床時の
睡眠に対する満足感）の向上に役立つことが報告され
ています。

D208 H30.9.21
ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）あったかケア＜ミル
ク＞

江崎グリコ株式会社 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、冷えにより低下した末
梢（指先）血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温度
の低下を軽減する機能があることが報告されています。

変更不明

D209 H30.9.25 北の大地の夢しずく
株式会社北の達人コー
ポレーション

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。

(H30.12.21)基本情報の変更、
様式Ⅵ 表示見本の変更
(H31.2.15)基本情報の変更、様
式Ⅵ 表示見本の変更、様式Ⅶ
の変更
(H31.3.29)基本情報の変更、様
式Ⅱ、様式Ⅳ、様式Ⅶの変更
(H31.4.19)様式Ⅵの変更

D210 H30.9.26 ビフィ・乳のおかげ 株式会社パールエース 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。

D211 H30.9.26 藏光農園ゆらわせみかん 藏光俊輔 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。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況   販売休止中

D212 H30.9.26 森隆みかん 森幹也 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。



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D213 H30.9.27 食事と一緒に十六茶　粉末
アサヒグループ食品株
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）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、食後の中性脂肪値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。本品は、中性脂
肪値が高めの方や食後の血糖値が気になる方に適し
た食品です。

変更不明

D214 H30.9.27 瀧本農園温州みかん 瀧本　雅史 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。

D215 H30.9.28 ルテイン　アイズ
株式会社はぴねすくら
ぶ

1 ルテイン

本品にはルテインが含まれます。ルテインは、加齢によ
り減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感
度（色の濃淡を判別する視機能）を改善することが報告
されています。

変更不明

D216 H30.9.28 ピントプラスＶ
株式会社ファーマフー
ズ

1
ビルベリー由来アントシアニ
ン、GABA

 本品にはビルベリー由来アントシアニンと、GABAが含
まれています。ビルベリー由来アントシアニンには、ピン
ト調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和することが
報告されています。GABAには、仕事や勉強などによる
一過性の疲労感を緩和する事が報告されています。

（H30.12.13）様式Ⅲ、表示見本の
変更及び修正。

D217 H30.9.28
Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐａｒｔｎｅｒ　ＧＡＢＡ　ＣＡＦＥＬＡＴ
ＴＥ　（オフィスパートナー　ギャバ　カ
フェラテ）　２００ｇ

雪印メグミルク株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、デスクワー
ク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。

D218 H30.9.28
Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐａｒｔｎｅｒ　ＧＡＢＡ　ＣＯＣＯＡ
（オフィスパートナー　ギャバ　ココア）
２００ｇ

雪印メグミルク株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、デスクワー
ク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。

（H31．４．５）別紙様式２の修正、
様式Ⅰの修正、様式Ⅲの添付資
料追加、別紙様式（Ⅴ）-４の修正、
様式Ⅵの修正、表示見本の追加、
平成31年３月26日付ガイドライン
改正に伴う各様式の変更。

D219 H30.9.29 アカポリ糖ケア 株式会社ｍｉｍｏｚａｘ 1
アカシア樹皮由来プロアント
シアニジン

本品にはアカシア樹皮由来プロアントシアニジンが含ま
れるので、血糖値が高め、あるいは血糖値が高くなりや
すい方の糖の吸収を抑える機能があり、食後血糖値の
上昇を穏やかにする機能があります。血糖値が気にな
る方、血糖値が高めの方、血糖値が高くなりやすい方に
適した食品です。

（H31.3.6）機能性表示食品 届出食
品基本情報詳細、様式Ⅰ、様式Ⅱ
-1、様式Ⅲ、様式Ⅳ、様式Ⅵ（表示
見本）、様式Ⅶ

D220 H30.10.1 ピントプラスＧＯＬＤ（ゴールド）
株式会社ファーマフー
ズ

1
ビルベリー由来アントシアニ
ン、GABA

本品にはビルベリー由来アントシアニンと、GABAが含
まれています。ビルベリー由来アントシアニンには、ピン
ト調節機能をサポートする事、目の疲労感を緩和する
事、目の使用による首･肩の負担を軽減する事が報告さ
れています。GABAには、仕事や勉強などによる一過性
の疲労感を緩和する事が報告されています。

（H30.11.29）様式Ⅲ及び様式Ⅵの
変更。

D221 H30.10.2 ルテオリン　尿酸ダウン
株式会社ディーエイチ
シー

1 ルテオリン
本品にはルテオリンが含まれます。ルテオリンには尿酸
値が高め（5.5㎎/dL超～7.0㎎/dL未満）な男性の尿酸
値を下げる機能があります。

変更不明

D222 H30.10.3
Ｌａｄｙ　Ｂｏｒｄｅｎ　Ｌｉｆｅ（レディーボーデ
ン　ライフ）＜バニラ＞

株式会社ロッテ 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、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑えること
が報告されています。

（2018/12/26）様式Ⅵ、様式Ⅶの
変更
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D223 H30.10.5 蒼楽
しまね有機ファーム株式
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)は食後の血糖値
の上昇をおだやかにする機能が報告されています。ま
た、食後の中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報
告されています。

2019.2.1　様式Ⅵ表示見本　個包
装の変更
2019.2.1　様式Ⅴの「(特定保健用
食品の試験方法として・・・」に関す
るチェックマークの削除

D224 H30.10.8 小粒大豆もやし 富士食品工業株式会社 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、骨成分の維持に役立つ機能があることが報
告されており、健康な骨を維持したい方に適した食品で
す。

(2018.12.28)表示見本を変更、追
加

D225 H30.10.9 ルテインゴールド エコアライブ株式会社 1 ルテイン

本品にはルテインが含まれます。ルテインは、加齢によ
り減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感
度（色の濃淡を判別する視機能）を改善することが報告
されています。

（2018/12/26）様式Ⅵ、様式Ⅶの
変更

D226 H30.10.10 善玉菌のチカラＥＸ（イーエックス） フジッコ株式会社 1
クレモリス菌FC株（L.lactis
subsp. cremoris FC） ビフィズ
ス菌BB536

本品には独自の生きた乳酸菌クレモリス菌FC 株
（L.lactis subsp. Cremoris FC）と、生きたビフィズス菌
BB536 が含まれます。クレモリス菌FC 株（L.lactis
subsp. Cremoris FC）はお通じを改善する機能が、ビフィ
ズス菌BB536 は腸内環境を良好にし、腸の調子を整え
る機能があることが報告されています。

D227 H30.10.11
ＮＥＯ（ネオ）スパイス　ブラックジン
ジャー

ヱスビー食品株式会社 1
ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

本品にはブラックジンジャー由来ポリ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ポリメトキシフラボ
ンには、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を
消費しやすくする機能があることが報告されています。

2019/1/16 様式Ⅲ、様式Ⅳの届出
書類を一部修正。

D228 H30.10.12 フラットケア 森永乳業株式会社 1
トリペプチドMKP（メチオニン-
リジン-プロリン）

本品にはトリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）
が含まれます。トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プ
ロリン）には、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能が
報告されています。

(2018.12.06)様式Ⅰ、様式Ⅶの修
正

D229 H30.10.12
のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）　甘くない
レモン＆ライム

サントリースピリッツ株
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、食後の血
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。

（2018/12/21）届出食品基本情
報、別紙様式（Ⅵ）表示見本、別紙
様式（Ⅴ）－７、様式Ⅶの変更

D230 H30.10.12
のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）　甘くない
オレンジ＆ライム

サントリースピリッツ株
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、食後の血
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。

（2018/12/21）届出食品基本情
報、別紙様式（Ⅵ）表示見本、様式
（Ⅶ）の変更

D231 H30.10.12 Ｂｒｉｏ　Ｍｅｍｏｒｙ（ブリオ　メモリ） オーム乳業株式会社 2 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作業記
憶をサポートすることが報告されています。
※作業記憶とは、日常生活における数字やことば・物の
かたち・位置などに関する情報を一時的に覚えて、正し
く思い出すことをいいます。

（Ｈ３１．１．２５）様式Ⅰ、様式Ⅲ
（添付資料）、様式Ⅳ（連絡フロー
チャート）、様式Ⅶの変更。

D232 H30.10.15 ブラックジンジャーＥＸ（イーエックス） 丸善製薬株式会社 1
ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

本品にはブラックジンジャー由来ポリ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ポリメトキシフラボ
ンは日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消
費しやすくする機能があることが報告されています。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況 　 販売休止中



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D233 H30.10.15
ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）のボタンボウフ
ウ

ビーエイチエヌ株式会社 1
ボタンボウフウ由来クロロゲ
ン酸

本品にはボタンボウフウ由来クロロゲン酸が含まれま
す。ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる
血糖値を抑える機能が報告されています。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況 　 販売休止中

D234 H30.10.16 健康きらり　イチョウ葉 明治薬品株式会社 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。これらの成分には
中高年者において、認知機能の一部である記憶力（少
し前に覚えたことを思い出す力）を維持する機能がある
ことが報告されています。

（H30.12.21）様式Ⅲ（分析方法を示
す文書の添付（公開）、分析試験
の成績書（非公開））の変更

D235 H30.10.16 記憶の小箱 日本新薬株式会社 1 バコパサポニン

本品にはバコパサポニンが含まれます。バコパサポニ
ンには、認知機能の一部である記憶力（加齢により低下
する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。

(2018.12.14) ナトリウム含量の記
載追記 (様式Ⅶ)

D236 H30.10.16 血糖サポート 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。

D237 H30.10.17 生はと麦茶
株式会社フードアルティ
メイトネットワーク

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、食後に上が
る血糖値や血中中性脂肪を抑える機能があることが報
告されています。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。

(H31.1.30)様式Ⅰ本資料の作成
日、様式Ⅲ分析に関する情報、様
式Ⅵ表示見本、様式Ⅶ販売開始
日を変更

D238 H30.10.17 ハーブドリンク 小川香料株式会社 2
ウィンターセイボリー由来カ
ルバクロール、ウィンターセイ
ボリー由来チモール

本品には、ウィンターセイボリー由来カルバクロール、
ウィンターセイボリー由来チモールが含まれています。
ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセ
イボリー由来チモールは、肌寒く手足の体表温が徐々
に低下していく環境下において、体（末梢）をあたたかく
保つ機能があることが報告されています。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況 　 販売休止中

D239 H30.10.17 濃厚ビルベリー
グリーンハウス株式会
社

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をサ
ポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的
な首・肩の負担を軽減することが報告されています。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況 　 販売休止中

D240 H30.10.18 眠りの品質　テアニンナイト
シックスセンスラボ株式
会社

1
L-テアニン、米由来グルコシ
ルセラミド

本品には、L-テアニン・米由来グルコシルセラミドが含
まれます。L-テアニンには、睡眠の質を高める（起床時
の疲労感を軽減する）ことに役立つ機能が報告されてい
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。睡眠の質（朝目覚めた時
の疲労感）が気になる方、肌が乾燥しがちな方に適した
食品です。

（2019.3.20）様式Ⅱ・様式Ⅱその他
添付ファイル・様式Ⅲ-1・製品品質
規格・様式Ⅵの変更、表示見本の
追加、様式Ⅶの変更

D241 H30.10.18
八ヶ岳高原プレーンヨーグルト生乳１０
０

八ヶ岳乳業株式会社 2
ビフィズス菌
（Bifidobacterium lactis, BB-
12）

本品にはビフィズス菌（Bifidobacterium lactis, BB-12）
が含まれます。ビフィズス菌（Bifidobacterium lactis,
BB-12）は、生きて腸まで届くことで、腸内環境を改善し
（善玉菌を増やし悪玉菌を減らす）、便通を改善する機
能があることが報告されています。

2018年12月14日：様式Ⅱを修正



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D242 H30.10.18
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　カラダ対策
ファイバー・イン・カレーＷ

株式会社ディーエイチ
シー

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機能や、糖の吸収
を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が
報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血
糖値が気になる方に適した食品です。

（H31.3.20）生産・製造及び品質管
理に関する情報の追加

D243 H30.10.18 アイノウ　ＥＸ　（イーエックス） 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及びイチョウ葉
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。ビルベリー由来アントシアニンは、目
のピント調節機能を助け、目の疲労感を緩和する機能
が報告されています。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、加齢によって低
下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である、記
憶力を維持することが報告されています。
※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を覚え、思い出
す力です。

(H31.1.30)　様式Ⅴ-11a、表示見本
を変更
(H31.3.20) 　表示見本を変更

D244 H30.10.19
スラサラＤＨＡ　ＥＰＡ（ディーエイチエー
イーピーエー）

ワダカルシウム製薬株
式会社

1 DHA、EPA

本品には DHA・EPAが含まれます。DHAには、中高年
の認知機能の一部である、日常生活における数に関す
る情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み
書き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。

(2019.1.17)様式(Ⅲ)、別紙様式
(Ⅲ)-1、別紙様式(Ⅴ)-16、表示見
本、様式(Ⅶ)
（届出日から60日経過した場合）販
売状況  販売休止中

D245 H30.10.19 カゴメラブカロン カゴメ株式会社 1
ラブレ菌（Lactobacillus brevis
KB290） β-カロテン

本品には、ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)とβ-カ
ロテンが含まれるので、お腹のつらさを和らげ、お腹の
調子を整える機能があります。お腹の調子に悩む方に
お勧めです。

（H31.1.10）様式Ⅰ　対象者表現の
修正
（H31.1.10）様式Ⅲ　分析法マスキ
ング箇所の修正
（H31.1.10）様式Ⅵ　表示見本の変
更
（H31.1.10）様式Ⅶ　対象者表現の
修正
（届出日から60日経過した場合）販
売状況  販売休止中

D246 H30.10.19
フィッシュオイル（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
性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況  販売休止中

D247 H30.10.19
毎日これ１本ＥＰＡ（イーピーエー）＋Ｄ
ＨＡ（ディーエイチエー）ソーセージ５０
Ｋ（ケー）

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
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、判断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。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況  販売休止中

D248 H30.10.19 協和発酵バイオ　ルテイン
協和発酵バイオ株式会
社

1 ルテイン
本品にはルテインが含まれます。ルテインは、コントラス
ト感度（ぼやけの解消によりはっきり見る力）を改善する
機能が報告されています。

D249 H30.10.19 ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）のヒアルロン酸 ビーエイチエヌ株式会社 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、肌の水分を保持し、乾燥を緩和する機能が報告
されており、肌の乾燥が気になる方に適しています。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況  販売休止中



表示しようとする機能性 変更履歴
届出
番号

届出日 商品名 届出者

食品の区分
1 サプリ
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3 生鮮

機能性関与成分名

D250 H30.10.22 トリプルヨーグルト　ドリンクタイプ  森永乳業株式会社 2
トリペプチドMKP（メチオニン-
リジン-プロリン）、難消化性
デキストリン（食物繊維）

本品にはトリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）
と難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。トリ
ペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には、高めの
血圧（収縮期血圧）を下げる機能、難消化性デキストリ
ン（食物繊維）には、食後の血糖値や血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする機能が報告されています。

(2018.12.21)様式Ⅱ、様式Ⅵ（表示
見本）
(2019.02.04)様式Ⅵ（表示見本の
追加）
(2019.02.27)様式Ⅵ（表示見本の
追加）
(2019.04.17)別紙様式(Ⅱ)-1,別紙
様式(Ⅴ)-1,別紙様式(Ⅴ)-11a（新
様式への変更）、様式Ⅵ（表示見
本の追加）、基本情報（販売状況
の更新）

D251 H30.10.22
ＬＥＶＩＧＡ（レヴィーガ）　米由来グルコ
シルセラミド

株式会社LEVIGA 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、肌の水分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。

（2018.12.27）様式（Ⅱ）、様式（Ⅶ）
の変更

D252 H30.10.22 シリョクル
株式会社サプリプラス
ファミリー

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
斑色素を補う働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を
判別する力）を改善させる機能が報告されています。

（届出日から60日経過した場合）販
売状況  販売休止中

D253 H30.10.23 きなり　極
さくらフォレスト株式会
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。

（H31.1.17）別紙様式Ⅲ-3を修正
（H31.1.17）様式Ⅵの表示見本修
正

D254 H30.10.23 ＧＡＢＡ（ギャバ） 三和酒類株式会社 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAの継続的な摂取
により、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下
を軽減することが報告されています。

（H31.2.21）様式Ⅲの添付書類（分
析手順書）を修正
（H31.2.21）様式Ⅵの表示見本を修
正

D255 H30.10.23
イヌリン　～ふたつのおいしいレシピ～
中性脂肪　食後血糖値

株式会社日本予防医学
研究所

2 イヌリン

本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは血中中
性脂肪を下げることが報告されています。また、イヌリン
は食後の血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告さ
れています。

（2019.02.08）様式Ⅲ（添付資料）、
様式Ⅳ、組織図、連絡フロー
チャート、表示見本、様式Ⅶの変
更

D256 H30.10.23
食後の血糖値の上昇が気になる方の
パパッとライス

はごろもフーズ株式会
社

2
イソマルトデキストリン（食物
繊維）

本品にはイソマルトデキストリン（食物繊維）が含まれま
す。イソマルトデキストリンは,
食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があること
が報告されており、食後の血糖値の上昇が気になる方
に適しています。

変更不明

D257 H30.10.23
ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエー　アンド
イーピーエー

UMIウェルネス株式会社 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、記
憶力、判断力を維持することが報告されています。（記
憶力：数に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：
数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。）
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。

(H31.1.18)表示見本を変更
(H31.2.7)表示見本を変更

D258 H30.10.23 めにサプリ　ビルベリー 株式会社メニコン 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をサ
ポートし、目の疲労感を緩和することが報告されていま
す。

（2019/2/25）様式Ⅰ、表示見本の
変更



表示しようとする機能性 変更履歴
届出
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届出日 商品名 届出者
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D259 H30.10.23  トリプルヨーグルト  森永乳業株式会社 2
トリペプチドMKP（メチオニン-
リジン-プロリン）、難消化性
デキストリン（食物繊維）

本品にはトリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）
と難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。トリ
ペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には、高めの
血圧（収縮期血圧）を下げる機能、難消化性デキストリ
ン（食物繊維）には、食後の血糖値や血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする機能が報告されています。

(2018.12.21)様式Ⅱ、様式Ⅵ（表示
見本）

D260 H30.10.24 ヨーグルト黒酢　ストレート 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 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。

（H31.1.15）様式I、様式IV 組織図
及び連絡フローチャート、様式V、
別紙様式（Ⅴ）-4、別紙様式（Ⅴ）-
11a、別紙様式（Ⅴ）補足資料１、別
紙様式（Ⅴ）-13a、別紙様式（Ⅴ）-
14、様式Ⅵ 表示見本の変更
（H31.2.14）様式I、様式III 製品規格
書などの食品の規格を示す文書
（非公開）、別紙様式（Ⅴ）-6、別紙
様式（Ⅴ）-11aの変更

D261 H30.10.24 ヨーグルト黒酢 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 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。

（H31.1.15）様式I、様式IV 組織図
及び連絡フローチャート、様式V、
別紙様式（Ⅴ）-4、別紙様式（Ⅴ）-
11a、別紙様式（Ⅴ）補足資料１、別
紙様式（Ⅴ）-13a、別紙様式（Ⅴ）-
14、様式Ⅵ 表示見本の変更

D262 H30.10.24 すごいネギトロ 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
性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。
また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。

（H30.12.17）様式Ⅰ、様式Ⅲ、およ
び様式Ⅵの変更

D263 H30.10.24 Ｅｌｌａｇｉｃ　Ａｃｉｄ（エラジックアシッド） 東京化粧品株式会社 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれま
す。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の
方の体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高め
のＢＭＩ値の改善に役立つことが報告されています。

D264 H30.10.25 ヘルス　スイッチ　手足ぽかぽか 株式会社協和 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ていま
す。モノグルコシルヘスペリジンには、寒い季節や強い
冷房により減少した末梢(手・足の指先)の血流を正常に
整え、皮膚表面温度の低下を軽減する機能が有る事が
報告されています。

D265 H30.10.25 グルコサミン 甲陽ケミカル株式会社 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、関節軟骨の正常な代謝を促すのに役立つこ
とが報告されています。関節負荷の少ない方に適してい
ます。

(2018.12.20)　様式Ⅵ　表示見本の
修正。

D266 H30.10.26 血圧ゼリー 株式会社ベストフード 2 バリルチロシン（イワシ由来）
本品にはバリルチロシン（イワシ由来）が含まれます。バ
リルチロシン（イワシ由来）は、高めの血圧を低下させる
機能を持つことが報告されています。



表示しようとする機能性 変更履歴
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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D267 H30.10.26
アイソカルサポートファイバー７．２ｇ×
３０

ネスレ日本株式会社 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）は腸に届いて有用菌（善
玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を増や
し便通を改善することが報告されています。
グアーガム分解物（食物繊維）は、食後の血糖値の上
昇を抑えることが報告されています。
便秘気味、または食後の血糖値が気になる健常者に適
した食品です。

（2019.01.17）様式Ⅲ　添付資料追
加、様式Ⅵ　表示見本修正、様式
Ⅶ　文章修正

D268 H30.10.26 アイソカルサポートファイバー８００ｇ ネスレ日本株式会社 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）は腸に届いて有用菌（善
玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を増や
し便通を改善することが報告されています。
グアーガム分解物（食物繊維）は、食後の血糖値の上
昇を抑えることが報告されています。
便秘気味、または食後の血糖値が気になる健常者に適
した食品です。

（2018.12.26）様式Ⅲ　添付資料追
加、様式Ⅵ　表示見本修正、様式
Ⅶ　文章修正

D269 H30.10.26
ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）のＥＰＡ（イー
ピーエー）＆（アンド）ＤＨＡ（ディーエイ
チエー）

ビーエイチエヌ株式会社 1 ＥＰＡ・ＤＨＡ

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには、健
康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉や
見たものを思い出す力）を維持する機能が報告されて
います。また、DHA・EPAには健康な成人の血中の中性
脂肪値を低下させる機能が報告されています。

D270 H30.10.26 ソフトケールＧＡＢＡ（ギャバ） 株式会社増田採種場 3 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。

（H31.1.11）別紙様式（Ⅰ）の変更
（H31.1.11）別紙様式（Ⅴ）-15の変
更
（H31.1.11）別紙様式（Ⅵ）別添資
料「表示見本」の変更

D271 H30.10.26 ロジックエース クレス薬品株式会社 1
大豆由来ホスファチジルセリ
ン

本品には大豆由来ホスファチジルセリンが含まれます。
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健
康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を
思い出す力）の維持をサポートすることが報告されてい
ます。

(2018/12/27)
〇安全性情報の修正（様式（Ⅱ））
〇栄養素の過剰な摂取につながら
ないとする理由の修正（様式（Ⅶ））

D272 H30.10.29 メタバリアＥＸａ（イーエックスエー 富士フイルム株式会社 1

サラシノール、難消化性デキ
ストリン（食物繊維）、エピガ
ロカテキンガレート、モノグル
コシルルチン

本品には、サラシノール、難消化性デキストリン（食物繊
維）、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン
が含まれます。BMIが高めの方に適した食品です。
■本品は、継続摂取によりBMIが高めの方のおなかの
脂肪（体脂肪・内臓脂肪）・体重を減らすことで高めの
BMIを改善する機能があります。
■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、また継続摂取により腸内環境を整える（おなか
の中のビフィズス菌を増やす）機能性が報告されていま
す。

D273 H30.10.29 イージータブレット　葛の花 株式会社ECスタジオ 1
葛の花由来イソフラボン（テク
トリゲニン類として）、米由来
グルコシルセラミド

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）、米由来グルコシルセラミドが含まれます。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）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。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。肥満気味な方、
BMIが高めの方、肥満気味でお腹の脂肪が気になる方
や肌が乾燥しがちな方に適した食品です。

(2019.1.10)様式（Ⅱ）、様式（Ⅲ）－
１、様式（Ⅶ）を変更
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D274 H30.10.30 ＦＢ３　エフビースリー
BIO　ACTIVES　JAPAN
株式会社

2 フォルスコリン
本品にはフォルスコリンが含まれます。フォルスコリンに
は体脂肪率を減少させるのを助ける機能があることが
報告されています。

D275 H30.10.30 コレスケア　キトサン青汁 大正製薬株式会社 2 キトサン

本品にはキトサンが含まれます。キトサンには、コレス
テロールの吸収を抑え、LDL(悪玉)コレステロールを低
下させる機能があることが報告されています。LDLコレ
ステロールが高めの方に適した食品です。

（2019/01/17）　様式（Ⅲ）－１、及
び　様式（Ⅵ）表示見本、の変更

D276 H30.10.30
ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）アイサポート＜ミルク
＞

ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）アイサ
ポート＜ミルク＞

2 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
チンは目のピント調節機能を助けることで、パソコン作
業などによる目の疲労感を軽減することが報告されて
います。

D277 H30.10.30
ダイドーブレンド　スマートラテ　世界
一のバリスタ監修

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、
食事や軽食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。

D278 H30.10.30 「カラダカルピス」５００ アサヒ飲料株式会社 2
乳酸菌CP1563株由来の10－
ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）

本品には独自の乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキ
シオクタデカン酸（10－HOA）が含まれ、体脂肪を減らす
機能があるので、肥満気味の方に適しています。

D279 H30.10.31 Ｙａｋｕｌｔ（ヤクルト）１０００ 株式会社ヤクルト本社 2
乳酸菌 シロタ株（L．カゼイ
YIT 9029）

本品には乳酸菌 シロタ株（Ｌ．カゼイ YIT 9029）が含ま
れるので、一時的な精神的ストレスがかかる状況での
ストレスをやわらげ、また、睡眠の質（眠りの深さ、すっ
きりとした目覚め）を高める機能があります。さらに、乳
酸菌 シロタ株（Ｌ．カゼイ YIT 9029）には、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。

D280 H30.10.31 ＧＡＢＡ（ギャバ）３０ 株式会社てまひま堂 1 GABA
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機能があるこ
とが報告されています。

D281 H30.10.31 １２０ｇしょうがココア 株式会社ブルボン 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、冬期や夏の冷房などで気
温が低い時に健やかな血流（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。

(2018.12.25)
別紙様式（Ⅳ）連絡フローチャート
報告対応の明記
別紙様式（Ⅶ）届出食品に関する
基本情報について、健康増進法施
行規則第11条第２項で定める栄養
素に基づき修正

D282 H30.10.31
毎日これ１本ＥＰＡ（イーピーエー）＋Ｄ
ＨＡ（ディーエイチエー）チーズ味３５Ｒ

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
性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。

D283 H30.11.1 米粉のココナッツクッキー 株式会社サンラヴィアン 2 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPA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。

D284 H30.11.1 米粉の和三盆クッキー 株式会社サンラヴィアン 2 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPA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。
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D285 H30.11.1 米粉のむらさき芋クッキー 株式会社サンラヴィアン 2 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPA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。

D286 H30.11.1 コカ・コーラ　ダブル２７０ｍｌ
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。また、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。本製品は、食後の
血中中性脂肪が気になる方、または食後の血糖値が気
になり始めた方に適した飲料です。

D287 H30.11.1 スマートプロ
ダイドードリンコ株式会
社

1
ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

本品にはブラックジンジャー由来ポリ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ポリメトキシフラボ
ンには日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を
消費しやすくする機能があることが報告されています。

(2019.1.9）様式Ⅰ（届出資料作成
日）、様式Ⅱ-1、様式Ⅵ（表示見
本）の変更のため

D288 H30.11.1
日ノ茜ＰＬＵＳ（ひのあかねプラス）無農
薬栽培２０Ｐ

日本製紙株式会社 2
エピガロカテキンガレート
（EGCG)

本品にはエピガロカテキンガレート（EGCG)が含まれて
います。EGCGは、食後血糖値の上昇を緩やかにするこ
とが報告されています。

D289 H30.11.1 りんご味　黒酢希釈用飲料 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。

D290 H30.11.2
ハーベストオレンジプラス・オレンジ
ショコラ

株式会社東ハト 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、同時に摂取
した糖の吸収を抑え、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

D291 H30.11.2 コカ・コーラ　ダブル
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。また、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。本製品は、食後の
血中中性脂肪が気になる方、または食後の血糖値が気
になり始めた方に適した飲料です。

D292 H30.11.2 大人のカロリミット　すっきり無糖紅茶
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。

（H31.1.25)　様式Ⅰ(本資料の作成
日)、様式Ⅵ（表示見本）の変更

D293 H30.11.2 アクエリアス　スパークリングプラス
日本コカ・コーラ株式会
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。

D294 H30.11.2
大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶
２８０

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。

（H31.1.25）様式Ⅰ(本資料の作成
日）・様式Ⅵ（表示見本）の変更
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D295 H30.11.5 ヘルス　スイッチ　睡眠 株式会社協和 1 L-テアニン

本品はL-テアニンを含みます。L-テアニンは起床時の
疲労感や眠気の軽減をサポートすることが報告されて
います。また、L-テアニンは一過性の作業などによるス
トレス（精神的負担）を和らげる機能が報告されていま
す。

D296 H30.11.6 ９枚　ファイバーイン　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
同時に摂取した糖の吸収を抑え、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。本品は
血糖値が高めの方に適した食品です。

D297 H30.11.6 アスタキサンチン 株式会社元気生活 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
チンはパソコンやスマートフォンの使用による一時的な
眼の疲労感やぼやけを軽減し、眼の使用による腰や肩
の負担を和らげることが報告されています。眼の疲労感
やぼやけ、腰や肩の負担が気になる方に適した食品で
す。

D298 H30.11.7 ペプチドメンテ・チュアブル 不二製油株式会社 2 大豆由来セリルチロシン

本品には大豆由来セリルチロシンが含まれます。大豆
由来セリルチロシンには、健康な中高年の方の認知機
能の一部である注意力（物事に一時的に集中する力）を
維持する機能があることが報告されています。

D299 H30.11.7 モノワスレンゾ
株式会社ピーソリュー
ション

1 鶏由来プラズマローゲン

本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由
来プラズマローゲンに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、言葉、位置情報、
状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。

(2019.01.18)様式Ⅲに添付している
「分析方法を示す文書の添付（公
開）」および「分析方法を示す文書
の添付（非公開）」の中の資料、
「関与成分　「鶏由来プラズマロー
ゲン」における「鶏由来」の定性確
認」を「関与成分　「鶏由来プラズ
マローゲン」の基原の確認方法」
に差し替えた。それに伴い、別紙
様式（Ⅲ）-3の（６）その他特記す
べき事項を修正した。

D300 H30.11.7 ブルーベリーα（アルファ） 名古屋製酪株式会社 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ていま
す。ビルベリー由来アントシアニンにはパソコンやス
マートフォンなどの使用により低下する眼のピント調節
機能をサポートし、眼の疲労感を軽減することが報告さ
れています。

D301 H30.11.8 めざめ爽快Ｌ－テアニン
ワダカルシウム製薬株
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、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。

D302 H30.11.9 クエン酸ＰＯＷＥＲ（パワー） 株式会社ファイン 2 クエン酸
本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸には日常生
活や運動により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。



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D303 H30.11.9 森永ココア　カカオ９０スティック 森永製菓株式会社 2
カカオフラバノール、カカオリ
グニン

本品にはカカオフラバノールとカカオリグニンが含まれ
ます。カカオフラバノールは、血流を改善することで血圧
が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。
また、運動時の身体の柔軟性や筋力、バランス感覚を
維持する機能があります。
カカオリグニンは、便通が気になる方のおなかの調子を
整える機能があります。

（H31.01.10)
・別紙様式（Ⅲ）－３
・別紙様式（Ⅲ）－３　別添
・様式（Ⅶ）

D304 H30.11.9 コアブレイン
ドクタープロラボジャパ
ン株式会社

1 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHAには、中高年の
認知機能の一部である、日常生活における数に関する
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。

(2019.01.23)基本情報(担当者氏名
及び連絡先メールアドレス)、様式
Ⅰ、様式Ⅴ、様式Ⅶの変更

D305 H30.11.12 プロテウォーク
株式会社アイ・ピー・
シー

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、軟骨成分の
分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、ひざ関節の曲
げ伸ばしをサポートすることが報告されています。ひざ
関節の不快感が気になる方におすすめします。

(H31.1.22) 様式Ⅱ、様式Ⅱ－１の
変更

D306 H30.11.12 ５００億個のビフィズス菌 日本予防医薬株式会社 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。

D307 H30.11.12 メイス　ビオラクティ　プラス ハリウッド株式会社 1 ビフィズス菌BB536
	本品には、生きたビフィズス菌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・お通じ
を改善することが報告されています。

D308 H30.11.13
おいしいコラーゲンドリンク＜レモン味
＞

森永製菓株式会社 2 コラーゲンペプチド

本品はコラーゲンペプチドを含みます。
コラーゲンペプチドには、肌の水分を逃しにくくし、潤い
を守る機能が報告されています。また、膝関節の違和
感で制限される普段の活動をサポートする機能が報告
されています。

D309 H30.11.14 お食事マネージメント　コーヒー味
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

2
難消化性デキストリン(食物
繊維）

本品は、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。

D310 H30.11.14 お食事マネージメント　緑茶味
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

2
難消化性デキストリン（食物
繊維）

	本品は、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。

D311 H30.11.14 健康体　ＧＡＢＡ（ギャバ）トマト 株式会社伊藤園 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。

D312 H30.11.15 シボヘールＷケア
株式会社ハーブ健康本
舗

1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

	本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、炭水化
物の一部である糖質や、脂肪の吸収を抑えて、食後の
血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能が報告されてい
ます。炭水化物や、脂肪の多い食事が気になる方、食
後に上がる血糖値や中性脂肪が気になる方に適してい
ます。



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D313 H30.11.16
ＢＲＡＩＮ　ＭＥＭＯＲＹ（ブレインメモ
リー）

株式会社ホワイズ 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、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。

D314 H30.11.16 特濃ミルク８．２　マンゴー 味覚糖株式会社 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
下したコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善
することが報告されています。

D315 H30.11.16 コタラエキス＋（プラス） 富士産業株式会社 1 ネオコタラノール

本品には、ネオコタラノールが含まれます。ネオコタラ
ノールには、食後血糖値の上昇を抑制する機能がある
ことが報告されています。本品は、血糖値が高めの方に
適しています。

D316 H30.11.16
液切りいらずのしっとりツナ　ＥＰＡ・Ｄ
ＨＡ（イーピーエー・ディーエイチエー）
のチカラ

株式会社ホテイフーズ
コーポレーション

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。

D317 H30.11.16 健眠計画 三生医薬株式会社 1 GABA

本品にはGABAが含まれます。GABAの継続的な摂取
により、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下
を軽減すること、および一時的な疲労感やストレスを感
じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能があることが報告されています。

D318 H30.11.16 ビフィコロンＳ（エス） 日清ファルマ株式会社 1 ビフィズス菌（BB536株）
本品には生きたビフィズス菌（BB536株）が含まれます。
ビフィズス菌（BB536株）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。

D319 H30.11.19 タヒボＮＦＤ（エヌエフディ）プレミアム タヒボジャパン株式会社 1 タヒボ由来ポリフェノール
	本品にはタヒボ由来ポリフェノールが含まれます。タヒボ
由来ポリフェノールは、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機能があります。

(2019.01.24)　様式（Ⅲ）、様式（Ⅶ）

D320 H30.11.19 アンセリンＥＸ（イーエックス） UMIウェルネス株式会社 1 アンセリン
本品にはアンセリンが含まれます。アンセリンは、血清
尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の
尿酸値の上昇を抑制することが報告されています。

(H31.1.18)表示見本を変更

D321 H30.11.19 ヒアルチャージ肌潤粒 株式会社全日本通販 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、肌の水分を保持し、乾燥を緩和する機能が報告
されています。肌の乾燥が気になる方に適した食品で
す。

D322 H30.11.19
ＣＡＬＯＢＹＥ＋　Ｐｅｒｆｅｃｔ　Ｌｉｇｈｔ（カロ
バイ＋　パーフェクト　ライト）

Moyobara Beauty Line
株式会社

1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含
まれる糖や脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値
や中性脂肪の上昇を抑える機能が報告されています。
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。

(2019/1/24)表示見本、様式（Ⅶ）
を変更

D323 H30.11.19
ＣＡＬＯＢＹＥ＋　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｌｉｇｈｔ（カロ
バイ＋　スペシャル　ライト）

Moyobara Beauty Line
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。

(2019/1/24)表示見本、様式（Ⅶ）
を変更

D324 H30.11.20 ピントマン
株式会社ディーエイチ
シー

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るの
で、VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター
作業）による眼のピント調節機能の低下を緩和する機能
があります。
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D325 H30.11.20 新あさひ豆腐プラス 旭松食品株式会社 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）には、食事から摂
取した脂肪や糖分の吸収を抑えることにより、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。

D326 H30.11.20 食事の刻の炭酸水 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、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることに
より、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。

D327 H30.11.20 野菜でルテイン　ちぢみほうれんそう 有限会社三菜寿 3 ルテイン
	本品にはルテインが含まれています。ルテインは、光に
よる刺激から目を保護するとされる網膜（黄斑部）色素
を増加させることが報告されています。

D328 H30.11.20 ヘルシーＤＥＬＩ（デリ）リゾット　トマト
株式会社メロディアン
ハーモニーファイン

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
取した脂肪や糖の吸収を抑えて、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。

2019.1.30（様式Ⅰ、様式Ⅵ、様Ⅶ）

D329 H30.11.20 ヘルシーＤＥＬＩ（デリ）リゾット　チーズ
株式会社メロディアン
ハーモニーファイン

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
取した脂肪や糖の吸収を抑えて、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。

2019.1.30（様式Ⅰ、様式Ⅵ、様Ⅶ）

D330 H30.11.20 ヘルシーＤＥＬＩ（デリ）リゾット　カレー
株式会社メロディアン
ハーモニーファイン

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
取した脂肪や糖の吸収を抑えて、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。

2019.1.30（様式Ⅰ、様式Ⅵ、様Ⅶ）

D331 H30.11.20 おやすみオルニチン　良眠サポート
協和発酵バイオ株式会
社

1
L-オルニチン一塩酸塩（L-オ
ルニチンとして） GABA L-テ
アニン

本品にはL-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとして）
が含まれます。L-オルニチン一塩酸塩は、体内の水分
に溶けてL-オルニチンとなり、L-オルニチンは起床時の
主観的な睡眠感を評価する一部の指標（長く眠った感
覚）を改善し、より良い気分の目覚めをサポートする機
能が報告されています。
本品にはGABAが含まれます。GABAは、事務的な作業
に伴う一時的な精神的ストレスによる疲労感を緩和する
機能が報告されています。
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、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。

(2019.1.16)　様式Ⅲ　製品規格に
ついて追記。

D332 H30.11.21 アンセリン 富士フイルム株式会社 1 アンセリン

本品には、アンセリンが含まれるので、尿酸値が高め
（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能が
あります。そのため、尿酸値が高め（尿酸値5.5～
7.0mg/dL）の方に適した食品です。
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D333 H30.11.22
ＯＣＥＡＮ　ＢＲＩＧＨＴ　ＳＵＰＥＲ　ＤＨＡ
（オーシャンブライトスーパーディーエ
イチエー）

日産化学株式会社 1 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPA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。

D334 H30.11.22
夜つくるわたし　ピンクグレープフルー
ツ味

森永乳業株式会社 2 L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、睡
眠の質を高めること（起床時の疲労感を軽減すること）
が報告されています。

D335 H30.11.22 夜つくるわたし　ブルーベリー味 森永乳業株式会社 2 L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、睡
眠の質を高めること（起床時の疲労感を軽減すること）
が報告されています。

D336 H30.11.22 夜つくるわたし　ゆずジンジャー味 森永乳業株式会社 2 L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、睡
眠の質を高めること（起床時の疲労感を軽減すること）
が報告されています。

D337 H30.11.22
ＥＰＡ（イーピーエー）・ＤＨＡ（ディーエイ
チエー）シームレスカプセル

興和株式会社 1 EPA・DHA

本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHA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。本品は中性脂肪が気になる方に適していま
す。

(2019.01.25)表示見本の変更

D338 H30.11.22 黒酢飲料　ブルーベリー味 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。

D339 H30.11.23
マイニチケアガム＜ストレスや疲労感
を軽減するタイプ＞

株式会社ロッテ 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAは、仕事や勉強な
どによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減する
ことが報告されています。

D340 H30.11.26 カガエ　イヌリン 薬日本堂株式会社 1 イヌリン

本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは血中中
性脂肪を下げることが報告されています。また、イヌリン
は食後の血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告さ
れています。

D341 H30.11.27
陽紅寿ａｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（アイ　ファンク
ション）

株式会社ダイアナ 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、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。また、アスタキサンチン
は、眼のピント調節機能を維持し、日常的なパソコンな
どによる眼の疲労感や、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。

（2019.1.23）別紙様式（Ⅰ）を修正

D342 H30.11.27 「届く強さの乳酸菌」Ｗ（ダブル）ゼリー 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）が含まれます。「プレミアガセリ菌CP2305」（L.
gasseri CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠
の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能があること
が報告されています。また、「プレミアガセリ菌CP2305」
（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に役立つ機
能があることが報告されています。

D343 H30.11.28 ミックスルテインアイ 株式会社プラスワン 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
トなどの光の刺激から目を保護するとされる網膜の黄
斑色素量を補う機能と、コントラスト感度（かすみやぼや
けの解消により、ものをくっきりと見る力）を改善する機
能が報告されています。

D344 H30.11.28 ロコマリン UMIウェルネス株式会社 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、歩行や階段の上り下りにおける
ひざ関節の悩みを改善することが報告されています。
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届出
番号
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D345 H30.11.28 ルテインｂ（ビー） 小林製薬株式会社 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、目の黄
斑部の色素量を増やすこと、コントラスト感度（色の濃淡
を判別し、くっきりと物を識別する感度）を正常に保ち視
覚機能を維持することが報告されています。

D346 H30.11.28
ヘルシーキッチングリーンラベル減塩
ロース生ハム

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。

D347 H30.11.29 摩擦音ケアにひざ年齢 ゼライス株式会社 1
コラーゲントリペプチド
(GPHyp)

本品にはコラーゲントリペプチド（GPHyp）が含まれるの
で、日常生活で生じる膝関節の違和感（摩擦音）を軽減
する機能があります。ただし、一過性でない膝関節の違
和感（摩擦音）が続いたり、あるいは膝関節に他の異常
のある場合は医師の診察をお勧めします。

D348 H30.11.29 ピント・モイスト５０００ 株式会社ECスタジオ 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作業による目の疲労感
や、目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。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。

D349 H30.11.29 四季爽快
ヒガシマル醤油株式会
社

1
大豆発酵多糖類（大豆水溶
性食物繊維として）

本品には、大豆発酵多糖類（大豆水溶性食物繊維とし
て）が含まれるので、ハウスダストやほこりなどによる目
や鼻の不快感を緩和します。

D350 H30.11.29 記憶スイッチ キューサイ株式会社 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

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
ンには、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。

D351 H30.11.29 強炭酸水プラス アサヒ飲料株式会社 2
難消化性デキストリン（食物
繊維として）

本品は、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。

(2019.1.24)　様式Ⅵ（表示見本の
追加・削除）

D352 H30.11.30  オリザ　黒ショウガエキス  オリザ油化株式会社 1

黒ショウガ由来5,7-ジメトキシ
フラボンおよび黒ショウガ由
来5-ヒドロキシ-7-メトキシフ
ラボン

本品には，黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび
黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンが含ま
れます。黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび黒
ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンには，現
代生活で低下するものを握る力ならびに加齢に伴って
低下する立ち上がる力および自転車運動をサポートす
る機能があることが報告されています。

D353 H30.11.30  ミラクルそいぐると
 株式会社ミラクルソイグ
ルト

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。本品は骨を丈夫にしたい方に適し
た食品です。

D354 H30.11.30
 ＤＨＡ　ＥＰＡ（ディーエイチエー　イー
ピーエー）

 株式会社ミヤマ漢方製
薬

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。
DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶と数やことばに関する
情報の判断や読み書きをサポートする機能があること
が報告されています。

（H31.01.29)　様式Ⅰの変更
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D355 H30.11.30 スルフォラファン  カゴメ株式会社 1
スルフォラファングルコシノ
レート

本品は、スルフォラファングルコシノレートが含まれるた
め、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血
中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があります。
血中ALT値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。
本品は、中高年世代の肝臓の健康状態を示す一指標
の改善に役立ちます。

D356 H30.11.30  健康体　Ｌ－テアニン  株式会社伊藤園 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、
良質な眠り（翌朝起床時の疲労感や眠気を軽減）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、
デスクワーク時などに伴うストレス（精神的負担）をやわ
らげることが報告されています。

（H31.2.1）　健康増進法施行規則
第11条第2項に定める栄養素の過
剰摂取につながらない理由の修正

D357 H30.11.30  ルテインプラチナアイ  アイリンクス株式会社 1  ルテイン

本品にはルテインが含まれます。ルテインは、加齢によ
り減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感
度（はっきりとした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模
様を識別する視機能）を改善することが報告されていま
す。

D358 H30.11.30  血圧サポート  株式会社ファンケル 1  バリルチロシン
本品にはバリルチロシンが含まれます。バリルチロシン
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。

D359
からだ応援サラシア茶ほうじハトムギ
茶

タカノ株式会社 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には食事から摂取した糖の吸収
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。

D360 大正ブルーベリー　ヒトミクリア  大正製薬株式会社 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をサ
ポートし、目の疲労感を緩和することが報告されていま
す。

D361 H30.12.5 栃の実茶 壽製菓株式会社 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
れています。難消化性デキストリン(食物繊維として)に
は、食後の血中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。

D362 H30.12.5
料理と一緒に食べられる高濃度ＤＨＡ
（ディーエイチエー）パウダー

株式会社ＳＨソリュー
ションズ

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・空間に関する情報の記憶をサ
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。

D363 H30.12.5
からだ応援サラシア茶ジャスミン烏龍
茶

タカノ株式会社 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には食事から摂取した糖の吸収
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。

D364 H30.12.5 Ｃ１０００　ビタミンレモン　クエン酸
ハウスウェルネスフーズ
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。

D365 H30.12.5 まいにち青魚 プリセプト株式会社 1 DHA・EPA
本品には、DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中
性脂肪を下げる機能があることが報告されています。
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D366 H30.12.6 プラズマローゲンＰＭ（ピーエム） 株式会社マリーヌ 1 鶏由来プラズマローゲン

本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由
来プラズマローゲンに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、言葉、位置情報、
状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。

D367 H30.12.7 ファイン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、ひざ関節の違和感を緩和することが報告
されています。

D368 H30.12.7 グルコサミン１５００健歩（けんぽ） 株式会社日本薬師堂 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。関節負荷の少ない方に適しています。

D369 H30.12.7
糖脂にターミナリアファースト　プロ
フェッショナル

株式会社ビタブリッド
ジャパン

1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含
まれる糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や中性
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。

D370 H30.12.7 からだ応援サラシア茶紅茶 タカノ株式会社 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には食事から摂取した糖の吸収
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。

D371 H30.12.7 ロッテ　乳酸菌ショコラ　ボール 株式会社ロッテ 2
乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis
NTT001）

本品には生きた乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）が含まれます。乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸
内環境を改善することが報告されています。

D372 H30.12.7 ロッテ　乳酸菌　ショコラ 株式会社ロッテ 2
乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis
NTT001）

本品には生きた乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）が含まれます。乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸
内環境を改善することが報告されています。

D373 H30.12.7
ロッテ　乳酸菌　ショコラ　アソートパッ
ク

株式会社ロッテ 2
乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis
NTT001）

本品には生きた乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）が含まれます。乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸
内環境を改善することが報告されています。

D374 H30.12.7 ロッテ　乳酸菌　ショコラビター 株式会社ロッテ 2
乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis
NTT001）

本品には生きた乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）が含まれます。乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸
内環境を改善することが報告されています。

D375 H30.12.10 休息伝説
有限会社沖縄長生薬草
本社

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。また、ＧＡＢＡには睡眠の
質(起床時の眠気)の改善に役立つ機能が報告されてい
ます。
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D376 H30.12.10
タカナシ　ｆｌｏｒａ（フローラ）ドリンクヨー
グルト　１００ｇ

高梨乳業株式会社 2
乳酸菌ラクトバチルスGG株
（Lactobacillus rhamnosus
GG）

本品には乳酸菌ラクトバチルスGG株（Lactobacillus
rhamnosus GG）が含まれます。乳酸菌ラクトバチルス
GG株には、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。

D377 H30.12.10
タカナシ　ヨーグルトｆｌｏｒａ（フローラ）
１００ｇ

高梨乳業株式会社 2
乳酸菌ラクトバチルスGG株
（Lactobacillus rhamnosus
GG）

本品には乳酸菌ラクトバチルスGG株（Lactobacillus
rhamnosus GG）が含まれます。乳酸菌ラクトバチルス
GG株には、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。

D378 H30.12.11 ｇｇ　ＮＥＭＵＲＩ（ジージーネムリ） 江崎グリコ株式会社 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、
夜間の睡眠の質を高める（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。

（H31.2.4）別紙様式Ⅲ－３の修正、
別紙様式Ⅴ－７の修正

D379 H30.12.11 ブラックジンジャー（カプセル） 丸善製薬株式会社 1
ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが
含まれるので、腹部の脂肪および血中の中性脂肪を減
らすのを助ける機能があります。

D380 H30.12.11 イチョウ葉　機能性表示食品 株式会社ユーグレナ 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、加
齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一
部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形な
どを覚え、思い出す力）を維持することが報告されてい
ます。

D381 H30.12.12 いきいきクロワッサン 株式会社コモ 2 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、移動時におけるひざ関節の違
和感を軽減することが報告されています。歩行や階段
の上り下りが気になる方に適しています。

D382 H30.12.12 健康歩行 翠松堂製薬株式会社 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型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサ
ポートする事が報告されています。

D383 H30.12.13 ラッキーｅｙｅ（アイ）マヨネーズタイプ 丸和油脂株式会社 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
下したコントラスト感度を改善することが報告されていま
す。

D384 H30.12.13
空腹時血糖値が気になる方のタブレッ
ト（粒タイプ）

大正製薬株式会社 1 ナリンジン

本品にはナリンジンが含まれています。ナリンジンに
は、健康な方の高めの空腹時血糖値を低下させる機能
があることが報告されています。空腹時血糖値が気に
なる方に適した食品です。

D385 H30.12.13 グルコケア　タブレット（粒タイプ） 大正製薬株式会社 1 ナリンジン

本品にはナリンジンが含まれています。ナリンジンに
は、健康な方の高めの空腹時血糖値を低下させる機能
があることが報告されています。空腹時血糖値が気に
なる方に適した食品です。

D386 H30.12.13
ＳＯＦＩＮＡ　ｉＰ（ソフィーナ　アイピー）ク
ロロゲン酸　飲料　ＥＸ（イーエックス）

花王株式会社 2
コーヒー豆由来クロロゲン酸
類

本品にはコーヒー豆由来クロロゲン酸類が含まれます。
コーヒー豆由来クロロゲン酸類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。
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D387 H30.12.13 イチョウ葉エキス　リネアンギンコ 株式会社健美舎 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、中高年の加齢に
よって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部で
ある記憶力（見たり、聞いたりした情報を記憶し、思い出
す力）を維持することが報告されています。

D388 H30.12.13
テアニン　アンド　ラフマ葉　機能性表
示食品

株式会社ユーグレナ 1
L-テアニン、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L-テアニン、及び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。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、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。

D389 H30.12.13
大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶
カフェインゼロ

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。

D390 H30.12.13 大人のカロリミット　ほうじ茶２８０
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。

D391 H30.12.14 北のぴりかＶ（ブイ） 株式会社らてら 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。

D392 H30.12.14 エラスチン 株式会社インシップ 1
カツオ由来エラスチンペプチ
ド

本品にはカツオ由来エラスチンペプチドが含まれます。
カツオ由来エラスチンペプチドには、膝関節の動きをサ
ポートし、軽い違和感を和らげる機能が報告されていま
す。日常生活における一時的な膝関節の動きが気にな
る方におすすめです。

D393 H30.12.14 ひなたごこち 大塚食品株式会社 2 カルバクロール、チモール

本品にはカルバクロール、チモールが含まれます。カル
バクロール、チモールは、冷えた環境下で、手足（手首、
足首）の温度低下を軽減し、温かさを保つ機能があるこ
とが報告されています。冷えを感じやすい女性に適した
食品です。

D394 H30.12.14
からだを想うＡＬＬ－ＦＲＥＥ（オールフ
リー）

サントリービール株式会
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、内臓脂肪（お腹の
脂肪）を減らす機能があることが報告されています。BMI
が高めで内臓脂肪が気になる方に適しています。

D395 H30.12.15 大麦パンケーキミックス 吉原食糧株式会社 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、食後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。

D396 H30.12.17 お抹茶ラテ 株式会社小谷穀粉 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）が含まれています。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。
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D397 H30.12.17 キオクリーフ 新日本製薬株式会社 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、中高年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。

D398 H30.12.17 ミルキーチャージ（ＧＡＢＡ（ギャバ）） 株式会社不二家 2 ＧＡＢＡ
本品にはＧＡＢＡが含まれています。ＧＡＢＡには事務的
作業による一時的な精神的ストレスを軽減する機能が
あることが報告されています。

D399 H30.12.18 プライムアップル！（王林）
つがる弘前農業協同組
合

3 リンゴ由来プロシアニジン
本品にはリンゴ由来プロシアニジンが含まれます。リン
ゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機能があ
ることが報告されています。

D400 H30.12.18
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Ｎ
ａ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。

D401 H30.12.19 びわの葉入り　まるごと発酵茶 株式会社シャルレ 1 加工食品(サプリメント形状)

本品にはびわ葉混合発酵茶葉由来ガレート型カテキン
類（EGCgとして）、びわ葉混合発酵茶葉由来カテキン重
合ポリフェノール（EGCgとして）が含まれているので、内
臓脂肪（おなかの脂肪）を減らす機能があります。

D402 H30.12.21 大豆イソフラボン　北海道大豆もやし
名水美人ファクトリー株
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中高
年女性の方に適した食品です。

D403 H30.12.21 ぷちぷち食感蒸し大麦 株式会社山清 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、食後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。

D404 H30.12.21 お～いお茶濃い茶　６００ｍｌ 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があることが報告さ
れています。

D405 H30.12.25 健康体ブルーベリーミックス 株式会社伊藤園 2 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、パソコンなどによる
眼の疲労感を軽減することが報告されています。

D406 H30.12.25 ハチミツしょうがのど飴 味覚糖株式会社 2
6-ジンゲロール、6-ショウガ
オール

本品には6-ジンゲロール、6-ショウガオールが含まれま
す。6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温
が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能があるこ
とが報告されています。

D407 H30.12.25 グリネル 株式会社ファイン 1 ＧＡＢＡ
本品にはγ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）が含まれています。Ｇ
ＡＢＡは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の
向上に役立つことが報告されています。

D408 H30.12.25 関節元気
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ま
す。
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、ひざ関節の不
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、ひざ関節の曲げ伸ばしをサポートすること
が報告されています。
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D409 H30.12.25 コツフラボン
ジャパンメディック株式
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。

D410 H30.12.26
エキストラヴァージンオリーヴオイル
プラチナラベル　小豆島産

小豆島ヘルシーランド
株式会社

2 オリーブオイルポリフェノール

本品にはオリーブオイルポリフェノールが含まれます。
オリーブオイルポリフェノールには、抗酸化作用により、
血中LDL（悪玉）コレステロールの酸化を抑制する機能
性が報告されています。LDL（悪玉）コレステロールが気
になる方にお勧めです。

D411 H30.12.26 リラクミンＳｅ（エスイー） 株式会社リラクル 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。

D412 H30.12.26 らくほちゃん
ビューティサポー株式会
社

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。

D413 H30.12.26 アイソカルサポート腸活プラス ネスレ日本株式会社 2
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）は腸に届いて有用菌（善
玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を増や
し便通を改善することが報告されています。グアーガム
分解物（食物繊維）は、食後の血糖値の上昇を抑えるこ
とが報告されています。便秘気味、または食後の血糖
値が気になる健常者に適した食品です。

D414 H30.12.26 ビースリー 森永乳業株式会社 1 ビフィズス菌B-3（B. breve）
本品にはビフィズス菌B-3(B. breve)が含まれるので、
BMIが高めの方のウエスト周囲径を減らす機能がありま
す。

D415 H30.12.26 リファイン 花王株式会社 1 乳由来スフィンゴミエリン

本品は、乳由来スフィンゴミエリンを含みます。50代以
上の方が、ウォーキングなどの運動と併用することで、
加齢によって衰える、踏み出す、止まるといった、足の
動きをサポートして、歩行能力の維持に役立ちます。

D416 H30.12.26
ＥＰＡ　ＤＨＡ（イーピーエー　ディーエイ
チエー）

小林製薬株式会社 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機能があることが報告されていま
す。

D417 H30.12.27 サーモンソーセージ マルハニチロ株式会社 2 イミダゾールジペプチド

本品にはイミダゾールジペプチドが含まれています。イミ
ダゾールジペプチドには、日常生活によって生じる一過
性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。一時的なからだの疲れを感じている方に適した食
品です。

D418 H30.12.27 すっきりサラシアキュート タカノ株式会社 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には食事から摂取した糖の吸収
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。

D419 H30.12.27 ヴァームスマートフィットウォーター 株式会社明治 2
アラニン・アルギニン・フェニ
ルアラニン混合物

本品に含まれる３種類のアミノ酸から構成されるアラニ
ン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、身体活動と
の併用により脂肪の分解と消費する力を高める働きが
あります。本品は、身体活動を増やすことによる脂肪の
代謝をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があるの
で、BMIが高めの方に適しています。



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D420 H30.12.27 ルテイン２５ＥＸ（イーエックス） 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
によりブルーライトなどの光のストレスを軽減し、コントラ
スト感度を改善する（ぼやけ・かすみを和らげくっきり見
る力を助ける）機能があることが報告されています。

D421 H30.12.27 キリン　カラダフリー 麒麟麦酒株式会社 2 熟成ホップ由来苦味酸
本品には熟成ホップ由来苦味酸が含まれるので、お腹
周りの脂肪（体脂肪）を減らす機能があります。

D422 H30.12.28 ウルハナ ドクターリセラ株式会社 1 大豆イソフラボンアグリコン
本品には大豆イソフラボンアグリコンが含まれるので、
肌の潤いを保つ機能があります。肌が乾燥しがちな中
高年女性に適しています。

D423 H30.12.28 パインセラミドドリンク　モイストキープ 大和製罐株式会社 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（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。

D424 H30.12.28
エバーライフ　［コレステロール・中性
脂肪］

株式会社エバーライフ 1 リコピン、DHA・EPA

本品にはリコピンが含まれます。リコピンにはLDL(悪玉)
コレステロールを低下させる機能があることが報告され
ています。
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。

D425 H30.12.28 アラプラス　深い眠り ＳＢＩアラプロモ株式会社 1 5-アミノレブリン酸リン酸塩
本品は5-アミノレブリン酸リン酸塩を含み、睡眠の質を
改善する機能があります。眠りの質に満足していない方
に適しています。

D426 H30.12.28 高純度！グルコサミン顆粒
オリヒロプランデュ株式
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
ン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の違
和感を軽減することが報告されています。
本品は膝関節に関する生活の質を高めたい方に適した
食品です。

D427 H30.12.28 やずやの血圧習慣 株式会社やずや 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や、仕事や勉強に伴う一時的な
精神的ストレスを緩和する機能が報告されています。

D428 H30.12.28 血圧伝説
有限会社沖縄長生薬草
本社

1 GABA
本品にはＧＡＢＡが含まれています。ＧＡＢＡには血圧が
高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されて
います。

D429 H30.12.28 森永アロエヨーグルト　アロエの力 森永乳業株式会社 2
アロエ由来ロフェノール、アロ
エ由来シクロアルタノール

本品にはアロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロア
ルタノールが含まれるので、肌の保湿力を高めまた、水
分量を増やします。

D430 H30.12.28
ＧＡＢＡＸ　ｓｌｅｅｐ（ギャバックススリー
プ）

Creare株式会社 1 GABA

	本品にはGABAが含まれています。GABAには眠りの深
さ、起床時の眠気といった睡眠の質の改善に役立つ機
能や、仕事や勉強など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。

D431 H30.12.28
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　セラミド・
テアニン

三生医薬株式会社 1
パイナップル由来グルコシル
セラミド、L-テアニン

本品にはパイナップル由来グルコシルセラミド、L-テア
ニンが含まれます。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）を逃しにくくする機能が報告され
ています。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。
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D432 H30.12.28
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　モノグル
コシルヘスぺリジンＳ

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。

D433 H30.12.28
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　クリルオイ
ルα（アルファ）

三生医薬株式会社 1 クリルオイル由来EPA・DHA

本品にはクリルオイル由来EPA・DHAが含まれます。ク
リルオイル由来EPA・DHAには、靴下をはいたり脱いだ
りする時の膝の違和感を軽減する機能があることが報
告されています。

D434 H30.12.31
乳酸発酵の麹あまさけＧＡＢＡ（ギャ
バ）１１８ｇ

八海醸造株式会社 2 GABA

 本品にはGABAが含まれます。GABAにはデスクワーク
に伴う短時間の精神ストレスの軽減およびリラックス作
用や，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。

D435 H31.1.7 「はたらくアタマに」抹茶ラテ アサヒ飲料株式会社 2
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

本品にはラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）が含まれます。ラクトノナ
デカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢と
ともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作
業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役
立つことが報告されていますので、ものごとを忘れやす
いと感じている中高年の方に適しています。

D436 H31.1.7
「はたらくアタマに」ラクトノナデカペプ
チドドリンク

アサヒ飲料株式会社 2
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

本品にはラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）が含まれます。ラクトノナ
デカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢と
ともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作
業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役
立つことが報告されていますので、ものごとを忘れやす
いと感じている中高年の方に適しています。

D437 H31.1.9
キトサンと葉酸がとれる　よくばり明日
葉青汁

株式会社ディーエイチ
シー

1 キトサン

本品にはキトサンが含まれます。キトサンには、コレス
テロールの吸収を抑え、悪玉（LDL）コレステロールや総
コレステロールを低下させる機能があることが報告され
ています。

D438 H31.1.9 ビフィズスプレーンヨーグルト
イオントップバリュ株式
会社

2 ビフィズス菌BB-12 （B.lactis）

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、生きて腸まで届くこと
で腸内環境を改善し、お通じを改善する機能があること
が報告されています。

D439 H31.1.9
脂肪をひかえたビフィズスプレーンヨー
グルト

イオントップバリュ株式
会社

2 ビフィズス菌BB-12 （B.lactis）

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、生きて腸まで届くこと
で腸内環境を改善し、お通じを改善する機能があること
が報告されています。

D440 H31.1.9 ブレインアシスト　イチョウ葉エキスα 大木製薬株式会社 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、中高年の加齢に
よって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部で
ある記憶力（見たり、聞いたりした情報を覚え、思い出す
力）を維持することが報告されています。
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D441 H31.1.9 活〆黒瀬ぶりロイン２００ｇ 日本水産株式会社 3 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。
また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。

D442 H31.1.10 ルテイン＆アントシアニン 株式会社てまひま堂 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。ルテインにはブルーライトなどの光の刺激
から眼を保護するとされる網膜の黄斑色素量を補う機
能が報告されています。また、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軽減し、眼の疲労感
を緩和する機能があることが報告されています。

D443 H31.1.10 ＧＡＢＡ　ＭＡＸ（ギャバマックス）玄氣 川島正光 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。

D444 H31.1.11 Ｊチャージ（ジェイチャージ フォーデイズ株式会社 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。

D445 H31.1.10
イヌリン　～おいしいレシピ～　食後血
糖値に

株式会社日本予防医学
研究所

2 イヌリン
本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは食後の
血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告されていま
す。

D446 H31.1.11 カフェオーレゆるリセット 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、同時に摂取した脂肪や
糖の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪や血糖値上昇を
抑える機能があることが報告されています。

D447 H31.1.10 マイルドカフェオーレゆるリセット 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、同時に摂取した脂肪や
糖の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪や血糖値上昇を
抑える機能があることが報告されています。

D448 H31.1.11 カフェオーレゆるリリース 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、事務的な作業による、一時的な精神的ストレスの緩
和機能があることが報告されています。

D449 H31.1.11
パワープロダクション　エキストラアミノ
アシッドテアニン

江崎グリコ株式会社 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、
睡眠の質を向上（起床時の疲労感や眠気を軽減）する
機能が報告されています。

D450 H31.1.11 「はたらくアタマに／サポートカルピス」 アサヒ飲料株式会社 2
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE

本品にはラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）が含まれます。ラクトノナ
デカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢と
ともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作
業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役
立つことが報告されていますので、ものごとを忘れやす
いと感じている中高年の方に適しています。
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D451 H31.1.11
ワンダ　はたらくアタマに　アシストブ
ラック

アサヒ飲料株式会社 2
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE

本品にはラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）が含まれます。ラクトノナ
デカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢と
ともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作
業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役
立つことが報告されていますので、ものごとを忘れやす
いと感じている中高年の方に適しています。

D452 H31.1.11 「はたらくアタマに」抹茶ラテ２６０ アサヒ飲料株式会社 2
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

本品にはラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）が含まれます。ラクトノナ
デカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢と
ともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作
業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役
立つことが報告されていますので、ものごとを忘れやす
いと感じている中高年の方に適しています。

D453 H31.1.11 内緒の黒醋 有限会社マイケア 2 酢酸

本品にはラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）が含まれます。ラクトノナ
デカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢と
ともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作
業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役
立つことが報告されていますので、ものごとを忘れやす
いと感じている中高年の方に適しています。

D454 H31.1.15 ＣＡＣＡＲＮＡ（カカルナ）チョコビスケット カバヤ食品株式会社 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、同時に摂取し
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や、同時に摂取した脂肪の吸
収を抑え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。

D455 H31.1.15 サンアムラパウダー 株式会社タイヨーラボ 1 エラグ酸

本品にはエラグ酸が含まれます。
エラグ酸は、冷えにより低下した末梢血流を上昇させ、
皮膚表面温度（末梢体温）を回復させる機能が報告され
ています。

D456 H31.1.16 Ａｕｒｏｒａ（アウローラ）１２０粒 株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 1 L-テアニン、ヒアルロン酸Na

本品にはL-テアニン・ヒアルロン酸Na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）をサポートする機能、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。

D457 H31.1.16 リファイン　動き軽やかサポートａ 花王株式会社 1 乳由来スフィンゴミエリン

本品は、乳由来スフィンゴミエリンを含みます。健常な方
がウォーキングなどの運動と併用すると、足の筋肉への
神経伝達を助けるので、加齢によって衰える足の動き
(踏み出す、止まるなど)をサポートして、歩行能力の維
持に役立ちます。

D458 H31.1.16 ターミナリアベリリカタブレットＮ 株式会社東洋新薬 1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
るので、肥満気味な方の内臓脂肪（おなかの脂肪）と
BMIを減らすのを助ける機能があります。

D459 H31.1.17 アルビータ　アスタキサンチン 株式会社アルビータ 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、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減
する機能があることが報告されています。

D460 H31.1.17
つくば山﨑農園産あじかん焙煎ごぼう
茶

株式会社あじかん 2 イヌリン、クロロゲン酸
本品にはイヌリン、クロロゲン酸が含まれるので、お通じ
（便量）を改善する機能があります。

D461 H31.1.17 国産焙煎ごぼう茶ごぼうのおかげ 株式会社あじかん 2 イヌリン、クロロゲン酸
本品にはイヌリン、クロロゲン酸が含まれるので、お通じ
（便量）を改善する機能があります。
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D462 H31.1.17 Ｇｉｖｅ　Ｍｉｎ’（ギブミン） 株式会社メディカルラボ 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。

D463 H31.1.17 スティック温巡りルイボスティー３０本 株式会社小谷穀粉 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ていま
す。モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の
冷房など室内の温度が低い時に健やかな血流（末梢血
流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があること
が報告されています。

D464 H31.1.18
Ｃｅｒａｍｉｄｅ＋Ｖｅｎｅｔｕｍ（セラミドプラ
スベネーツム）

株式会社天真堂 1

パイナップル由来グルコシル
セラミド、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、パイナップル由来グルコシルセラミドと、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。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。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。

D465 H31.1.18 関節グルコサミン
株式会社宇治田原製茶
場

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
ン塩酸塩はひざ関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポート
し、ひざの不快感をやわらげることが報告されており、
ひざ関節の動きに悩みのある方に適しています。

D466 H31.1.18 からだ十六茶α アサヒ飲料株式会社 2

難消化性デキストリン（食物
繊維として） 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）及び難消化性デキストリン（食物繊維として）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内臓脂肪を減らすのを助け
る機能があることが報告されており、肥満気味の内臓脂
肪が気になる方に適しています。難消化性デキストリン
（食物繊維として）は、食後の脂肪の吸収を抑えて排出
を増加させ、糖の吸収をおだやかにするため、食後の
血中中性脂肪、または血糖値の上昇をおだやかにする
ことが報告されており、血中中性脂肪が高めの方、食後
の血糖値が気になる方に適しています。

D467 H31.1.18 からだ十六茶６３０α アサヒ飲料株式会社 2

難消化性デキストリン（食物
繊維として） 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）及び難消化性デキストリン（食物繊維として）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内臓脂肪を減らすのを助け
る機能があることが報告されており、肥満気味の内臓脂
肪が気になる方に適しています。難消化性デキストリン
（食物繊維として）は、食後の脂肪の吸収を抑えて排出
を増加させ、糖の吸収をおだやかにするため、食後の
血中中性脂肪、または血糖値の上昇をおだやかにする
ことが報告されており、血中中性脂肪が高めの方、食後
の血糖値が気になる方に適しています。

D468 H31.1.18 シボゲン 株式会社しまのや 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれてい
ます。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味な方
の体重や体脂肪、ウエスト周囲径および中性脂肪を減
らし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されてい
ます。

D469 H31.1.18
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ
（ギャバ）ｆｏｒ　Ｓｌｅｅｐ（フォースリープ）
＜まろやかミルク＞

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、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改
善に役立つ機能があることが報告されています。
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D470 H31.1.21 揉一ひとえ粉末茶
静岡県経済農業協同組
合連合会

2 茶カテキン

本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには肥
満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があることが
報告されています。本品は内臓脂肪が気になる方に適
しています。

D471 H31.1.22 ねむるナイト
株式会社クロレラサプラ
イ

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、健やかな睡眠（起床時の疲労感や眠
気を軽減）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、一過性の作業にともなうストレス（精神的
負担）をやわらげることが報告されています。

D472 H31.1.22 藻類ドナリエラベータカロチンカプセル 株式会社日健総本社 1
ドナリエラバーダウィル由来
ベータカロテン

本品にはドナリエラバーダウィル由来ベータカロテンが
含まれます。ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテン
は目のピント調節機能の向上を助けます。

D473 H31.1.22 ブルーベリー＆ルテインα（アルファ） 株式会社リフレ 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およびルテイ
ンが含まれるので、
①目のピント調整機能を改善する。
②眼の疲労感を改善する。
③ブルーライトなどの光刺激から目の健康を守るとされ
る黄斑色素を増やす。
④コントラスト感度を改善することで、視野のかすみや
ぼやけを改善する。
という機能があります。スマホなどを使う方にお勧めしま
す。

D474 H31.1.22 脂肪や糖を抑える青汁 株式会社リフレ 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、以下の機能が
報告されています。
①食事の脂肪の吸収を抑え排出を増加させることで食
後の血中中性脂肪の上昇を抑える。
②糖の吸収を抑えることで、食後の血糖値の上昇を抑
える。
③おなかの調子を整え便通を改善する。

D475 H31.1.23
「健美麺」食後の血糖値上昇を抑える
うどん

シマダヤ株式会社 2 アルギン酸Ca
本品にはアルギン酸Caが含まれるので、食後の血糖値
上昇を抑える機能があります。

D476 H31.1.23 血圧ケア 株式会社ファンケル 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、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。

D477 H31.1.23
「健美麺」食後の血糖値上昇を抑える
中華めん

シマダヤ株式会社 2 アルギン酸Ca
本品にはアルギン酸Caが含まれるので、食後の血糖値
上昇を抑える機能があります。

D478 H31.1.23
「健美麺」食後の血糖値上昇を抑える
そば

シマダヤ株式会社 2 アルギン酸Ca
本品にはアルギン酸Caが含まれるので、食後の血糖値
上昇を抑える機能があります。

D479 H31.1.24 ＧＡＢＡ（ギャバ）リズム 株式会社シンギー 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。

D480 H31.1.24 紫キャベツドレ
株式会社ピックルスコー
ポレーション

2 酢酸
本品には酢酸が含まれます。酢酸には、内臓脂肪を減
少させる機能が報告されています。

D481 H31.1.24 ポン酢ドレ
株式会社ピックルスコー
ポレーション

2 酢酸
本品には酢酸が含まれます。酢酸には、内臓脂肪を減
少させる機能が報告されています。

D482 H31.1.24 塩ダレ
株式会社ピックルスコー
ポレーション

2 酢酸
本品には酢酸が含まれます。酢酸には、内臓脂肪を減
少させる機能が報告されています。
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D483 H31.1.25 イチオシキムチゴールド 株式会社美山 2
ミヤビスLB (Lactobacillus
brevis LB27)

本品にはミヤビスLB (Lactobacillus brevis LB27)が含ま
れます。ミヤビスLB （Lactobacillus brevis LB27）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。

D484 H31.1.25 肌キサンチン
三洋薬品HBC株式会社
（旧 三洋薬品株式会
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、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。

D485 H31.1.25 ブルーベリーソフト粒ルテインプラス
オリヒロプランデュ株式
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眼のピント調節機能をサ
ポートし、パソコンなどのVDT作業による眼の疲労感を
軽減することが報告されています。
本品はルテインが含まれます。ルテインはブルーライト
光の刺激から眼を保護するとされる網膜の黄斑色素を
増やす働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を判別す
る力）を改善させる機能が報告されています。

D486 H31.1.25
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　イヌリン配
合　アーモンドチョコ　抹茶

株式会社ディーエイチ
シー

2 イヌリン

本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンは善玉菌として
知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良
好にすることで、おなかの調子を整えることが報告され
ています。本品は、腸内フローラを良好にし、おなかの
調子を整えたい方に適した食品です。

D487 H31.1.25
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　イヌリン配
合　アーモンドチョコ　ビター

株式会社ディーエイチ
シー

2 イヌリン

本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンは善玉菌として
知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良
好にすることで、おなかの調子を整えることが報告され
ています。本品は、腸内フローラを良好にし、おなかの
調子を整えたい方に適した食品です。

D488 H31.1.25
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　腸内サポー
ト　コーンポタージュ

株式会社ディーエイチ
シー

2 イヌリン

本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンは善玉菌として
知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良
好にすることで、おなかの調子を整えることが報告され
ています。本品は、腸内フローラを良好にし、おなかの
調子を整えたい方に適した食品です。

D489 H31.1.25 純国産理想のトマト 株式会社伊藤園 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。

D490 H31.1.25 尿酸値対策 株式会社日本薬師堂 1 アンセリン
本品には、アンセリンが含まれます。アンセリンには血
清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方
の尿酸値の上昇を抑制し、下げる機能があります。

D491 H31.1.25 クルクミン＆ビサクロン　ドリンクタイプ
ハウスウェルネスフーズ
株式会社

2 クルクミン、ビサクロン

本品にはクルクミンとビサクロンが含まれます。クルクミ
ンとビサクロンは、健康な人の肝機能を評価する指標で
ある酵素値の一部の改善に役立つ機能があることが報
告されています。なお、本品は肝機能を評価する指標で
ある酵素値の異常の値を改善するものではありませ
ん。これらの値が異常を示した場合は医療機関の受診
をお勧めします。

D492 H31.1.28
発酵コエンザイムＱ１０ＥＸ（キューテン
イーエックス）

協和発酵バイオ株式会
社

1 コエンザイムＱ１０
本品にはコエンザイムＱ１０が含まれます。コエンザイム
Ｑ１０は、細胞のエネルギー産生を助け、日常の生活で
生じる疲労感を軽減する機能が報告されています。
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D493 H31.1.29
明治プロビオヨーグルト　ＰＡ―３（ピー
エースリー）

株式会社明治 2 PA-3乳酸菌
本品にはPA-3乳酸菌が含まれます。PA-3乳酸菌は食
後の尿酸値の上昇を抑制することが報告されていま
す。

D494 H31.1.29
明治プロビオヨーグルト　ＰＡ－３（ピー
エースリー）ドリンクタイプ

株式会社明治 2 PA-3乳酸菌
本品にはPA-3乳酸菌が含まれます。PA-3乳酸菌は食
後の尿酸値の上昇を抑制することが報告されていま
す。

D495 H31.1.29
ＧＡＢＡ　Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ（ギャバスパークリ
ング）

株式会社友桝飲料 2 GABA
本品にはGABAが含まれています。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。

D496 H31.1.29 目の疲労感ケア 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、スマートフォンやパソ
コンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のう
るおい感の維持や目の焦点を合わせやすくすることに
よって、目の疲労感の緩和に役立つことが報告されてい
ます。

D497 H31.1.29 インシップいちょう葉エキス 株式会社インシップ 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、加
齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一
部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形な
どを覚え、思い出す力）を維持することが報告されてい
ます。

D498 H31.1.29 深眠源 株式会社三昧生活 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。

D499 H31.1.30 クリアサポート 三井農林株式会社 2 イヌリン

 本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは、善玉
菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おな
かの調子を整えることが報告されています。イヌリンは、
血中中性脂肪を下げることが報告されています。イヌリ
ンは、食後の血糖値の上昇をゆるやかにすることが報
告されています。

D500 H31.1.30 クロレラ＋イチョウ葉
株式会社クロレラサプラ
イ

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
ラクトンには、認知機能の一部である記憶力（言葉や図
形を記憶し、思い出す能力）を維持することが報告され
ています。

D501 H31.1.30 ＬａｃＦｉｔ（ラクフィット）
サントリーウエルネス株
式会社

1
乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌
BB536

本品には、独自の乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌BB536
が含まれます。乳酸菌S-PT84は、おなかの脂肪を減ら
す機能があることが報告されています。ビフィズス菌
BB536は、腸内フローラを良好にすることでおなかの調
子を整える機能があることが報告されています。

D502 H31.1.31 イチョウ葉
株式会社クレアル・ジャ
パン

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、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。
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D503 H31.1.31 すっきりサラシアピュア タカノ株式会社 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、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。

D504 H31.1.31 思い出の助け
銀座ステファニー化粧
品株式会社

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及びイチョウ葉
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。ビルベリー由来アントシアニンは、目
のピント調節機能を助け、目の疲労感を緩和する機能
が報告されています。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、加齢によって低
下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である、記
憶力を維持することが報告されています。
※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を覚え、思い出
す力です。

D505 H31.1.31
パワープロダクション　エキストラバー
ナー

江崎グリコ株式会社 1 ヒドロキシクエン酸（HCA）
本品にはヒドロキシクエン酸（HCA）が含まれます。ヒド
ロキシクエン酸（HCA）には、運動中の脂肪の燃焼を高
める機能が報告されています。

D506 H31.1.31 ポリデキファイバーＴ 株式会社東洋新薬 2
ポリデキストロース（食物繊
維）

本品には、ポリデキストロース（食物繊維）が含まれま
す。ポリデキストロース（食物繊維）には食後に上がる血
糖値を抑える機能があることが報告されています。食後
に上がる血糖値が気になる方に適した食品です。また、
お腹の調子を整える機能があることも報告されていま
す。

D507 H31.2.1 難消化性α（アルファ）オリゴ糖 株式会社コサナ 1 α‐シクロデキストリン

本品にはα‐シクロデキストリンが含まれます。α‐シク
ロデキストリンは食後の血糖値上昇を抑えることが報告
されています。本品は食後の血糖値上昇を抑えたい方
に適しています。

D508 H31.2.1 梅エキス　うめ効果 中野BC株式会社 2 クエン酸
本品にはクエン酸が含まれるので、肥満気味の方の高
めの血圧（拡張期血圧）を下げる機能があります。

D509 H31.2.1 ぱっくん茶
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

2
難消化性デキストリン（食物
繊維）

本品は、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。

D510 H31.2.1 おやすみオルニチン　良眠プラス
協和発酵バイオ株式会
社

1
L-オルニチン一塩酸塩（L-オ
ルニチンとして） GABA L-テ
アニン

本品にはL-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとして）
が含まれます。L-オルニチン一塩酸塩は、体内の水分
に溶けてL-オルニチンとなり、L-オルニチンは起床時の
主観的な睡眠感を評価する一部の指標（長く眠った感
覚）を改善し、より良い気分の目覚めをサポートする機
能が報告されています。 本品にはGABAが含まれま
す。GABAは、事務的な作業に伴う一時的な精神的スト
レスによる疲労感を緩和する機能が報告されています。
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、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。

D511 H31.2.1 北海道生まれの乳酸菌　スッキリラ 株式会社フレージュ 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。
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D512 H31.2.1 ロッテ　乳酸菌　ショコラカカオ７０ 株式会社ロッテ 2
乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis
NTT001）

本品には生きた乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）が含まれます。乳酸菌ブレビスT001株
（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸
内環境を改善することが報告されています。

D513 H31.2.2 ピュアペリラ 日農化学工業株式会社 1 赤シソ由来ロスマリン酸
本品には赤シソ由来ロスマリン酸が含まれます。赤シソ
由来ロスマリン酸には目の不快感を軽減することが報
告されています。

D514 H31.2.4 みやびのルテインプレミアム 株式会社みやび 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（色の濃淡を判別する力）を改善させる機能が
報告されています。

D515 H31.2.4 記憶の維持にセラクルミン
株式会社セラバリュー
ズ

1 クルクミン

本品には高吸収クルクミンが含まれます。本品に含ま
れているクルクミンは、脳の記憶や感情を司る部位の一
部（視床下部）への、老化に伴うアミロイドベータやタウ
タンパク質の蓄積を抑え、加齢により低下する認知機能
の一部である記憶力（言葉や図形を覚え思い出す能
力）の維持に役立ちます。

D516 H31.2.5 ぐっすりＧＡＢＡ（ギャバ） 富士産業株式会社 1 GABA

本品にはGABAが含まれています。GABAには、睡眠の
質（眠りの深さ）を向上する機能があることが報告されて
います。本品は、睡眠の質を向上したい方に適していま
す。

D517 H31.2.5 サフランのリズム 株式会社ＳＢＳ 1
サフラン由来クロシン、サフラ
ン由来サフラナール

本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナールが含まれるので、睡眠の質が低いと感じている
方の活動時の眠気を軽減させ物事をやり遂げるのに必
要な意欲を維持させる機能があります。

D518 H31.2.5 パセノールドリンクα（アルファ） 森永製菓株式会社 2 ピセアタンノール
本品には、ピセアタンノールが含まれます。ピセアタン
ノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守ることが報
告されています。

D519 H31.2.5 パセノールカプセルα（アルファ） 森永製菓株式会社 1 ピセアタンノール
本品には、ピセアタンノールが含まれます。ピセアタン
ノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守ることが報
告されています。

D520 H31.2.5 大麦若葉青汁　大麦のちから 三和酒類株式会社 2 GABA

本品にはGABAが含まれます。GABAには、一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生
き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能が
あることが報告されています。

D521 H31.2.6 ＧＡＢＡ（ギャバ）眠 イワキ株式会社 1 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、一時的な疲
労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）
の向上に役立つ機能があることが報告されています。

D522 H31.2.6 ちっこいあごだしにゅうめん 五木食品株式会社 2 イヌリン

本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンは食後の血糖
値の上昇をゆるやかにすることが報告されています。ま
た、ビフィズス菌を増やしてお腹の調子を整えることが
報告されています。

D523 H31.2.6 リズムウォーク 株式会社日本薬師堂 1
ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

本品にはブラックジンジャー由来ポリ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ポリメトキシフラボ
ンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することによ
り、中高年の方の歩く力を維持することが報告されてい
ます。
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D524 H31.2.6 ちっこいごま豆乳うどん 五木食品株式会社 2 イヌリン

本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンは食後の血糖
値の上昇をゆるやかにすることが報告されています。ま
た、ビフィズス菌を増やしてお腹の調子を整えることが
報告されています。

D525 H31.2.7
ＢｉｏＧａｉａ　ＰｒｏＤｅｎｔｉｓ（バイオガイアプ
ロデンティス）

バイオガイアジャパン株
式会社

1

L. reuteri Prodentis
（Lactobacillus reuteri DSM
17938株、Lactobacillus
reuteri ATCC PTA 5289株）

本品にはL. reuteri Prodentis（Lactobacillus reuteri
DSM 17938株、Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289
株）が含まれます。L. reuteri Prodentis（Lactobacillus
reuteri DSM 17938株、Lactobacillus reuteri ATCC PTA
5289株）には、口腔環境を良好に保ち、歯肉の健康を維
持するのを助ける機能があることが報告されています。

D526 H31.2.8 アマニ習慣 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
は血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機
能があることが報告されています。

D527 H31.2.8
のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）　甘くない
ライムクリア　ジンテイスト

サントリースピリッツ株
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、食後の血
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。

D528 H31.2.8 うる肌守り 株式会社協和 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。

D529 H31.2.12 大井川みかん 大井川みかん 3 βークリプトキサンチン

本品には、βークリプトキサンチンが含まれています。
βー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。

D530 H31.2.13 ルテインくっきり粒
 株式会社ディーエム
ジェイ

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
トなどの光の刺激から眼を守るとされる網膜の黄斑色
素を増やすことや、コントラスト感度（ぼやけを改善し、
くっきりと見る力）を改善することが報告されています。

D531 H31.2.13  シェイプライフティー　トリプル 株式会社ミル総本 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機能が報告されています。さら
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、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機
能が報告されています。本品は、おなかの調子が気に
なる方、食後の血糖値や中性脂肪が気になる方、糖や
脂肪の多い食事を摂りがちな方に適した食品です。

D532 H31.2.13 プロテオグリカン　ひざスムーズ
株式会社ディーエイチ
シー

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
快感が気になる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（スムーズな動き）を
サポートすることが報告されています。膝関節の曲げ伸
ばしが気になる方、階段の上り下りが気になる方、膝関
節の不快感が気になる健常な中高年に適しています。
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D533 H31.2.13  インシップＧＡＢＡ（ギャバ）  株式会社インシップ 1  GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAは、デスクワーク
などの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時
的な疲労感を緩和することが報告されています。

D534 H31.2.13
ホットケーキミックス　極もち　ザ・ブラ
ン

 日清フーズ株式会社 2  イヌリン
本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌
として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなか
の調子を整えることが報告されています。

D535 H31.2.13  フジッコ　蒸し大豆 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。

D536 H31.2.13
減塩粒入りコーンスープ　ＧＡＢＡ（ギャ
バ）配合

 日本生活協同組合連
合会

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。

D537 H31.2.13 おだやかプラス　わかめスープ
 アサヒグループ食品株
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）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、食後の血中中性脂肪値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、中性脂肪値が高め
の方に適した食品です。

D538 H31.2.14
ワタナベオイスターＤＨＭＢＡ（ディー
バ）ゼリー

株式会社渡辺オイス
ター研究所

2
牡蠣肉抽出上清由来3,5-
dihydroxy-4-methoxybenzyl
alcohol

 本品には、牡蠣肉抽出上清由来3,5-dihydroxy-4-
methoxybenzyl alcoholが含まれるので、日常生活で生
じる中高年の方の一過性の疲労感を軽減する機能があ
ります。

D539 H31.2.14 プロテオグリカンＥＸ（イーエックス）  株式会社桜 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。

D540 H31.2.14  めぐる温活　十六茶  アサヒ飲料株式会社 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、気温や室内温度が低い
ときなどの末梢（手指）血流を改善し、手先の体温を温
かく維持する機能があることが報告されています。

D541 H31.2.14
アサヒスタイルバランスヨーグルトサ
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。

D542 H31.2.15 ハイナンみかん  ハイナン農業協同組合 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。

D543 H31.2.15
１日分の食物繊維　ホットケーキミック
ス

日清フーズ株式会社 2 イヌリン
本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは食後の
血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告されていま
す。

D544 H31.2.15
イミューズ　アイ　ＫＷ（ケーダブリュ）
乳酸菌

キリン株式会社 1
 KW乳酸菌（L. paracasei
KW3110）

本品には、KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）が含まれ
ます。KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）は目の疲れを
感じている方の目の疲労感を軽減することが報告され
ています。
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D545 H31.2.18 プラズマローゲンＳ粉末カプセル
株式会社ビーアンドエ
ス・コーポレーション

1 ホタテ由来プラズマローゲン

本品にはホタテ由来プラズマローゲンが含まれます。ホ
タテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部であ
る、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶力
を維持する機能があることが報告されています。

D546 H31.2.18  おいしく解けるショコラ
アサヒグループ食品株
式会社

2
 ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

本品には、ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）が含まれます。ラクトノナ
デカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、ものご
とを忘れやすいと感じている中高年の方の認知機能の
一部である計算作業の効率、情報処理作業の効率の
低下を感じている中高年を含む成人の認知機能の一部
である視覚情報作業の効率（視覚情報を組み合わせて
全体を推理する力）、同年代に比べて記憶力が低下し
ている中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶
力（物のイメージを思い出す力）を維持することが報告さ
れています。

D547 H31.2.18 おいしく解けるショコラ　キューブ
アサヒグループ食品株
式会社

2
 ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

 本品には、ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）が含まれます。ラクトノナ
デカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、ものご
とを忘れやすいと感じている中高年の方の認知機能の
一部である計算作業の効率、情報処理作業の効率の
低下を感じている中高年を含む成人の認知機能の一部
である視覚情報作業の効率（視覚情報を組み合わせて
全体を推理する力）、同年代に比べて記憶力が低下し
ている中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶
力（物のイメージを思い出す力）を維持することが報告さ
れています。

D548 H31.2.18 ＨＭＢ（エイチエムビー）トリプル抹茶味  小林香料株式会社 1

カルシウム ビス－３－ヒドロ
キシ－３－メチルブチレートモ
ノハイドレート（HMBカルシウ
ム）

本品には、カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチ
ルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）が含ま
れます。カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチル
ブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）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が報告されています。また、
この機能と共に運動との併用により腹部の脂肪の減少
に役立つ機能が報告されています。

D549 H31.2.19 サフランの和み 株式会社ＳＢＳ 1
サフラン由来クロシン、サフラ
ン由来サフラナール

本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナールが含まれるので、一時的な不安感、気分の落ち
込み、困惑感を軽減させ、一時的な活気・活力の低下を
軽減させる機能があります。

D550 H31.2.20 鹿児島産べにふうき緑茶 株式会社山麓園 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）が含まれています。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。

D551 H31.2.20 ＧＡＢＡ（ギャバ）バランス
株式会社アイビー化粧
品

1 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や、仕事や勉強などによ
る一時的な精神的ストレスを緩和する機能が報告され
ています。
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D552 H31.2.20 Ｗ（ダブル）の健康青汁 新日本製薬株式会社 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸、GABA

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸とGABAが含
まれます。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味
の方の体脂肪や中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減
少をサポートし、高めのBMI値の改善を助ける機能が、
GABA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。

D553 H31.2.20 黒豆でつくったクッキー 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。

D554 H31.2.21 国産プロテオグリカン 八幡物産株式会社 1
サケ軟骨由来プロテオグリカ
ン、サケ軟骨由来II型コラー
ゲン

本品にはサケ軟骨由来プロテオグリカン、サケ軟骨由
来II型コラーゲンが含まれます。この2つの成分には、中
高年健常者のひざ関節の曲げ伸ばしを伴う動きを改善
する機能があることが報告されています。正座する、立
ち上がる、走る、階段の上り下りなどの際にひざ関節が
気になる方に適しています。

D555 H31.2.21 ローズヒップ唐辛子 株式会社吉野家 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は、体脂肪を減らす機能
があることが報告されています。

D556 H31.2.21 アラプラス　からだ元気 ＳＢＩアラプロモ株式会社 1 5-アミノレブリン酸リン酸塩

本品は5-アミノレブリン酸リン酸塩（ALA）を含みます。
ALAは加齢に伴い低下する運動効率を上げ、運動量
（運動する時間や量）の増進をサポートすることが報告
されています。運動量が気になる方に適しています。

D557 H31.2.22 コロ＋Ｐｌｕ（プラ）
株式会社ユニバーサル
トランセンドプランニング

1
カツオ由来エラスチンペプチ
ド

本品にはカツオ由来エラスチンペプチドが含まれていま
す。カツオ由来エラスチンペプチドにはひざ関節の動き
をサポートし、軽い違和感を和らげる機能があることが
報告されています。

D558 H31.2.22 もち麦リゾット　完熟トマトソース 日清フーズ株式会社 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。

D559 H31.2.22 もち麦リゾット　ポルチーニクリーム 日清フーズ株式会社 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。

D560 H31.2.22 ごぼうと香味野菜のミートソース 日清フーズ株式会社 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）には食後血糖値
の上昇を抑制する機能があることが報告されています。

D561 H31.2.22 ３種のきのこの和風ソース 日清フーズ株式会社 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）には食後血糖値
の上昇を抑制する機能があることが報告されています。

D562 H31.2.22 セラミドモイスト ラシェル製薬株式会社 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。肌が乾燥しがちな方に適しています。

D563 H31.2.23
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）ラブレα（アルファ）
プレーン（３本パック）

カゴメ株式会社 2
ラブレ菌(Lactobacillus brevis
KB290)

本品にはラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)が含まれ
ます。ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸
まで届き、お通じと腸内環境を改善することが報告され
ています。おなかの調子をすっきり整えたい方にお勧め
です。
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D564 H31.2.24 ｓｌｉｍｏ（スリモ） 株式会社アビストＨ＆Ｆ 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれてい
ます。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方
の体脂肪率や血中中性脂肪、BMIの低下、および体重
やウエスト周囲径の減少を助ける機能が報告されてい
ます。

D565 H31.2.25 ながみねみかん ながみね農業協同組合 3 βークリプトキサンチン
本品には、βークリプトキサンチンが含まれています。
βー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、骨の健康に役立つことが報告されています。

D566 H31.2.25 ミルテイン
株式会社FORDELソ
リューションズ

1
ルテイン・ゼアキサンチン、ア
スタキサンチン

本品にはルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチン
が含まれます。 ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑
部の色素量を増やし、ブルーライト光などの光ストレス
から保護し、ぼやけ解消によりはっきり見る力（コントラ
スト感度）を改善する機能があることが報告されていま
す。 アスタキサンチンは、眼のピント調節機能を維持
し、パソコンやスマートフォンの使用による眼の疲労感
を軽減することが報告されています。

D567 H31.2.25 ナイシダウン 井藤漢方製薬株式会社 1
ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

本品にはブラックジンジャー由来ポリ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ポリメトキシフラボ
ンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂
肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があることが
報告されています。また、日常活動時のエネルギー代
謝において、脂肪を消費しやすくする機能があることが
報告されています。

D568 H31.2.25
マイニチケア＜ストレスや疲労感を軽
減するタイプ＞ベリーミント味タブレット

株式会社ロッテ 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAは、仕事や勉強な
どによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減する
ことが報告されています。

D569 H31.2.25
マイニチケア＜ストレスや疲労感を軽
減するタイプ＞エナジードリンク味タブ
レット

株式会社ロッテ 2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAは、仕事や勉強な
どによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減する
ことが報告されています。

D570 H31.2.26 うらべの血圧生活
占部大観堂製薬株式会
社

1 ＧＡＢＡ
本品には、ＧＡＢＡが含まれます。ＧＡＢＡには、血圧が
高めの方の血圧を低下させ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。

D571 H31.2.26 ブルーベリー　ミエルネ 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、スマートフォンやパソ
コンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のう
るおい感の維持や目の焦点を合わせやすくすることに
よって、目の疲労感の緩和に役立つことが報告されてい
ます。

D572 H31.2.27
ファットケア　スティックカフェ　モカ・ブ
レンド

大正製薬株式会社 2 コーヒー豆マンノオリゴ糖

本品にはコーヒー豆マンノオリゴ糖が含まれています。
コーヒー豆マンノオリゴ糖には、BMIが高めの方のおな
かの脂肪（腹部脂肪面積、内臓脂肪面積）や体脂肪
率、ウエスト周囲径（ウエストサイズ）を低下させる機能
があることが報告されています。

D573 H31.2.27 「骨こつケア」
アサヒカルピスウェルネ
ス株式会社

1
枯草菌（バチルス・サブチル
ス）C-3102株

本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102
株が含まれており、加齢とともに低下する骨密度を高め
る働きがあります。骨の健康が気になる健常な方に適し
た食品です。
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D574 H31.2.28 新あさひ豆腐煮プラス 旭松食品株式会社 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。

D575 H31.2.28 キョーリック　イチョウ葉 湧永製薬株式会社 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。

D576 H31.2.28 ラクトフェリンＧＰ（ジーピー） 株式会社アップウェル 1 ラクトフェリン

本品にはラクトフェリンが含まれています。ラクトフェリン
は、腸内環境を改善する機能が報告されています。また
ラクトフェリンは、睡眠感（起床時の眠気と疲労感）を改
善する機能が報告されています。

D577 H31.2.28 ヘルス　スイッチ　筋力Ⅱ 株式会社協和 2

カルシウム ビス－３－ヒドロ
キシ－３－メチルブチレートモ
ノハイドレート（HMBカルシウ
ム）

本品にはカルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチル
ブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）が含まれ
ます。カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチ
レートモノハイドレート（HMBカルシウム）には加齢によ
る筋肉の減少を軽減し、日常生活をスムーズに行うた
めに必要な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。

D578 H31.2.28 血糖・血圧サポート
エイボン・プロダクツ株
式会社

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。

D579 H31.2.28 ひざらくライト
エイボン・プロダクツ株
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
ン塩酸塩はひざ関節の違和感を軽減することが報告さ
れています。

D580 H31.3.1 大麦β（ベータ）グルカン（毎日腸活）
株式会社サプリプラス
ファミリー

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、健康な５０歳以上の中高齢者のおなかの
調子を整える機能が報告されています。

D581 H31.3.1
ＥＰＡ＆ＤＨＡα（イーピーエーアンド
ディーエイチエーアルファ）

佐藤製薬株式会社 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記憶力（数・ことば・図形な
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。

D582 H31.3.1 Ｏｌｉｇｏｎｏｌ　ＰＲＯ（オリゴノール　プロ）
ピルボックスジャパン株
式会社

1
ライチおよびチャ由来フラバ
ノール単量体ならびに二量体

本品にはライチおよびチャ由来フラバノール単量体なら
びに二量体が含まれます。ライチおよびチャ由来フラバ
ノール単量体ならびに二量体は運動による一過性の身
体的疲労感を軽減する機能が報告されています。運動
による身体的な疲労感を自覚している方に適した食品
です。

D583 H31.3.1 Ｍｏｉｓｔ　ｃｈａｒｇｅ（モイストチャージ） ライオン株式会社 1
エリオジクチオール-6-C-グ
ルコシド

本品にはエリオジクチオール-6-C-グルコシドが含まれ
ます。エリオジクチオール-6-C-グルコシドは、体の内側
から水分分泌を促すことにより、目のうるおいを保つとと
もに、口や肌の乾燥を緩和しうるおいを保ちます。年齢
とともにカラダ（目・口・肌）の乾燥が気になる方に適した
食品です。
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D584 H31.3.1 「カラダカルピス」スパークリング５００ アサヒ飲料株式会社 2
乳酸菌CP1563株由来の10－
ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）

本品には独自の乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキ
シオクタデカン酸（10－HOA）が含まれます。乳酸菌
CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸（10－
HOA）には体脂肪を減らす機能があることが報告されて
おり、肥満気味の方に適しています。

D585 H31.3.4 カントリーマアムチョコチップス 株式会社不二家 2 GABA
本品にはＧＡＢＡが含まれています。ＧＡＢＡには事務的
作業による一時的な精神的ストレスを軽減する機能が
あることが報告されています。

D586 H31.3.4 機能性伊勢の卵 イセ食品株式会社 3 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のあることが報告されています。

D587 H31.3.5 千寿記憶 株式会社イッティ 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、中高年の脳血流を
改善することで、加齢に伴い低下する認知機能の一部
である記憶力（言語や図形を思い出す力）を維持するこ
とが報告されています。

D588 H31.3.5 有機ケール青汁 ヱスビー食品株式会社 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。

D589 H31.3.6 ＢＦ－１（ビーエフワン） 株式会社ヤクルト本社 2
B．ビフィダム Y株（B．ビフィ
ダム YIT 10347）

本品には、B. ビフィダム Y株（B. ビフィダム YIT 10347）
が含まれるので、食後の胃の負担をやわらげる機能が
あります。

D590 H31.3.6 ワイルドマンゴーの力
株式会社健やか総本舗
亀山堂

1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品には、アフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれま
す。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の
方のBMIの低下、体脂肪率、中性脂肪、および体重や
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。

D591 H31.3.6 キレートレモンクエン酸２７００
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。

D592 H31.3.7
ＩＮＮＥＲ　ＢＥＡＵ　Ｆｉｂｅｒ　Ｇｒｅｅｎ（イン
ナービュー　ファイバーグリーン）

株式会社えがお 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、食事と共に
摂取することにより「糖の吸収を抑え、食後に上がる血
糖値を抑える機能」、「脂肪の吸収を抑え、脂肪の排出
を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇を抑え
る機能」がそれぞれ報告されています。さらに、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、便通を改善する機能」が報告されています。

D593 H31.3.7
静岡県産べにふうき釜炒り茶ティー
バッグ

株式会社製茶問屋山梨
商店

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。

D594 H31.3.7
ＭＥＡＬ　ＣＡＲＥ　Ｆｉｂｅｒ　Ｇｒｅｅｎ（ミー
ルケア　ファイバーグリーン）

株式会社えがお 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、食事と共に
摂取することにより「糖の吸収を抑え、食後に上がる血
糖値を抑える機能」、「脂肪の吸収を抑え、脂肪の排出
を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇を抑え
る機能」がそれぞれ報告されています。さらに、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、便通を改善する機能」が報告されています。
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D595 H31.3.8 潤和華 湧永製薬株式会社 1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれています。ヒアルロン
酸Naは肌の水分保持に役立ち、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。

D596 H31.3.8 プラズマローゲンクリア 入交クリエイト株式会社 1 鶏由来プラズマローゲン

本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由
来プラズマローゲンに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、言葉、位置情報、
状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。

D597 H31.3.8 サフラ眠 株式会社ＳＢＳ 1
サフラン由来クロシン、サフラ
ン由来サフラナール

本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナールが含まれます。サフラン由来クロシン、サフラン
由来サフラナールには、睡眠の質が低いと感じている
方の活動時の眠気を軽減させ物事をやり遂げるのに必
要な意欲を維持させる機能があることが報告されていま
す。

D598 H31.3.8
ＨＭＢ（エイチエムビー）ゼリー梅干風
味

小林香料株式会社 2

カルシウム ビス－３－ヒドロ
キシ－３－メチルブチレートモ
ノハイドレート（HMBカルシウ
ム）

本品には、カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチ
ルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）が含ま
れます。カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチル
ブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の
維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を
送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能が
報告されています。

D599 H31.3.8 ぽん酢プラス ヤマサ醤油株式会社 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。

D600 H31.3.8 Ｌ‐テアニン
リブ・ラボラトリーズ株式
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、
夜間の睡眠の質を高める（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。

D601 H31.3.11 シャンピニオン爽粒 株式会社リコム 1
マッシュルーム由来ポリフェ
ノール

本品にはマッシュルーム由来ポリフェノールが含まれて
います。マッシュルーム由来ポリフェノールには、腸内腐
敗産物として知られているアンモニア、p-クレゾールを
減らすことで、腸内環境を良好にすることが報告されて
います。

D602 H31.3.11 キトヘルス 株式会社エムディエフ 1
エノキタケ由来脂肪酸（リノー
ル酸、α－リノレン酸）

本品にはエノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレ
ン酸）が含まれます。エノキタケ由来脂肪酸（リノール
酸、α－リノレン酸）には、肥満気味な方の、内臓脂肪・
体重・ＢＭＩを減少させる機能があることが報告されてい
ます。肥満気味で内臓脂肪が気になる方、ＢＭＩが高め
の方に適しています。

D603 H31.3.11 金印肉用きざみわさび 金印株式会社 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についた脂肪を
減らす機能があることが報告されています。

D604 H31.3.11
ミニッツメイド　ぽかぽかごこち　はち
みつゆず

日本コカ・コーラ株式会
社

2
ウィンターセイボリー由来カ
ルバクロール、ウィンターセイ
ボリー由来チモール

本品にはウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィ
ンターセイボリー由来チモールが含まれます。ウィン
ターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセイボ
リー由来チモールは、肌寒く手足の体表温が徐々に低
下していく環境下において、体（末梢）をあたたかく保つ
機能があることが報告されています。

D605 H31.3.11 巡優　ＬＫＭ（エルケイエム）５１２ アロン化成株式会社 1
ビフィズス菌 LKM512
(Bifidobacterium animalis
subsp. lactis)

本品にはビフィズス菌 LKM512 (Bifidobacterium
animalis subsp. lactis)が含まれます。ビフィズス菌
LKM512は、生きて腸まで届き増えることで腸内環境を
改善し、便通・お通じを改善する機能があることが報告
されています。
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D606 H31.3.11 フジッコ　大豆で作ったヨーグルト 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。

D607 H31.3.11 ＧＡＢＡ（ギャバ） 株式会社オーガランド 1 GABA

本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高
めの方の血圧を下げる機能や、事務的作業に伴う一時
的な精神的ストレス、疲労感を緩和する機能があること
が報告されています。

D608 H31.3.11 おやすみラフマ
株式会社ベンチャーバ
ンク

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。

D609 H31.3.12
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　Ｋ－１（ケ
イワン）

三生医薬株式会社 1
植物性乳酸菌K-1（L.casei
327）

本品には植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）が含まれま
す。植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを
維持する機能があることが報告されています。

D610 H31.3.12 リアルゴールド　アスタパワー
日本コカ・コーラ株式会
社

2 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、目の疲労感や目の使用による肩・腰の負担
を軽減する機能があることが報告されています。

D611 H31.3.12 センドナウ潤いセラミド スノーデン株式会社 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。

D612 H31.3.12
健康家族のルテイン・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。

D613 H31.3.12 うまみ搾り
サッポロビール株式会
社

2 アンセリン
本品にはアンセリンが含まれます。アンセリンは、血清
尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の
尿酸値を下げる機能が報告されています。

D614 H31.3.12 ヨーグルスタンドＫ－１乳酸菌
日本コカ・コーラ株式会
社

2
植物性乳酸菌K-1（L.casei
327）

本品には植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）が含まれま
す。植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを
維持する機能があることが報告されています。

D615 H31.3.12
静岡県産べにふうき釜炒り茶粉末ス
ティック

株式会社製茶問屋山梨
商店

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。

D616 H31.3.12 まるごと黒豆茶 株式会社伊藤園 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。
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D617 H31.3.13
高たんぱくＨＭＢ（エイチエムビー）パ
ウダー

株式会社ディーエイチ
シー

1

カルシウム ビス－３－ヒドロ
キシ－３－メチルブチレートモ
ノハイドレート（HMBカルシウ
ム）

本品には、カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチ
ルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）が含ま
れます。カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチル
ブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の
維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を
送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必
要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能が報告され
ています。

D618 H31.3.13 活き活き花茶 丸成商事株式会社 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。

D619 H31.3.13 温＋ヘスペリジン 日本ケフィア株式会社 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、冷寒時に末梢の血流を
維持し、末梢の体表温を維持する機能があることが報
告されています。

D620 H31.3.13
「はたらくアタマに／Ｗｅｌｃｈ’ｓ（ウェル
チ）」スマートスタート

アサヒ飲料株式会社 2
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

本品にはラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）が含まれます。ラクトノナ
デカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢と
ともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作
業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役
立つことが報告されていますので、ものごと

D621 H31.3.13
タヒボＮＦＤ（エヌエフディ）ニューエッセ
ンス

タヒボジャパン株式会社 2 タヒボ由来ポリフェノール

本品にはタヒボ由来ポリフェノールが含まれます。タヒボ
由来ポリフェノールは、抗酸化作用により日常の生活に
より生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ機
能があると報告されています。

D622 H31.3.14
リフレッシュ　カロリーゼロ　ＧＡＢＡ
（ギャバ）

日本生活協同組合連合
会

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を緩和する機能があ
ると報告されています。

D623 H31.3.15 アクティブエール 株式会社日本薬師堂 1

カルシウム ビス－３－ヒドロ
キシ－３－メチルブチレートモ
ノハイドレート（HMBカルシウ
ム）

本品には、カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチ
ルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）が含ま
れます。カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチル
ブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の
維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を
送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必
要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能が報告され
ています。

D624 H31.3.15 パルスイートおなかすこやかオリゴ 味の素株式会社 2 フラクトオリゴ糖
本品にはフラクトオリゴ糖が含まれています。フラクトオ
リゴ糖はお通じが気になる方の腸内のビフィズス菌を増
やし、おなかの調子を整えることが報告されています。

D625 H31.3.15 グルコサミン 株式会社リード 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
ン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポート
し、膝の不快感をやわらげることが報告されており、膝
関節の動きに悩みのある方に適しています。
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D626 H31.3.15
ＤＨＡ＆ＥＰＡ　ＤＸ（ディーエイチエー
アンド　イーピーエー　デラックス）

ヤクルトヘルスフーズ株
式会社

1 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。 DHA・EPA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。 DHA・EPA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。

D627 H31.3.15 鶏肉の豆乳スープの素 株式会社ダイショー 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、食事から摂
取した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂
肪や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。

D628 H31.3.15 いちょう葉＆ルテイン 日本製粉株式会社 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、ルテイン、ゼアキ
サンチン

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及びルテイン、ゼアキサンチンが
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、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。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
の黄斑色素密度を上昇させる働きにより、目をブルーラ
イトなどの光の刺激から保護し、コントラスト感度の低下
（ぼやけ）を改善することが報告されています。

D629 H31.3.15 玉ねぎスープの素オニオンコンソメ味 株式会社ダイショー 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、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。

D630 H31.3.15 きのこスープの素中華しょうゆ味 株式会社ダイショー 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、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。

D631 H31.3.15 牛肉のテール風スープの素 株式会社ダイショー 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、食事から摂
取した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂
肪や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。

D632 H31.3.15 ウインナーのポトフスープの素 株式会社ダイショー 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、食事から摂
取した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂
肪や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。

D633 H31.3.15 ＨＭＢシニア（エイチエムビーシニア） 株式会社つうはん本舗 1

カルシウム ビス－３－ヒドロ
キシ－３－メチルブチレートモ
ノハイドレート（HMBカルシウ
ム）

本品には、カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチ
ルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）が含ま
れます。カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチル
ブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の
維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を
送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必
要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能が報告され
ています。
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D634 H31.3.15 葛タブレット 株式会社東洋新薬 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。

D635 H31.3.15 葛の花粒 株式会社東洋新薬 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。

D636 H31.3.15 葛花粒 株式会社東洋新薬 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。

D637 H31.3.15 タブレット 株式会社東洋新薬 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。

D638 H31.3.16  「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）大根漬 γ -アミノ酪酸（GABA） 2 γ -アミノ酪酸（GABA）
本品にはγ－アミノ酪酸（GABA）が含まれています。
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。

D639 H31.3.16  「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）胡瓜漬 γ -アミノ酪酸（GABA） 2 γ -アミノ酪酸（GABA）
本品にはγ-アミノ酪酸（GABA)が含まれています。
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。

D640 H31.3.16 「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）人参漬 γ -アミノ酪酸（GABA） 2 γ -アミノ酪酸（GABA）
本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれています。
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。

D641 H31.3.16  「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）茄子漬  株式会社もり 2 γ -アミノ酪酸（GABA）
 本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれています。
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。

D642 H31.3.16  「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）南瓜漬  株式会社もり 2 γ -アミノ酪酸（GABA）
本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれています。
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。

D643 H31.3.18  睡眠マネージメント
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

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（眠の深さ）の向上に役
立つことが報告されています。

D644 H31.3.18  すっきりサラシアプレミアム  タカノ株式会社 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、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。
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D645 H31.3.18 トリプルスタイル  株式会社ピーチ・ジョン 1

アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸、ブラックジンジャー由来ポ
リメトキシフラボン、パイナッ
プル由来グルコシルセラミド

本品には、アフリカマンゴノキ由来エラグ酸、ブラックジ
ンジャー由来ポリメトキシフラボン、パイナップル由来グ
ルコシルセラミドが含まれます。アフリカマンゴノキ由来
エラグ酸には、肥満気味な方の体重や体脂肪、ウエスト
周囲径および中性脂肪を減らすのを助け、高めのBMI
値の改善に役立つことが報告されています。ブラックジ
ンジャー由来ポリメトキシフラボンには、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。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。

D646 2019/3/19 プレマ株式会社 日本人の快眼 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ピント
調整力を改善することで眼の疲労感を軽減する機能、
ルテインはブルーライトなどの光の刺激から眼を保護す
るとされる網膜の黄斑色素量を補うことや、コントラスト
感度（かすみやぼやけの解消によりはっきりものを見る
力）を改善することが報告されています。

D647 2019/3/19 プレマ株式会社 日本人の快眠 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。また、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。

D648 2019/3/19 株式会社元気生活 ブルーベリー 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健康な人の眼の潤
いを保つことが報告されています。なお、本品はドライア
イ（一般的に10秒間瞬きをせずにいられない方はドライ
アイと言われています。）を改善するものではありませ
ん。

D649 2019/3/20 ジャパンフリトレー株式会社 マイクポップコーン　プラスファイバーうすしお味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。

D650 2019/3/20 大正製薬株式会社 プリンケア　粉末スティック 2 アンセリン

本品にはアンセリンが含まれます。アンセリンは、健康
な方の高めの血清尿酸値（5.5～7.0mg/dL）を低下させ
る機能があることが報告されています。血清尿酸値が
高めの方に適した食品です。

D651 2019/3/20 株式会社東洋新薬 ターミナリアベリリカタブレットＴＲ（ティーアール）1
ターミナリアベリリカ由来没食
子酸

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれ
ます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の
脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の
上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪
とBMIを減らすのを助ける機能が報告されています。

D652 2019/3/22 株式会社三昧生活 緑のイチョウ葉粒 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、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）を維持する機能があ
ることが報告されています。
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D653 2019/3/22 ホワイト食品工業株式会社 おなかにエール 2
カゼイ菌（L.paracasei,
DSM19465株）

本品にはカゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）が含ま
れ、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。おな
かの調子が気になる方へお勧めです。

D654 2019/3/22 株式会社ＳＢＳ サフランの恵み 1
サフラン由来クロシン、サフラ
ン由来サフラナール

本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナールが含まれるので、一時的なストレスや疲労感を軽
減させる機能があります。

D655 2019/3/22 株式会社世田谷自然食品 目のぼやけを軽減　ルテイン＋ゼアキサンチン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、紫外線・ブルーライトなどの光の刺
激からの保護や、コントラスト感度（ぼやけの解消により
くっきり見る力）を改善する機能があることが報告されて
います。

D656 2019/3/22 株式会社ディーエイチシー ＤＨＣ（ディーエイチシー）　カラダ対策ファイバー・イン・ミートソースＷ2
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、食後の血
中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収
を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が
報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血
糖値が気になる方に適した食品です。

D657 2019/3/22 リブ・ラボラトリーズ株式会社 茶Ｗ（ダブル） 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）には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑え、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。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。

D658 2019/3/22 株式会社伊藤園 お～いお茶濃い茶　２Ｌ 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があることが報告さ
れています。

D659 2019/3/22 株式会社伊藤園 お～いお茶濃い茶　１Ｌ 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があることが報告さ
れています。

D660 2019/3/22 サントリーウエルネス株式会社 ラクフィット 1
乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌
BB536

本品には、独自の乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌BB536
が含まれます。乳酸菌S-PT84は、おなかの脂肪を減ら
す機能があることが報告されています。ビフィズス菌
BB536は、腸内フローラを良好にすることでおなかの調
子を整える機能があることが報告されています。

D661 2019/3/23 ＳＷＩＭＩＮ（スイミン） 株式会社オーガランド 1 L-テアニン

本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、夜間
の健やかな眠り（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。

D662 2019/3/25 岩下の新生姜 岩下食品株式会社 2 ショウガ由来ポリフェノール

本品にはショウガ由来ポリフェノールが含まれます。ショ
ウガ由来ポリフェノールには、寒い季節や冷房条件下に
おいて末梢（手の指先）の体温を維持する機能があるこ
とが報告されています。



表示しようとする機能性 変更履歴
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

D663 2019/3/25 ＤＨＡ（ディーエイチエー）　ｗ 株式会社ディーエイチシー 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。また、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。

D664 2019/3/25 アイソカルサポートファイバー７．２ｇ×１４ネスレ日本株式会社 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）は腸に届いて有用菌（善
玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を増や
し便通を改善することが報告されています。 グアーガム
分解物（食物繊維）は、食後の血糖値の上昇を抑えるこ
とが報告されています。 便秘気味、または食後の血糖
値が気になる健常者に適した食品です。

D665 2019/3/26 アルビータ　アスタキサンチンアイ 株式会社アルビータ 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、パソコンやスマートフォンなどの使用による、
目の疲労感や肩の負担を軽減する機能があることが報
告されています。

D666 2019/3/26 ＨＭＢ（エイチエムビー）チャレンジ 日本ケフィア株式会社 1

カルシウム ビス－３－ヒドロ
キシ－３－メチルブチレートモ
ノハイドレート（HMBカルシウ
ム

本品には、カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチ
ルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）が含ま
れます。カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチル
ブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）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が報告されています。また、
この機能と共に運動との併用により腹部の脂肪の減少
に役立つ機能が報告されています。

D667 2019/3/26 ダイエタリーファイバー
オリヒロプランデュ株式
会社

2
イソマルトデキストリン(食物
繊維)

本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれま
す。イソマルトデキストリン(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。

D668 2019/3/26 シボリズム 株式会社ファインアップ 1
アフリカマンゴノキ由来エラグ
酸

本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が含まれてい
ます。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方
の体重・中性脂肪・体脂肪率・ウエスト周囲径を減らすこ
とをサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報
告されています。

D669 2019/3/26 サポートプラス　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、良質
な眠りをサポートする（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、
起床時の眠気や疲労感を和らげる）ことが報告されてい
ます。また、目のピント調節をサポートする（パソコン作
業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげる）こ
とが報告されています。

D670 2019/3/26 あなた想い乳酸菌飲料 ホワイト食品工業株式会社 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。

D671 2019/3/27 グルコサミン　エラスチン　プラス 株式会社はぴねすくらぶ 1
グルコサミン塩酸塩、カツオ
由来エラスチンペプチド

本品にはグルコサミン塩酸塩、カツオ由来エラスチンペ
プチドが含まれるので、ひざ関節の動きの悩みを緩和
し、「階段の昇り降り」 や「しゃがみ込みや立ち上がり」
時のひざ関節の動きを助ける機能があります。ひざ関
節の動きが気になる健常な中高年の方に適した食品で
す。
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D672 2019/3/27 快腸週間 アピ株式会社 1
ゲンクワニン5-O-β-プリメ
ベロシド、マンギフェリン

本品にはゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギ
フェリンが含まれます。ゲンクワニン5-O-β-プリメベロ
シド、マンギフェリンには、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。

D673 2019/3/27 ＬＫＭ（エルケイエム）５１２スティック 協同乳業株式会社 1
ビフィズス菌ＬＫＭ５１２
(Bifidobacterium animalis
subsp. lactis)

本品にはビフィズス菌 LKM512 (Bifidobacterium
animalis subsp. lactis)が含まれます。ビフィズス菌
LKM512は、生きて腸まで届き腸内で増えることで腸内
環境を改善し、便通・お通じを改善する機能があること
が報告されています。

D674 2019/3/27 カイテキオリゴ 株式会社北の達人コーポレーション2

ラフィノース、ラクチュロース、
フラクトオリゴ糖、イソマルト
オリゴ糖、α-シクロデキスト
リン

本品には、ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ
糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリンが含まれ
ているので、便秘傾向者の便通を改善する（排便量・排
便回数を増やす）機能があります。

D675 2019/3/27 快腸週間ＥＸ（イーエックス） アピ株式会社 1
ゲンクワニン5-O-β-プリメ
ベロシド、マンギフェリン

本品にはゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギ
フェリンが含まれます。ゲンクワニン5- O-β-プリメベロ
シド、マンギフェリンには、便秘気味の方の便通を改善
する機能があります。

D676 2019/3/27 トキワ　メタテクト 常盤薬品工業株式会社 1
DHA･EPA、サラシア由来サラ
シノール

本品にはDHA･EPA、サラシア由来サラシノールが含ま
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。サラシア由来サラシノー
ルには、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。

D677 2019/3/27 メタバリアプレミアムＥＸ（イーエックス） 富士フイルム株式会社 1

サラシノール、難消化性デキ
ストリン（食物繊維）、エピガ
ロカテキンガレート、モノグル
コシルルチン、フロロタンニン

本品には、サラシノール、難消化性デキストリン（食物繊
維）、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン、
フロロタンニンが含まれます。BMIが高めの方に適した
食品です。 ■本品は、食事から摂取した脂肪の吸収を
抑える機能、また継続摂取によりBMIが高めの方のおな
かの脂肪（体脂肪・内臓脂肪・皮下脂肪）・体重・ウエス
ト周囲径を減らすことで高めのBMIを低下させる機能が
あります。 ■サラシノールは、食事から摂取した糖の吸
収を抑える機能性と、継続摂取により腸内環境を整える
（おなかの中のビフィズス菌を増やす）機能性が報告さ
れています。

D678 2019/3/27 ＧＡＢＡ（ギャバ）子大豆もやし 株式会社サラダコスモ 3 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。本品を1/2袋食べると機能性が報告されている一日
当たりの機能性関与成分(GABA)の量の50％を摂取で
きます。

D679 2019/3/27 大豆イソフラボンプラス 三生医薬株式会社 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中高年
女性に適した食品です。

D680 2019/3/27 ＡＯ＋　ＰＧ　ＴＡＢＬＥＴ（エーオープラスピージータブレット）株式会社マキュレ 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。
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D681 2019/3/27 インシップ　ブルーベリー粒 株式会社インシップ 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をサ
ポートし、目の疲労感を緩和することが報告されていま
す。

D682 2019/3/27 マイニチケアガム＜血圧が高めの方のミントガム＞株式会社ロッテ 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。

D683 2019/3/27 ディアナチュラゴールド　アンセリン アサヒグループ食品株式会社 1 アンセリン
本品にはアンセリンが含まれます。アンセリンには、血
清尿酸値が正常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方
の尿酸値の上昇を抑えることが報告されています。

D684 2019/3/27 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　セラミドＰｎ（ピーエヌ）シャルーヌ化粧品株式会社 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
（水分）を逃しにくくする機能が報告されています。

D685 2019/3/27 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　Ｌ－テアニン シャルーヌ化粧品株式会社 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、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。

D686 2019/3/27 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ＧＡＢＡ（ギャバ）シャルーヌ化粧品株式会社 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。

D687 2019/3/29 アローマメロン 静岡県温室農業協同組合 3 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには仕事や勉
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。

D688 2019/3/29 クラウンメロン 静岡県温室農業協同組合 3 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには仕事や勉
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。

D689 2019/3/29 ファイバイタル　肉野菜みそスープ エースコック株式会社 2
イソマルトデキストリン（食物
繊維）

本品にはイソマルトデキストリン（食物繊維）が含まれま
す。イソマルトデキストリンは、血糖値が上がりやすい方
の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方
の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能
が報告されており、食後の血糖値の上昇や血中中性脂
肪の高さが気になる方に適しています。

D690 2019/3/31 シンデレラスリープ 株式会社ZERO PLUS 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、
夜間の良質な眠り（寝起きの疲労感や眠気を軽減）をサ
ポートする機能が報告されています。また、一過性の作
業にともなう精神的なストレスをやわらげることが報告さ
れています。


