
機能性表示食品届出一覧（令和1年度）

届出
番号

届出日 届出者名 商品名 食品の区分 機能性関与成分名 表示しようとする機能性 変更履歴 販売状況

F1 2020/4/1
協和発酵バイオ株式会
社

β（ベータ）ラクトリン
加工食品(サ
プリメント形
状)

βラクトリン

本品にはβラクトリンが含まれているので、人や物の名前が
思い出せなくなってきた、うっかりミスが気になってきたと感じ
ている健常な中高年の方の、年齢とともに低下する認知機能
の一部である記憶力（色と形など二つの物事を関係づけて覚
え、きっかけを基に必要な情報を思い出す力）や注意力（集
中しないといけない作業において、多くの情報の中から、大
切なものごとを見落とさず、素早く正確に気付ける力）を維持
する機能があります。

販売休止中

F2 2020/4/1 株式会社伊藤園 ３０品目野菜
加工食品(そ
の他)

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

F3 2020/4/1 株式会社日本薬健 烏龍茶
加工食品(そ
の他)

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

F4 2020/4/2
エムジーファーマ株式
会社

リセットナッツ　きなこ風味
加工食品(そ
の他)

グロビン由来バリン-バリ
ン-チロシン-プロリン

本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンが含
まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンに
は食事の脂肪の吸収を抑えることにより、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。

販売休止中

F5 2020/4/2 日糧製パン株式会社 北海道産小麦のつぶあんぱん
加工食品(そ
の他)

グロビン由来バリン-バリ
ン-チロシン-プロリン

本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンが含
まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンに
は食後の血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されてい
ます。

販売休止中

F6 2020/4/2
パシフィック薬品株式会
社

内脂ダウン
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F7 2020/4/3
日清オイリオグループ
株式会社

日清アマニ油プラス
加工食品(そ
の他)

α－リノレン酸
本品は、α-リノレン酸を含んでおり、血圧が高めの方に適し
た機能を持つ食用油です。

販売休止中

F8 2020/4/3 株式会社日本薬健 ルイボスティー
加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中
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F9 2020/4/3 ティーライフ株式会社
体脂肪が気になる方のプーアー
ル茶　ヘルシーボ

加工食品(そ
の他)

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

F10 2020/4/3 株式会社Libeiro 肌潤宝石
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F11 2020/4/3 株式会社エーエフシー プロシアニジンプレミアム
加工食品(サ
プリメント形
状)

りんご由来プロシアニジ
ン

本品にはりんご由来プロシアニジンが含まれます。りんご由
来プロシアニジンにはBMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機
能が報告されています。

販売休止中

F12 2020/4/3 本草製薬株式会社
内臓脂肪を減らしたい方のケア
習慣

加工食品(サ
プリメント形
状)

りんご由来プロシアニジ
ン

本品にはりんご由来プロシアニジンが含まれます。りんご由
来プロシアニジンには内臓脂肪を減らす機能が報告されてい
ます。本品はBMIが高めの方に適した食品です。

販売休止中

F13 2020/4/3
株式会社あおぞらヘル
スケア

血糖すこやか青汁
加工食品(サ
プリメント形
状)

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
やすい方の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が
高めになる方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

F14 2020/4/3
クラシエフーズ株式会
社

アップルエードＦＩＢＥＲ（ファイ
バー）

加工食品(そ
の他)

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、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑える機能や、お腹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

F15 2020/4/3
銀座ステファニー化粧
品株式会社

プラセンタ
加工食品(サ
プリメント形
状)

豚プラセンタ由来ペプチド
(グリシン-ロイシン、ロイ
シン-グリシン)

本品には豚プラセンタ由来ペプチド (グリシン-ロイシン、ロイ
シン-グリシン)が含まれており、肌の水分を維持する機能が
あります。

販売休止中

F16 2020/4/6 ヘルスエイジ株式会社
アスリートＯｌｉｇｏｎｏｌ（オリゴノー
ル）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。これらの成分は、運動で生じる一過性
の身体的疲労感を軽減する機能があることが報告されてい
ます。

販売休止中

F17 2020/4/6 株式会社伊藤園 理想のトマト
加工食品(そ
の他)

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や、デスクワークなどで生じる疲労感を
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
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F18 2020/4/7
マルカイコーポレーショ
ン株式会社

クランベリー１００
加工食品(そ
の他)

キナ酸
本品にはキナ酸が含まれます。キナ酸は、トイレが近いと感
じている女性の日常生活における排尿に行くわずらわしさを
やわらげる機能があると報告されています。

販売休止中

F19 2020/4/7 株式会社ベストフード 関節ゼリー
加工食品(そ
の他)

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は、膝関節の違和感を和らげ、膝
関節の動きに役立つ機能が報告されています。

販売休止中

F20 2020/4/7 八幡物産株式会社 ぬくぽか
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、寒い季節や夏の冷房などで気温
や室温が低い時に、冷えにより低下した手先の血流量（末梢
血流）を改善するとともに、手先や足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。

販売休止中

F21 2020/4/7 小林製薬株式会社 健脚ヘルプａ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F22 2020/4/7
株式会社リジュベネー
ションシステム

リジュベネーションウォーター
加工食品(そ
の他)

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

F23 2020/4/8 旭松食品株式会社
糖や脂肪の吸収を抑える小さな
新あさひ豆腐

加工食品(そ
の他)

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、糖や脂肪の吸収を
抑える効果があることが報告されています。

販売休止中

F24 2020/4/8 日英物産株式会社
グルコサミン＆（アンド）新サメ
の軟骨

加工食品(サ
プリメント形
状)

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ち、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。

販売休止中
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F25 2020/4/9
株式会社ディーエイチ
シー

ＤＨＣ（ディーエイチシー）　カラ
ダ対策ゼリーⅢ（トリプル）（マス
カット風味）

加工食品(そ
の他)

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、さらにおなかの調子を整
え、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。本品は、食後の血中中性脂肪や血糖値が気になる方、
おなかの調子を整えたい方に適した食品です。

販売休止中

F26 2020/4/9 株式会社協和 ライラック　ビオ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。便秘傾向の方に適した食品です。

販売休止中

F27 2020/4/9 カゴメ株式会社
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）ラブレプレー
ン（３本パック）

加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F28 2020/4/9 株式会社伊藤園 理想のトマト　２６５ｇ
加工食品(そ
の他)

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や、デスクワークなどで生じる疲労感を
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

F29 2020/4/10 株式会社丸惣 クエン酸プラム
加工食品(そ
の他)

クエン酸
本品には、クエン酸が含まれます。クエン酸は日常生活や運
動後の疲労感を軽減することが報告されています。

販売休止中

F30 2020/4/10
株式会社エフ・シーシー
堀内

ダービリアプラス
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。本品は骨を丈夫にしたい方に適しています。

販売休止中

F31 2020/4/10 株式会社伊藤園 理想のトマト　９００ｇ
加工食品(そ
の他)

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や、デスクワークなどで生じる疲労感を
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

F32 2020/4/13 株式会社えがお
ＩＮＮＥＲ　ＢＥＡＵ　Ｆｉｂｅｒ　Ｇｒｅｅ
ｎ　（インナービュー　ファイバー
グリーン）

加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）

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

販売休止中

F33 2020/4/13 株式会社伊藤園 理想のトマト　１９０ｇ
加工食品(そ
の他)

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や、デスクワークなどで生じる疲労感を
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
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F34 2020/4/13 株式会社ロッテ
マイニチケアガム＜ストレスや
疲労感を軽減するタイプ＞まろ
やかミント

加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F35 2020/4/13 株式会社日本薬健 紅茶
加工食品(そ
の他)

GABA
本品には、GABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの
方の血圧を下げる機能があることが報告されています。血圧
が高めの方に適した食品です。

販売休止中

F36 2020/4/14 株式会社湖池屋
ＰｉｎｋｙＦＲＥＳＨ（ピンキーフレッ
シュ）

加工食品(サ
プリメント形
状)

乳酸菌LS1（Lactobacillus
salivarius TI2711株）

本品には、乳酸菌LS1 （Lactobacillus salivarius TI2711株）が
含まれます。乳酸菌LS1 は、健康な歯ぐきを維持する機能が
あります。歯周組織の健康が気になる健常な方に適していま
す。

販売休止中

F37 2020/4/14
株式会社ボーテサンテ
ラボラトリーズ

げんび茶
加工食品(そ
の他)

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

F38 2020/4/14 LUTECIA株式会社 ギャバ×ラフマのすっきりサプリ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。また、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

F39 2020/4/15 不二製油株式会社
ＳＯＹ＋ＰＬＵＳ［ソイプラス］（記
憶＆注意）

加工食品(そ
の他)

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
能の一部である記憶力(一時的に認識したことを思い出す力)
と注意力(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。

販売休止中

F40 2020/4/15 ユニキス株式会社
ルテインＵＱ（ユーキュー）プラス
＃ｉ（シャープアイ）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを
緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機
能）のサポートや一時的な精神的ストレス、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

F41 2020/4/17 日本ケロッグ合同会社 オールブラン　ナッツミックスａ
加工食品(そ
の他)

小麦ブラン由来アラビノ
キシラン

本品には小麦ブラン由来アラビノキシランが含まれます。小
麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善
玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、有用物質である酪
酸を増加させることにより、腸内環境を改善することが報告さ
れています。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の
調子を整え便通を改善することが報告されています。

販売休止中
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F42 2020/4/20
日清オイリオグループ
株式会社

食事のおともに食物繊維入り緑
茶

加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖
の吸収を抑え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食後の中性脂肪値
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。本品は食後の血糖値や中性脂肪が気になる方に適して
います。

販売休止中

F43 2020/4/20
日清オイリオグループ
株式会社

食事のおともに食物繊維入り紅
茶

加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖
の吸収を抑え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食後の中性脂肪値
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。本品は食後の血糖値や中性脂肪が気になる方に適して
います。

販売休止中

F44 2020/4/21
サンフェルジュ株式会
社

Ｓｕｌａｌｉｏ（スラリオ）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F45 2020/4/21 株式会社やずや
尿酸値の上昇を抑えるサプリ
やずやの尿酸クリア

加工食品(サ
プリメント形
状)

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
上昇を抑制する機能が報告されています。

販売休止中

F46 2020/5/8
京都薬品ヘルスケア株
式会社

イチョウ葉
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F47 2020/4/22 株式会社えがお
えがお　ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）・ＥＰＡ（イーピーエー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

DHA、EPA

本品にはDHA・EPAが含まれるため、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）の
維持や、血中中性脂肪を低下させる機能、高めの血圧を下
げる働きがあります。また、DHAには、認知機能の一部であ
る記憶力（数字や文字などを覚える力）を維持する機能があ
ることが報告されています。

販売休止中

F48 2020/4/22 デリア食品株式会社
カラダ想いメニュー　ポテトサラ
ダ

加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中
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F49 2020/4/23 江崎グリコ株式会社 ＤＯＮＢＵＲＩ（ドンブリ）亭牛丼
加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F50 2020/4/23 江崎グリコ株式会社 ＤＯＮＢＵＲＩ（ドンブリ）亭中華丼
加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F51 2020/4/23 森永乳業株式会社
森永アロエヨーグルト　アロエの
力ａ

加工食品(そ
の他)

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、肌の乾燥をやわ
らげます。

販売休止中

F52 2020/4/25 エースコック株式会社
ぽかぽかスープ　あんかけゆず
明太味

加工食品(そ
の他)

モノグルコシルヘスペリジ
ン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグ
ルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの
健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持す
る機能があることが報告されています。

販売休止中

F53 2020/4/27 株式会社三協
ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ルテイ
ン＆目

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F54 2020/4/28 株式会社インシップ
還元型コエンザイムＱ１０
（キューテン）

加工食品(サ
プリメント形
状)

還元型コエンザイムQ10

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

販売休止中

F55 2020/4/28 株式会社Libeiro リラナイト
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、良質な睡眠、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

F56 2020/4/28 小林製薬株式会社 中性脂肪ヘルプ
加工食品(サ
プリメント形
状)

DHA・EPA
本品にはＤＨＡ・ＥＰＡが含まれます。ＤＨＡ・ＥＰＡには中性脂
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
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F57 2020/4/28 株式会社タイヨーラボ
プレミアムカテキンα（アルファ）
４００

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F58 2020/4/30
エムジーファーマ株式
会社

ナップルジーアイプラス粒
加工食品(サ
プリメント形
状)

サラシア由来サラシノー
ル

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア
由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上
昇をゆるやかにする機能があることが報告されています。

販売休止中

F59 2020/4/30
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　認知機能対策
加工食品(そ
の他)

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、認知機
能の一部である言語流暢性（素早く多くの言葉を思いつき発
する力）が低めの方に対して、言語流暢性を維持する機能が
あることが報告されています。

販売休止中

F60 2020/4/30 森永乳業株式会社
森永アロエヨーグルト　アロエの
力ｂ

加工食品(そ
の他)

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、肌の潤いを保ち
ます。

販売休止中

F61 2020/4/30 株式会社全日本通教 カテキン減脂粒
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、脂質の吸収
を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪
（内臓脂肪、皮下脂肪）、体重を減らし、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

F62 2020/4/30
株式会社エルベ・プラン
ズ

葛花茶ティーバッグ
加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F63 2020/4/30
株式会社シーナコーポ
レーション

ナイシボン
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F64 2020/5/15 株式会社アテニア モイストエフェクター
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中
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F65 2020/5/19
株式会社アリスコーポ
レーション

ＵＣ－Ⅱ　ＰＲＯ（ユーシーツー
プロ）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

販売休止中

F66 2020/5/21
株式会社医食同源ドッ
トコム

ウエストアシスト
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F67 2020/5/21
株式会社医食同源ドッ
トコム

糖脂アプローチ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F68 2020/5/1 大象ジャパン株式会社
美味しく飲めるホンチョ　ビーツ
＆（アンド）レモン

加工食品(そ
の他)

酢酸、難消化性デキスト
リン（食物繊維として）

本品には食酢の主成分である酢酸と、難消化性デキストリン
（食物繊維として）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おり、内
臓脂肪が気になる方に適した食品です。また、難消化性デキ
ストリン（食物繊維として）には食事由来の脂肪の吸収を抑え
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おり、食後の血中中性脂肪が気にな
る方に適しています。

販売休止中

F69 2020/5/1 日本酪農協同株式会社
ＤＲＩＮＫ　ＹＯＧＵＲＴ　ＭＩＬＫ　ＲＩ
ＣＨ　ドリンクヨーグルトミルク
リッチ

加工食品(そ
の他)

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

F70 2020/5/1 株式会社アイケイ 糖脂ガード
加工食品(そ
の他)

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

F71 2020/5/1 株式会社えがお えがお　筋力サポート
加工食品(サ
プリメント形
状)

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）は、年齢とともに減っていく筋肉を維持す
る働きにより、運動との併用で、立つ・歩くなど自立した日常
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。筋力の衰えが気になる方に適していま
す。

販売休止中
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F72 2020/5/1 株式会社えがお えがお　歩く筋力サポート
加工食品(サ
プリメント形
状)

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）は、年齢とともに減っていく筋肉を維持す
る働きにより、運動との併用で、立つ・歩くなど自立した日常
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。筋力の衰えが気になる方に適していま
す。

販売休止中

F73 2020/5/1 株式会社ユーワ 備えの食卓
加工食品(そ
の他)

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、食後の血糖値が上が
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、食後の血糖値や血中中性脂肪が気にな
る方に適しています。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

F74 2020/5/1 株式会社島洋商会 ハッキリ　イチョウ葉Ｓ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。これらの成分は、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

F75 2020/5/1 株式会社全日本通教 ラクトリズム
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、おなかの調子を整えお
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

F76 2020/5/1 日清ヨーク株式会社 十勝のむヨーグルト　マスカット
加工食品(そ
の他)

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

F77 2020/5/7 明治薬品株式会社
健康きらり　ＧＡＢＡ（ギャバ）納
豆５０００

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F78 2020/5/7
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

うる肌ベールマネージメント
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中
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F79 2020/5/7
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

ＵＲＵＨＡＤＡ　ＶＥＩＬ（うるはだ
ベール）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F80 2020/5/7
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

ＳＵＰＰＩＮ（スッピン）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、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

F81 2020/5/25
オリヒロプランデュ株式
会社

グルコサミン粒
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F82 2020/5/8 株式会社MTG
Ｇｏｏｄ　Ｎｉｇｈｔ　＆　Ｇｏｏｄ　Ｄａｙ
（グッドナイトアンドグッドデイ）

加工食品(サ
プリメント形
状)

GABA

本品にはGABAが含まれます。GABAの継続的な摂取によ
り、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）の向上に役立つこと、および日常生活で生じる
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。

販売休止中

F83 2020/5/8
オリヒロプランデュ株式
会社

機能性表示食品　賢人の食習
慣　青汁

加工食品(そ
の他)

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、健常人で血圧が高めの方に適した食品です。

販売休止中

F84 2020/5/10
キッコーマン飲料株式
会社

デルモンテ　ＳＯＬＡＮＯ　食塩無
添加トマトジュース

加工食品(そ
の他)

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

F85 2020/5/13 サンエイ糖化株式会社 骨メンテゼリー
加工食品(そ
の他)

マルトビオン酸
本品には、マルトビオン酸が含まれています。マルトビオン酸
には加齢とともに低下する「骨密度」の維持に役立つ機能が
あることが報告されています。

販売休止中

F86 2020/5/14
ニットービバレッジ株式
会社

つづけるプラス　カラダのため
の黒烏龍茶

加工食品(そ
の他)

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
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F87 2020/5/14
ニットービバレッジ株式
会社

つづけるプラス　カラダのため
の緑茶

加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖
や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。
また、おなかの調子を整える機能があることも報告されてい
ます。

販売休止中

F88 2020/5/15 三生医薬株式会社
リゲインスリープチャージα（ア
ルファ）

加工食品(サ
プリメント形
状)

GABA

本品にはGABAが含まれます。GABAの継続的な摂取によ
り、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質
（寝入りばなの眠りの深さ）の向上や、すっきりとした目覚め
に役立つ機能があること、また、日常生活で生じる一時的な
活気・活力の低下を軽減する機能があることや、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。

販売休止中

F89 2020/5/15 株式会社フロムココロ
こころ習慣　睡眠の質の向上・
すっきりとした目覚めをサポート

加工食品(サ
プリメント形
状)

GABA

本品にはGABAが含まれています。GABA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、すっきりとした目覚めをサポートする機能、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、
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機能、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

F90 2020/5/15
ハウスウェルネスフー
ズ株式会社

ネルノダ　粒タイプａ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F91 2020/5/15
ハウスウェルネスフー
ズ株式会社

ネルノダａ
加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F92 2020/5/15
株式会社ビタブリッド
ジャパン

ターミナリアファースト　プロ
フェッショナル＋

加工食品(サ
プリメント形
状)

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、食事の糖や脂肪の
吸収を抑え、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機
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。

販売休止中

F93 2020/5/16
ＤＩＣライフテック株式会
社

フィコナ　スキン　モイストリフ
ティング　タブレット

加工食品(サ
プリメント形
状)

フィコシアニン（C-フィコシ
アニン、アロフィコシアニ
ン）

本品にはフィコシアニン（C‐フィコシアニン、アロフィコシアニ
ン）が含まれるので、肌のバリア機能（保湿力）を高めて、肌
のうるおいを守る機能があります。肌の乾燥が気になる方に
適しています。

販売休止中
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F94 2020/5/16 株式会社トレンディ ウェストコントロール
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F95 2020/5/19 ライフフーズ株式会社 手摘みビルベリー 生鮮食品
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。

販売休止中

F96 2020/5/19 株式会社あじかん
機能性表示食品国産焙煎ごぼ
う茶２８包

加工食品(そ
の他)

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ています。イヌリン、
クロロゲン酸には、お通じ（便量）を改善する機能が報告され
ています。

販売休止中

F97 2020/5/19
株式会社ファーマフー
ズ

スタコラ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、足の
曲げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、
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
年の方の歩行能力の向上に役立つことが報告されていま
す。

販売休止中

F98 2020/5/19
株式会社医食同源ドッ
トコム

血圧ケア
加工食品(サ
プリメント形
状)

GABA
本品には、GABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの
方の血圧を下げる機能があることが報告されています。血圧
が高めの方に適した食品です。

販売休止中

F99 2020/5/19 日清ヨーク株式会社 十勝のむヨーグルト　みかん
加工食品(そ
の他)

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

F100 2020/5/20
株式会社生存環境科学
研究所

生環研アイケアゴールドアル
ファ

加工食品(サ
プリメント形
状)

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・ゼアキサンチンは黄斑色素密度を上昇させ、ブルーライト
などの光の刺激を和らげ、眼のコントラスト感度（ぼやけの緩
和によってはっきりと物を識別する力）を改善することが報告
されています。目の調子を整えたい方に適した食品です。

販売休止中

F101 2020/5/20
株式会社医食同源ドッ
トコム

飲むうるおい
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中
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F102 2020/5/21 薬糧開発株式会社 アイベリーエース
加工食品(サ
プリメント形
状)

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を43.2㎎/日摂取するとピント調節
機能をサポートし、目の疲労感を緩和すること、さらに、57.6
㎎/日摂取すると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。

販売休止中

F103 2020/5/22 フジ日本精糖株式会社 イヌリーナ
加工食品(そ
の他)

イヌリン

本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌の一
種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることで
お通じを改善しおなかの調子を整えること、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。本品は腸内環境を改善したい方、お通じを
改善しおなかの調子を整えたい方、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。

販売休止中

F104 2020/5/22 株式会社リフレ ひざのみかた
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

本品に含まれる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、ひざ関節に違和感のある
健常な中高年の立ち上がる・長く歩く・階段の昇り降り等のひ
ざの曲げ伸ばしの改善をサポートする機能が報告されていま
す。

販売休止中

F105 2020/5/22 カゴメ株式会社 ビフィズス菌すっきりプレーン味
加工食品(そ
の他)

ビフィズス菌 BB-12 (B.
animalis)

本品にはビフィズス菌BB-12(B. animalis)が含まれます。ビ
フィズス菌BB-12(B. animalis)は、生きて腸まで届くことで腸
内環境を改善し(善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌を増や
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。

販売休止中

F106 2020/5/22 カゴメ株式会社 ビフィズス菌ブルーベリー味
加工食品(そ
の他)

ビフィズス菌 BB-12 (B.
animalis)

本品にはビフィズス菌BB-12(B. animalis)が含まれます。ビ
フィズス菌BB-12(B. animalis)は、生きて腸まで届くことで腸
内環境を改善し(善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌を増や
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。

販売休止中

F107 2020/5/25 新田ゼラチン株式会社
Ｗｅｌｌｎｅｘ（ウェルネックス）肌。
（マル）

加工食品(そ
の他)

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ていま
す。魚由来低分子コラーゲンペプチドは肌の水分量と弾力の
低下を緩和し、肌の健康維持に役立つ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

F108 2020/5/26 味覚糖株式会社
ＵＨＡ（ユーハ）グミサプリ　クエ
ン酸

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F109 2020/5/26 株式会社太成 エゴマの葉 生鮮食品 ロズマリン酸

本品にはロズマリン酸が含まれます。ロズマリン酸には、花
粉やハウスダスト、ホコリなどによる目の不快感を軽減するこ
とが報告されています。目の不快感が気になる健常な方に
適しています。

販売休止中
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F110 2020/5/26 株式会社マインドアップ 想茶　お腹サポート　腸活美麗
加工食品(サ
プリメント形
状)

有胞子性乳酸菌(Bacillus
coagulans SANK70258)

本品には有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）
が含まれます。有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）は便通を改善する機能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。

販売休止中

F111 2020/5/26
シオノギヘルスケア株
式会社

健康計画　飲む寒天
加工食品(そ
の他)

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

F112 2020/5/27 株式会社マンナンライフ マンナンＧＯ（ゴー）
加工食品(そ
の他)

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。さ
らに、おなかの調子を整える機能も報告されています。

販売休止中

F113 2020/5/27 株式会社明治
ヴァームスマートフィットウォー
ター　アップル風味

加工食品(そ
の他)

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

F114 2020/5/29
雪印メグミルク株式会
社

恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌
ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト　フ
ルーツミックス　１００ｇ

加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F115 2020/5/29 株式会社日本薬業 プーアールン
加工食品(そ
の他)

プーアール茶由来没食
子酸

本品にはプーアール茶由来没食子酸が含まれているので、
肥満気味の方の体脂肪（内臓脂肪）を減らす機能がありま
す。また、体重が減少することで高めのBMIを減らす機能が
あります。

販売休止中

F116 2020/5/29 アピ株式会社 シンデレラ乳酸菌【Ｓ】
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F117 2020/5/29 アピ株式会社 シンデレラ乳酸菌【Ｈ】
加工食品(サ
プリメント形
状)

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
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F118 2020/5/29 南開工業株式会社 サラシアトライＳ（エス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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緩やかにする機
能性が報告されています。

販売休止中

F119 2020/6/1 大象ジャパン株式会社
美味しく飲めるホンチョ　青りん
ご

加工食品(そ
の他)

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。

販売中

F120 2020/6/1 大象ジャパン株式会社
美味しく飲めるホンチョ　いちご
＆（アンド）グレープフルーツ

加工食品(そ
の他)

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。

販売中

F121 2020/6/2 株式会社てまひま堂
にんにく卵黄２２９－５５ニンニク
ゴーゴー

加工食品(サ
プリメント形
状)

アリイン（L-アリイン）
本品にはアリイン（L-アリイン）が含まれており、血中LDL-コ
レステロール値を低下させる働きがあります。血中LDL-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

F122 2020/6/2 沖縄県農業協同組合
中性脂肪が気になる方のシー
クヮーサー

加工食品(そ
の他)

ノビレチン、タンゲレチ
ン、ヘスペリジン、ナリル
チン

本品にはノビレチン、タンゲレチン、ヘスペリジン、ナリルチン
が含まれており、中性脂肪が高めの方の、中性脂肪を低下
させる機能があります。

販売休止中

F123 2020/6/2 日本ケロッグ合同会社
オールブラン　ブランチョコフ
レーク

加工食品(そ
の他)

小麦ブラン由来アラビノ
キシラン

本品には小麦ブラン由来アラビノキシランが含まれます。小
麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善
玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、有用物質である酪
酸を増加させることにより、腸内環境を改善することが報告さ
れています。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の
調子を整え便通を改善することが報告されています。

販売休止中

F124 2020/6/2
クラシエフーズ株式会
社

ギャバいレモン＋（プラス）
加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F125 2020/6/3 株式会社ブルーベリー ビルベリーハード１００
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F126 2020/6/3 株式会社プレシア製薬 ミラヘルＥＸ（イーエックス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中
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F127 2020/6/3
株式会社生存環境科学
研究所

生環研メモリア
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F128 2020/6/4 株式会社アストリム 柔肌
加工食品(サ
プリメント形
状)

サケ鼻軟骨由来プロテオ
グリカン

本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サ
ケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持し、肌の健
康に役立つ機能が報告されています。

販売休止中

F129 2020/6/4 株式会社ウェルナス ウェルナスサプリ
加工食品(サ
プリメント形
状)

ナス由来コリンエステル
（アセチルコリン）

本品にはナス由来コリンエステル（アセチルコリン）が含まれ
るので、血圧が高めの方の血圧（拡張期血圧）を改善する機
能があります。

販売休止中

F130 2020/6/4 日本薬品開発株式会社
マグマルテイン＆（アンド）アスタ
キサンチン

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F131 2020/6/4 株式会社日健総本社
クロスタニン　きく芋イヌリンもの
すごい！

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。食後の
血糖値が気になる方に適しています。

販売休止中

F132 2020/6/4 株式会社ユーワ 極みの食卓
加工食品(そ
の他)

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、食後の血糖値が上が
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、食後の血糖値や血中中性脂肪が気にな
る方に適しています。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

F133 2020/6/4 カゴメ株式会社
野菜一日これ一本Ｐｌｕｓ（プラ
ス）

加工食品(そ
の他)

トマト由来食物繊維

本品にはトマト由来食物繊維が含まれます。トマト由来食物
繊維には、糖の吸収を抑制し、食後血糖値の上昇を抑える
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

F134 2020/6/5 株式会社東平商会
ぎゅっとまるごとにんじんジュー
ス

加工食品(そ
の他)

ＧＡＢＡ
本品にはGABAが含まれています。GABAには高めの血圧を
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
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F135 2020/6/5
ゼリアヘルスウエイ株
式会社

リバリッチ
加工食品(そ
の他)

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、食後の血糖値や血中中性脂肪が気になる方
に適しています。

販売休止中

F136 2020/6/5 大正製薬株式会社 快眠ケア　カプセル
加工食品(サ
プリメント形
状)

クロセチン、ＧＡＢＡ

本品にはクロセチンが含まれています。クロセチンには、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）機能があることが報告され
ています。
本品にはＧＡＢＡが含まれています。ＧＡＢＡには、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。また、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
機能があることが報告されています。
睡眠の質、活気・活力感、ストレスが気になる方に適した食
品です。

販売休止中

F137 2020/6/5 大正製薬株式会社 睡眠サポート　カプセル
加工食品(サ
プリメント形
状)

クロセチン、ＧＡＢＡ

本品にはクロセチンが含まれています。クロセチンには、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）機能があることが報告され
ています。
本品にはＧＡＢＡが含まれています。ＧＡＢＡには、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。また、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
機能があることが報告されています。
睡眠の質、活気・活力感、ストレスが気になる方に適した食
品です。

販売休止中

F138 2020/6/6 井藤漢方製薬株式会社 尿酸ＳＯＳ（エスオーエス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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以上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

F139 2020/6/8
ダイドードリンコ株式会
社

大人のカロリミット　玉露仕立て
緑茶プラスａ

加工食品(そ
の他)

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

F140 2020/6/8
ダイドードリンコ株式会
社

大人のカロリミット　すっきり無
糖紅茶ａ

加工食品(そ
の他)

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
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F141 2020/6/8
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ａ

加工食品(そ
の他)

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

F142 2020/6/8
ダイドードリンコ株式会
社

大人のカロリミット　ジャスミン
ティープラス

加工食品(そ
の他)

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

F143 2020/6/9 株式会社ムーリント ＲＥＭＯＲＹ（レモリー）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。ホヤ由来
プラズマローゲンには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

F144 2020/6/10 株式会社木屋芳友園 日々、おだやか緑茶
加工食品(そ
の他)

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
をおだやかにすることが報告されています。
また、おなかの調子を整える事も報告されています。本品
は、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子を整えたい
方に適しています。

販売休止中

F145 2020/6/10 株式会社ジャコラ クエン酸ＰＯＷＥＲ（パワー）
加工食品(そ
の他)

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

F146 2020/6/10 アピ株式会社
ＨＭＢ　Ａｃｔｉｖｅ（エイチエムビー
アクティブ）

加工食品(そ
の他)

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）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・歩くなどに必要な筋力）の
維持に役立つ機能が報告されています。

販売休止中

F147 2020/6/10
有限会社ジェイエヌピー
研究所

ＡＲＧＩ　ＳＵＰＥＲ　ＣＡＲＥ（アル
ギスーパーケア）

加工食品(そ
の他)

Ｌ-アルギニン
本品にはＬ-アルギニンが含まれます。Ｌ-アルギニンには高
めの空腹時血糖値を低下させる働きが報告されています。
高めの空腹時血糖値が気になる方におすすめします。

販売休止中

F148 2020/6/10 株式会社ビーバン カラダを気づかう出汁
加工食品(そ
の他)

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
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F149 2020/6/10 リタヘルス株式会社 菊芋の極み
加工食品(サ
プリメント形
状)

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
上昇を抑える機能があることが報告されています。さらに、イ
ヌリンには腸内の善玉菌として知られているビフィズス菌を増
加させ腸内フローラを良好にし、腸内環境を整え排便回数を
増やす機能があることが報告されています。
本品は食後の血糖値が気になる方、お腹の調子を整えたい
方に適した食品です。

販売休止中

F150 2020/6/10 株式会社日本薬健 オレンジティー
加工食品(そ
の他)

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

F151 2020/6/11 株式会社ヤクルト本社 ヤクルト４００Ｗ
加工食品(そ
の他)

乳酸菌 シロタ株（L．カゼ
イ YIT 9029）、ガラクトオ
リゴ糖

本品には生きたまま腸内に到達する乳酸菌 シロタ株（L.カゼ
イ YIT 9029）とガラクトオリゴ糖が含まれます。乳酸菌 シロタ
株（L.カゼイ YIT 9029）とガラクトオリゴ糖には、良い菌（乳酸
菌、ビフィズス菌）を増やして腸内の環境を改善し、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

F152 2020/6/11 株式会社トノハタ はちみつクエン酸梅干
加工食品(そ
の他)

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
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

F153 2020/6/11 株式会社タイヨーラボ モリンガ元気タブレットＳ
加工食品(サ
プリメント形
状)

モリンガ種子由来グルコ
モリンギン

本品にはモリンガ種子由来グルコモリンギンが含まれます。
モリンガ種子由来グルコモリンギンには、日常生活で疲れを
感じやすい方の身体的な疲労感を軽減し、腰の負担を感じ
やすい方の腰の不快感を和らげる機能が報告されていま
す。

販売休止中

F154 2020/6/11 株式会社東洋新薬 マンゴスチンタブレットＲ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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るこ
とが報告されています。

販売休止中

F155 2020/6/12 株式会社タイヨーラボ
茶カテキンＥＧＣｇ（イージーシー
ジー）　プラークガード　タブレッ
ト

加工食品(サ
プリメント形
状)

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)が含まれます。エ
ピガロカテキンガレート（EGCg)は、口内環境を良好に保つ
（歯垢の生成を抑える）ことが報告されています。

販売休止中

F156 2020/6/12 森永製菓株式会社
パセノール　フルーツ＆ビネ
ガー

加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F157 2020/6/12 日本薬品開発株式会社
マグマＥＰＡ（イーピーエー）＆
（アンド）ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）粒

加工食品(サ
プリメント形
状)

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
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F158 2020/6/12 株式会社小谷穀粉 緑茶のチカラ
加工食品(そ
の他)

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)が含まれます。エ
ピガロカテキンガレート(EGCG)には食後血糖値の上昇をお
だやかにする機能が報告されています。

販売休止中

F159 2020/7/2 プリセプト株式会社 まいにちかろやか蜂蜜黒酢
加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F160 2020/6/15 ゲンキー株式会社 糖と脂肪にうれしいお茶
加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F161 2020/6/15 日本製粉株式会社 貯筋習慣
加工食品(サ
プリメント形
状)

マスリン酸

本品にはマスリン酸が含まれます。マスリン酸は筋肉に軽い
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
衰える筋肉量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

F162 2020/6/15 株式会社ニッセン
ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエー
アンドイーピーエー）おぼえ

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。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

F163 2020/6/15
アミノセルス製薬株式
会社

ターミナリアスリム
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F164 2020/6/15 日本製粉株式会社 オメガ３習慣
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F165 2020/6/15 丸善製薬株式会社 オリーブ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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ます。
オリーブ由来ヒドロキシチロソールには、抗酸化作用により、
血中のLDL コレステロール（悪玉コレステロール）の酸化を抑
制する機能が報告されています。LDL コレステロール（悪玉
コレステロール）が気になる方に適しています。

販売休止中
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F166 2020/6/15 株式会社日本薬健 ブラックコーヒー
加工食品(そ
の他)

セイタカミロバラン果実由
来没食子酸

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

F167 2020/6/16 カネダ株式会社 αーリノレン酸オイル
加工食品(そ
の他)

α－リノレン酸
本品にはα-リノレン酸が含まれます。α-リノレン酸には血
圧が高めの方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

F168 2020/6/16 泉力株式会社 巡活燦ＥＸ（イーエックス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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手の血流（末梢血流）を正常
に整え、冷えによる手の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

F169 2020/6/16 株式会社テキトウ 抑
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F170 2020/6/16
パシフィック薬品株式会
社

血圧が高めの方のサポート粒
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F171 2020/6/17
マリーンバイオ株式会
社

ベータカロテン
加工食品(サ
プリメント形
状)

ベータカロテン
本品にはベータカロテンが含まれます。抗酸化作用を持つ
ベータカロテンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける
機能性があることが報告されています。

販売休止中

F172 2020/6/17 株式会社伊藤園 毎日１杯の青汁　無糖
加工食品(そ
の他)

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ことにより、食後の血糖値や血中中性脂
肪の上昇を抑制することが報告されています。

販売休止中

F173 2020/6/17 株式会社三協
ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ルテイ
ン＆目と睡眠

加工食品(サ
プリメント形
状)

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、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡
眠の質を高める機能があることが報告されています。

販売休止中

F174 2020/6/18
サッポロウエルネスラボ
株式会社

レモンでキュッ！
加工食品(サ
プリメント形
状)

レモン由来モノグルコシ
ルヘスペリジン

本品（レモンでキュッ！）には、レモン由来モノグルコシルヘス
ペリジンが含まれており、
一時的に自覚する顔のむくみ感や、脚（ふくらはぎ）のむくみ
を軽減する機能があります。

販売休止中
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F175 2020/6/18 VanaH株式会社 美神青汁
加工食品(そ
の他)

モノグルコシルヘスペリジ
ン
有胞子性乳酸菌
（Bacillus coagulans
SANK70258）

本品にはモノグルコシルヘスペリジン、有胞子性乳酸菌
（Bacillus coagulans SANK70258）が含まれます。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。モノグル
コシルヘスペリジンには、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。有胞子性乳酸菌（Bacillus
coagulans SANK70258）には、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

F176 2020/6/18
マルマンＨ＆Ｂ株式会
社

ヒハツしょうが紅茶
加工食品(そ
の他)

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（手）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

F177 2020/6/19 株式会社ツバキ薬粧 メモクリア
加工食品(サ
プリメント形
状)

ルテイン、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

本品にはルテインが含まれます。ルテインにはブルーライト
などの光刺激から眼を守るとされる網膜の黄斑色素量を補
い、眼のコントラスト感度（かすみやぼやけを解消して、物を
くっきりと視認する感度）の低下を軽減することが報告されて
います。これらの事から日常でスマートフォンやパソコンの画
面を見る方に適しています。
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。これ
らの事から物事を忘れやすいと感じている中高年の方に適し
ています。

販売休止中

F178 2020/6/19 株式会社佐藤園 クアトロほうじ茶
加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維として）
カボチャ由来GABA（γ-
アミノ酪酸）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）とカボチャ由来
GABA（γ-アミノ酪酸）が含まれています。難消化性デキスト
リンには、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。また、難消化性デキストリンには、食後血中
中性脂肪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。さらに、難消化性デキストリンには、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。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

F179 2020/6/19 プロスペリティ株式会社
マリーゴールドルテイン２０
（ニーゼロ）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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、加齢とともに減少する網膜の黄斑色素量
を増加、維持する働きがあり、ぼやけ・かすみの緩和（コント
ラスト感度）、まぶしさから回復する視機能（グレア回復）のサ
ポート、眼の疲労感の軽減に役立つことが報告されていま
す。

販売休止中
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F180 2020/6/19 株式会社日本薬業 楽炎スリム
加工食品(そ
の他)

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、食後の血糖値や血中中性脂肪が気になる方
に適しています。

販売休止中

F181 2020/6/19
キリンビバレッジ株式会
社

キリン　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）
水

加工食品(そ
の他)

プラズマ乳酸菌（L. lactis
strain Plasma）

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）が含まれ
ます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告
されています。

販売休止中

F182 2020/6/19
キリンビバレッジ株式会
社

キリン　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）
レモン

加工食品(そ
の他)

プラズマ乳酸菌（L. lactis
strain Plasma）

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）が含まれ
ます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告
されています。

販売休止中

F183 2020/6/19
キリンビバレッジ株式会
社

キリン　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）
ヨーグルトテイスト

加工食品(そ
の他)

プラズマ乳酸菌（L. lactis
strain Plasma）

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）が含まれ
ます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告
されています。

販売休止中

F184 2020/6/19
キリンホールディングス
株式会社

キリン　ｉＭＵＳＥ　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ
（イミューズ　プロフェッショナル）
プラズマ乳酸菌サプリメント

加工食品(サ
プリメント形
状)

プラズマ乳酸菌（L. lactis
strain Plasma）

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれ
ます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告
されています。

販売休止中

F185 2020/6/19
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

機能性プロテインスムージー
加工食品(そ
の他)

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

F186 2020/6/19
キリンホールディングス
株式会社

キリン　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）
プラズマ乳酸菌サプリメント

加工食品(サ
プリメント形
状)

プラズマ乳酸菌（L. lactis
strain Plasma）

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれ
ます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告
されています。

販売休止中

F187 2020/6/19
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

プロテインスムージー
加工食品(そ
の他)

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

F188 2020/6/22
株式会社アリスコーポ
レーション

ＵＣ－ⅡＡ’ｓ（ユーシーツ―エー
ス）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

販売休止中
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F189 2020/6/22 森永製菓株式会社 やる気スイッチタブレット
加工食品(そ
の他)

ヒスチジン

本品にはヒスチジンが含まれます。ヒスチジンには日常生活
における疲労感を軽減し、疲労による頭が冴えない、注意力
低下といった状態を和らげ、認知機能の一部である単純な記
憶と判断力が求められる作業効率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

F190 2020/6/22 株式会社タイヨーラボ
サンファイバーＥＸａ（イーエック
スエー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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、腸まで届きビフィズス菌を増
やして腸内環境を良好に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、やや軟らかめの便を改善し
ておなかの調子を整える機能が報告されています｡グアーガ
ム分解物（食物繊維）は、便秘気味の方のお通じを改善する
機能が報告されています。

販売休止中

F191 2020/6/23
ハルナプロデュース株
式会社

Ｈａｐｐｙ　Ｂｅｌｌｙ（ハッピーベリー）
黒烏龍茶

加工食品(そ
の他)

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

F192 2020/6/23 日清ファルマ株式会社 イチョウ葉ａ
加工食品(サ
プリメント形
状)

イチョウ葉フラボノイド配
糖体、イチョウ葉テルペン
ラクトン

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペン
ラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョ
ウ葉テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日
常生活で見たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力）を
維持する機能があることが報告されています。

販売休止中

F193 2020/6/23 株式会社だいにち堂 のう楽
加工食品(サ
プリメント形
状)

アスタキサンチン

アスタキサンチンは認知機能の一部である記憶力（図形を認
識し、記憶してから思い出す力）の維持に役立つ機能が報告
されています。記憶力に衰えを感じている中高年に適した食
品です。

販売休止中

F194 2020/6/23
株式会社エルベ・プラン
ズ

飲む冷え取り温サプリ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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（手）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

F195 2020/6/23
インフィニティー株式会
社

ＭＥＧＡ　ＤＨＡ　ＥＰＡ（メガ
ディーエイチエー　イーピー
エー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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・状況などの情報の記憶
と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。合わせてDHA・EPAには中性脂肪を低下させる機
能がある事が報告されています。

販売休止中
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F196 2020/6/23
ハウスウェルネスフー
ズ株式会社

クルビサａ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、健康な人の肝機能酵素（γ-ＧＴＰ、ＡＳＴ、ＡＬ
Ｔ）値の改善に役立つ機能があることが報告されています。
γ-ＧＴＰ値とＡＳＴ値とＡＬＴ値は肝臓の健康状態を示す指標
の一つです。なお、本品は肝機能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。

販売休止中

F197 2020/6/23 株式会社エーエフシー
ＲＩＣＨ（リッチ）酵素処理ヘスペ
リジン

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F198 2020/6/23 ラシェル製薬株式会社
大麦乳酸発酵ＧＡＢＡ（ギャバ）
Ｒ

加工食品(サ
プリメント形
状)

GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、肌の弾力を維持
し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されて
います。肌の乾燥が気になる方に適しています。

販売休止中

F199 2020/6/24 カルビー株式会社 にゅ～みん
加工食品(そ
の他)

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、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。

販売休止中

F200 2020/6/24 NOMON株式会社 ＷＡＳＡｂｉｓ（ワサビス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

本わさび由来6-メチルス
ルフィニルヘキシルイソ
チオシアネート（6-
MSITC）

本品には本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチ
オシアネート（6-MSITC）が含まれます。6-MSITCは、運動習
慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力（情報
を正確に処理する能力）や注意力を向上させる機能があるこ
とが報告されています。

販売休止中

F201 2020/6/24 ネクスト株式会社 大麦食パンβ－サポート
加工食品(そ
の他)

大麦由来β-グルカン
本品には大麦由来β-グルカンが含まれています。大麦由来
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

販売中

F202 2020/6/24 ナチュラス株式会社 ナチュラスリム
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、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

F203 2020/6/24
プロテインケミカル株式
会社

Ｎ－アセチルグルコサミン３００
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、ひざ関節の悩みを改善することが報告され
ています。歩行や階段の昇り降り時、ひざ関節が気になる方
に適しています。

販売休止中
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F204 2020/6/24
株式会社アデランスメ
ディカルリサーチ

くっきりエスコート
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、光の刺
激から目を保護し、ぼやけの解消によってはっきりと見る力
（色のコントラスト感度）をサポートすることで、目の調子を整
える機能があることが報告されています。

販売休止中

F205 2020/6/25 株式会社デリカナカムラ もち麦おにぎり
加工食品(そ
の他)

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

F206 2020/6/25 カゴメ株式会社
野菜生活１００ケアプラス　ベ
リー・ざくろｍｉｘ（ミックス）

加工食品(そ
の他)

ターミナリアベリリカ果実
由来没食子酸

本品には、ターミナリアベリリカ果実由来没食子酸が含まれ
ます。本成分には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能が
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

F207 2020/6/25
株式会社アデランスメ
ディカルリサーチ

活き活きエスコート
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F208 2020/6/25
株式会社アデランスメ
ディカルリサーチ

血圧エスコート
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F209 2020/6/26
水橋保寿堂製薬株式会
社

かんげんタブレット
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F210 2020/6/26 株式会社わかさ生活 ブルーベリーアイ　ＰＲＯ（プロ）
加工食品(サ
プリメント形
状)

ビルベリー由来アントシ
アニン

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

販売休止中

F211 2020/6/26 アピ株式会社 シンデレラ乳酸菌【Ｇ】
加工食品(そ
の他)

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

F212 2020/6/26 株式会社ZERO PLUS ＳＬＩＬＩＮ　Ｆ（スリリン　ファイア）
加工食品(サ
プリメント形
状)

ブラックジンジャー由来ポ
リメトキシフラボン、エラ
グ酸

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とエラ
グ酸が含まれます。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、BMIが高め（BMI24以上30未満）の
方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があ
ることが報告されています。エラグ酸は、冷えが気になる女
性の冷えにより低下した血流(手指の末梢血流)を上げ、体温
（手の皮膚表面温度）を回復する機能が報告されています。

販売休止中
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F213 2020/6/26 株式会社みやび みやびのブラックジンジャー極
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F214 2020/6/26 株式会社三協
ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）バコパ
＆脳

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F215 2020/6/29 日本新薬株式会社
Ｅ－ＴＡＢＬＥＴ　ＢＵＲＮＥＲ（イー
タブレット　バーナー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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
あることが報告されています。

販売休止中

F216 2020/6/29 小林製薬株式会社 コレステヘルプ
加工食品(サ
プリメント形
状)

米紅麹ポリケチド

本品には米紅麹ポリケチドが含まれます。米紅麹ポリケチド
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。

販売休止中

F217 2020/6/29 アサヒ飲料株式会社
アサヒ「ウィルキンソン　タンサ
ン」エクストラ

加工食品(そ
の他)

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

F218 2020/6/30
株式会社綾・野菜加工
館

みやざき冷凍ほうれん草
加工食品(そ
の他)

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

F219 2020/6/30 湧永製薬株式会社
キョーリック　ＤＨＡ＆ＥＰＡ
（ディーエイチエーアンドイー
ピーエー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。また、ＤＨ
Ａには、年齢とともに低下する認知機能の一部である情報の
判断力（得られた情報に対し、次に起こすべき行動を判断す
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。

販売休止中

F220 2020/6/30 株式会社三協 お茶の実ＣＰ（シーピー）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中
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F221 2020/6/30 大正製薬株式会社 リポビタンゼリーｎｅｏ（ネオ）
加工食品(そ
の他)

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

F222 2020/7/1 アイリンクス株式会社 ルテインプラチナアイ　マックス
加工食品(サ
プリメント形
状)

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）のサポート、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

F223 2020/7/1 株式会社だいにち堂 ふし楽ＤＸ（デラックス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F224 2020/7/1 アイリンクス株式会社 ルテインプラチナアイ　プラス
加工食品(サ
プリメント形
状)

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）のサポート、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

F225 2020/7/1 江崎グリコ株式会社
ｇｇ　ＳＡＢＩＮＡ（ジージー　サビ
ナ）

加工食品(サ
プリメント形
状)

赤パプリカ由来キサント
フィル、ロダンテノンＢ

本品には赤パプリカ由来キサントフィルが含まれます。抗酸
化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、紫外線刺
激から肌を保護するのを助ける機能性があることが報告され
ています。
本品はロダンテノンＢを含みます。ロダンテノンＢは、肌の潤
い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

F226 2020/7/1
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

ＡＤＬＥＲ０４（アドラーフォー）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F227 2020/7/1 アサヒビール株式会社
アサヒスタイルバランスプラス
シークァーサーサワーテイスト

加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）

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

販売休止中
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F228 2020/7/1 株式会社健康家族 ウォーキン
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F229 2020/7/1
ゼリアヘルスウエイ株
式会社

ＬＤＬ（エルディーエル）レス
キュー

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。本品はLDL（悪玉）コレステロールが気にな
る方に適しています。

販売休止中

F230 2020/7/2 株式会社林原 ファイバリクサセーブ
加工食品(そ
の他)

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、食後に血糖値が上
昇しやすい健常者において、食事から摂取した糖の吸収を抑
える機能が報告されています。

販売休止中

F231 2020/7/2
シャルーヌ化粧品株式
会社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　グッド
ボンα

加工食品(サ
プリメント形
状)

非変性Ⅱ型コラーゲン、
ブラックジンジャー由来ポ
リメトキシフラボン、大豆
イソフラボン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲン及びブラックジンジャー由来
ポリメトキシフラボン及び大豆イソフラボンが含まれます。非
変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポート
することが報告されています。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。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。丈夫な骨を維持したい方に
適しています。

販売休止中

F232 2020/7/3 日清食品株式会社 トリプルバリア　青りんご味
加工食品(そ
の他)

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。食
事中の脂肪、糖、塩分の便への排出を増やし、食後の中性
脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下げる機能があ
ります。また、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。

販売休止中

F233 2020/7/3 味覚糖株式会社
ＵＨＡ（ユーハ）グミサプリ　はち
みつしょうが

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F234 2020/7/3 株式会社ソシア プロナミン　独立独歩
加工食品(サ
プリメント形
状)

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
や、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
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F235 2020/7/3 株式会社アストリム プロテオールＧⅡ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、日常生活における膝の動き（階段の上り下
り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善
に役立ち、起床時の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

F236 2020/7/3 株式会社フヨウサキナ サキナ　グロビンペプチド
加工食品(サ
プリメント形
状)

グロビン由来バリン-バリ
ン- チロシン-プロリン、
サラシア由来サラシノー
ル

本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、サ
ラシア由来サラシノールが含まれます。グロビン由来バリン-
バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えるこ
とにより、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。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。

販売休止中

F237 2020/7/3 株式会社ユーワ でるスルン
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F238 2020/7/3 株式会社SUNAO製薬 ブルーベリー葉プラスルテイン
加工食品(サ
プリメント形
状)

ルテイン
本品にはルテインが含まれます。ルテインには眼の黄斑部
の色素量を補い、コントラスト感度（ぼやけの解消によりくっき
りと見る力）を改善させる機能が報告されています。

販売休止中

F239 2020/7/3 小林製薬株式会社 スットレス　眠り対策
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、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、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能が報告されています。

販売休止中

F240 2020/7/4 日清食品株式会社 トリプルバリア　プレーン
加工食品(そ
の他)

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。食
事中の脂肪、糖、塩分の便への排出を増やし、食後の中性
脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下げる機能があ
ります。また、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。

販売休止中

F241 2020/7/6 株式会社再春館製薬所 めぐりの結晶
加工食品(そ
の他)

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
下した手の末梢血流を上昇させ、手の表面温度(末梢体温)
を回復させる機能が報告されています。

販売休止中

F242 2020/7/6 株式会社再春館製薬所 飲むドモホルンリンクル
加工食品(そ
の他)

GABA
パイナップル由来グルコ
シルセラミド

本品にはGABA、パイナップル由来グルコシルセラミドが含ま
れます。GABAには、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。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
あることが報告されています。

販売休止中
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F243 2020/7/6 ダイト株式会社 ＤＨＡ＋ＥＰＡ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F244 2020/7/6 株式会社フロムココロ こころ習慣　尿酸値を下げる
加工食品(サ
プリメント形
状)

アンセリン
本品にはアンセリンが含まれています。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
能があることが報告されています。

販売休止中

F245 2020/7/7 森永製菓株式会社
パセノール　もぐもぐ食べるゼ
リー

加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F246 2020/7/7 森永乳業株式会社 肌うるおい　セラミド
加工食品(そ
の他)

グルコシルセラミド
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

F247 2020/7/7 名古屋製酪株式会社 腹部の脂肪減少サポート
加工食品(サ
プリメント形
状)

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（BMI 24 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

F248 2020/7/7
株式会社日本予防医学
研究所

マルトビオン酸カルシウム
加工食品(そ
の他)

マルトビオン酸Ca

本品にはマルトビオン酸Caが含まれます。マルトビオン酸Ca
には加齢とともに低下する骨密度の維持に役立つ機能があ
ることが報告されています。丈夫な骨を維持したい中高年女
性に適した食品です。

販売休止中

F249 2020/7/7
株式会社日本予防医学
研究所

マルトビオン酸カルシウム＋（プ
ラス）

加工食品(そ
の他)

マルトビオン酸Ca

本品にはマルトビオン酸Caが含まれます。マルトビオン酸Ca
には加齢とともに低下する骨密度を高めることをサポートす
る機能があることが報告されています。丈夫な骨を維持した
い中高年女性に適した食品です。

販売休止中

F250 2020/7/8 DKSHジャパン株式会社 オラフティ―チコロン
加工食品(そ
の他)

チコリ根由来イヌリン

本品にはチコリ根由来イヌリンが含まれています。チコリ根由
来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。本品
はおなかの調子を整えたい方に適した食品です。

販売休止中

F251 2020/7/8 WELLTIFUL株式会社 寝活サプリネルエットプロ
加工食品(サ
プリメント形
状)

GABA

本品にはGABAが含まれます。GABAには睡眠の質(眠りの
深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ機能や、デスク
ワークに伴う一時的な疲労感や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。

販売休止中
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F252 2020/7/8
株式会社リジュベネー
ションシステム

ミラグロＡＧ（エージー）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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）をサポートし、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

F253 2020/7/8
ジャパンメディック株式
会社

筋力・筋肉サポートＨＭＢ（エイ
チエムビー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F254 2020/7/9 小岩井乳業株式会社 小岩井βラクトリンコーヒー
加工食品(そ
の他)

βラクトリン
本品にはβラクトリンが含まれます。βラクトリンには加齢に
伴って低下する記憶力（手がかりをもとに思い出す力）を維
持することが報告されています。

販売休止中

F255 2020/7/9
株式会社セイユーコー
ポレーション

美色潤使
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F256 2020/7/10 株式会社健康家族 整える乳酸菌
加工食品(サ
プリメント形
状)

有胞子性乳酸菌(Bacillus
coagulans SANK70258)

本品には有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）
が含まれます。有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）は便通を改善する機能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。

販売休止中

F257 2020/7/10 日本ハム株式会社 コンドロイチンパワー
加工食品(サ
プリメント形
状)

豚由来コンドロイチン硫
酸

本品は、豚由来コンドロイチン硫酸を含んでおりますので、膝
関節に軽い違和感のある方において、階段ののぼりおり、正
座をするときの違和感を和らげる機能があります。

販売休止中

F258 2020/7/10
日本コカ・コーラ株式会
社

からだおだやか茶Ｗ（ダブル）
加工食品(そ
の他)

GABA

本品にはGABAが含まれています。GABAには加齢によって
低下する認知機能の一部である、記憶力（見たり聞いたりし
たことを思い出す力）の向上に役立つ機能があることが報告
されています。また、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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F259 2020/7/10 株式会社リフレ 歩みエール
加工食品(サ
プリメント形
状)

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）

本品に含まれる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）は、筋肉をつ
くり守る力をサポートすることで、衰えがちな筋肉の維持に働
きかけ、運動との併用で、立つ・歩くなど、自立した日常生活
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

F260 2020/7/10 豊橋糧食工業株式会社
プレミアム　無洗米使用麦ごは
ん

生鮮食品 大麦由来β－グルカン
本品には大麦由来β－グルカンが含まれています。大麦由
来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

F261 2020/7/10
アサヒグループ食品株
式会社

「カルピス健康通販　ラクトウェ
ル」

加工食品(サ
プリメント形
状)

「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。

販売休止中

F262 2020/7/10
アサヒグループ食品株
式会社

「骨こつケア」
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F263 2020/7/10
アサヒグループ食品株
式会社

メンタルサポート　ココカラケア
加工食品(サ
プリメント形
状)

CP2305ガセリ菌（L.
gasseri CP2305）

本品には、CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）が含まれて
おり、健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込
み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、
腸内環境を改善する機能があります。

販売休止中

F264 2020/7/10
アサヒグループ食品株
式会社

おなかサイズ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、おなかの脂
肪（体脂肪、内臓脂肪）を減らす機能が報告されていますの
で、肥満気味の方に適しています。

販売休止中

F265 2020/7/10 協和薬品株式会社 協和の脳内サポート
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F266 2020/7/10
ユーシーシー上島珈琲
株式会社

ＵＣＣ（ユーシーシー）　珈琲生
活　コーヒーバッグ　水出しアイ
スコーヒー　４袋

加工食品(そ
の他)

コーヒー由来クロロゲン
酸類

本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コー
ヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにす
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。

販売休止中
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F267 2020/7/10
株式会社スミフルジャ
パン

甘熟王バナナ　３本パック 生鮮食品 GABA

本品にはGABAが含まれ、GABAを20mg/日摂取すると、高
め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。
本品を可食部120g（1～2本）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の量の50％を摂取できま
す。

販売休止中

F268 2020/7/13 プリセプト株式会社 うるおい乳酸菌
加工食品(そ
の他)

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

F269 2020/7/14 株式会社インシップ ルテイン＆ゼアキサンチン
加工食品(サ
プリメント形
状)

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ストレスの軽減、色コントラスト感度の改
善により、目の調子を整える機能がある事が報告されていま
す。

販売休止中

F270 2020/7/14
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

ＤＨＡ・ＥＰＡ（ディーエイチエー・
イーピーエー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F271 2020/7/14 株式会社エーエフシー ＲＩＣＨ（リッチ）　ＧＡＢＡ（ギャバ）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F272 2020/7/15
ホクレン農業協同組合
連合会

りょうおもいかぼちゃ 生鮮食品 ルテイン

本品にはルテインが含まれ、ルテインを10mg/日摂取する
と、光による刺激から目を保護するとされる網膜（黄斑部）色
素量を増加させることが報告されています。
本品を150g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。

販売休止中

F273 2020/7/15
株式会社ディーエイチ
シー

ＤＨＣ（ディーエイチシー）　わた
しメンテ　グラノーラバー　メープ
ル

加工食品(そ
の他)

γ-アミノ酪酸（ギャバ）

本品にはγ-アミノ酪酸（ギャバ）が含まれます。γ-アミノ酪
酸（ギャバ）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軽減することが報告され
ています。

販売休止中

F274 2020/7/15
株式会社ディーエイチ
シー

ＤＨＣ（ディーエイチシー）　わた
しメンテ　グラノーラバー　プレー
ン

加工食品(そ
の他)

γ-アミノ酪酸（ギャバ）

本品にはγ-アミノ酪酸（ギャバ）が含まれます。γ-アミノ酪
酸（ギャバ）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軽減することが報告され
ています。

販売休止中

F275 2020/7/15 株式会社インシップ
血圧が高めの方の血圧を低下
させるギャバ

加工食品(サ
プリメント形
状)

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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F276 2020/7/15
株式会社ドクターズチョ
イス

糖ブロック
加工食品(サ
プリメント形
状)

サラシア由来サラシノー
ル

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア
由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇
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

F277 2020/7/16 株式会社サラダコスモ 子大豆もやし　芽ぐみ 生鮮食品 GABA、大豆イソフラボン

本品にはGABAと大豆イソフラボンが含まれます。GABAを
12.3mg/日摂取すると血圧が高めの方の血圧を下げる機能、
大豆イソフラボンを23.3mg/日（アグリコン換算）摂取すると骨
の成分の維持に役立つ機能、大豆イソフラボンを30mg/日
（アグリコン換算）摂取すると肌が乾燥しがちな中高年女性の
肌の潤いを保つ機能があることが報告されています。本品
100ｇで機能性が報告されている一日あたりの血圧への機能
性関与成分（GABA）の81％と骨への機能性関与成分（大豆
イソフラボン）の56％、本品200ｇで肌への機能性関与成分
（大豆イソフラボン）の87％を摂取できます。

販売休止中

F278 2020/7/16 アスゲン製薬株式会社
イチョウ葉エキスＢｒ（ビーアー
ル）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F279 2020/7/16
雪印メグミルク株式会
社

記憶ケアヨーグルト　βラクトリ
ン　９０ｇ

加工食品(そ
の他)

βラクトリン
本品にはβラクトリンが含まれます。βラクトリンには加齢に
伴って低下する記憶力（手がかりをもとに思い出す力）を維
持することが報告されています。

販売休止中

F280 2020/7/16 株式会社タイヨーラボ
サンファイバーナチュラル腸活
プラス

加工食品(サ
プリメント形
状)

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、腸まで届き善玉菌（ビフィズ
ス菌）を増やして腸内環境を良好にする機能が報告されてい
ます。グアーガム分解物（食物繊維）は、やや軟らかめの便
を改善しておなかの調子を整える機能が報告されています｡
グアーガム分解物（食物繊維）は、便秘気味の方のお通じを
改善する機能が報告されています。グアーガム分解物（食物
繊維）は、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を
抑える機能が報告されています。

販売休止中

F281 2020/7/16 株式会社エル・ローズ セラミドフルモイスト
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中
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F282 2020/7/16 株式会社和漢 オリーブ＆ギャバの恵み
加工食品(サ
プリメント形
状)

オリーブ由来ヒドロキシチ
ロソール、GABA

本品にはオリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABAが含まれ
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。GABAは睡眠の質（眠りの深さ）の向上に
役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、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、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、一時的な活
気・活力感の低下を軽減する機能が報告されています。

販売休止中

F283 2020/7/17 オリザ油化株式会社 オリザマキベリー
加工食品(サ
プリメント形
状)

デルフィニジン 3,5-ジグ
ルコシド

本品にはデルフィニジン 3,5-ジグルコシドが含まれます。デ
ルフィニジン 3,5-ジグルコシドには，スマートフォンやパソコ
ン，TVゲームなどのVDT作業を日常的に行う健康な人の低
下しがちな目の潤いをサポートし，VDT作業による一時的な
目の疲労感や一時的な目の不快感を軽減する機能が報告さ
れています。

販売休止中

F284 2020/7/17
株式会社藤野ブレイン
リサ－チ

プラズマローゲンＢＯＯＣＳ（ブッ
クス）スペシャル粉末カプセル

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売中

F285 2020/7/17 株式会社三源庵 キオクカステラ
加工食品(そ
の他)

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

F286 2020/7/17
株式会社ドクターズチョ
イス

記憶名人
加工食品(サ
プリメント形
状)

ピロロキノリンキノン二ナ
トリウム塩

本品にはピロロキノリンキノン二ナトリウム塩を含んでいま
す。ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩は、健康な中高齢者
に対して、認識能力の一部である注意力及びワーキングメモ
リー(得られた視覚情報を短時間で認識し､同時に正しく処理
し行動に移す能力)の維持に役立つことが報告されていま
す。

販売休止中

F287 2020/7/17 株式会社ビリープ 補筋のちからゴールド
加工食品(サ
プリメント形
状)

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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F288 2020/7/17 株式会社ビリープ
補筋のちからＰＲＥＭＩＵＭ（プレ
ミアム）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F289 2020/7/17 株式会社ビリープ 補筋のちから
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F290 2020/7/17
ダイドードリンコ株式会
社

ロコモプロａ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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
の曲げ伸ばし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、座った状態から立ち上がる時、身をかがめて床
に落ちたものを拾う時、平らな場所を歩く時の膝の違和感を
軽減する機能があることが報告されており、階段の上り下り
が気になる方に適しています。

販売休止中

F291 2020/7/17
ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社

尿酸レスキュー
加工食品(そ
の他)

レモン由来モノグルコシ
ルヘスペリジン

本品にはレモン由来モノグルコシルヘスペリジンが含まれま
す。レモン由来モノグルコシルヘスペリジンには、血清尿酸値
が健常域で高めの方の尿酸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

F292 2020/7/17
株式会社スミフルジャ
パン

朝のしあわせバナナ 生鮮食品 GABA

本品にはGABAが含まれ、GABAを20mg/日摂取すると、高
め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。
本品を可食部120g（1～3本）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の量の50％を摂取できま
す。

販売休止中

F293 2020/7/17
株式会社スミフルジャ
パン

朝のしあわせバナナ　ファミリー
パック

生鮮食品 GABA

本品にはGABAが含まれ、GABAを20mg/日摂取すると、高
め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。
本品を可食部120g（1～2本）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の量の50％を摂取できま
す。

販売休止中
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F294 2020/7/17
株式会社ディー・ジョイ
ン

毎日気にして
加工食品(サ
プリメント形
状)

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）
が含まれるので、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
があります。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

F295 2020/7/17 大正製薬株式会社 瞳ケア　カプセルａ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F296 2020/7/29
株式会社シズカニュー
ヨーク

ＳＨＩＺＵＫＡ　ＢＩＦＩＤＯ（シズカビ
フィド）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F297 2020/7/20 森永製菓株式会社 パセノールドリンク　エラスト
加工食品(そ
の他)

ピセアタンノール
本品には、ピセアタンノールが含まれ、 肌の弾力を維持し、
肌のうるおいを守ることで、 肌の健康に役立つ機能がありま
す。肌の乾燥が気になる方におすすめです。

販売休止中

F298 2020/7/20 カゴメ株式会社 高ＧＡＢＡ（ギャバ）トマト 生鮮食品 GABA

本品にはGABAが含まれ、GABAを12.3mg/日摂取すると、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1～2個(可食部71g)を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。

販売休止中

F299 2020/7/20 株式会社ブルックス
ＣＡＦＥ　ＳＵＰＰＬＩ　ＧＡＢＡ（カ
フェ　サプリ　ギャバ）

加工食品(そ
の他)

GABA

本品にはGABAが含まれます。GABAには、睡眠の質（眠りの
深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポート
する機能、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。

販売休止中

F300 2020/7/21 農事組合法人飯嶋農園 発芽玄米甘酒
加工食品(そ
の他)

GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには高めの血圧を低下
させる機能があることが報告されています。

販売休止中
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F301 2020/7/21
アサヒグループ食品株
式会社

ディアナチュラゴールド　乳ペプ
チドＬＮＤＰ（エルエヌディー
ピー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F302 2020/7/21
アサヒグループ食品株
式会社

ディアナチュラゴールド　乳酸菌
ＣＰ（シーピー）２３０５

加工食品(サ
プリメント形
状)

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、精神的スト
レスを和らげ、睡眠の質を高め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

F303 2020/7/21 井上信太郎 善兵衛農園温州みかん 生鮮食品 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。

販売休止中

F304 2020/7/21 伊藤農産 有田みかん 生鮮食品 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。

販売休止中

F305 2020/7/21 株式会社ケレス沖縄
大宜味村産青切りシークヮー
サージュース

加工食品(そ
の他)

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

F306 2020/7/21
富山めぐみ製薬株式会
社

カラダにめぐみＷ
加工食品(そ
の他)

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。さらに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。本品はお
なかの調子を整えたい方、食後の血糖値が気になる方に適
した食品です。

販売休止中

F307 2020/7/21
株式会社スミフルジャ
パン

甘熟王バナナ　コンビネーション
パック

生鮮食品 GABA

本品にはGABAが含まれ、GABAを20mg/日摂取すると、高
め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。
本品を可食部120g（1～2本）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の量の50％を摂取できま
す。

販売休止中
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F308 2020/7/22 帝人株式会社 発酵するナチュラルイヌリン
加工食品(そ
の他)

イヌリン

本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンは、腸内のビフィズ
ス菌による発酵・増殖に利用され、腸内フローラが良好にな
ることで、便秘傾向者において排便回数・排便量を増やし、
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

F309 2020/7/22
株式会社ディーエイチ
シー

ウエスト気になるｂ
加工食品(サ
プリメント形
状)

エラグ酸

本品にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味の方
の体脂肪、血中中性脂肪、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。

販売休止中

F310 2020/7/22 株式会社日本薬健 葛花茶プラス
加工食品(そ
の他)

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。

販売休止中

F311 2020/7/25 高知県農業協同組合 高知なす 生鮮食品
ナス由来コリンエステル
（アセチルコリン）

本品にはナス由来コリンエステル（アセチルコリン）が含まれ
ます。ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）には血圧が
高めの方の血圧（拡張期血圧）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

F312 2020/7/25 三井食品工業株式会社 ひとくち茄子漬
加工食品(そ
の他)

ナス由来コリンエステル
（アセチルコリン）

本品にはナス由来コリンエステル（アセチルコリン）が含まれ
ます。ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）には血圧が
高めの方の血圧（拡張期血圧）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

F313 2020/7/27 株式会社元気生活 アスタキサンチン×抗酸化
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。抗酸化作用をもつ
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。

販売休止中

F314 2020/7/27 日本薬剤株式会社 広貫堂ルイボス茶
加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖
の吸収を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も報告されてい
ます。

販売休止中
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F315 2020/7/27 新日本製薬株式会社 Ｗ（ダブル）の健康青汁ａ
加工食品(サ
プリメント形
状)

エラグ酸、GABA

本品にはエラグ酸とGABAが含まれます。エラグ酸は肥満気
味の方の体脂肪、内臓脂肪、血中中性脂肪、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。

販売休止中

F316 2020/7/27 サンエイ糖化株式会社
腸活・骨貯金タブレット　マルト
ビオン酸Ｃａ

加工食品(そ
の他)

マルトビオン酸Ca

本品にはマルトビオン酸Caが含まれます。マルトビオン酸Ca
には「骨の成分維持」に役立つ機能や、「お通じ」を改善する
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、お腹の調子を整えたい中高年女性に適した食品です。

販売休止中

F317 2020/7/28 東亜薬品工業株式会社 乳酸菌Ｈ（エッチ）６１トーア
加工食品(サ
プリメント形
状)

乳酸菌Lactococcus
lactis H61

本品には乳酸菌Lactococcus lactis H61が含まれます。乳酸
菌Lactococcus lactis H61には肌の潤い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。お肌の潤いが気になる方
（ミドル年代以降の女性の方）に適した食品です。

販売休止中

F318 2020/7/28 株式会社ZERO PLUS
ＳＬＩＬＩＮ　Ｆ　ｂ（スリリン　ファイ
ア　ビー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなか
の脂肪（内臓脂肪、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

F319 2020/7/28 日本酪農協同株式会社
毎日ドリプシ血圧が高めの方の
ＧＡＢＡギャバ

加工食品(そ
の他)

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

F320 2020/7/28 株式会社エル・ローズ みんなの乳酸菌
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。また、お肌の潤いを維持す
る機能があることが報告されています。

販売休止中

F321 2020/7/28 アサヒ飲料株式会社
アサヒ「ウィルキンソン　タンサ
ン」エクストラ　レモン

加工食品(そ
の他)

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

F322 2020/7/28 アサヒ飲料株式会社
アサヒ「ウィルキンソン　タンサ
ン」エクストラ　ピンクグレープフ
ルーツ

加工食品(そ
の他)

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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F323 2020/7/28 バブルスター株式会社 ルテインの力ＥＸ（イーエックス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

ルテイン

本品にはルテインが含まれます。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
量を補い、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善
する機能が報告されています。

販売休止中

F324 2020/7/29
株式会社アジュバンコ
スメジャパン

ＫＯＲＨＹＴＨＭ（コリズム）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F325 2020/7/29
株式会社スミフルジャ
パン

甘熟王バナナ 生鮮食品 GABA

本品にはGABAが含まれ、GABAを20mg/日摂取すると、高
め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。
本品を可食部120g（1～2本）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の量の50％を摂取できま
す。

販売休止中

F326 2020/8/13 Skyrocket株式会社
Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｎｉｇｈｔ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ
（クオリティーナイトサプリメント）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F327 2020/7/30
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

アイアンボス
加工食品(そ
の他)

GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには仕事による一
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。

販売休止中

F328 2020/7/30
アサヒグループ食品株
式会社

クリーム玄米ブランプラス　豆乳
＆カスタード

加工食品(そ
の他)

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、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

F329 2020/7/30
アサヒグループ食品株
式会社

クリーム玄米ブランプラス　ごま
＆塩バター

加工食品(そ
の他)

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、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

F330 2020/7/30 三ヶ日町農業協同組合
三ヶ日みかん（ＧＡＢＡ・β－クリ
プト）

生鮮食品
ＧＡＢＡ、β-クリプトキサ
ンチン

本品にはＧＡＢＡとβ-クリプトキサンチンが含まれています。
ＧＡＢＡには血圧が高めの方の血圧を下げる機能が、β-クリ
プトキサンチンに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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F331 2020/7/30 サンエイ糖化株式会社
骨メンテゼリー　グレープフルー
ツ風味

加工食品(そ
の他)

マルトビオン酸
本品にはマルトビオン酸が含まれています。マルトビオン酸
には加齢とともに低下する「骨密度」の維持に役立つ機能が
あることが報告されています。

販売休止中

F332 2020/7/31
株式会社タカマプランニ
ング

ハイサラシア　タブレット
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中

F333 2020/7/31 株式会社Precious 令麗
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。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。

販売休止中

F334 2020/7/31 江崎グリコ株式会社
ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）素材たっぷり
【香ばしパフ＆アーモンド】

加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

販売休止中

F335 2020/7/31 江崎グリコ株式会社
ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）素材たっぷり
＜香ばしパフ＆アーモンド＞

加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収
を抑える機能があることが報告されています。

販売休止中

F336 2020/7/31
株式会社スミフルジャ
パン

甘熟王ゴールドプレミアムバナ
ナ

生鮮食品 GABA

本品にはGABAが含まれ、GABAを20mg/日摂取すると、高
め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。
本品を可食部120g（1～2本）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の量の50％を摂取できま
す。

販売休止中

F337 2020/7/31
株式会社スミフルジャ
パン

甘熟王ゴールドプレミアムバナ
ナ　２本パック

生鮮食品 GABA

本品にはGABAが含まれ、GABAを20mg/日摂取すると、高
め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。
本品を可食部120g（1～2本）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の量の50％を摂取できま
す。

販売休止中

F338 2020/7/31
株式会社健やか総本舗
亀山堂

ワイルドマンゴーの力粒
加工食品(サ
プリメント形
状)

エラグ酸

本品には、エラグ酸が含まれています。エラグ酸には、肥満
気味な方のBMIの低下、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪
及びウエストサイズの減少を助ける機能性のあることが報告
されています。

販売休止中
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F339 2020/8/19 株式会社アイケイ タベテイイヨ
加工食品(そ
の他)

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

F340 2020/8/3 森永乳業株式会社
ＭＯＷ　ｆｉｎｅ（モウ　ファイン）
バニラ

加工食品(そ
の他)

ラクチュロース
本品にはラクチュロースが含まれます。ラクチュロースには、
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
能があることが報告されています。

販売休止中

F341 2020/8/3 森永乳業株式会社
ＭＯＷ　ｆｉｎｅ（モウ　ファイン）
チョコレート

加工食品(そ
の他)

ラクチュロース
本品にはラクチュロースが含まれます。ラクチュロースには、
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
能があることが報告されています。

販売休止中

F342 2020/8/3
株式会社ニューウェー
ブインターナショナル

脳活プラス
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F343 2020/8/3
アサヒカルピスウェルネ
ス株式会社

ハナエール乳酸菌
加工食品(サ
プリメント形
状)

「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。

販売休止中

F344 2020/8/4 株式会社リアルネット ローケア
加工食品(サ
プリメント形
状)

セイヨウサンザシ由来フ
ラボノイド（ハイペリンとし
て）、カプサイシン

本品にはセイヨウサンザシ由来フラボノイド（ハイペリンとし
て）およびカプサイシンが含まれますので、末梢血流を保ち
冬の寒さや夏の冷房などで室内の温度が低い時の末梢体温
を温かく保つ機能があります。

販売休止中

F345 2020/8/4 大鵬薬品工業株式会社 リズミタス
加工食品(サ
プリメント形
状)

L－シトルリン
本品にはL－シトルリンが含まれ、冷える時の手（手の甲中
心及び手首）の体温を維持する機能があります。手の冷えが
気になる女性に適した食品です。

販売休止中

F346 2020/8/4 株式会社リフレ ・ダイエットのみかた
加工食品(サ
プリメント形
状)

エラグ酸

「ダイエットのみかた」はエラグ酸を含みます。エラグ酸はや
や太り気味（BMI25～30未満）の方の体脂肪・血中中性脂
肪・内臓脂肪を低下させ、体重やウエストサイズの減少をサ
ポートしBMI値を下げる機能が報告されています。

販売休止中
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F347 2020/8/4
株式会社みすずコーポ
レーション

こうや豆腐
加工食品(そ
の他)

大豆ベータコングリシニ
ン

本品には大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆
ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを低下させる
こと、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能が報
告されています。

販売休止中

F348 2020/8/4
株式会社喜界島薬草農
園

長命草茶
加工食品(そ
の他)

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、食事の時に摂取すること
で食後に上がる血糖値を抑える機能が報告されています。

販売休止中

F349 2020/8/5
株式会社ニューウェー
ブインターナショナル

快眠アシスト
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F350 2020/8/5 株式会社伊藤園 カテキン
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、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

F351 2020/8/5 吉原食糧株式会社
「讃岐・大麦うどん」食後の血糖
値上昇を抑える麺

加工食品(そ
の他)

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、食後の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。

販売休止中

F352 2020/8/5
株式会社みすずコーポ
レーション

ホットケーキミックス
加工食品(そ
の他)

大豆ベータコングリシニ
ン

本品には大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆
ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを低下させる
こと、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能が報
告されています。

販売休止中

F353 2020/8/6
株式会社日本予防医学
研究所

レスベラトロール
加工食品(サ
プリメント形
状)

レスベラトロール

本品にはレスベラトロールが含まれます。レスベラトロール
は、中高年の加齢により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：見たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力

販売休止中

F354 2020/8/6 株式会社東洋新薬 葛の花タブレットＫ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、日常生活活動時や運動時(3.5メッツ程度のもの)の
エネルギー消費（カロリー消費）を高める機能があることが報
告されています。また、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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F355 2020/8/7 日本ケフィア株式会社 トリプル革命
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F356 2020/8/7 株式会社ZERO PLUS ＳＬＩＬＩＮ　Ｓ（スリリン　エス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

有胞子性乳酸菌(Bacillus
coagulans SANK70258)

本品には、有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）が含まれます。有胞子性乳酸菌（B. coagulans
SANK70258）は生きて腸まで届き、便通を改善する機能が報
告されています。

販売休止中

F357 2020/8/7 株式会社Happy Quality Ｈａｐｉｔｏｍａ（ハピトマ） 生鮮食品 GABA・リコピン

本品にはGABAとリコピンが含まれます。GABAを28mg摂取
すると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、リコピンを22mg摂取すると血中LDL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。本品を
200g(7～15個)食べると機能性が報告されている一日当たり
の機能性関与成分の量の50％を摂取できます。

販売休止中

F358 2020/8/7 株式会社マエダ きらりもち麦ごはん
加工食品(そ
の他)

大麦由来β-グルカン
本品には大麦由来β-グルカンが含まれています。大麦由来
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

F359 2020/8/7 株式会社ロッテ
マイニチケアガム＜体脂肪を減
らすタイプ＞

加工食品(そ
の他)

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、
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

F360 2020/8/7 株式会社健美舎 楽美健快　中脂サポーター
加工食品(サ
プリメント形
状)

エラグ酸

本品にはエラグ酸が含まれています。エラグ酸は肥満気味
の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、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。肥満気味の方、BMI値が高めの方に適
した商品です。

販売休止中

F361 2020/8/7 株式会社龍泉堂 美健果
加工食品(サ
プリメント形
状)

ロダンテノンＢ
本品にはロダンテノンＢが含まれています。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
のあることが報告されています。

販売休止中
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F362 2020/8/7 株式会社ジョヴィ 歩みサポート
加工食品(サ
プリメント形
状)

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

F363 2020/8/7 株式会社ナリス化粧品
ぐーぴたっ　豆乳おからビスケッ
ト　アドバンス　バニラ

加工食品(そ
の他)

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

F364 2020/8/7 株式会社ZERO PLUS
ＳＬＩＬＩＮ　Ｓ　ａ（スリリン　エス
エー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

有胞子性乳酸菌(Bacillus
coagulans SANK70258)

本品には、生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌（Bacillus
coagulans SANK70258）が含まれます。有胞子性乳酸菌（B.
coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能が報告され
ています。

販売休止中


