
機能性表示食品届出一覧（令和1年度）

E1 2019/4/3 日本新薬株式会社 ＭＡＮＧＯＳＴＩＡ（マンゴスティア） 1 ロダンテノンB
本品はロダンテノンBを含みます。ロダンテノンBは、糖化ストレスを
軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。

販売休止中

E2 2019/4/3 日本山村硝子株式会社 ぎゅっとルテイン　きらきらケール 3 ルテイン

本品にはルテインが含まれます。ルテインを10mg/日摂取すると、
ブルーライトなどの光による刺激から目を保護するとされ、年齢とと
もに減少する網膜黄斑部の色素量を増加させることで目の調子を
整えることが報告されています。本品を60g食べると、機能性が報
告されている一日当たりのルテインの量の50%を摂取できます。

(2019/9/6) 表示見本、別紙様式2、別紙様式
Ⅱ-1、様式Ⅶの変更

販売中

E3 2019/4/4 株式会社伊藤園 健康体国産りんご 2
難消化性デキストリン（食物
繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を整える機能や、同
時に摂取した糖質の吸収を抑えて食後の血糖値の上昇をおだや
かにする機能があることが報告されています。

販売休止中

E4 2019/4/4 株式会社愛しとーと おなか快調宣言α 2
難消化性デキストリン(食物
繊維として)、ガラクトオリゴ
糖

本品には難消化性デキストリン(食物繊維として)、ガラクトオリゴ糖
が含まれるので、腸内のビフィズ
ス菌を増加させ、腸内環境（腸内フローラ）を良好にし、便通（お通
じ）を改善する機能があります。
また、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
脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる事により、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑えることが報告されています。

(2019.6.15修正)様式Ⅰ、様式Ⅱ、別紙様式Ⅴ-
１、別紙様式Ⅴ-３、別紙様式Ⅴ-7を修正

販売中

E5 2019/4/5
株式会社アカシアの樹（旧
社名：株式会社mimozax）

アカポリ肌ケア 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、
肌（顔）の乾燥による不快感（ムズムズ感）がある成人において、肌
（顔）の乾燥を緩和して肌（顔）の潤いを守るのを助け、肌（顔）の保
湿力（バリア機能）を守る機能があり、不快感を改善する機能があ
ります。肌（顔）の乾燥が気になる方、肌（顔）の乾燥による不快感
（ムズムズ感）がある方に適した食品です。

販売休止中

E6 2019/4/5 ダイドードリンコ株式会社
スマートブラック　世界一のバリス
タ監修

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。

販売休止中

E7 2019/4/8
アモーレパシフィックジャ
パン株式会社

睡眠ミイン 1 GABA

本品にはGABAが含まれています。GABAは健康な方の睡眠の質
（眠りの深さ、起床時の眠気）の改善に役立つ機能や、仕事や作業
による一過性の精神的なストレスや疲労感を緩和する機能が報告
されています。

販売休止中

E8 2019/4/8 日清ファルマ株式会社 尿酸値が気になる方のアンセリン 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報告されて
います。

販売中

E9 2019/4/8 雪印メグミルク株式会社
乳酸菌ヘルベヨーグルト　ドリンク
タイプ　１００ｇ

2
L. helveticus SBT2171（乳
酸菌ヘルベ）

本品にはL. helveticus SBT2171（乳酸菌ヘルベ）が含まれるので、
目や鼻の不快感を緩和します。

販売休止中

E10 2019/4/9 アサヒ飲料株式会社
ウィルキンソン　タンサン　エクスト
ラ　グレープフルーツ

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、食事の脂肪の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

販売休止中
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E11 2019/4/9 株式会社伊藤園 こまめにコツコツ黒豆茶 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。

販売休止中

E12 2019/4/9 株式会社リフレ ・はじめのグルコサミン 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ています。
グルコサミン塩酸塩は、膝の曲げ伸ばしを滑らかにし、膝を動かす
際の不快な違和感を和らげる報告があります。膝関節の動きに悩
みのある方に適しています。

（2019.6.14）別紙様式Ⅰ、Ⅵの文言の追加、表
示見本に届出番号記載、様式Ⅱ-1、Ⅴ-1の新
書式への差し替え

販売休止中

E13 2019/4/10 ユニキス株式会社 ルテインＵＱ（ユーキュー）２０ 1 ルテイン、ゼアキサンチン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、ゼア
キサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コン
トラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を
識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）の
改善、睡眠の質、眼の疲労感の軽減に役立つ機能があることが報
告されています。

販売休止中

E14 2019/4/10 アサヒ飲料株式会社 「ラクトスマート」 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、BMIが高めの方に適しています。

（2019．6．7）様式Ⅰの修正、様式Ⅲの差替え、
様式Ⅴの修正。
2019/06/07  発売休止中

販売休止中

E15 2019/4/10 株式会社伊藤園 お～いお茶濃い茶　５００ｍｌ 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。

(R1.6.28)　別紙様式（Ⅲ）、別紙様式（Ⅲ）-1、
別紙様式（Ⅲ）-3、別紙様式（Ⅲ）添付資料、表
示見本、別紙様式（Ⅶ）の修正

販売休止中

E16 2019/4/11 株式会社世田谷自然食品
グルコサミン＋（プラス）コンドロイ
チン

1
グルコサミン
サメの軟骨由来コンドロイチ
ン硫酸

本品にはグルコサミンとサメの軟骨由来コンドロイチン硫酸が含ま
れるので、ひざ関節の軟骨を保護する働きにより、歩く、立つ、座る
など、移動機能の低下を感じている方のひざの曲げ伸ばしを円滑
にし、歩行能力の向上を助ける機能があります。中でも、ひざ関節
の違和感を感じている方により適した食品です。

（2019.8.15）別紙様式（Ⅱ）-1を新様式に更新、
別紙様式（Ⅲ）-1_製造及び品質の管理に関す
る情報を修正、様式Ⅲにて分析方法を示す文
書を公開、様式Ⅲ-3分析方法を示す文書に
て、コンドロイチン硫酸の定性試験方法を加筆
修正および試験結果を追加

販売休止中

E17 2019/4/11 ハマリ産業株式会社 アスタ・アイ・プレミアム 1 アスタキサンチン
本品はアスタキサンチンを含みます。アスタキサンチンは、正常な
目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどの
VDT作業による疲労感を軽減することが報告されています。

販売休止中

E18 2019/4/11 株式会社ヨネキチ 海の恵オメガⅢ（スリー） 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。

販売休止中

E19 2019/4/11 株式会社ミル総本社 ハートライフコーヒー 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、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。血圧が高めの方に適した食品です。

販売休止中

E20 2019/4/11 株式会社桃屋 桃屋のいつもいきいき 2
熟成にんにくエキス
（指標成分：S-アリルシステ
イン、アルギニン）

本品には熟成にんにくエキスが含まれますので、睡眠の質を向上
する機能があります。また、日常生活で生じる疲労感を軽減する機
能があります。

(2019/6/7)別紙様式（Ⅱ）－１の変更 販売中
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E21 2019/4/11
シャルーヌ化粧品株式会
社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ヒアルロ
ン酸Ｎａ（ナトリウム）

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
分を保持する機能があることが報告されています。

（R1.6.10）様式Ⅲ添付資料の追加・修正、販売
状況の更新

販売休止中

E22 2019/4/11
シャルーヌ化粧品株式会
社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ＤＨＡ＆Ｅ
ＰＡ（ディーエイチエーアンドイー
ピーエー）

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。

（R1.7.19）販売状況の更新、表示見本の変更 販売休止中

E23 2019/4/12
沖縄ハム総合食品株式会
社

ＧＡＢＡｍｉｎ（ギャバミン） 2 GABA

本製品には、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。また、デスク
ワークなど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。

（R1.7.16）別紙様式Ⅲ-3、表示見本の修正 販売中

E24 2019/4/12
サントリースピリッツ株式
会社

のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）レモン
＆ライム

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質の
吸収を抑える機能があることが報告されています。

（2019/6/10）別紙様式（Ⅵ）表示見本の変更 販売休止中

E25 2019/4/12
サントリースピリッツ株式
会社

のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）オレン
ジ＆ライム

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質の
吸収を抑える機能があることが報告されています。

（2019/6/10）別紙様式（Ⅵ）表示見本の変更 販売休止中

E26 2019/4/12 株式会社山田養蜂場 はちみつバーモントドリンク 2 酢酸
本品には酢酸が含まれます。酢酸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。

販売中

E27 2019/4/12
サントリースピリッツ株式
会社

のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）　ライ
ムクリア　ジンテイスト

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、食事から摂取した脂肪や糖質の
吸収を抑える機能があることが報告されています。

（2019/6/10）別紙様式（Ⅵ）表示見本の変更 販売休止中

E28 2019/4/12
ピルボックスジャパン株式
会社

水肌 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。

2019.6.21　別紙様式Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ－１、Ⅶ、組織
図及び連絡フローチャートを変更

販売休止中

E29 2019/4/13 株式会社エミネット 天使のララ 1
魚うろこ由来コラーゲンポリ
ペプチド

本品には、魚うろこ由来コラーゲンポリペプチドが含まれますので、
顔肌の水分量を保ち、顔肌の潤いに役立つ機能があります。

販売休止中

E30 2019/4/16 グリーンハウス株式会社 休眠習慣 1 ラフマ葉エキス末
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。

販売休止中
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E31 2019/4/16
ポッカサッポロフード＆ビ
バレッジ株式会社

ＺＥＲＯ（ゼロ）　ｋｃａｌ（キロカロリー）
Ｃｉｄｅｒ（サイダー）　Ｔｒｉｐｌｅ（トリプ
ル）

2
食物繊維（難消化性デキス
トリン）

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。また、食後の血糖値の上昇
を抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調
子を整える機能があることが報告されています。本品は、食後の血
中中性脂肪の上昇が気になる方、食後の血糖値が気になる方、お
なかの調子を整えたい方に適した飲料です。

(R1.7.19)
別紙様式2；チェックリストの更新
様式Ⅰ；生産・製造及び品質管理に関する情
報の追加
様式Ⅲ；製造所名の追加
別紙様式Ⅲ-1；製造及び品質の管理に関する
情報の追加
様式Ⅳ；組織図の更新
様式Ⅵ；表示見本の追加
様式Ⅶ；製造者の氏名及び所在地の追加

販売中

E32 2019/4/16 日本製粉株式会社 セラミド１．２ 1 粉末トウモロコシ抽出物
本品にはグルコシルセラミドが含まれます。グルコシルセラミドは肌
の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能（バリア機能）を維
持することが報告されています。

販売休止中

E33 2019/4/18  富士産業株式会社  ベータプラス 1
 ベータコングリシニン含有物
 （大豆糖ペプチド分画物（大
 豆を含む））（国内製造）

 本品にはベータコングリシニンが含まれます。ベータコングリシニン
 は血中中性脂肪を低下させるとともに、高めのBMIを低下させる機
 能が報告されています。本品は、中性脂肪や高めのBMIが気にな
 る方に適しています。

(2019/6/10) 別紙様式(Ⅲ)-3 、別紙様式(Ⅴ)-
6　の変更
【届出撤回】2019.9.12
発売中止のため

 販売休止中

E34 2019/4/18 株式会社ケイ・エム・シー グルコサミン 1 グルコサミン

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。

（2019年8月7日）基本情報、Ⅰ、Ⅱの変更 販売休止中

E35 2019/4/18
株式会社サン・クラルテ製
薬

キオクのミカタ（認知機能） 1 精製魚油

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記憶力、判断力をサポートする
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。）

販売休止中

E36 2019/4/18
株式会社サン・クラルテ製
薬

ヘルサポ（中性脂肪低下） 1 精製魚油
本品にはDHAとEPAが含まれます。DHAとEPAには血中の中性脂
肪を低下させる機能があることが報告されています。

販売休止中

E37 2019/4/19 小林製薬株式会社 歩くたすけ 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、HMBカルシウム（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）が含まれます。
HMBカルシウム（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）には、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・歩くための筋力）の低下抑制に役立
つ機能があることが報告されています。筋力の衰えが気になる方
に適しています。

（2019.07.31）別紙様式（Ⅱ）－1、表示見本、様
式Ⅶ

販売休止中

E38 2019/4/19
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

伊右衛門　おいしい糖質対策 2
食物繊維（難消化性デキス
トリン）

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
糖質の吸収を抑える機能があることが報告されています。

販売休止中

E39 2019/4/19
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

伊右衛門プラス　おいしい糖質対
策

2
食物繊維（難消化性デキス
トリン）

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
糖質の吸収を抑える機能があることが報告されています。

販売休止中
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E40 2019/4/19 株式会社日本薬健 サポートタブレット 1
セイタカミロバラン果実抽出
物

本品には、セイタカミロバラン果実由来没食子酸が含まれます。セ
イタカミロバラン果実由来没食子酸には、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。

販売休止中

E41 2019/4/19 株式会社日本薬健 サプリメント 1
セイタカミロバラン果実抽出
物

本品には、セイタカミロバラン果実由来没食子酸が含まれます。セ
イタカミロバラン果実由来没食子酸には、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。

販売休止中

E42 2019/4/19 小林製薬株式会社 杜仲源ＧＸ（ジーエックス）ａ 1 杜仲葉エキス

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
ポシド酸には末梢血管に作用することで、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。

販売休止中

E43 2019/4/19 協同乳業株式会社
ＬＫＭ（エルケイエム）５１２のむヨー
グルト

2 ビフィズス菌粉末

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。

販売休止中

E44 2019/4/19 日本新薬株式会社 マンゴスティア 1 マンゴスチンエキス
本品はロダンテノンBを含みます。ロダンテノンBは、糖化ストレスを
軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。

(2019.6.18) 別紙様式(Ⅲ)－1、様式Ⅵ (表示見
本)、様式Ⅶ

販売休止中

E45 2019/4/19 株式会社東洋新薬 ターミナリア 1 ターミナリアベリリカ抽出物

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。

(2019/6/19)表示見本の変更 販売休止中

E46 2019/4/19
株式会社プロントコーポ
レーション

ＧＡＢＡ＋（ギャバプラス） 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。

「R1.7.12」様式Ⅱ、様式Ⅲ、様式Ⅶの変更 販売休止中

E47 2019/4/19 株式会社東洋新薬 葛の花 1 葛の花抽出物

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。

（2019.6.19）表示見本を変更 販売休止中

E48 2019/4/19
シャルーヌ化粧品株式会
社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ビフィズス
菌ＢＢ（ビービー）５３６

1
ビフィズス菌（デンプン、ビ
フィズス菌乾燥原末）

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。

販売休止中

E49 2019/4/22
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

伊右衛門プラス３２５コレステロー
ル対策

2 松樹皮抽出物、緑茶（国産）

本品にはプロシアニジンB1及びB3が含まれます。プロシアニジン
B1及びB3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。

販売休止中
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E50 2019/4/22
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

伊右衛門プラス５００コレステロー
ル対策

2 松樹皮抽出物、緑茶（国産）

本品にはプロシアニジンB1及びB3が含まれます。プロシアニジン
B1及びB3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。

（2019/06/12）様式Ⅲ、別紙様式（Ⅲ）－１、様
式Ⅶの変更

販売休止中

E51 2019/4/22 株式会社東洋新薬
葛花＋（プラス）クエン酸スポーツド
リンクＲ

2 葛の花抽出物、クエン酸

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）、クエ
ン酸が含まれます。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。クエン酸には、日常生活や運動後の疲労感を緩和さ
せる機能が報告されています。

販売休止中

E52 2019/4/23 日本ケフィア株式会社 睡眠渼潤 1 GABA、ヒアルロン酸Na

本品にはGABA、ヒアルロン酸Naが含まれます。GABAには睡眠の
質（眠りの深さ、起床時の眠気）の改善に役立つ機能があることが
報告されています。ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能が
あることが報告されています。

販売休止中

E53 2019/4/23
シャルーヌ化粧品株式会
社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　クリルオ
イル

1
クリルオイル（オキアミ抽出
物）

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。

販売休止中

E54 2019/4/24
株式会社エフアイコーポレ
イション

肌のうるおいサプリメント 1
パイナップル果実抽出物
（セラミド含有）

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。

販売休止中

E55 2019/4/24 新日本製薬株式会社 ロコアタックＥＸ（イーエックス）　ａ 1
サケ軟骨抽出物（プロテオ
グリカン、非変性Ⅱ型コラー
ゲン含有）

本品にはサケ軟骨由来プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コラーゲンが
含まれます。サケ軟骨由来プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コラーゲ
ンには日常のひざの動き（正座などの曲げ伸ばし、階段の昇り降
り、しゃがむ、立つ、歩くなど）の改善をサポートすることが報告され
ています。本品はひざ関節の違和感を改善したい方に適した食品
です。

（2019.7.30）
・様式Ⅰ、Ⅵ：摂取する上での注意の一部修正
・表示見本の修正

販売休止中

E56 2019/4/24 株式会社日本薬健 葛の花茶 2 乾燥葛花

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。

販売休止中

E57 2019/4/24 株式会社日本薬健 葛花茶 2 乾燥葛花

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。

(2019/7/3)様式2、(Ⅰ)、(Ⅲ)、(Ⅲ)-1、(Ⅶ)、表
示見本の変更

販売休止中

E58 2019/4/25 エム・フーズ株式会社
ダイエタリーＦ（エフ）乳酸菌５０００
億個

2
食物繊維（難消化性デキス
トリン）
乳酸菌（殺菌済）粉末

本品には乳酸菌エンテロコッカス・フェカリス菌（EC-BabyM）と難消
化性デキストリン（食物繊維）が含まれ、腸内環境と便通を改善し
ます。

（2019.07.12）
・様式Ⅲ　機能性関与成分を含む原材料名、製
品規格書（原材料名）
・様式Ⅴ　登録コード
・様式Ⅵ　表示見本(届出番号、原材料名）

販売休止中
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E59 2019/4/25 株式会社ノーベル
ベリエストＺ　のむＤＨＡ＋ＥＰＡ
（ディーエイチエーイーピーエー）５
００

2
DHA・EPA含有精製マグロ
油

本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHA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。

販売休止中

E60 2019/4/25 味の素株式会社
アミノエールゼリータイプ　ロイシン
４０

2

ロイシン、リジン、バリン、イ
ソロイシン、スレオニン、フェ
ニルアラニン、メチオニン、
ヒスチジン、トリプトファン

本品にはロイシン40％配合必須アミノ酸※が含まれます。ロイシン
40％配合必須アミノ酸※は、足の曲げ伸ばしなどの筋肉に軽い負
荷がかかる運動との併用で、加齢によって衰える筋肉の合成をサ
ポートすることにより、歩行機能の向上に役立つことが報告されて
います。※ロイシン40％配合必須アミノ酸には、ロイシン、リジン(塩
酸塩として)、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、
メチオニン、ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファンが含まれま
す。

(2019.9.06)
様式(II)　安全性評価
別紙様式（V）-16 研究レビューの結果と表示し
ようとする機能性の関連性に関する評価シート
様式(VI)　表示見本
様式(VI) キャッチコピー

販売休止中

E61 2019/4/25 三生医薬株式会社 クリルオイルＥＸ（イーエックス） 1
クリルオイル（オキアミ抽出
物）

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。

販売休止中

E62 2019/4/25 森永乳業株式会社 森永ビースリー　カプセル 1
ビフィズス菌末（澱粉、ビフィ
ズス菌乾燥原末）

本品にはビフィズス菌B-3（B. breve）が含まれます。ビフィズス菌
B-3（B. breve）には、BMIが高めの方のウエスト周囲径を減らす機
能が報告されています。

（2019.06.19）様式Ⅵ（表示見本） 販売休止中

E63 2019/4/25 グランドサン株式会社
Ａ・Ｅ・Ｄ（エーイーディ）クリルオイ
ル

1
クリルオイル（オキアミ抽出
物）

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。

販売中

E64 2019/4/25 日本生活協同組合連合会
クランチチョコレート　ＧＡＢＡ（ギャ
バ）

2 ギャバパウダー
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。

（R1.6.20)様式Ⅲ(製造所所在地)、様式Ⅶ(製造
所所在地、販売開始予定日)の修正。

販売休止中

E65 2019/4/25 フォーデイズ株式会社 記憶のみかた 1 イチョウ葉抽出物

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テ
ルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及
びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢に
よって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部であ
る記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度
や判断の正確さを向上させることが報告されています。

販売中

E66 2019/4/25 湧永製薬株式会社 キョーリック　セラミド 1 パイナップル果実抽出物
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。

販売休止中

E67 2019/4/26
ゼリアヘルスウエイ株式
会社

やすらぎ生活 1 SOD含有メロン果汁濃縮物

本品にはSOD（スーパーオキシドジスムターゼ）が含まれます。
SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）は、日常生活で自覚するスト
レスを減少させ、精神的・肉体的疲労感を軽減することが報告され
ています。

（R01.06.26）別紙様式(Ⅲ)-3 別添「分析方法を
示す資料」の修正

販売休止中

E68 2019/4/26 株式会社メニコンネクト
ＬＵＴＥＩＮ＆ＭＥ（ルテインアンド
ミー）　ドリップコーヒー

2 マリーゴールド色素

本品にはルテインエステル（ルテインとして）が含まれます。ルテイ
ンエステル（ルテインとして）に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（ぼやけの解消によってはっ
きりと見る力）を改善する機能があると報告されています。

販売休止中
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E69 2019/4/26 株式会社メニコンネクト
ＬＵＴＥＩＮ＆ＭＥ（ルテインアンド
ミー）　ドリップコーヒー　デカフェ

2 マリーゴールド色素

本品にはルテインエステル（ルテインとして）が含まれます。ルテイ
ンエステル（ルテインとして）に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（ぼやけの解消によってはっ
きりと見る力）を改善する機能があると報告されています。

販売休止中

E70 2019/4/26 伊那食品工業株式会社 ぱぱゼリーＡミックス（３０個入） 2 難消化性デキストリン

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸
収を抑えることで、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える
機能があることが報告されています。食後の血中中性脂肪が気に
なる方、食後の血糖値が気になる方に適した食品です。

(2019/07/17）①様式Ⅵ表示見本（届出番号追
記）、②別紙様式（Ⅴ）－１６枠の大きさ、③基
本情報・様式Ⅶ届出者の代表者氏名に係る変
更、④別紙様式（Ⅱ）－１・（Ⅴ）－１様式の変更

販売休止中

E71 2019/4/26 株式会社エバーライフ 皇潤　歩 1 HMBCa
本品には、HMBカルシウムが含まれます。HMBカルシウムには、
自立した日常生活に必要な筋肉量と筋力を維持し低下を抑えるこ
と、健常者の歩く力を助けることが報告されています。

（R1.7.18）別紙様式(Ⅱ)－1、様式(Ⅵ)、表示見
本を変更

販売休止中

E72 2019/4/26 株式会社ロッテ ショコラワーク　ヒスチジン 2 ヒスチジン

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

販売休止中

E73 2019/4/26 小林香料株式会社
キューサイＨＭＢ（エイチエムビー）
タブレット

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の維持・低下抑制に役立つ機能が
報告されています。

販売休止中

E74 2019/4/26 江崎グリコ株式会社 ｇｇＮＥＭＵＲＩ（ジージーネムリ） 1

大麦乳酸発酵エキスパウ
ダー、ギャバパウダー
（機能性関与成分：γ-アミ
ノ酪酸（GABA））

本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれます。γ-アミノ酪酸
（GABA）には、睡眠の質（眠りの深さ）の改善に役立つ機能がある
ことが報告されています。

販売休止中

E75 2019/4/26
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

伊右衛門プラス　おいしい糖質対
策ａ

2
食物繊維（難消化性デキス
トリン）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖質の
吸収を抑える機能があることが報告されています。

販売休止中

E76 2019/4/26 株式会社東洋新薬 葛花サプリ 1 葛の花抽出物

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。

販売休止中

E77 2019/4/26 株式会社東洋新薬 葛花巡サプリメント 1 葛の花抽出物

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。

販売休止中
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E78 2019/4/26 ダイドードリンコ株式会社 大人のカロリミット　烏龍茶プラス 2
食物繊維（難消化性デキス
トリン）

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。

販売休止中

E79 2019/4/26 株式会社東洋新薬 ＫＵＺＵＨＡＮＡ（クズハナ） 1 葛の花抽出物

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。

販売休止中

E80 2019/4/26 株式会社東洋新薬
ＫＵＺＵｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ（クズサプリメ
ント）

1 葛の花抽出物

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。

販売休止中

E81 2019/4/26 株式会社元気生活 アスタキサンチン肌潤い 1
ヘマトコッカス藻色素（アス
タキサンチン含有）

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、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。

(2019.7.9修正)様式Ⅲ、表示見本、様式Ⅶを修
正

販売休止中

E82 2019/4/27 シオノケミカル株式会社 ワンワールドＣｏｆｆｅｅ（コーヒー） 2
難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や
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。
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。

販売休止中

E83 2019/5/8 株式会社三昧生活

肥満気味の方の体重・体脂肪・
ウエストサイズを減らすことをサ
ポートし、高めのＢＭＩ（ビーエム
アイ）値の改善に役立つサプリ
メント

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、体脂肪、ウエストサイズ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。

販売休止中

E84 2019/5/10 株式会社ファンケル 冷えケア 1 ヒハツ由来ピペリン類

本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれるので、寒さにより
低下した血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）を保つ
機能があります。本品は冬期や冷房による末梢の冷えが気
になる方に適しています。

(R1.7.19) 健康被害の情報収集に係る組織
図と情報収集フロー、別紙様式１、別紙様
式Ⅴの変更

販売休止中

E85 2019/5/10 株式会社美山 イチオシキムチ 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。

販売休止中

E86 2019/5/10 株式会社美山 イチオシキムチ辛口 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。

販売休止中
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E87 2019/5/10 株式会社美山 イチオシ焼肉屋の味キムチ 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。

販売休止中

E88 2019/5/10 株式会社美山 イチオシ４００億個×３個パック 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。

販売中

E89 2019/5/10 株式会社美山 イチオシキムチ２個パック 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。

販売休止中

E90 2019/5/14 株式会社たらみ
おいしい蒟蒻ゼリー　ＰＲＥＭＩＵ
Ｍ＋（プレミアムプラス）白桃＆
黄金桃

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）には食後の中性脂肪や血
糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらに、おなか
の調子を整えることが報告されています。

販売中

E91 2019/5/14 株式会社たらみ
おいしい蒟蒻ゼリー　ＰＲＥＭＩＵ
Ｍ＋（プレミアムプラス）ぶどう＆
マスカット

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）には食後の中性脂肪や血
糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらに、おなか
の調子を整えることが報告されています。

販売中

E92 2019/5/14 プリセプト株式会社
ブラックジンジャーＤＸ（デラック
ス）

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
作用により、腹部の脂肪を減らす機能があることが報告され
ています。

（Ｒ1.7.3)　別紙様式（Ⅲ）－１　製造所所在
地の追記
（Ｒ1.7.3)　様式Ⅵ　保存の方法の修正
（Ｒ1.7.3)　 様式Ⅵ　表示見本の修正

販売休止中

E93 2019/5/14 ティーライフ株式会社 ヘル酢ケアサポート 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。

2019年8月7日　届出基本情報、様式Ⅳ
添付資料(連絡フローチャート及び組織
図)、別紙様式Ⅴ1~16、様式Ⅵ　添付資料
（表示見本）

販売休止中

E94 2019/5/15 株式会社ファイン ファインの巡（めぐ）み 1
EPA・DHA、GABA、モノグ
ルコシルヘスペリジン

本品にはEPAとDHA、GABA、モノグルコシルヘスペリジンが
含まれます。EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる
機能があることが報告されています。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。モノグル
コシルヘスペリジンには、気温や室温が低い時に血流（末梢
血流）を維持し、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。

販売休止中
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E95 2019/5/16 株式会社伊藤園 お～いお茶濃い茶　５２５ｍｌ 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。

(R1.7.23)　別紙様式（Ⅲ）、別紙様式（Ⅲ）-1、
別紙様式（Ⅴ）-4、表示見本、別紙様式（Ⅶ）の
修正
(R1.8.21)　表示見本の追加

販売休止中

E96 2019/5/16 ＣｏＣｏＲｏ株式会社
ＣＯＣＯＲＯ（ココロ）うる肌セラミ
ド

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。

（R1.8.27）様式Ⅰの修正 販売休止中

E97 2019/5/17
株式会社シーナコーポ
レーション

アルケルトＥＸ　（イーエックス） 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の維
持・低下抑制に役立つ機能が報告されています。

販売休止中

E98 2019/5/17
ＳＢＩアラプロモ株式会
社

アラプラス　からだアクティブ 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。

販売休止中

E99 2019/5/18 アサヒ飲料株式会社
「届く強さの乳酸菌」Ｗ（ダブル）
「プレミアガセリ菌ＣＰ２３０５」

2
ガセリ菌CP2305株（L.
gasseri CP2305）

本品にはガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）が含まれま
す。ガセリ菌CP2305株（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、ガセリ菌CP2305
株（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。

(2019.8.6)様式Ⅰの追加、様式Ⅲの追加、様式
Ⅵ（表示見本）の差替え、追加、様式Ⅶの追
加。

販売休止中

E100 2019/5/18 アサヒ飲料株式会社
「届く強さの乳酸菌」Ｗ（ダブル）
ゼリー「プレミアガセリ菌ＣＰ２３
０５」

2
ガセリ菌CP2305株（L.
gasseri CP2305）

本品にはガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）が含まれま
す。ガセリ菌CP2305株（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、ガセリ菌CP2305
株（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。

販売休止中

E101 2019/5/20 株式会社三昧生活 きずな屋のだし 2 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、
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。

（R1.8.6）表示見本の追加 販売休止中

E102 2019/5/21 前田製菓株式会社
Ｗｏｒｋｅｒ’ｓ　Ｂｉｓｃｕｉｔ　ＧＡＢＡ
（ワーカーズ　ビスケット　ギャ
バ）×アールグレイ

2 GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAにはデスクワーク
に伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能が
あることが報告されています。

販売中
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E103 2019/5/22 富士フイルム株式会社
アスタリフト　ホワイト　ドリンク
ホワイトシールド

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。抗酸化作用を持つ
アスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助け
る機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおい
を守る機能性が報告されています。

2019年9月2日　様式（VI）　表示見本追加 販売休止中

E104 2019/5/22
サッポロウエルネスラボ
株式会社

スイッチ乳酸菌 1
Lactobacillus brevis
SBC8803(SBL88)

本品(スイッチ乳酸菌)には独自のLactobacillus brevis
SBC8803(SBL88)が含まれ、睡眠の質を改善(起床時の疲労
感や眠気を軽減)する機能があります。

販売休止中

E105 2019/5/22
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

イチョウ葉 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。この2つの成分には、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。

（2019.08.28）販売状況の更新、表示見本の追加販売中

E106 2019/5/22
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

ルテイン 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から目を守る機能や、コントラ
スト感度（ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力）を改善する
機能があることが報告されています。

（2019.08.28）販売状況の更新、表示見本の追加販売中

E107 2019/5/23
シオノギヘルスケア株
式会社

飲む寒天　すっきりせんい 2
難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれていま
す。難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の中性脂肪
や糖の吸収を抑えることにより、食後の中性脂肪の上昇や血
糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらに、お腹の
調子をすっきり整えることが報告されています。

販売休止中

E108 2019/5/24 菊水酒造株式会社
十六穀でつくった麹あま酒ＰＬＵ
Ｓ（プラス）

2
難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収を抑えることに
より、食後の血糖値の上昇を抑え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。

販売休止中

E109 2019/5/24 菊水酒造株式会社
十六穀でつくった麹あま酒豆乳
ブレンドＰＬＵＳ（プラス）

2
難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収を抑えることに
より、食後の血糖値の上昇を抑え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。

販売休止中

E110 2019/5/24 五洲薬品株式会社 健康生活　ファイバー 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）は食後に血糖値が上昇し
やすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂
肪が高めになる健常者の食後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。

販売中
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E111 2019/5/24 株式会社ノエビア ノエビア　ルテインプラスツー 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・ゼアキサンチンおよびアスタキサンチン
が含まれます。ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部
の色素量を増やす働きがあり、ブルーライト光の刺激からの
保護や、コントラスト感度（はっきり見る力）の改善によって、
ぼやけを解消することが報告されています。アスタキサンチ
ンには、目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一時的な目の疲労感を軽減することが報
告されています。

販売休止中

E112 2019/5/27
株式会社クレアル・ジャ
パン

イチョウ葉 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。

販売休止中

E113 2019/5/27
シャルーヌ化粧品株式
会社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　グッド
ボン

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。

販売休止中

E114 2019/5/28 明治薬品株式会社
健康きらり　アルコサミンＤＸ
（ディーエックス）

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
酸塩は膝の可動域の改善、膝の違和感を軽減することが報
告されています。

販売休止中

E115 2019/5/28 オハヨー乳業株式会社 のむリセヨーグルト 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。

(R1.7.16) 表示見本の変更 販売休止中

E116 2019/5/29 ちゅら花株式会社 スッキリ快腸 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。

販売休止中

E117 2019/5/29 株式会社エルビー
ヒザ関節の動きの悩みを緩和
グルコサミン　乳酸菌飲料風味

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

販売休止中

E118 2019/5/29 株式会社はつらつ堂 尿酸キクＡ（エー）錠 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（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下
げる機能があることが報告されています。

（2019.9.9)別紙様式Ⅱ-1　最新の新様式に変
更、様式Ⅵ　既存表示見本の修正、様式Ⅶ　健
康増進法施行規則第１１条第２項で定める栄
養素の過剰な摂取につながらないとする理由
の文面の数値の変更

販売休止中
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E119 2019/5/29 三生医薬株式会社
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ル
テイン

1
ルテイン、ゼアキサンチ
ン

本品にはルテインおよびゼアキサンチンが含まれています。
ルテインおよびゼアキサンチンには、高齢者の加齢に伴い低
下する、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中した
り、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性
（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対
処する能力）を維持する機能があることが報告されていま
す。

販売休止中

E120 2019/5/29
ワダカルシウム製薬株
式会社

アルークα（アルファ）ＨＭＢ（エ
イチエムビー）プレミアム

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。

(2019.8.26)様式Ⅳ、様式Ⅶ、表示見本 販売休止中

E121 2019/5/29 株式会社吉野家 ＧＡＢＡ（ギャバ）牛ミニ 2 ＧＡＢＡ
本品にはＧＡＢＡが含まれます。ＧＡＢＡは、血圧が高めの方
の血圧を下げる機能や仕事や勉強による一時的な精神的ス
トレスを軽減する機能が報告されています。

販売休止中

E122 2019/5/29 株式会社吉野家 ペプ牛ミニ 2
グロビン由来バリン-バリ
ン-チロシン-プロリン

本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンが含
まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは、
食後の中性脂肪の吸収を減らす機能が報告されています。

販売休止中

E123 2019/5/30 株式会社やずや
やずやの歩行能力維持サプリ
すこやかウォーク

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、中高
年齢者の加齢により衰える歩行能力維持に役立つことが報
告されています。

販売休止中

E124 2019/5/30 大正製薬株式会社 瞳ケア　カプセル 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
は目のピント調節機能を助け、パソコンやスマートフォンなど
の使用による一時的な目の疲労感を軽減し、目の使用によ
る肩や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。目のピント調節、疲労感、肩や腰の負担が気になる方
に適した食品です。

販売休止中

E125 2019/5/30 オハヨー乳業株式会社 リセヨーグルト 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。

(R1.8.9)
(Ⅲ)製造所所在地の追記
(Ⅵ)表示見本の変更
(Ⅶ)製造所所在地の追記

販売休止中

E126 2019/5/31 日新製糖株式会社 オリゴの王様 2 ガラクトオリゴ糖
本品にはガラクトオリゴ糖が含まれます。ガラクトオリゴ糖
は、ビフィズス菌を増やして、腸内環境を良好に保つことが報
告されています。

販売休止中

E127 2019/5/31 株式会社国太楼
ＧＡＢＡ（ギャバ）配合ポット用ル
イボスティー

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。

販売休止中
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E128 2019/5/31 株式会社国太楼
ＧＡＢＡ（ギャバ）配合ポット用掛
川茶

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。

販売休止中

E129 2019/5/31 日清ファルマ株式会社 アイサポートプラス 1
クロセチン、ルテイン、ゼ
アキサンチン

本品にはクロセチンとルテイン・ゼアキサンチンが含まれま
す。クロセチンは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。ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色
素量を維持し、光刺激によるストレスから目を保護する機能
が報告されています。

販売休止中

E130 2019/5/31 株式会社東洋新薬 ターミナリアタブレット　ブラック 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。食後の中性脂肪
や血糖値が気になる方に適した食品です。

販売休止中

E131 2019/5/31 株式会社東洋新薬 葛の花タブレット　ブラック 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。

販売休止中

E132 2019/5/31 株式会社東洋新薬
ターミナリアベリリカ　タブレット
Ｗ

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。食後の中性脂肪
や血糖値が気になる方に適した食品です。

販売休止中

E133 2019/5/31 株式会社東洋新薬 ターミナリアベリリカ　サプリ 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。食後の中性脂肪
や血糖値が気になる方に適した食品です。

販売休止中

E134 2019/5/31
株式会社エルベ・プラン
ズ

わたしケア血圧 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。

販売休止中

E135 2019/6/1 プリセプト株式会社 やすらかナイト 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。

販売休止中

E136 2019/6/3 三井製糖株式会社 スローカロリーシュガー 2 パラチノース
本品にはパラチノースが含まれますので、軽食から摂取した
糖の吸収速度を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能が
あります。

販売休止中
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E137 2019/6/3
株式会社レインボーア
ンドネイチャージャパン

ＲＡＹＤＥＬ　Ｐｏｌｉｃｏｓａｎｏｌ１０（レ
イデル　ポリコサノール１０）

1
キューバ産サトウキビ由
来ポリコサノール

本品には、キューバ産サトウキビ由来ポリコサノールが含ま
れます。キューバ産サトウキビ由来ポリコサノールは、血中
総コレステロールやLDL（悪玉）コレステロールを低下させ、
LDL（悪玉）コレステロールとHDL（善玉）コレステロール値の
比率を改善することが報告されています。総コレステロール
や悪玉（LDL）コレステロールが高めの方に適した食品です。

販売休止中

E138 2019/6/4 八幡物産株式会社
北の国から届いた　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るので、目
の疲労感の緩和やピント調節力を改善することで、目の調子
を整える機能があります。

販売休止中

E139 2019/6/5
マルマンＨ＆Ｂ株式会
社

イチョウ葉エキス 1
イチョウ葉フラボノイド配
糖体、イチョウ葉テルペン
ラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペン
ラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョ
ウ葉テルペンラクトンには加齢により認知機能の一部である
記憶機能（情報を記憶し、これをスムーズに思い出して判断
する機能）が低下することを緩和する働きがあると報告され
ています。

販売中

E140 2019/6/5 メロディアン株式会社 菊芋のイヌリン 2 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あることが報告されています。

販売中

E141 2019/6/6
株式会社皇漢薬品研究
所

プロテオの恵み 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。

販売休止中

E142 2019/6/6
株式会社皇漢薬品研究
所

皇漢グルコサミン 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。

(R1,09.09)様式Ⅵ･添付資料「表示見本」の改訂 販売休止中

E143 2019/6/6 株式会社ファストアイ ＭＯＮＯ　ＯＢＯＥ（モノオボエ） 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。

販売休止中

E144 2019/6/6
日誠マリン工業株式会
社

オメガＬＩＦＥ（ライフ）３ー６ー９ 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。また、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。

(R1.8.24) 様式Ⅲ、様式Ⅳ、様式Ⅴ、様式Ⅵの修正。販売休止中
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E145 2019/6/6 株式会社だいにち堂 あい楽 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ています。アスタキサン
チンには摂取量により、目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一時的な目の疲労感を緩和
したり、ぼやけを軽減することが報告されています。さらに目
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。

販売休止中

E146 2019/6/6 日本水産株式会社
ごま豆乳仕立てのみんなのみ
かたＤＨＡ（ディーエイチエー）１
２５

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。

（R1.7.30）様式Ⅵの添付ファイルの変更 販売休止中

E147 2019/6/7 株式会社トノハタ クエン酸たっぷり梅干 2 クエン酸
本品には、クエン酸が含まれています。クエン酸は日常生活
や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。

令和１年７月２５日　様式Ⅲの修正 販売休止中

E148 2019/6/7 株式会社てまひま堂 快腸びより 1
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、便通を改善する機能があることが報告されていま
す。

販売休止中

E149 2019/6/7 アピ株式会社 シンデレラ乳酸菌 2
乳酸菌クレモリスH61株
（L. lactis subsp. cremoris
H61）

本品には乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris
H61）が含まれます。乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp.
cremoris H61）には、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がし
にくくする肌のバリア機能を高めることが報告されています。
肌の乾燥が気になるミドルエイジの女性の方に適していま
す。

販売休止中

E150 2019/6/7
オイシックス・ラ・大地株
式会社

みんなの健康を考えた野菜たち 2
難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪
の吸収を抑え、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。さらに、おなかの調子を整える
ことも報告されています。

販売休止中

E151 2019/6/7 三生医薬株式会社 ルテインプラス 1
ルテイン、ゼアキサンチ
ン

本品にはルテインおよびゼアキサンチンが含まれています。
ルテインおよびゼアキサンチンには、高齢者の加齢に伴い低
下する、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中した
り、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性
（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対
処する能力）を維持する機能があることが報告されていま
す。

販売休止中

E152 2019/6/7 カゴメ株式会社
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）あまいトマト
ＧＡＢＡ（ギャバ）＆リラックス

2 GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAは、事務的作業による
一時的で心理的なストレスを低減する機能があることが報告
されています。

販売休止中
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E153 2019/6/7 株式会社ZERO PLUS ＳＬＩＬＩＮ　Ｗ（スリリン　ダブル） 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。

販売休止中

E154 2019/6/10
Natural Beauty株式会
社

ごぼルーツ 1
難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれていま
す。難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる
脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑える
ことで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えることが
報告されています。また、便通を改善することが報告されて
います。本品は食後の血糖値や脂肪が気になる方、おなか
の調子を整えたい方に適しています。

販売休止中

E155 2019/6/10 森食品工業株式会社 毎日アップル（シナノゴールド） 2
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。

販売休止中

E156 2019/6/11 有限会社メイゲン
日本山人参ＹＮ―１（ワイエヌ
ワン）

1
YN-1（イソエポキシプテリ
キシン）、イソプテリキシ
ン

本品にはYN-1（イソエポキシプテリキシン）とイソプテリキシン
が含まれるので、食後血糖値の上昇を抑える機能、または、
血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。

販売休止中

E157 2019/6/11 プリセプト株式会社 はっきりルテイン 1 ルテイン
本品にはルテインが含まれます。ルテインは、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。

販売休止中

E158 2019/6/11
株式会社日本予防医学
研究所

魚のＤＨＡ・ＥＰＡ（ディーエイチ
エー・イーピーエー）

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。

販売休止中

E159 2019/6/12 株式会社ファンケル 歩くサプリａ 1

ロイシン40％配合必須ア
ミノ酸〔ロイシン、リジン
(塩酸塩として)、バリン、
イソロイシン、スレオニ
ン、フェニルアラニン、メ
チオニン、ヒスチジン(塩
酸塩として)、トリプトファ
ン〕

本品にはロイシン40％配合必須アミノ酸※が含まれます。ロ
イシン40％配合必須アミノ酸※は、脚の曲げ伸ばしなどの筋
肉に負荷がかかる軽い運動との併用で、60代以上の方の加
齢によって衰える筋肉をつくる力をサポートすることにより、
歩く機能に役立つことが報告されています。※ロイシン40％
配合必須アミノ酸には、ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリ
ン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、
ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファンが含まれます。

販売休止中

E160 2019/6/13 株式会社オカベ
瀬戸内かあちゃんの食べる小
魚

2 EPA・DHA
本品には魚由来のEPA・DHAが含まれています。EPA・DHA
には、中性脂肪を下げる機能があることが報告されていま
す。

販売休止中
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E161 2019/6/13 赤穂化成株式会社
運動サポートゼリー　ライチの
恵み

2
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。運動による一過性の身
体的疲労を自覚している方に適した食品です。

販売休止中

E162 2019/6/13 日本水産株式会社
イマーク　ＥＰＡ（イーピーエー）ａ
ｎｄ（アンド）ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）シームレスカプセル

1 EPA・DHA
本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中性脂
肪値を下げる機能があることが報告されています。

販売休止中

E163 2019/6/13 中北薬品株式会社
サピオプラス　ホスファチジルセ
リン

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。

（2019/9/11）表示見本の変更 販売休止中

E164 2019/6/13
ダイドードリンコ株式会
社

スマートラテ　世界一のバリスタ
監修５００

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
の糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されてい
ます。

販売休止中

E165 2019/6/14 新岩手農業協同組合 寒じめほうれんそう 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。

販売休止中

E166 2019/6/14 森永乳業株式会社
充実野菜　１日分の緑黄色野菜
１２０ｇ分使用

2
難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリンは糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血
糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制すること、お腹の調子を
整えることが報告されています。

販売休止中

E167 2019/6/14
株式会社ディーエム
ジェイ

ブラックジンジャー代謝粒 2
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
作用により、腹部の脂肪を減らす機能があることが報告され
ています。

販売休止中

E168 2019/6/14 株式会社つうはん本舗 お腹の脂肪に黒しょうが 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
作用により、腹部の脂肪を減らす機能があることが報告され
ています。

（2019.8.15）様式Ⅵ　表示見本の届出番号
の追記

販売休止中

E169 2019/6/14 森永乳業株式会社
森永ビヒダスヨーグルト　便通改
善

2 ビフィズス菌BB536
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便秘気味の方の便
通を改善する機能が報告されています。

販売休止中

E170 2019/6/14
キリンホールディングス
株式会社

イミューズ　アイ　ＫＷ（ケーダブ
リュ）乳酸菌

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。

販売休止中
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E171 2019/6/17 株式会社ノーベル
のむＤＨＡ＋ＥＰＡ（ディーエイチ
エーイーピーエー）９００

2 EPA・DHA

本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHA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。

販売休止中

E172 2019/6/17
南日本酪農協同株式会
社

ＬＰ４３２（エルピーヨンサンニ）ド
リンクタイプ

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。

販売休止中

E173 2019/6/17
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）
Ｌ－テアニン

1 L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、夜間の
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。

販売休止中

E174 2019/6/17 株式会社ロッテ
ロッテ　乳酸菌　ショコラ　３種ア
ソートパック

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。

（2019/9/10）様式Ⅲ、Ⅵの変更 販売休止中

E175 2019/6/17 キューサイ株式会社 骨カラキレイ 1
大豆イソフラボン（アグリ
コンとして）

本品には、大豆イソフラボン（アグリコンとして）が含まれま
す。大豆イソフラボン（アグリコンとして）には骨の成分の維持
に役立つ機能があることが報告されています。骨を丈夫に維
持したい中高年女性の方に適した食品です。

販売休止中

E176 2019/6/19
株式会社ウェルヴィー
ナス

北国の恵みｐｕｒｅ（ピュア） 1
サケ鼻軟骨由来プロテオ
グリカン

本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれており、
膝関節の違和感を和らげる機能があります。膝関節に違和
感がある方に適しています。

販売休止中

E177 2019/6/19 小林製薬株式会社 安眠ヘルプ 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。

販売休止中

E178 2019/6/20 株式会社永谷園 カロリミットみそ汁 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、食事
から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報
告されています。

販売休止中

E179 2019/6/21 株式会社市川園 おやすみテアニン 1 L-テアニン

本品には「L-テアニン」が含まれます。
L-テアニンには、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。

販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和1年度）

販売状況表示しようとする機能性 変更履歴
届出
番号

届出日 届出者名 商品名

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

E180 2019/6/21 イワキ株式会社
ＨＭＢ（エイチエムビー）ライフサ
ポート

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の維
持・低下抑制に役立つ機能が報告されています。

販売休止中

E181 2019/6/21 宮島醤油株式会社 ミヤジマ紫黒米酢 2 酢酸
本品には酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓
脂肪を減らす機能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。

販売休止中

E182 2019/6/21 株式会社ダイシン ＢＡＵＭ（バウム） 1
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、食後の血糖値が気に
なる方に適しています。

販売休止中

E183 2019/6/21 有限会社パフォス パフォス　イチョウ葉エキス粒 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）を維持することが報告されています。

販売休止中

E184 2019/6/21
株式会社ファーマフー
ズ

ヘルプリ 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（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を
下げる機能が報告されています。

（R1.8.23）表示見本の修正。 販売休止中

E185 2019/6/24 小林製薬株式会社 サラシア 1
サラシア由来ネオコタラ
ノール

本品にはサラシア由来ネオコタラノールが含まれます。サラ
シア由来ネオコタラノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖
値の上昇をゆるやかにする機能があることが報告されていま
す。食後血糖値が高めの方に適した食品です。

販売休止中

E186 2019/6/24 株式会社オーガランド ヘルスイッチ 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、中性脂肪を低下させ、体重やウエストサイズを減少さ
せる機能により、高めのBMI値の改善に役立つことが報告さ
れています。

販売休止中

E187 2019/6/24 常盤薬品工業株式会社 ｓｐｅｆｌｕ（スペフル） 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。肌の乾燥が気になる方に適した食品で
す。

販売休止中

E188 2019/6/24
ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

キレートレモンスパークリングク
エン酸３０００

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。

販売休止中
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E189 2019/6/24 三生医薬株式会社 健温計画 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
あることが報告されています。

販売休止中

E190 2019/6/25
株式会社Golden
Biotechnology Japan

コレステ新習慣ＥＸ（イーエック
ス）

1 アントロキノノール

本品にはアントロキノノールが含まれます。アントロキノノー
ルには、LDL（悪玉）コレステロール値を下げる機能が報告さ
れています。本品は、LDL（悪玉）コレステロール値が高めの
方に適した食品です。

販売休止中

E191 2019/6/25
ダイドードリンコ株式会
社

骨コツプロ 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。本品は更年期以降も骨を丈夫に維持したい女性に
適した食品です。

販売休止中

E192 2019/6/25 三生医薬株式会社 ＨＭＢ（エイチエムビー）プラス 2
3-ヒドロキシ-3-メチル酪
酸カルシウム水和物
（HMBカルシウム）

本品には3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物
（HMBカルシウム）が含まれます。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・筋持久力
の維持に役立つ機能、歩行能力の維持に役立つ機能が報
告されています。

販売休止中

E193 2019/6/26 株式会社まんでがん 讃岐もち麦ダイシモチ 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。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。

販売休止中

E194 2019/6/26 株式会社ドリーム ねむみの執事ａｎｍｉｅ（アンミィ） 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、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。

販売休止中

E195 2019/6/27 株式会社エモテント 南インド由来茶ゾネ（ＺＯＮＥ） 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、良質
な眠り（朝目覚めたときの疲労感を軽減）をもたらすことが報
告されています。本品は、睡眠の質が気になる方に適してい
ます。また、Ｌ-テアニンには、一過性の作業ストレス（精神的
負担）をやわらげることが報告されています。本品は、精神的
なストレスが気になる方に適しています。

販売休止中

E196 2019/6/27
占部大観堂製薬株式会
社

うらべのイチョウ葉記憶力生活 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。

販売休止中
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E197 2019/6/27
シャルーヌ化粧品株式
会社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ヘスペ
リジン

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。

販売休止中

E198 2019/6/27
株式会社オースター
フーズ

ファイバーゼリー（グレープフ
ルーツ味）

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)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。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。

販売休止中

E199 2019/6/27 永倉精麦株式会社 もっちり麦ポーションタイプ 2 大麦β-グルカン
本品には大麦β-グルカンが含まれています。大麦β-グル
カン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。

販売休止中

E200 2019/6/27 小林製薬株式会社 ビフィズス菌 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。

販売休止中

E201 2019/6/28 兼松ケミカル株式会社 クレアピュア 1
クレアチンモノハイドレー
ト

本品にはクレアチンモノハイドレートが含まれます。クレアチ
ンモノハイドレートは、適度な運動と併用することで、加齢に
よって衰える筋肉をつくる力を助けることによって、筋肉量お
よび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。日常生活で使う筋肉・筋力の維持に役立てたい中高年
健常者に適した商品です。

販売休止中

E202 2019/6/28 松谷化学工業株式会社 レアシュガースウィート 2

希少糖含有シロップ由来
の希少糖（プシコース、ソ
ルボース、タガトース、ア
ロース）

本品は希少糖含有シロップ由来の希少糖（プシコース、ソル
ボース、タガトース、アロース）を含むため、砂糖よりも摂取後
の血糖上昇が緩やかな低ＧＩ甘味料です。

販売休止中

E203 2019/6/28 株式会社インシップ ビフィズス菌 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。

(2019/8/28)表示見本を修正 販売休止中

E204 2019/6/28
株式会社吉野家ホール
ディングス

サラシア 2
サラシア由来サラシノー
ル

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア
由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑え、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。

販売休止中

E205 2019/6/28
株式会社吉野家ホール
ディングス

ＧＡＢＡ（ギャバ） 2 GABA
本品にはＧＡＢＡが含まれます。ＧＡＢＡは、血圧が高めの方
の血圧を下げる機能が報告されています。

販売休止中

E206 2019/6/28
株式会社吉野家ホール
ディングス

ペプチド 2
グロビン由来バリン-バリ
ン-チロシン-プロリン

本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンが含
まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは、
食後の中性脂肪の吸収を減らす機能が報告されています。

販売休止中
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E207 2019/6/28
株式会社吉野家ホール
ディングス

ローズヒップ 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、BMIが高めの方の体脂肪を減
らす機能が報告されています。

販売休止中

E208 2019/6/28 日本糖尿食研株式会社 菊芋のおかげ（顆粒） 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
の上昇を緩やかにする機能のあることが報告されています。
また、イヌリンには血中中性脂肪を減らす機能のあることが
報告されています。さらに、イヌリンには腸内のビフィズス菌
を増やし、特に便秘傾向者において排便回数・排便量を増や
す機能のあることが報告されています。

販売休止中

E209 2019/7/1 あづま食品株式会社 血圧が高めの方の小粒納豆 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。γ-アミノ
酪酸（GABA）には血圧が高めの方に適した機能があること
が報告されています。

販売休止中

E210 2019/7/1 株式会社インシップ ＨＭＢ（エイチエムビー） 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の維
持・低下抑制に役立つ機能が報告されています。

販売休止中

E211 2019/7/1 小林製薬株式会社 血圧ヘルプ 1 γ-アミノ酪酸（GABA）
本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれます。γ-アミノ酪
酸（GABA）には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報
告されています。

販売休止中

E212 2019/7/1 株式会社伊藤園
伊藤園　お～いお茶濃い茶　５
００ｍｌ

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。

(R1.8.22） 別紙様式（Ⅲ）、別紙様式（Ⅲ）-1、別
紙様式（Ⅶ）の修正

販売休止中

E213 2019/7/2 ユニキス株式会社 イチョウ葉ＵＱ（ユーキュー） 1
イチョウ葉フラボノイド配
糖体およびイチョウ葉テ
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およびイチョウ葉テル
ペンラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体およ
びイチョウ葉テルペンラクトンは認知機能の一部である記憶
力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を
維持する機能があることが報告されています。

販売休止中

E214 2019/7/2 敷島製パン株式会社
スティックパン　りんごと野菜３
本入

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。

販売休止中

E215 2019/7/2 敷島製パン株式会社
スティックパン　レーズンと玄米
入り３本入

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。

販売休止中

E216 2019/7/3 明治薬品株式会社 健康きらり　アンセリン 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。

販売休止中
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E217 2019/7/3 備前化成株式会社
ＤＨＡ（ディーエイチエー）の極み
１０００ｍｇプラスＷ（ダブル）　ａ

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。

販売休止中

E218 2019/7/3 備前化成株式会社
ＤＨＡ（ディーエイチエー）の極み
５００ｍｇプラスＷ（ダブル）

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
力をサポートすることが報告されています。（記憶力：数字に
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。

販売休止中

E219 2019/7/4 株式会社富多屋生麺 らーめん応援茶 2
難消化性デキストリン（食
物繊維）

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

販売休止中

E220 2019/7/4 サンエイ糖化株式会社
骨密度の維持に役立つ　オリゴ
糖酸Ｃａ（カルシウム）（マルトビ
オン酸Ｃａ含有）

2 マルトビオン酸Ｃａ
本品にはマルトビオン酸Ｃａが含まれるので、骨密度の維持
に役立つ機能があります。本品は丈夫な骨を維持したい方
に適した食品です。

販売休止中

E221 2019/7/4 王子サーモン株式会社 サケグリカン 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、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。

販売休止中

E222 2019/7/5 株式会社オーガランド イチョウ葉 1
イチョウ葉フラボノイド配
糖体、イチョウ葉テルペン
ラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペン
ラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョ
ウ葉テルペンラクトンには、加齢に伴う記憶力の低下が気に
なる方に適した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）があ
ることが報告されています。

販売休止中

E223 2019/7/5 株式会社三田屋総本家
藻類ＤＨＡ（ディーエイチエー）ド
レッシング

2
オーランチオキトリウム
由来DHA

本品にはオーランチオキトリウム由来DHAが含まれます。
オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において認知機
能の一部である、図形や位置、ことば、色や状況などの情報
の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶にとどめる力）がある
ことが報告されています。

販売休止中

E224 2019/7/5 株式会社健康家族 ネルケア 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。

販売休止中
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E225 2019/7/5
ビーエイチエヌ株式会
社

ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）の緑茶 1
茶カテキン（ガレート型カ
テキンとして）

本品には茶カテキン（ガレート型カテキンとして）が含まれま
す。茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の
方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、体重を減ら
すことで、高めのＢＭＩを低下させる機能があることが報告さ
れています。

販売休止中

E226 2019/7/5 メロディアン株式会社
極み生姜の力ジンジャーシロッ
プ

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。

2019.9.11(様式Ⅵ) 販売休止中

E227 2019/7/5 メロディアン株式会社
黒酢飲料　ブルーベリー味　果
汁２％

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。

販売休止中

E228 2019/7/5 株式会社やずや やずやの血圧さらり 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。

販売休止中

E229 2019/7/5
シャルーヌ化粧品株式
会社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　イチョ
ウ葉

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。

販売休止中

E230 2019/7/6 株式会社ZERO PLUS シンデレラスリープボタニカル 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・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。

販売休止中

E231 2019/7/8 花王株式会社 ヘルシア　ＭＹ（マイ）リズム 2 茶カテキン、クエン酸

本品は茶カテキンとクエン酸を含みます。茶カテキンには、肥
満気味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。クエン酸には、日常生活の疲労感や運動により生じ
る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。

販売休止中

E232 2019/7/8 永倉精麦株式会社 国内産もち麦（米粒麦） 2 大麦β-グルカン
本品には大麦β-グルカンが含まれています。大麦β-グル
カン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。

（2019.9.11）表示見本ポーションタイプの修
正
（2019.9.11）別紙様式（Ⅱ）-1の修正

販売休止中

E233 2019/7/8 永倉精麦株式会社 国内産もち麦（丸麦） 2 大麦β-グルカン
本品には大麦β-グルカンが含まれています。大麦β-グル
カン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。

（2019.9.11）表示見本ポーションタイプの修
正
（2019.9.11）別紙様式（Ⅱ）-1の修正

販売休止中
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E234 2019/7/9
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

ペプシ　デラックスゼロ 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）が含まれます。
難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑
えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだや
かにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事
を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の食生活の改
善に役立ちます。

(2019/08/23) 別紙様式Ⅱ-1の変更 販売休止中

E235 2019/7/9 オリザ油化株式会社 菊の花ドリンク 2 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（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下
げる機能が報告されています。

販売休止中

E236 2019/7/9
株式会社光英科学研究
所

うるおいラクト 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。

販売休止中

E237 2019/7/9
ピルボックスジャパン株
式会社

水肌２ 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。

(2019.9.5)表示見本の変更 販売休止中

E238 2019/7/9 佐藤製薬株式会社 サトウイチョウ葉 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（日常生活で見聞き
した言葉・数字・図形・位置情報を覚え、思い出す力）を維持・
サポートする機能があることが報告されています。

販売休止中

E239 2019/7/9 株式会社エーエフシー イヌリンＧＯＬＤ（ゴールド） 2 イヌリン
本品にはイヌリンが含まれます。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。

販売休止中

E240 2019/7/9 本草製薬株式会社
血中中性脂肪と食後の血糖値
が気になる方のケア習慣

2 イヌリン
本品にはイヌリンが含まれます。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。

販売休止中

E241 2019/7/10
株式会社ナウカコーポ
レーション

うるおいコラーゲン 1
魚由来低分子コラーゲン
ペプチド

本品には魚由来低分子コラーゲンペプチドが含まれます。魚
由来低分子コラーゲンペプチドには、肌の水分量を保持し、
肌の潤いに役立つ機能があることが報告されています。
※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とした平
均分子量が1,000以下になるまで細かく分解されたコラーゲ
ンペプチドのことです。

販売休止中
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E242 2019/7/10
オリヒロプランデュ株式
会社

賢人の珈琲 2
イソマルトデキストリン
（食物繊維）
GABA

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には食後の血糖値の上がりやすい方
の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方
の食後血中中性脂肪上昇を穏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。
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。

販売休止中

E243 2019/7/10
オリヒロプランデュ株式
会社

賢人の青汁 2
イソマルトデキストリン
（食物繊維）
GABA

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には食後の血糖値の上がりやすい方
の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方
の食後血中中性脂肪上昇を穏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。
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。

販売休止中

E244 2019/7/10
株式会社エースベーカ
リー

ローズヒップゼリー 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が高めの方の体脂
肪を減らす機能があることが報告されています。

販売休止中

E245 2019/7/10 株式会社ルーヴ 大人のチョコプリン 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、同時に摂取した糖や
脂肪の吸収を抑え、摂取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。

販売休止中

E246 2019/7/11 株式会社アマーサ
モリンガＧＡＢＡ（ギャバ）＜パウ
ダータイプ＞

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。

販売休止中

E247 2019/7/11 株式会社エル・ローズ Ｃｌｅａｒ　Ｐｌｕｓ（クリアプラス） 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。

販売休止中
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E248 2019/7/12 株式会社ノエビア
ノエビア　ピーセリン　ＥＸ（イー
エックス）

1

大豆由来ホスファチジル
セリン、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

本品には大豆由来ホスファチジルセリン、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）を維持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、加齢により低下した脳血流を改善し、健康な中高
齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉や見た物の思い
出す力）を維持する機能が報告されています。

(2019/9/9)　表示見本の変更 販売休止中

E249 2019/7/12 株式会社東洋新薬 葛茶　烏龍茶風味 2
葛の花由来イソフラボン
(テクトリゲニン類として)

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし
て）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある
ことが報告されています。

販売休止中

E250 2019/7/12 株式会社東洋新薬 葛茶　紅茶風味 2
葛の花由来イソフラボン
(テクトリゲニン類として)

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし
て）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある
ことが報告されています。

販売休止中

E251 2019/7/12 株式会社東洋新薬 フラバンサプリメントＲ 1
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。

販売休止中

E252 2019/7/12 株式会社東洋新薬 フラバンタブレットＲ 1
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。

販売休止中

E253 2019/7/13 江崎グリコ株式会社 ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）＜カカオ５０＞ 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は、同時に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。

販売休止中

E254 2019/7/16 メロディアン株式会社 極み生姜の力 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。

販売休止中

E255 2019/7/18
株式会社マルヤナギ小
倉屋

新　おいしい蒸し豆　蒸し黒豆 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
ボンには成人女性の骨の成分維持に役立つ機能があること
が報告されています。本品は骨を丈夫に維持したい方に適し
た食品です。

販売休止中
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E256 2019/7/19 株式会社吉野家 サラ牛ミニ 2
サラシア由来サラシノー
ル

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア
由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑え、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。

販売休止中

E257 2019/7/19 株式会社エーエフシー
ＡＦＣ（エーエフシー）　ルテイン
ＧＯＬＤ（ゴールド）

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、目の黄斑部の色素密度の増加に
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
（ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力）の改善が報告され
ています。

（2019.08.30） 表示見本の変更 販売休止中

E258 2019/7/22 エーザイ株式会社 ネムケア 1
テアニン、米由来グルコ
シルセラミド

本品にはテアニンと米由来グルコシルセラミドが含まれます。
テアニンには、眠りの質を高めること（起床時の疲労感や眠
気を軽減）と、一過性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。また、米由来グルコシルセラミドには、
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。
眠りの質（朝起きたときの疲労感や眠気）が気になる方や、
肌の乾燥が気になる方に適した食品です。

販売休止中

E259 2019/7/22 株式会社エーエフシー ルテオリンＧＯＬＤ（ゴールド） 1 ルテオリン
本品にはルテオリンが含まれるので、尿酸値が高め
（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機
能があります。

販売休止中

E260 2019/7/22 株式会社エーエフシー ルテオリンＳＴＡＲＴ（スタート） 1 ルテオリン
本品にはルテオリンが含まれるので、尿酸値が高め
（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機
能があります。

販売休止中

E261 2019/7/22 株式会社エーエフシー 菊の花（ルテオリン）プレミアム 1 ルテオリン
本品にはルテオリンが含まれるので、尿酸値が高め
（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機
能があります。

販売休止中

E262 2019/7/22 本草製薬株式会社 尿酸値の高めの方のケア習慣 1 ルテオリン
本品にはルテオリンが含まれるので、尿酸値が高め
（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機
能があります。

販売休止中

E263 2019/7/23
さくらフォレスト株式会
社

ＳＵＹＡＲｉ（すやり） 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）の改善に
役立つ機能があることが報告されています。

販売休止中

E264 2019/7/23
アサヒグループ食品株
式会社

おいしく解けるショコラ　カカオ７
０

2
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQ
PE）

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。

販売休止中
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E265 2019/7/23
アサヒグループ食品株
式会社

おいしく解けるショコラ　カカオ７
０　キューブ

2
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQ
PE）

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。

販売休止中

E266 2019/7/23 株式会社メタボリック メタプラス　ウエスト 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
作用により、腹部の脂肪を減らす機能があることが報告され
ています。

(2019.9.10）
様式Ⅵ　添付資料（表示見本） を変更

販売休止中

E267 2019/7/25 ユニキス株式会社 ルテインＵＱ（ユーキュー） 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、
ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きが
あり、コントラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差
が少ない模様を識別する視機能）、グレア回復（まぶしさから
回復する視機能）の改善、ブルーライトなどの光ストレスを軽
減する機能があることが報告されています。

販売休止中

E268 2019/7/25 参天製薬株式会社 サンテルタックス２０Ｖ 1 ルテイン

本品には、ルテインが含まれます。ルテインは、網膜の黄斑
色素量（黄斑色素光学密度）を増加させるとともに、抗酸化
作用により、ブルーライトなどの光刺激から目を保護すること
や、加齢によって低下する視覚機能の一部であるコントラスト
感度を改善（ぼやけ・かすみの緩和）することが報告されてい
ます。

販売休止中

E269 2019/7/25 三生医薬株式会社
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ホ
ヤプラス

1
ホヤ由来プラズマローゲ
ン

本品にはホヤ由来プラズマローゲンが含まれますので、人の
顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認
知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があり
ます。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後
から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力の
ことをいいます。本品は記憶力の衰えを感じる中高年の方に
適した食品です。

販売休止中

E270 2019/7/25 メロディアン株式会社
入れたくなるコーヒーフレッシュ
３０個

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が高めの方のお腹の
脂肪を減らす機能があることが報告されています。

販売休止中

E271 2019/7/25 株式会社エーエフシー ギャバＧＯＬＤ（ゴールド） 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。

販売休止中
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E272 2019/7/25 メロディアン株式会社
菊芋のイヌリン　イヌリン７５０ｍ
ｇ（ミリグラム）

2 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あることが報告されています。

販売休止中

E273 2019/7/25 本草製薬株式会社 血圧が高めの方のケア習慣 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。

販売休止中

E274 2019/7/25 株式会社エーエフシー ギャバＳＴＡＲＴ（スタート） 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。

販売休止中

E275 2019/7/25 株式会社エーエフシー ＧＡＢＡ（ギャバ）プレミアム 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。

販売休止中

E276 2019/7/26 兼松ケミカル株式会社
ｍｙＨＭＢ（マイエイチエムビー）
パウダー

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（Ｈ
ＭＢ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、運動と併用する事により、
健康で自立した生活を続けるために欠かせない筋肉量や筋
力の低下を抑制または維持するのに役立つ機能があること
が報告されています。

販売休止中

E277 2019/7/26
雪印ビーンスターク株
式会社

整腸のプロバイオ 1
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、生きて腸まで届いて腸内環境を
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。

販売休止中

E278 2019/7/26 アサヒ飲料株式会社 「カラダカルピス」４３０ 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。

販売休止中

E279 2019/7/26 永倉精麦株式会社 もち麦米粒タイプもっちり麦 2 大麦β-グルカン
本品には大麦β-グルカンが含まれています。大麦β-グル
カン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。

販売休止中

E280 2019/7/26 三生医薬株式会社
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　お
なかのＫ－１（ケイワン）

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、お通じを改善する機能が
あることが報告されています。

販売休止中

E281 2019/8/23 株式会社小谷穀粉 スティック温巡りルイボスティー 2
モノグルコシルヘスペリジ
ン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれています。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。

販売休止中
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E282 2019/7/29
株式会社エースベーカ
リー

ルテインゼリー 2 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、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（ぼやけやかすみを軽減し、くっきりと見る力）を改善す
ることが報告されています。

販売休止中

E283 2019/7/29 農事組合法人福栄組合 はかた地どり（胸肉） 3 アンセリン、カルノシン

本品にはアンセリン、カルノシンが含まれます。アンセリン、カ
ルノシンは加齢により衰えがちな認知機能の一部である、個
人が経験した比較的新しい出来事に関する記憶をサポート
する機能があることが報告されています。

販売休止中

E284 2019/7/29 株式会社国太楼 食物繊維入りルイボスティー 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）が含まれていま
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、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を
抑制する機能があることが報告されています。

販売休止中

E285 2019/7/29 ゲンキー株式会社
ＷＡＩＳ　ＲＥＢＡＵＴＥ（ウエス・リ
ボーテ）

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。

販売休止中

E286 2019/7/29
日本コカ・コーラ株式会
社

爽健美茶　健康黒素材の麦茶
カフェインゼロ

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。

販売休止中

E287 2019/7/29 ティーライフ株式会社 メタボメ青汁スッキリーナ 2
葛の花由来イソフラボン
(テクトリゲニン類として)

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）
が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし
て）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある
ことが報告されています。

販売休止中

E288 2019/7/30 味の素株式会社 アミノエールａ 1

ロイシン40％配合必須ア
ミノ酸〔ロイシン、リジン
(塩酸塩として)、バリン、
イソロイシン、スレオニ
ン、フェニルアラニン、メ
チオニン、ヒスチジン(塩
酸塩として)、トリプトファ
ン〕

本品にはロイシン40％配合必須アミノ酸※が含まれます。ロ
イシン40％配合必須アミノ酸※は、足の曲げ伸ばしなどの筋
肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、加齢によって衰える
筋肉の合成をサポートすることにより、歩行機能の向上に役
立つことが報告されています。※ロイシン40％配合必須アミノ
酸には、ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシ
ン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩
酸塩として)、トリプトファンが含まれます。

販売休止中

E289 2019/7/30 株式会社bonds
ＰＲＯＴＥＣＴ　ＨＭＢ　ＰＲＯ（プロ
テクト　エイチエムビー　プロ）

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。

販売休止中
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E290 2019/7/30
株式会社日本予防医学
研究所

ＧＡＢＡ（ギャバ） 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。また、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。

販売休止中

E291 2019/7/31 有限会社樽の味 お肌うるうる甘酒 2
米由来グルコシルセラミ
ド

本品には，米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来
グルコシルセラミドには肌の水分を逃しにくくし、肌の潤いを
守るのを助けることが報告されています。

販売休止中

E292 2019/7/31 株式会社白木屋 プレジア 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。

販売休止中

E293 2019/7/31
静岡県経済農業協同組
合連合会

みかん日和 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。本品
は血圧が気になる方に適しています。

販売休止中

E294 2019/7/31 株式会社ファンケル カロリミット　ａ 1
桑の葉イミノシュガー・キ
トサン・茶花サポニン

本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニンが含
まれます。本品は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の
血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。
本品は糖、脂肪が多い食事をとりがちな方に適しています。

販売休止中

E295 2019/7/31
株式会社ミラクルソイグ
ルト

ミラクルそいぐると（無糖） 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。

販売休止中

E296 2019/7/31 森永乳業株式会社
森永ビヒダスのむヨーグルト脂
肪ゼロ

2 ビフィズス菌BB536
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、大腸の腸内環境を改善し、腸の調子を整える機
能が報告されています。

販売休止中

E297 2019/7/31 株式会社日本薬業 みそ汁 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。

販売休止中

E298 2019/7/31 大和製罐株式会社 ブラックジンジャーエール 2
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。

販売休止中

E299 2019/8/1
日本コカ・コーラ株式会
社

スプライト　シトラスリフレッシュ 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。

販売休止中
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E300 2019/8/1
株式会社ディーエイチ
シー

ＰＳ（ピーエス） 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には、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。

販売休止中

E301 2019/8/1 三和酒類株式会社 眠りメンテ 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。

販売休止中

E302 2019/8/1 株式会社グリフィン ＳＵＲＵＲＵ（スルル） 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、便秘気味の方のお通じを
改善する機能が報告されています。便秘気味の方に適した
食品です。

販売休止中

E303 2019/8/2 株式会社日本薬師堂 圧×糖×脂 1

γ-アミノ酪酸、サラシア
由来サラシノール、グロ
ビン由来バリン-バリン-
チロシン-プロリン

本品にはγ-アミノ酪酸とサラシア由来サラシノールとグロビ
ン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンが含まれています。
γ-アミノ酪酸には、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｡サラシア由来サラシノールに
は、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする
機能があることが報告されています。グロビン由来バリン-バ
リン-チロシン-プロリンには、食後の血中中性脂肪の上昇を
抑える機能があることが報告されています。血圧が高めの方
や、食後の血糖値や血中中性脂肪が気になる方に適した食
品です。

販売休止中

E304 2019/8/2 新庄みそ株式会社 ＧＡＢＡ（ギャバ）みそ 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、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。

販売休止中

E305 2019/8/2
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

ぷる肌蒟蒻　アセロラ 2
パインアップル由来グル
コシルセラミド

本品には、パインアップル由来グルコシルセラミドが含まれま
す。パインアップル由来グルコシルセラミドには、肌の水分を
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。

販売休止中

E306 2019/8/2
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

ぷる肌蒟蒻　アロエ＆白ぶどう 2
パインアップル由来グル
コシルセラミド

本品には、パインアップル由来グルコシルセラミドが含まれま
す。パインアップル由来グルコシルセラミドには、肌の水分を
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。

販売休止中
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E307 2019/8/3 株式会社イムノス 黒しょうが 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
る作用により、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。

販売休止中

E308 2019/8/6 サツラク農業協同組合 よるグルト 2 L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれます。
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠
気を軽減）をサポートすることが報告されています。

販売休止中

E309 2019/8/6 日清フーズ株式会社 もち麦リゾット　チーズクリーム 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。

販売休止中

E310 2019/8/6 三生医薬株式会社
水溶性ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）・ＥＰＡ（イーピーエー）

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。

販売休止中

E311 2019/8/7
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

ニチレイ　超アセロラ 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
日常生活の疲労感を軽減することが報告されています。

販売休止中

E312 2019/8/8 日本新薬株式会社 記憶の小箱ｓ 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。

販売休止中

E313 2019/8/8 株式会社明治 ヴァームスマートフィットゼリー 2
アラニン・アルギニン・
フェニルアラニン混合物

本品には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が含まれます。アラニン・アルギ
ニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用により
BMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）を
さらに上げ、体脂肪をより減らす機能があることが報告され
ています。

販売休止中

E314 2019/8/8 株式会社明治 ヴァームスマートフィット顆粒 1
アラニン・アルギニン・
フェニルアラニン混合物

本品には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が含まれます。アラニン・アルギ
ニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用により
BMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）を
さらに上げ、体脂肪をより減らす機能があることが報告され
ています。

販売休止中
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E315 2019/8/8 株式会社明治
ヴァームスマートフィットウォー
ターパウダー

2
アラニン・アルギニン・
フェニルアラニン混合物

本品には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が含まれます。アラニン・アルギ
ニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用により
BMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）を
さらに上げ、体脂肪をより減らす機能があることが報告され
ています。

販売休止中

E316 2019/8/8 株式会社東洋新薬
ポリデキファイバーＴＲ（ティー
アール）

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）には食後に上がる中性脂肪や
血糖値を抑える機能があることが報告されています。脂肪や
糖が多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血
糖値が気になる方に適した食品です。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

販売休止中

E317 2019/8/8 味の素株式会社 アミノエールｂ 1

ロイシン40％配合必須ア
ミノ酸〔ロイシン、リジン
(塩酸塩として)、バリン、
イソロイシン、スレオニ
ン、フェニルアラニン、メ
チオニン、ヒスチジン(塩
酸塩として)、トリプトファ
ン〕

本品にはロイシン40％配合必須アミノ酸※が含まれます。ロ
イシン40％配合必須アミノ酸※は、足の曲げ伸ばしなどの筋
肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、加齢によって衰える
筋肉の合成をサポートすることにより、歩行機能の向上に役
立つことが報告されています。※ロイシン40％配合必須アミノ
酸には、ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシ
ン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩
酸塩として)、トリプトファンが含まれます。

販売休止中

E318 2019/8/8 小林製薬株式会社 イチョウ葉ａ 1
イチョウ葉フラボノイド配
糖体、イチョウ葉テルペン
ラクトン

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

販売休止中

E319 2019/8/8
ダイドードリンコ株式会
社

スマートブラック　世界一のバリ
スタ監修５００

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
の糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されてい
ます。

販売休止中

E320 2019/8/8 日本新薬株式会社
ＭＡＮＧＯＳＴＩＡ（マンゴスティア）
ｔ

1 ロダンテノンB
本品はロダンテノンBを含みます。ロダンテノンBは、糖化スト
レスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能が報告さ
れています。

販売休止中

E321 2019/8/9 味覚糖株式会社 頭脳チョコ 2
イチョウ葉由来フラボノイ
ド配糖体及びイチョウ葉
由来テルペンラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由
来テルペンラクトンが含まれます。
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペ
ンラクトンは、健常な中高年の方の、認知機能の一部である
記憶力（単語や図形などを覚え、思い出す力）を維持すること
が報告されています。

販売休止中
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E322 2019/8/9 株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 糖カット　サラシア 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があることが報告さ
れています。

販売休止中

E323 2019/8/9 株式会社リオラージュ
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭ
Ｂ（エイチエムビー）抹茶×豆乳
（１４本入）

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（Ｈ
ＭＢ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、運動との併用で、毎日の生
活の中で欠かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ
機能があることが報告されています。

販売休止中

E324 2019/8/9 株式会社リオラージュ
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭ
Ｂ（エイチエムビー）抹茶×豆乳
（３０本入）

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（Ｈ
ＭＢ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、運動との併用で、毎日の生
活の中で欠かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ
機能があることが報告されています。

販売休止中

E325 2019/8/9 メロディアン株式会社 イヌリンシロップ 2 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あることが報告されています。

販売休止中

E326 2019/8/9 株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ
ＭｙＦｉｔ＋ＢｏｄｙＭａｋｅ（マイフィッ
トプラスボディメイク）

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。また、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。

販売休止中

E327 2019/8/9 ラシェル製薬株式会社 ラフマナイトＲ 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。

販売休止中

E328 2019/8/9 小林香料株式会社
小林ＨＭＢ（エイチエムビー）カ
ルシウムタブレット

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の維
持・低下抑制に役立つ機能が報告されています。

販売休止中

E329 2019/8/9 日清ヨーク株式会社 十勝のむヨーグルト　プレーン 2 乳酸菌NY1301株
本品には乳酸菌NY1301株が含まれます。乳酸菌NY1301株
には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能が
あることが報告されています。

販売休止中
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E330 2019/8/9 アサヒ飲料株式会社
「『十六茶』プラス」３つのはたら
き６３０

2

葛の花由来イソフラボン
（テクトリゲニン類として）
難消化性デキストリン（食
物繊維として）

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)、
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報告されています。
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。

販売休止中

E331 2019/8/9 小林製薬株式会社 梅丹　梅肉エキスａ 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。

販売休止中

E332 2019/8/9 小林製薬株式会社 梅丹　梅肉エキスｂ 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。さらに、クエン酸は継続的な摂取により、日常生活
の疲労感を軽減することが報告されています。

販売休止中

E333 2019/8/9 株式会社東洋新薬
ターミナリアタブレットＧＴ（ジー
ティー）

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る機能が報告されています。

販売休止中

E334 2019/8/9
グリコ栄養食品株式会
社

ＰａｐｒｉＸ（パプリックス）パプリカ
スタイル

1
赤パプリカ由来キサント
フィル

本品には赤パプリカ由来キサントフィルが含まれます。赤パ
プリカ由来キサントフィルには、肥満気味の方（体脂肪が気
になる方、BMIが高めの方）の体脂肪（皮下脂肪および総脂
肪）を減らすのを助け、BMI値を改善する機能があることが報
告されています。

販売休止中

E335 2019/8/14 株式会社インシップ ピーチセラミド 1
モモ由来グルコシルセラ
ミド

本品にはモモ由来グルコシルセラミドが含まれます。モモ由
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。

販売休止中

E336 2019/8/14 株式会社全日本通販 尿酸ヘルプ 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。

販売休止中

E337 2019/8/14 株式会社日本薬師堂 アイファインクリア 1 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、加齢によ
り減少する目の黄斑部の色素量を補い、コントラスト感度を
改善する（ぼやけを解消しくっきりと見る力を助ける）機能が
あることが報告されています。

販売休止中

E338 2019/8/16 明治薬品株式会社 健康きらり　サラシアプラス 1
サラシア由来サラシノー
ル

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア
由来サラシノールには糖の吸収をおだやかにし、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。

販売休止中
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E339 2019/8/16
株式会社世田谷自然食
品

世田谷自然食品　グルコサミン
＋（プラス）コンドロイチン

1
グルコサミン塩酸塩
サメの軟骨由来コンドロ
イチン硫酸

本品にはグルコサミン塩酸塩とサメの軟骨由来コンドロイチ
ン硫酸が含まれるので、ひざ関節の軟骨を保護する働きによ
り、歩く、立つ、座るなど、移動機能の低下を感じている方の
ひざの曲げ伸ばしを円滑にし、歩行能力の向上を助ける機
能があります。中でも、ひざ関節の違和感を感じている方に
より適した食品です。

販売休止中

E340 2019/8/17 オカヤス株式会社 桃のセラミドドリンク 2
モモ由来グルコシルセラ
ミド

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

販売休止中

E341 2019/8/20 白鳥薬品株式会社 え～と 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。

販売休止中

E342 2019/8/20 三洋薬品HBC株式会社 クリルキング 1 ＥＰＡ・ＤＨＡ
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂
肪値を低下させる機能があることが報告されています。

販売休止中

E343 2019/8/20 有限会社ベーカリーミキ 黒豆イソフラボンあん 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。

販売休止中

E344 2019/8/20 小林製薬株式会社 健脚ヘルプ 1

HMBカルシウム（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）

本品には、HMBカルシウム（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）が含まれます。
HMBカルシウム（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）には、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・歩くための筋力）の
低下抑制に役立つ機能があることが報告されています。筋力
の衰えが気になる方に適しています。

販売休止中

E345 2019/8/20 森永乳業株式会社
森永ビヒダスヨーグルト　便通改
善　ドリンクタイプ

2 ビフィズス菌BB536
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌
BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便秘気味の方の便
通を改善する機能が報告されています。

販売休止中

E346 2019/8/21
株式会社健康いきいき
倶楽部

乳酸菌革命プレミアム 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、便通を改善する(排便回
数を増やす)ことが報告されています。

販売休止中

E347 2019/8/21 丸善製薬株式会社 ヒハツ 1 ヒハツ由来ピペリン類

本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれます。ヒハツ由来ピ
ペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整
え、冷えによる末梢の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。

販売休止中
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E348 2019/8/21
サントリーウエルネス株
式会社

Ｒの美力 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、体脂肪を減らす機能がある
ことが報告されています。

販売休止中

E349 2019/8/22
BIO　ACTIVES　JAPAN
株式会社

ＢＩＯ　ＡＣＴＩＶＥＳ　ＪＡＰＡＮ　ＬＵ
ＴＥＩＮ　バイオ　アクティブズ
ジャパン　ルテイン

1 ルテイン

本品にはルテインが含まれます。ルテインは血中ルテイン濃
度を増加させる働きがあり、目の黄斑部の色素量を増加さ
せ、目のコントラスト感度を改善することが報告されていま
す。

販売休止中

E350 2019/8/22 山代フーズ協同組合
粒こんにゃくのヘルシーリゾット
チーズ

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）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。

販売休止中

E351 2019/8/22 山代フーズ協同組合
粒こんにゃくのヘルシーリゾット
トマト

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、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。

販売休止中

E352 2019/8/23 株式会社林原
林原トレハロースＧＴ（ジー
ティー）

2 トレハロース
本品にはトレハロースが含まれます。トレハロースには、食後
に上昇した血糖値を元に戻しやすくする機能があることが報
告されています。

販売休止中

E353 2019/8/23 日本製粉株式会社
マスリンゼリー　ｆｏｒ　ｃａｒｅ
（フォーケア）６０

2 マスリン酸
本品にはマスリン酸が含まれており、筋肉に軽い負荷がかか
る日常的な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉
を維持する機能があります。

販売休止中

E354 2019/8/23 メロディアン株式会社 スリーダウン 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。

販売休止中

E355 2019/8/24 株式会社日本薬業 ナイトヘル酢 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。

販売休止中
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E356 2019/8/27 オタフクソース株式会社
お好みソース糖類７０％オフ　２
００ｇ

2
難消化性デキストリン（食
物繊維）

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

販売休止中

E357 2019/8/27 日清食品株式会社
ＤＥＲＵＮＯ　Ⅱ（デルーノ　２）
青りんご味

2
サイリウム種皮由来の食
物繊維

本品にはサイリウム種皮由来の食物繊維が含まれます。サ
イリウム種皮由来の食物繊維にはお通じの回数や量を増や
す便通改善機能が報告されていますので、おなかの調子を
整えたい方やお通じが気になる方に適しています。

販売休止中

E358 2019/8/28
全国農業協同組合連合
会

毎日グレープ（ナガノパープル） 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。

販売休止中

E359 2019/8/28
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）
イチョウ葉

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。

販売休止中

E360 2019/8/28 日清ヨーク株式会社
ピルクルＢｏｄｙｃａｒｅ（ボディケ
ア）

2 イヌリン
本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは中性脂肪を
減らす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。

販売休止中

E361 2019/8/29 株式会社市川園 お茶の力　べにふうき　粉末茶 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。

販売休止中

E362 2019/8/29 白鳥薬品株式会社 オメガ３クリル－エス 1
DHA・EPA（クリルオイル
由来）

本品にはDHA・EPA（クリルオイル由来）が含まれます。DHA・
EPA（クリルオイル由来）には、認知機能の一部である記憶を
維持する機能や、注意力を維持する機能があることが報告さ
れています。

販売休止中

E363 2019/8/29
レッドホースウェルネス
株式会社

エッセンスオブノース　スイミナ
イト

1 L-テアニン

本品には「L-テアニン」を含みます。L-テアニンには、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。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。

販売休止中
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E364 2019/8/30 株式会社えがお えがお　関節サポート 1

さけ鼻軟骨由来非変性
Ⅱ型コラーゲン、さけ鼻
軟骨由来プロテオグリカ
ン

本品にはさけ鼻軟骨由来の「非変性Ⅱ型コラーゲン」「プロテ
オグリカン」が含まれます。さけ鼻軟骨由来の「非変性Ⅱ型コ
ラーゲン」「プロテオグリカン」は、階段の昇り降りや曲げ伸ば
しといった、ひざ関節の動きに役立つことが報告されていま
す。

販売休止中

E365 2019/8/30
株式会社サンセリテ札
幌

歩ひざ王 1
サケ鼻軟骨由来プロテオ
グリカン、サケ鼻軟骨由
来非変性II型コラーゲン

本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来
非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテ
オグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲンは、ひざ
の曲げ伸ばし・階段昇降・歩行をサポートすることが報告され
ています。本品は日常生活（立つ、歩く、座る等）におけるひ
ざ関節の違和感が気になる方に適した食品です。

販売休止中

E366 2019/8/30 株式会社しまのや シュガバリア 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が報告されて
います。血糖値が気になる方に適した食品です。

販売休止中

E367 2019/8/30 株式会社リフレ
・リフレのグルコサミンプレミア
ム

1 グルコサミン塩酸塩
本品に含まれるグルコサミン塩酸塩には、膝関節の可動域
を広げて膝の曲げ伸ばしの動きを助け、膝の不快な違和感
を和らげる機能が報告されています。

販売休止中

E368 2019/8/30
アイリスオーヤマ株式
会社

食後の血糖値の上昇が気にな
る方へのご飯

2
イソマルトデキストリン
（食物繊維として）

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、食後に血糖値が上が
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おり食後の血糖値の上昇が気になる
方に適しています。

販売休止中

E369 2019/8/30 三生医薬株式会社
ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ホ
ヤα（アルファ）

1
ホヤ由来プラズマローゲ
ン

本品にはホヤ由来プラズマローゲンが含まれますので、人の
顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認
知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能が報告
されています。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、
それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処
理能力のことをいいます。本品は記憶力の衰えを感じる中高
年の方に適した食品です。

販売休止中
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E370 2019/8/30 株式会社エル・ローズ Ｃｌｅａｒｆｕｌ（クリアフル） 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。

販売休止中

E371 2019/8/30 ティーライフ株式会社 カロバリア 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る機能が報告されています。

販売休止中

E372 2019/8/30
東洋ナッツ食品株式会
社

ｍｉｎｉｎａｌ（ミニナル）発芽アーモ
ンド

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。

販売休止中

E373 2019/8/30 株式会社ファンケル 尿酸サポート　ａ 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、高めの
尿酸値（尿酸値6.0～7.0mg/dL）を下げる機能があります。ま
た、食事のプリン体による尿酸値の上昇を抑える機能があり
ます。

販売休止中

E374 2019/8/30 六甲牛乳株式会社 菊芋のイヌリン 2 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あることが報告されています。

販売休止中

E375 2019/8/30 株式会社エーエフシー
ブラックジンジャーＧＯＬＤ（ゴー
ルド）

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。

販売休止中

E376 2019/8/30 株式会社エーエフシー
ブラックジンジャーＳＴＡＲＴ（ス
タート）

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。

販売休止中

E377 2019/8/30 株式会社エーエフシー ブラックジンジャープレミアム 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。

販売休止中
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E378 2019/8/30 本草製薬株式会社
歩く力を維持したい中高年の方
のケア習慣

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。

販売休止中

E379 2019/8/31
株式会社よつ葉のサプ
リ

記憶の泉 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。

販売休止中

E380 2019/9/3
全国農業協同組合連合
会

長野県ＪＡ（ジェイエー）産えの
きたけ

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。

販売休止中

E381 2019/9/3 シーエスシー株式会社
ポリピュアＥＸ（イーエックス）　ナ
イトチャージ

1
GABA、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GABA、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。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。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシ
トルリンには睡眠の質（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。

販売休止中

E382 2019/9/4 長工醤油味噌協同組合 国産野菜のおろしぽん酢 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）は食後に血糖値が上昇し
やすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂
肪が高めになる健常者の食後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。

販売休止中

E383 2019/9/4 長工醤油味噌協同組合
国産たまねぎのノンオイルドレッ
シング

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）は食後に血糖値が上昇し
やすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂
肪が高めになる健常者の食後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。

販売休止中

E384 2019/9/4 アサヒ飲料株式会社
「『十六茶』プラス」３つのはたら
き

2

葛の花由来イソフラボン
（テクトリゲニン類として）
難消化性デキストリン（食
物繊維として）

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)、
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報告されています。
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。

販売休止中
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E385 2019/9/5 吉原食糧株式会社
和菓子のようなもち麦パンケー
キミックス

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。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。

販売休止中

E386 2019/9/5
アイリスオーヤマ株式
会社

低温製法米のおいしいごはん
ヘルシーごはん

2
イソマルトデキストリン
（食物繊維として）

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、食後に血糖値が上が
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おり食後の血糖値の上昇が気になる
方に適しています。

販売休止中

E387 2019/9/5
雪印ビーンスターク株
式会社

大人のＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイ
チエーアンドイーピーエー）

1 DHA、EPA

本品にはDHA・EPAが含まれています。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。ま
た、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。

販売休止中

E388 2019/9/5 フォーデイズ株式会社 記憶の極み 1
イチョウ葉由来フラボノイ
ド配糖体及びイチョウ葉
由来テルペンラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由
来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド
配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高
年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、
認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報
を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させるこ
とが報告されています。

販売休止中

E389 2019/9/5 大正製薬株式会社
尿酸値が高めの方のタブレット
（粒タイプ）

1 アンセリン
本品にはアンセリンが含まれるので、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ります。血
清尿酸値が高めの方に適した食品です。

販売休止中

E390 2019/9/5 大正製薬株式会社 プリンケア　タブレット（粒タイプ） 1 アンセリン
本品にはアンセリンが含まれるので、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ります。血
清尿酸値が高めの方に適した食品です。

販売休止中

E391 2019/9/5 株式会社健美舎 ジンウォーム 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、冷えにより低下する末梢血流を
正常に整え、皮膚温度を維持する機能があることが報告され
ています。

販売休止中

E392 2019/9/5
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）
ルテイン

2 ルテイン・ゼアキサンチン

本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・
ゼアキサンチンには眼の黄斑部の色素量を増加させ、ブ
ルーライト光などの光ストレスから保護し、コントラスト感度
（ぼやけの解消によりものをくっきり見る力）を改善する機能
が報告されています。

販売休止中
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E393 2019/9/6 森永乳業株式会社 アロエのサプリ 1
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
ノールが含まれます。アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シ
クロアルタノールには肌の保湿力を高めまた、水分量を増や
す機能があることが報告されています。

販売休止中

E394 2019/9/6 小林製薬株式会社 ブルーベリーＥＸ（イーエックス） 1
ビルベリー果実由来アン
トシアニン

本品にはビルベリー果実由来アントシアニンが含まれます。
ビルベリー果実由来アントシアニンには、VDT作業（パソコン
やスマートフォンなどのモニター作業）の目の疲れによるピン
ト調節機能の低下を緩和することが報告されています。

販売休止中

E395 2019/9/10 株式会社ファイン おはだうるおう　ヒアルロン酸 1 ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには
肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報
告されています。

販売休止中

E396 2019/9/11 三生医薬株式会社 プラズマローゲンプラス 1
ホヤ由来プラズマローゲ
ン

本品にはホヤ由来プラズマローゲンが含まれますので、人の
顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認
知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があり
ます。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後
から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力の
ことをいいます。本品は記憶力の衰えを感じる中高年の方に
適した食品です。

販売休止中


