
機能性表示食品届出一覧（令和2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 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。

2021/6/11 販売中

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。

2021/4/8 販売中

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。

2021/5/19 販売中

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。

2021/7/2 販売中

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。

2021/8/16 販売中

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。

2021/3/16 販売中

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。

2021/7/8 販売中
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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。

2021/2/22 チェックなし

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。

2021/6/18 販売中

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。

2021/2/4 チェックなし

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。

2021/3/17 販売中

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。

2021/3/18 販売中

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。

2021/6/1 販売中

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。

2021/5/17 販売中

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。

2020/10/22 チェックなし
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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。

2021/4/6 販売中

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。

2021/4/8 販売休止中

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。

2021/6/9 販売中

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。

2021/3/22 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。

2021/5/18 販売中

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。

2021/3/22 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。

2021/7/13 販売中
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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。

2021/5/10 販売中

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。

2020/9/14 チェックなし

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。

2021/5/26 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。

2021/8/4 販売中

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。

2021/5/21 販売中

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。

2021/4/8 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。

2021/6/5 販売中

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。

2021/5/21 販売休止中
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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。

2021/4/8 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。

2021/5/12 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。

2021/4/8 販売休止中

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。

2021/5/10 販売中

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。

2021/5/19 販売中

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。

2021/4/19 販売中

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。

2021/8/10 販売中

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。

2021/3/29 販売中
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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。

2021/6/22 販売中

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。

2021/6/1 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。

2020/9/11 販売休止中

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。

2021/3/19 販売中

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。

2021/6/10 販売中

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。

2021/5/6 販売中
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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。

2021/8/11 販売中

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。

2021/4/21 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。

2021/7/26 販売中

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。

2021/4/27 販売中

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。

2021/5/12 販売中

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。

2021/4/6 販売中

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。

2021/7/2 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。

2021/6/1 販売休止中
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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。

2021/4/15 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。

2021/5/24 販売中

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。

2021/7/30 販売中

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。

2021/5/24 販売中

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。

チェックなし

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。

2021/4/13 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。

2021/3/8 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。

2021/6/30 販売中
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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。

2021/4/13 販売中

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（Ｂ
ＭＩ24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。

2021/4/13 販売中

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。

2021/5/6 販売中

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。

2021/4/13 販売中

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。

2021/7/7 販売中
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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。

2021/7/7 販売中

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。

2021/3/23 販売中

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。

2021/6/28 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。

2021/7/5 販売休止中

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。

2021/7/12 販売休止中

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。

2021/7/12 販売休止中
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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。

2021/7/8 販売中

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。

2021/3/15 販売中

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。

2021/4/13 販売中

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。

2021/6/14 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。

2021/8/6 販売中

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。

2021/7/25 販売休止中

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。

2021/7/25 販売休止中
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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。

2021/7/26 販売中

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。

2021/5/10 販売中

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。

2021/7/13 販売中

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。

2021/8/17 販売中

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。

2021/5/2 販売中

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。

2021/3/1 販売中
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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。

2021/3/1 販売中

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。

2021/7/14 販売中

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。

2021/6/28 販売中

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。

2021/4/9 販売中

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。

2021/4/9 販売中

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。

2021/8/17 販売中

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。

2021/7/19 販売中
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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。

2021/3/8 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。

2021/3/15 販売中

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。

2021/6/24 販売中

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。

2021/3/25 販売中

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。

2021/7/7 販売中

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。

2021/5/17 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。

2021/5/7 販売中

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。

2021/7/7 販売中
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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。

2021/7/2 販売中

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。

2021/6/24 販売中

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。

2021/4/1 販売中

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。

2021/5/17 販売中

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。

2021/5/17 販売中

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。

2021/3/27 販売中

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。

2021/5/12 販売休止中
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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。

2021/2/16 チェックなし

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。

2021/5/17 販売中

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。

2021/5/12 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。

2021/4/29 販売中

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。

2021/3/16 販売中

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。

2021/7/9 販売中

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。

チェックなし

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。

2021/5/13 販売休止中
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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。

2021/5/13 販売休止中

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。

2021/8/5 販売中

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。

2021/3/23 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。

2021/3/23 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。

2020/11/25 チェックなし

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。

2021/8/12 販売中

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。

チェックなし

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。

2021/5/20 販売休止中
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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。

2021/3/30 販売中

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。

チェックなし

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。

2021/5/7 販売中

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。

2021/5/25 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。

チェックなし

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。

2021/6/21 販売中

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。

2021/8/22 販売休止中
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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。

2021/5/7 販売中

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。

2021/6/22 販売中

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。

2021/7/21 販売中

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。

2021/3/12 販売中

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。

2021/7/7 販売中
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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。

2021/7/7 販売中

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。

2021/5/20 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。

2021/6/17 販売中

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。

2021/6/17 販売中

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。

2021/6/17 販売中

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。

2021/6/17 販売中

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。

2021/6/22 販売中
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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。

2020/10/20 チェックなし

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。

2021/3/22 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。

2021/5/24 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。

チェックなし

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。

2021/4/22 販売中

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。

2021/5/1 販売中

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。

2021/5/19 販売中
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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。

2021/6/24 販売中

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。

2021/4/30 販売中

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。

2021/6/1 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。

2021/5/31 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。

2021/3/29 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。

2021/5/26 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。

2021/7/1 販売休止中

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。

2021/7/28 販売中

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。

2021/7/10 販売中
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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。

2021/4/27 販売中

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。

チェックなし

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。

2020/12/7 チェックなし

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。

2021/4/23 販売中

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。

2021/5/24 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。

2021/3/8 販売休止中

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。

2021/5/19 販売中
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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。

2021/3/23 販売中

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。

2021/8/16 販売中

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。

2021/5/31 販売中

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。

2021/5/31 販売中

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。

2021/5/31 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。

2021/4/8 販売中

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。

2021/5/31 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。

2021/4/2 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

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。

2021/6/1 販売中

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。

2021/4/30 販売中

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。

2021/5/4 販売中

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
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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。

2021/4/14 販売中

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。

2021/1/13 チェックなし

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。

2021/7/14 販売中

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。

2021/7/14 販売中

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。

2021/7/14 販売中

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。

2021/7/1 販売中

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。

2021/6/8 販売中

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。

2021/3/5 販売中
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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。

2021/6/8 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。

2020/12/14 チェックなし

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。

2021/3/23 販売中

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。

2021/6/7 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。

2021/6/7 販売中

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。

2021/4/19 販売中

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。

2021/6/7 販売中
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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。

2021/6/6 販売中

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。

2021/5/24 販売中

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、ＡＬＴ）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。

2021/4/12 販売中

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。

2021/6/7 販売中

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。

2021/5/24 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。

2021/6/14 販売中

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。

2021/4/6 販売中

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

2020/9/15 チェックなし



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

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。

2021/5/31 販売中

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。

2021/6/3 販売休止中

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。

2021/7/15 販売中

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。

2021/6/17 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。

2021/6/11 販売中

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。

2021/7/15 販売中

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。

2021/8/5 販売中

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。

2021/3/7 販売中
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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。

チェックなし

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。

2021/6/9 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。

2021/8/12 販売中

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。

2021/4/30 販売中

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。

2021/6/10 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。

2021/8/3 販売中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

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。

2021/4/13 販売中

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。

2021/5/17 販売中

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。

2021/6/14 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、ＤＨＡ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。

2021/4/22 販売中

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。

2021/6/14 販売休止中

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。

2021/7/7 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。

2021/6/24 販売中
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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。

2021/6/14 販売中

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。

2021/6/24 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。

2021/6/22 販売中

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。

2021/5/31 販売中

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。

2021/4/27 販売中

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。

2021/5/10 販売中

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。

2021/6/8 販売中
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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。

2021/5/6 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。

2021/6/23 販売中

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。

2021/4/21 販売中

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。

2021/3/29 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。

2021/5/7 販売中

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。

2021/8/2 販売中
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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。

2021/6/14 販売中

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。

2021/3/31 販売中

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。

2021/8/17 販売中

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。

2021/8/18 販売中

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。

2021/3/24 販売中

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。

2021/7/14 販売中

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。

2021/7/14 販売中
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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。

2021/4/5 販売中

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。

2021/6/28 販売中

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。

2021/4/28 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。

2021/7/6 販売中

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。

2021/6/21 販売中

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。

2021/7/15 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。

2021/7/15 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。

2021/6/21 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

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。

2020/12/29 チェックなし

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。

2021/7/13 販売中

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。

2021/3/4 販売中

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。

2021/7/1 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。

2021/4/5 販売中

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。

2021/5/20 販売中

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。

2021/7/20 販売休止中
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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。

2021/3/30 販売中

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。

2021/6/8 販売中

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。

2021/6/30 販売中

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。

2021/4/21 販売中

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。

2021/4/21 販売中

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。

2021/4/21 販売中

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。

2021/4/21 販売中
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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。

2021/6/28 販売中

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。

2021/3/8 販売中

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。

2021/7/7 販売中

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。

2021/6/28 販売中

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。

2021/6/4 販売中

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。

2021/2/22 チェックなし

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。

2021/7/2 販売中

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。

チェックなし
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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。

2021/5/25 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。

2021/5/25 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。

2021/5/24 販売中

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。

2021/6/28 販売中

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。

2021/7/29 販売中

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。

2021/7/6 販売中

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。

2020/9/8 販売休止中
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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。

2021/4/22 販売中

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。

2021/6/29 販売休止中

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。

2021/6/15 販売中

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。

2021/6/30 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。

2021/8/12 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。

2021/6/30 販売中
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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。

2021/6/28 販売中

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。

2021/6/30 販売中

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。

2021/6/30 販売中

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。

2021/6/30 販売中

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。

2021/6/17 販売休止中
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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。

2021/4/1 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。

2021/7/8 販売中

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。

2021/7/7 販売中

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。

2021/7/19 販売中

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。

2021/7/7 販売中

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。

2021/7/16 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。

2021/7/5 販売休止中
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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。

2021/5/21 販売中

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。

2021/4/27 販売中

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。

2021/8/23 販売中

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。

2021/5/11 販売中

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。

2021/5/11 販売中

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。

2021/1/12 チェックなし

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。

2021/8/20 販売休止中
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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。

2021/7/5 販売中

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。

2021/6/14 販売中

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。

2021/7/8 販売中

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。

2021/5/31 販売中

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。

2021/5/24 販売中

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。

2021/4/1 販売中

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。

2021/4/4 販売中
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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。

2021/7/8 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。

2021/7/12 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。

2021/7/12 販売中

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。

2021/7/12 販売中

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。

2021/6/28 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。

チェックなし
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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。

2021/7/13 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。

2021/3/16 販売中

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。

2021/7/19 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。

2021/5/17 販売中

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。

2021/5/17 販売中

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。

2021/7/12 販売中

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。

2021/3/18 販売休止中
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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。

2021/7/9 販売中

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。

2021/7/27 販売中

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。

2021/4/20 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。

2021/4/12 販売中

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。

2021/4/12 販売中

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。ＧＡＢ
Ａ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。

2021/7/14 販売休止中

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。

2021/6/28 販売休止中
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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。

2021/5/7 販売中

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。

2021/8/17 販売中

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。

2021/5/20 販売中

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。

2021/7/26 販売中

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。

2021/7/20 販売中

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。

2021/7/7 販売中

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。

2021/4/6 販売中
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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。

2021/6/28 販売中

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。

2021/6/1 販売中

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。

2021/6/1 販売中

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。

2021/5/19 販売中

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。

2021/8/10 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。

2021/1/28 チェックなし

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。

2021/7/15 販売中
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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。

2021/6/8 販売中

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。

2021/4/12 販売中

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。

2021/3/2 販売中

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。

2021/5/19 販売中

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。

2021/4/26 販売中

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。

2021/7/19 販売中

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。

2021/4/12 販売中

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

2021/7/15 販売休止中
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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。

2021/7/26 販売休止中

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。

2021/6/28 販売中

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。

2021/4/30 販売中

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。

2021/7/21 販売中

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。

2021/7/27 販売中

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。

2021/5/14 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。

2021/8/3 販売中
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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。

2021/6/14 販売中

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。

2020/12/3 チェックなし

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。

2021/7/21 販売中

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。

2021/1/28 販売休止中

F365 2020/8/11 株式会社龍泉堂 ボディチャレンジＺ（ゼット）
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。

2021/6/14 販売中

F366 2020/8/11
ダイドードリンコ株式会
社

スマートプロａ
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。

2021/7/27 販売休止中
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F367 2020/8/12 明治薬品株式会社
健康きらり　海洋の力　ＰＲＥＭＩ
ＵＭ（プレミアム）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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
トする機能があ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。

2021/8/6 販売中

F368 2020/8/12
株式会社ネイチャーラ
ボ

ぱっくん茶
加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）

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

2021/8/2 販売休止中

F369 2020/8/12 三井農林株式会社
日東紅茶　ＧＡＢＡ（ギャバ）入り
ロイヤルミルクティー５本入

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。

2021/6/18 販売休止中

F370 2020/8/12 株式会社三協
ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）セラミド
＆バリア機能

加工食品(サ
プリメント形
状)

こんにゃく由来グルコシ
ルセラミド

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

2021/7/26 販売休止中

F371 2020/8/13 森永乳業株式会社
森永アロエヨーグルト　アロエの
力ｃ

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

本品に含まれる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、肌の潤いを保つ機能が報告され
ています。

2021/7/2 販売休止中

F372 2020/8/13
株式会社スミフルジャパ
ン

スミフルバナナ 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。

2021/7/7 販売中

F373 2020/8/18 本草製薬株式会社
食後の血糖値・中性脂肪が気に
なる方のケア習慣

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。

2021/6/1 販売中

F374 2020/8/18 株式会社伊藤園 梅Ｃｏｏｌ（クール）
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。クエン酸は継続的な飲用で日常
生活や運動後の疲労感を軽減する作用が報告されています。

2021/4/8 販売中
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F375 2020/8/19 日本薬品開発株式会社 マグマグルコサミン粒
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、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。

2021/6/21 販売休止中

F376 2020/8/19 株式会社ユーワ ハッスル！ゴールドアクティブ
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。

2021/4/8 販売中

F377 2020/8/19
株式会社白寿生科学研
究所

ササニンゴールド８９１０
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および一時的作業負荷によ
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。

2021/8/2 販売中

F378 2020/8/20 株式会社エーエフシー
ＲＩＣＨ　Ｌｉｇｈｔ（リッチライト）水溶
性食物繊維

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。

2021/6/21 販売中

F379 2020/8/20 株式会社レミントン ロコモパーフェクト３（スリー）
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。

2021/6/25 販売中

F380 2020/8/21 うすき製薬株式会社 快眠活力
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、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に役立
つ機能があることが報告されています。

2021/6/11 販売中

F381 2020/8/21 森永製菓株式会社 パセノール　チョコレート
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。

2021/8/5 販売休止中
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F382 2020/8/21 丸善製薬株式会社 ヒハツＤＸ（デラックス）
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、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告され
ています。

2021/3/8 販売休止中

F383 2020/8/21 株式会社ファンケル 免疫サポート　チュアブルタイプ
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。

2021/5/11 販売中

F384 2020/8/21 株式会社オーガランド Ｌａｃｔｉａ（ラクティア）
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。

2021/4/12 販売中

F385 2020/8/21 株式会社ファンケル 免疫サポート　粉末タイプ
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。

2021/7/7 販売中

F386 2020/8/21 湧永製薬株式会社 キョーリック　アスタキサンチン
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。アスタキサンチンには、
目のピント調節機能を維持することにより、日常生活でのパソコ
ン・スマートフォンの使用による目の疲労感および目の使用による
肩や腰の負担を軽減することが報告されています。

2021/4/22 販売中

F387 2020/8/21
株式会社エルベ・プラン
ズ

中性脂肪を下げるＤＨＡ（ディエ
イチエー）

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。

2021/8/5 販売中

F388 2020/8/24
株式会社コスメテック
ジャパン

飲むパラソル
加工食品(サ
プリメント形
状)

リコピン
本品にはリコピンが含まれています。リコピンには紫外線刺激から
肌を保護するのを助ける機能が報告されています。

2021/8/16 販売休止中

F389 2020/8/24 株式会社オーキュウ ＡＧＯ（エイジーオー）
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。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
あることが報告されています。運動による身体的な疲労を自覚して
いる方に適した食品です。

2021/8/10 販売休止中
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F390 2020/8/24
ダイドードリンコ株式会
社

歩く筋肉プロ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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
ハイドレートに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に適した食品です。

2021/6/17 販売中

F391 2020/8/24 アサヒビール株式会社
アサヒスタイルバランスプラス
ヨーグルトサワーテイスト

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。

2021/4/28 販売休止中

F392 2020/8/24 小岩井乳業株式会社
小岩井　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）生
乳（なまにゅう）ヨーグルト

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。

2021/7/1 販売中

F393 2020/8/24 小岩井乳業株式会社
小岩井　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）ド
リンクヨーグルト

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。

2021/7/29 販売中

F394 2020/8/25
株式会社ディーエイチ
シー

イミダゾール　疲労感対策
加工食品(サ
プリメント形
状)

イミダゾールジペプチド

本品にはイミダゾールジペプチドが含まれます。イミダゾールジペ
プチドには、日常の生活で生じるからだの一過性の疲労感を軽減
する機能があることが報告されています。本品は、一過性のから
だの疲れを感じている方に適した食品です。

2021/8/10 販売中

F395 2020/8/25 株式会社関越物産
０キロカロリー　寒天ゼリー　ブ
ルーベリーヨーグルト風味

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。

チェックなし

F396 2020/8/25 アサヒビール株式会社
アサヒスタイルバランスプラス素
肌うるおうピーチスパークリング

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、肌の潤いを守るのを助け
る機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適
しています。

2021/4/7 販売休止中

F397 2020/8/25 井藤漢方製薬株式会社 アルサポート
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。

2021/5/27 販売休止中
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F398 2020/8/26 株式会社メディワン 活気源
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、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。

2021/6/14 販売中

F399 2020/8/26 株式会社パールエース オリゴスティック
加工食品(そ
の他)

乳糖果糖オリゴ糖
本品には乳糖果糖オリゴ糖が含まれています。乳糖果糖オリゴ糖
は、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を良好にし、
便通を改善することが報告されています。

2021/7/21 販売中

F400 2020/8/26 日興薬品工業株式会社 ねむりの扉
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）の改善に役立つ機能があることが報告
されています。

2021/2/16 チェックなし

F401 2020/8/26 株式会社財宝 いきいきグルコサミン
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。

2021/7/5 販売中

F402 2020/8/27 株式会社アストリム ひだまり姫
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。

2021/5/25 販売休止中

F403 2020/8/27
有限会社ナチュラル
ウェーブ

快適ハーブ粒＋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）

本品は有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）を含み
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。

2021/8/23 販売中

F404 2020/8/27
京都薬品ヘルスケア株
式会社

ミネルヴァ　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中性脂肪値が気になる方、おなかの調子
を整えたい方に適しています。

2021/8/10 販売中
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F405 2020/8/27
京都薬品ヘルスケア株
式会社

ミネルヴァ　ジャスミン茶
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中性脂肪値が気になる方、おなかの調子
を整えたい方に適しています。

2021/8/10 販売中

F406 2020/8/27 株式会社ニコリオ マルカティ
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、食事に含まれる糖や脂肪の吸
収を抑えて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能、肥満
気味な方の内臓脂肪と体重を減らして高めのBMIを低下させるの
を助ける機能が報告されています。

2021/7/26 販売中

F407 2020/8/27 株式会社乃万青果 のま青果のみかん 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。

2021/8/12 販売休止中

F408 2020/8/27
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

体脂肪・体重マネージメント
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。

2021/8/10 販売休止中

F409 2020/8/27
有限会社ナチュラル
ウェーブ

快通ハーブ粒＋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）

本品は有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）を含み
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。

2021/8/10 販売中

F410 2020/8/27
株式会社シズカニュー
ヨーク

シズカ　茶カテキン
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、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。

2021/4/28 販売休止中

F411 2020/8/28
マルマンＨ＆Ｂ株式会
社

黒しょうが効果
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。

2021/8/16 販売中
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F412 2020/8/28 株式会社三昧生活 快眠源
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。

2021/2/25 販売休止中

F413 2020/8/28 株式会社エル・ローズ みんなのくりる
加工食品(サ
プリメント形
状)

クリルオイル由来EPA・
DHA

本品にはクリルオイル由来EPA・DHAが含まれますので、靴下を
はいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能がありま
す。

2021/8/12 販売休止中

F414 2020/8/28 富永貿易株式会社 神戸居留地かろやか胡麻麦茶
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。

2021/2/25 販売中

F415 2020/8/28
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

ペプシＧＡＢＡ（ギャバ）ストレス
リフレッシュコーラ

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
な精神的ストレスを軽減する機能があることが報告されています。

2021/8/19 販売休止中

F416 2020/8/31 小澤光範
みかんのみっちゃん農園のみっ
ちゃんみかん

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をより骨の健
康維持に役立つことが報告されています。

2021/3/3 販売休止中

F417 2020/9/1 ラシェル製薬株式会社 還元型コエンザイムＱ１０Ｒ
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。還元型コエンザ
イムQ10には唾液量を維持する機能があることが報告されていま
す。年齢とともにお口のうるおいが不足がちと感じる方に適した食
品です。

2021/8/16 販売休止中

F418 2020/9/1 株式会社三昧生活 脂肪減．
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。

2021/4/14 販売中

F419 2020/9/1 株式会社ホリ乳業 大人の温活ヨーグルト
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、冬の寒さや夏の冷房などで気温や室内温度
が低いときに末梢（手指）血流を改善し、手指の温度を温かく維持
する機能があることが報告されています。

2021/3/22 販売中
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F420 2020/9/1
株式会社ＨプラスＢライ
フサイエンス

Ｈ＋Ｂ水溶性食物繊維　１ｋｇ
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。また、おなか
の調子を整えて便通を改善することが報告されています。

2021/8/17 販売中

F421 2020/9/1
株式会社ＨプラスＢライ
フサイエンス

Ｈ＋Ｂ水溶性食物繊維　分包
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。また、おなか
の調子を整えて便通を改善することが報告されています。

2021/8/17 販売中

F422 2020/9/1 株式会社天真堂 エートノン
加工食品(サ
プリメント形
状)

スペアミント由来ロスマリ
ン酸

本品にはスペアミント由来ロスマリン酸が含まれます。スペアミント
由来ロスマリン酸は加齢とともに低下する認知機能の一部である
ワーキングメモリーを維持する機能が報告されております。
※ワーキングメモリーとは視覚、聴覚などを介した情報を一時的に
保持し、同時に正しく処理する能力です。暗算、話しことばや文章
の理解をはじめ、計画的な行動の実行、問題解決などの場面で不
可欠なものです。

2021/3/16 販売休止中

F423 2020/9/2 株式会社明菱 ライク　レジコ
加工食品(そ
の他)

湿熱処理レジスタントス
ターチ

本品には湿熱処理レジスタントスターチが含まれます。湿熱処理
レジスタントスターチには健康な方の高めの空腹時血糖値を低下
させる機能があることが報告されています。高めの空腹時血糖値
が気になる方に適した食品です。また、湿熱処理レジスタントス
ターチには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。腸内環境を改善したい方に適した食品です。

2021/3/1 販売中

F424 2020/9/2 丸善製薬株式会社 月桃葉ドリンク
加工食品(そ
の他)

月桃葉抽出物（指標成
分：ジヒドロ-5,6-デヒドロ
カワイン、5,6-デヒドロカ
ワイン）

本品には月桃葉抽出物が含まれます。月桃葉抽出物は、肌が乾
燥しがちな方の肌のうるおいに役立つことが報告されています。

2021/3/8 販売休止中
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F425 2020/9/2 株式会社龍泉堂 ボディチャレンジＲ
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
体脂肪、血中中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI値の
改善に役立つことが報告されています。

2021/5/12 販売休止中

F426 2020/9/2 株式会社龍泉堂 ボディチャレンジα（アルファ）
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。

2021/5/12 販売休止中

F427 2020/9/2 松坂進也 まつさか農園有田みかん 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、骨代謝の働きを助けることをより骨の
健康維持に役立つことが報告されています。

2021/3/2 販売休止中

F428 2020/9/2 ティーライフ株式会社 食べるうるおい　乳酸菌ゼリー
加工食品(そ
の他)

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。

2021/6/18 販売中

F429 2020/9/2
株式会社常磐植物化学
研究所

ジンジャーウォーマー
加工食品(そ
の他)

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-ショウガオールは低温環境下で末梢部位の体温を
維持する機能があることが報告されています。

2021/8/16 販売休止中

F430 2020/9/2 プリセプト株式会社 うるおいパインセラミド
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

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（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方に適した食
品です。

2021/8/19 販売中

F431 2020/9/3 株式会社東洋新薬 葛の花タブレットＥ
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）を高めることにより、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。

2021/8/23 販売休止中
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F432 2020/9/3 小岩井乳業株式会社
小岩井　ヨーグルト　ｉＭＵＳＥ（イ
ミューズ）プラズマ乳酸菌

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。

2021/7/1 販売中

F433 2020/9/3 小岩井乳業株式会社
小岩井　のむヨーグルト　ｉＭＵＳ
Ｅ（イミューズ）プラズマ乳酸菌

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。

2021/7/29 販売中

F434 2020/9/4 株式会社COSMOBILE
Ｂｇｌ　Ｍａｌｕｎ（ビージーエル　マ
ルン）

加工食品(そ
の他)

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。

2021/5/24 販売中

F435 2020/9/4 ムーンムーン株式会社 ＳｌｅｅＰＬＵＳ＋（スリープラス）
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があることが報告され
ています。

2021/2/25 販売休止中

F436 2020/9/7
日本メナード化粧品株
式会社

モイスト＆ストレスケア
加工食品(サ
プリメント形
状)

米由来グルコシルセラミ
ド、ＧＡＢＡ

本品には、米由来グルコシルセラミド・ＧＡＢＡが含まれています。
米由来グルコシルセラミドには、肌の保湿力（バリア機能）を高め
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。ＧＡＢＡには、仕事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。

2021/4/19 販売休止中

F437 2020/9/7
ウエルネス研究所株式
会社

ウェルネスＨＢヘルスビュー
ティー

加工食品(そ
の他)

N-アセチルグルコサミン

本品には N-アセチルグルコサミンが含まれます。
N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ
関節の悩みを改善することが報告されています。
また、N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうる
おいに役立つことが報告されています。

2021/8/23 販売中

F438 2020/9/8 新日本製薬株式会社 ＵＶ　Ｐｒｏ（ユーブイプロ）
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守るのを助ける機能、紫外
線を浴びた肌を乾燥から保護し、肌のうるおい（水分量）を守る機
能があることが報告されています。

2021/5/12 販売中
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F439 2020/9/8 ヤマモト食品株式会社 味よしプラス
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機能がある
ことが報告されています。

2021/6/4 販売中

F440 2020/9/8 株式会社三昧生活

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

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。

2021/4/14 販売休止中

F441 2020/9/8 株式会社BIZENTO エナジースリム
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）を高めることにより、肥満気味な方の、体重やお
腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイ
ズ）を減らすのを助ける機能があることが報告されています。

2021/3/1 販売中

F442 2020/9/8 山野　和子 ナイシゲン酢
加工食品(そ
の他)

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。

2021/3/1 販売中

F443 2020/9/10 株式会社メディワン 黒しょうがプラス
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。

2021/6/14 販売中

F444 2020/9/10
株式会社日本予防医学
研究所

オリーブ葉
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-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。

2021/7/15 販売休止中
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F445 2020/9/10 株式会社フロムココロ
こころ習慣　血圧・悪玉（ＬＤＬ）コ
レステロールを下げる

加工食品(サ
プリメント形
状)

GABA、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、GABAと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。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。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。

2021/6/28 販売中

F446 2020/9/10 日本薬品開発株式会社 マグマグルコサミン粒２
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、関節軟骨を保護することが報
告されています。関節負荷の少ない方に適しています。

2021/7/1 販売休止中

F447 2020/9/10
クラシエフーズ株式会
社

美食家の知恵　緑茶
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。イヌリンは血中中性脂肪を下
げること、食後の血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告され
ています。さらに、イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス
菌を増やすことで、お腹の調子を整えることが報告されています。
本品は血中中性脂肪を下げたい方、食後の血糖値が気になる
方、お腹の調子を整えたい方に適した食品です。

2021/3/25 販売休止中

F448 2020/9/10 ビーテック株式会社
ＢＬＡＣＫ　ＧＩＮＧＥＲ　ＣＡＰＳＵＬ
ＥＳ（ブラックジンジャーカプセ
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には以下の機能が報
告されています。
■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。
■BMIが高め（BMI 24以上30未満）の方の腹部の脂肪を減らす。
■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。

2021/5/6 販売中

F449 2020/9/11
イノチオみらい株式会
社

野菜で元気　ＧＡＢＡ（ギャバ） 生鮮食品 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。

2021/3/23 販売中

F450 2020/9/11
株式会社北の達人コー
ポレーション

紅珠漢　こうじゅかん
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。ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならび
に二量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する機能が
報告されています。運動による身体的な疲労感を自覚している方
に適した食品です。

2021/7/27 販売中
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F451 2020/9/11 株式会社伊藤園
一番摘みのお～いお茶　かなや
みどりブレンド

加工食品(そ
の他)

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。

2021/4/8 販売中

F452 2020/9/11
シャルーヌ化粧品株式
会社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　クリル
オイル由来水溶性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)

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事が報告されています。

2021/3/4 販売休止中

F453 2020/9/14 ナチュラス株式会社 ナチュラホワイト
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

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。

2021/3/8 販売休止中

F454 2020/9/14 小林製薬株式会社
ナイトミン　眠る力　快眠サポー
トサプリａ

加工食品(サ
プリメント形
状)

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（中途覚醒回数を減らし、眠りをより深くし、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。加齢などによ
る睡眠の質の低下が気になる方に適しています。

2021/7/28 販売休止中

F455 2020/9/15 株式会社全日本通教 アスタ肌シェード粒
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。

2021/5/24 販売中

F456 2020/9/15 プリセプト株式会社 ヒエサラバ
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。

2021/3/8 販売休止中

F457 2020/9/15 株式会社かがやくコスメ シュットネ
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。

2021/6/2 販売中
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F458 2020/9/15
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

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。

2021/6/11 販売中

F459 2020/9/16
一般社団法人エクセル
アスリートクラブ協会

Ｏｌｉｇｏｎｏｌ　ＥＸＣＥＬ（オリゴノー
ル　エクセル）

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。ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならび
に二量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する機能が
報告されています。運動による身体的な疲労感を自覚している方
に適した食品です。

2021/8/17 販売中

F460 2020/9/16 株式会社インシップ インシップ　エラグ酸
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。

2021/3/31 販売中

F461 2020/9/16 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

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、食事の脂肪の吸収や、血糖値
が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能が報告さ
れています。

2021/3/17 販売休止中

F462 2020/9/17 株式会社和漢 糖ケア田七
加工食品(サ
プリメント形
状)

ジンセノサイドRg1

本品にはジンセノサイドRg1が含まれます。ジンセノサイドRg1に
は、運動後（ジョギングや自転車、スポーツなど）に摂取した食事
による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。

2021/6/4 販売中

F463 2020/9/17
株式会社サン・クラルテ
製薬

若冴（わかさえ）（認知機能）
加工食品(サ
プリメント形
状)

DHA

本品にはDHAが含まれます。DHAには、中高年の方の加齢に伴
い低下する、認知機能の一部である記憶力、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。）

2021/3/15 販売中

F464 2020/9/17 森永乳業株式会社 ブレインペプチドＭ
加工食品(サ
プリメント形
状)

トリペプチドMKP（メチオ
ニン-リジン-プロリン）

本品にはトリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）が含まれ
ます。トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には認知機能
の一部である見当識（時間、場所、人を正しく認識する力）をサ
ポートする機能があることが報告されています。

2021/7/5 販売休止中
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F465 2020/9/17 片岡物産株式会社 バンホーテンの腸活ココア
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、腸内フローラを改善し、お腹
の調子を整えることが報告されています。

2021/5/21 販売休止中

F466 2020/9/17 株式会社ノーベル ノーベルアップ
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。（血糖上昇抑制
作用）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。（整腸作用）

2021/4/30 販売中

F467 2020/9/17 日本ハム株式会社 イミダの力　ブレイン
加工食品(そ
の他)

イミダゾールジペプチド
本品には、イミダゾールジペプチドが含まれています。イミダゾー
ルジペプチドには、中高年の方の記憶力（言葉や文章を覚え、思
い出す力）を保つ機能があることが報告されています。

2021/7/20 販売休止中

F468 2020/9/17 株式会社ノーベル ＵＰ＋（アップ）プラス
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。（血糖上昇抑制
作用）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。（整腸作用）

2021/4/30 販売中

F469 2020/9/17 株式会社ファインアップ シボリズムＥＸ（エクストラ）
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。エラグ酸には、肥満気味な方
の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪
を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立つことが報告され
ています。

2021/3/10 販売休止中

F470 2020/9/18 株式会社三源庵 ひとみカステラ
加工食品(そ
の他)

ドナリエラバーダウィル由
来ベータカロテン

本品にはドナリエラバーダウィル由来ベータカロテンが含まれま
す。ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテンは、目のピント調節
機能の向上を助けることが報告されています。

2021/6/30 販売中

F471 2020/9/20 株式会社グランデ ぐっすりサフラン
加工食品(サ
プリメント形
状)

サフラン由来クロシン、サ
フラン由来サフラナール

本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールが含ま
れます。サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、
睡眠の質が低いと感じている方の睡眠の質（活動時の眠気）を改
善し、物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させる機能がある
ことが報告されています。

2021/7/13 販売中

F472 2020/9/20 株式会社グランデ 美長命青汁
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、食後に上がる血糖値を抑える機能が
報告されています。

2021/7/13 販売中
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F473 2020/9/23
株式会社エースベーカ
リー

蒟蒻ゼリー　プラス睡眠ケア
加工食品(そ
の他)

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・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。

2021/7/6 販売休止中

F474 2020/9/23
株式会社エースベーカ
リー

蒟蒻ゼリー　プラスストレスケア
加工食品(そ
の他)

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を緩和する機能があることが報告されて
います。

2021/7/6 販売休止中

F475 2020/9/24 株式会社タイヨーラボ
腸活プラスサンファイバーナチュ
ラル

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。

2021/3/18 販売休止中

F476 2020/9/24 株式会社リフレ リフレのぐっすりずむａ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

2021/3/17 販売休止中

F477 2020/9/24 株式会社三協
ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ヒハツ＆
末端体温維持

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。

2021/3/17 販売休止中

F478 2020/9/25 株式会社ウエルシア ウエル田七　血糖サポート
加工食品(サ
プリメント形
状)

ジンセノサイドRg1

本品にはジンセノサイドRg1が含まれます。ジンセノサイドRg1に
は、運動後（ジョギングや自転車、スポーツなど）に摂取した食事
による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。

2021/8/7 販売中

F479 2020/9/25
株式会社エースベーカ
リー

蒟蒻ゼリー　プラス血圧ケア
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。

2021/7/6 販売休止中
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F480 2020/9/25 株式会社かがやくコスメ アルサポ
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。

2021/6/2 販売中

F481 2020/9/25 株式会社かがやくコスメ ミルサポ
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、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。

2021/6/2 販売中

F482 2020/9/26 株式会社メニコン
めにサプリ　ビルベリー＋Ｍ（プ
ラスエム）

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とVDT作業（パソコンやス
マートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサ
ポートし、目の疲労感を緩和することが報告されています。

2021/7/26 販売中

F483 2020/9/28 株式会社元気生活 アップルスリム
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
ロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエ
ストサイズの減少をサポートすることにより、高めのBMIを減らす機
能が報告されています。BMIが高めの方に適した食品です。

2021/3/23 販売休止中

F484 2020/9/28
株式会社エースベーカ
リー

蒟蒻ゼリー　プラス体脂肪ケア
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。

2021/7/6 販売休止中

F485 2020/9/28 株式会社リフレ 糖脂リミット
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
吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやか
にする機能が報告されています。食後の血中中性脂肪や血糖値
が気になる方に適した食品です。

2021/7/14 販売中

F486 2020/9/28
株式会社ハーブ健康本
舗

シボヘール葛の花茶極選
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。ＢＭＩが高めの方、肥満気味でお腹の脂肪が気になる方やウ
エスト周囲径が気になる方に適した食品です。

2021/5/20 販売中
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F487 2020/9/28 アサヒ飲料株式会社 「強炭酸水プラス」４９０ｍｌ
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。

2021/8/5 販売休止中

F488 2020/9/29 味覚糖株式会社 特濃ミルク８．２　オリゴミルク
加工食品(そ
の他)

乳糖果糖オリゴ糖
本品には乳糖果糖オリゴ糖が含まれます。乳糖果糖オリゴ糖は、
便秘気味の方の排便日数・回数を増やし便通を改善する機能が
あることが報告されています。

2021/4/7 販売休止中

F489 2020/9/29 株式会社バイオテック
プラス　ステップ　サプリメント（Ｐ
ＬＵＳ　ＳＴＥＰ　ＳＵＰＰＬＥＭＥＮ
Ｔ）

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、冷寒時に末梢の血流を維持し、
末梢の体表温を維持する機能があることが報告されています。

2021/5/6 販売中

F490 2020/9/29 株式会社バイオテック
プレミアム　セレクト　サプリメン
ト（ＰＲＥＭＩＵＭ　ＳＥＬＥＣＴ　ＳＵ
ＰＰＬＥＭＥＮＴ）

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。

2021/5/6 販売中

F491 2020/9/29 株式会社ルックルック 快眠タイム
加工食品(サ
プリメント形
状)

サフラン由来クロシン、サ
フラン由来サフラナール

本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールが含ま
れます。サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、
睡眠の質が低いと感じている方の睡眠の質（活動時の眠気）を改
善する機能があることが報告されています。

2021/3/19 販売中

F492 2020/9/29 三井農林株式会社
日東紅茶　ヒハツ由来ピペリン
類入りレモンティー５本入

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。

2021/5/21 販売休止中

F493 2020/9/29 本草製薬株式会社 ネルナラ
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。

2021/3/22 販売中

F494 2020/9/30 キユーピー株式会社 キユーピー　フィッテ
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内臓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。

2021/3/23 販売中
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F495 2020/9/30 株式会社ファンケル ホワイトフォース　ドリンク
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、
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が報
告されています。

2021/5/7 販売休止中

F496 2020/9/30 森下仁丹株式会社 モイスチャーシールド
加工食品(サ
プリメント形
状)

ヒアルロン酸Na、アスタキ
サンチン

本品にはヒアルロン酸Naとアスタキサンチンが含まれています。
ヒアルロン酸Naには、肌の乾燥が気になる方の肌水分量を高める
のに役立つ機能があることが報告されています。
抗酸化作用を持つアスタキサンチンには、紫外線刺激から肌を保
護するのを助ける機能、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があることが報告されています。

2021/3/23 販売休止中

F497 2020/10/1 株式会社シャルレ 青みかん入り　まるごと発酵茶
加工食品(サ
プリメント形
状)

みかん混合発酵茶葉由
来ヘスペリジン

本品にはみかん混合発酵茶葉由来ヘスペリジンが含まれている
ので、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能があります。

チェックなし

F498 2020/10/1 株式会社エル・ローズ みんなのヘスペリジン
加工食品(サ
プリメント形
状)

モノグシルヘスペリジン

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。

チェックなし

F499 2020/10/1 八幡物産株式会社 内脂カット
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機能とBMIが
高め（BMI２４以上３０未満）の方の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。

2021/3/26 販売休止中

F500 2020/10/1
アサヒグループ食品株
式会社

スリムアップスリムシェイプ　ＣＲ
ＥＡＴＩＮＥ＋（クレアチンプラス）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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、筋肉量及び筋力の維持に役
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や
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。

2021/5/11 販売中

F501 2020/10/2 興和株式会社
アマニ油（α（アルファ）－リノレ
ン酸）シームレスカプセル

加工食品(サ
プリメント形
状)

αーリノレン酸

本品にはα－リノレン酸が含まれます。α－リノレン酸には血中
の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機能があることが報
告されています。本品は悪玉（LDL）コレステロールが気になる方
に適しています。

2021/8/20 販売中
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F502 2020/10/2 アサヒビール株式会社
アサヒスタイルバランスプラス梅
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。

2021/4/27 販売中

F503 2020/10/2
アサヒグループ食品株
式会社

カルピス健康通販　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。また、枯草菌
（バチルス・サブチルス）C-3102株には、腸内にもともといる善玉
菌（ビフィズス菌、酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フ
ローラ）を整えることが報告されています。

2021/7/21 販売中

F504 2020/10/2 森永製菓株式会社 パセノールドリンクβ（ベータ）
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、
肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能
が報告されています。また、日常生活（安静時や日常活動時）のエ
ネルギーとして、脂肪を消費しやすくする機能が報告されていま
す。

2021/3/25 販売休止中

F505 2020/10/2
アサヒグループ食品株
式会社

すらすらケア
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、加齢とともに低下する認知機能の一部である注意力（視覚性
情報を一時的に記憶しながら、事務作業を速く正確に処理していく
能力）の維持と計算作業の効率維持に役立つ機能が報告されて
いますので、ものごとを忘れやすいと感じている健常な中高年の
方に適しています。

2021/4/21 販売中

F506 2020/10/5 株式会社アキタフーズ からだのたまご 生鮮食品
ドコサヘキサエン酸
（DHA）、エイコサペンタエ
ン酸（EPA）

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには、血中中性脂肪
値が高めの方の血中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。

2021/4/1 販売中

F507 2020/10/5 株式会社マッチバンク オサエルＥＸ（イーエックス）
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、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。

2021/3/28 販売中

F508 2020/10/6
有限会社いのうえ果樹
園

こだわり農家のみかん缶づめ・
内皮つき

加工食品(そ
の他)

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

チェックなし
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F509 2020/10/6 株式会社エーエフシー カテキン美人
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）

本品には茶カテキン（ガレート型カテキン）が含まれます。茶カテキ
ン（ガレート型カテキン）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）を低下させ、体重の減少をサポートし、
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。

2021/3/29 販売中

F510 2020/10/6 株式会社日本薬健 葛花プーアル茶
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。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。

2021/8/5 販売中

F511 2020/10/6 株式会社東洋新薬 葛の花ゼリー
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。

2021/4/2 販売休止中

F512 2020/10/7 池下産業株式会社 大トロいわしフィレ 生鮮食品 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。

2021/5/14 販売中

F513 2020/10/8 森永乳業株式会社
森永ビヒダスヨーグルト　ＫＦ
（ケーエフ）

加工食品(そ
の他)

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、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減する
機能や、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。

2021/7/5 販売休止中

F514 2020/10/8 森永乳業株式会社
森永ビヒダスヨーグルト　ＫＦ
（ケーエフ）　ドリンクタイプ

加工食品(そ
の他)

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、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減する
機能や、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。

2021/7/5 販売休止中

F515 2020/10/8 株式会社エーエフシー
還元型コエンザイムＱ１０　ＧＯＬ
Ｄ（キューテン　ゴールド）

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一過性の身体的・精神的な疲
労感の軽減に役立つことが報告されています。本品は一過性の身
体的・精神的な疲労を自覚している方に適した食品です。

2021/3/31 販売中
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F516 2020/10/8
シャルーヌ化粧品株式
会社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　グッド
ボンＰＲＯ（プロ）

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、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。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。ひざ関節
の違和感を改善したい方に適しています。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。

2021/4/5 販売休止中

F517 2020/10/9
日本コカ・コーラ株式会
社

カナダドライ　からだジンジャー
エール

加工食品(そ
の他)

6-ジンゲロール、6-ショウ
ガオール(生姜由来のポ
リフェノール成分)

本品には6-ジンゲロール、6-ショウガオール(生姜由来のポリフェ
ノール成分)が含まれます。6-ジンゲロール、6-ショウガオール(生
姜由来のポリフェノール成分)には、冷えを感じやすい方におい
て、末梢の体温(掌)を維持する機能があることが報告されていま
す。

2021/4/1 販売休止中

F518 2020/10/9 森永乳業株式会社
ＰＲＥＭｉＬ　Ｒｅｄ　（プレミルレッ
ド）

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。

2021/7/5 販売中

F519 2020/10/9
株式会社スマイル・ジャ
パン

しぼへるるん
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ています。

2021/3/4 販売休止中

F520 2020/10/21 株式会社ユーワ 備えの食卓α
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。

2021/7/8 販売中

F521 2020/10/27 株式会社LIMNE
ＬＩＭＮＥ　ＴＨＥ　ＳＵＰＰＬＥＭＥＮ
Ｔ　［Ｔｒ］（リムネ　ザ　サプリメン
ト　ティーアール）

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。

2021/4/20 販売休止中
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F522 2020/10/27 株式会社LIMNE
ＬＩＭＮＥ　ＴＨＥ　ＳＵＰＰＬＥＭＥＮ
Ｔ　［Ｆｌ］（リムネ　ザ　サプリメント
エフエル）

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

2021/4/20 販売休止中

F523 2020/10/13 オシキリ食品株式会社 ちゃんこい大豆もやし 生鮮食品 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事が報告されています。本品
には丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

2021/4/9 販売休止中

F524 2020/10/13
株式会社シジシージャ
パン

ＣＧＣ乳酸菌飲料
加工食品(そ
の他)

カゼイ菌（L.paracasei,
DSM19465株）

本品にはカゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）が含まれ、腸内環
境を改善し、おなかの調子を整えます。おなかの調子が気になる
方へお勧めです。

2021/4/5 販売中

F525 2020/10/13 株式会社荒畑園
たっぷりカテキン緑茶（ティー
パック）

加工食品(そ
の他)

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。

2021/4/17 販売休止中

F526 2020/10/13 株式会社伊藤園
一番摘みのお～いお茶　ゆたか
みどりブレンド

加工食品(そ
の他)

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。

2021/4/8 販売中

F527 2020/10/13 株式会社ダイショー
ＧＡＢＡ（ギャバ）配合スープはる
さめ

加工食品(そ
の他)

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

2021/3/30 販売中

F528 2020/10/13
株式会社ヴィジョンステ
イト

ｎｅｍｌｉｓ（ネムリス）
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。

チェックなし

F529 2020/10/13 井藤漢方製薬株式会社 熟すやナイトα（アルファ）
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

2021/4/2 販売休止中
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F530 2020/10/15 天野商事株式会社
サポートイズム爽快α－Ⅱ（ア
ルファ－ツ－）

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デスク作業により低下する手元のピント調
整機能を改善し、パソコンやスマートフォンなどの使用による眼の
疲労感を改善する機能が報告されています。

2021/4/7 販売中

F531 2020/10/15 株式会社市川園 乳酸菌ＥＣ－１２
加工食品(サ
プリメント形
状)

殺菌乳酸菌EC-12株
本品には殺菌乳酸菌EC-12株が含まれます。殺菌乳酸菌EC-12
株には、腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を改善する機能
があることが報告されています。

2021/4/28 販売中

F532 2020/10/15 井藤漢方製薬株式会社 メタケア
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。

2021/4/7 販売休止中

F533 2020/10/15 ユニキス株式会社
ルテインＵＱ（ユーキュー）２０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（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、ブ
ルーライトなどの光ストレス、一時的な精神ストレス、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。

2021/4/9 販売休止中

F534 2020/10/15
株式会社ディー・ジョイ
ン

毎日気にしてブラックジンジャー
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。

2021/8/4 販売中

F535 2020/10/15 桜華株式会社 マイサプリ・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（B. coagulans SANK70258）には、便通
を改善する機能が報告されています。

2021/8/4 販売中

F536 2020/10/16
株式会社ブレインスリー
プ

グッドナイトＧＡＢＡ　ＺＺＺ（グッド
ナイトギャバズー）

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は、睡眠の質（眠りの深さ）
の向上に役立ち、すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能が
あることが報告されています。

2021/3/7 販売中
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F537 2020/10/16 日本水産株式会社
さっと飲めるＮ－アセチルグルコ
サミン

加工食品(そ
の他)

N-アセチルグルコサミン

本品には N-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチルグ
ルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを
改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持
に役立つ機能があります。 ※関節軟骨は膝・足首・肘・手指など
の関節に存在します。

販売休止中

F538 2020/10/16 日本水産株式会社
かんで食べるＮ－アセチルグル
コサミン

加工食品(そ
の他)

N-アセチルグルコサミン

本品には N-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチルグ
ルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを
改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持
に役立つ機能があります。 ※関節軟骨は膝・足首・肘・手指など
の関節に存在します。

販売休止中

F539 2020/10/16
シャルーヌ化粧品株式
会社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　潤彩健
美Ｋ－１（ジュンサイケンビ　ケイ
ワン）

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。

2021/4/8 販売休止中

F540 2020/10/16 エーザイ株式会社 糖脂ブロック
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、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（おなかの脂肪）とBMIを減らすのを助ける機能が報告されて
います。

2021/4/13 販売休止中

F541 2020/10/19
株式会社エス・エム・
シー

健脚自慢　歩こうよ
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、大豆
イソフラボン

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

2021/5/27 販売中

F542 2020/10/19
株式会社ビーアンドエ
ス・コーポレーション

プラズマローゲンＳソフトカプセ
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。

2021/4/12 販売休止中

F543 2020/10/19 株式会社エクラ Ｐａｒａｓｏｌ－Ｃ（パラソルシー）
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。

チェックなし
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F544 2020/10/20 株式会社生活の木 チコリー・インスタント　食物繊維
加工食品(そ
の他)

イヌリン（食物繊維）

本品にはイヌリン(食物繊維)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し、腸内フローラを良好
にすることでおなかの調子を整えることが報告されています。本品
は、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子を整えたい方
に適した食品です。

2021/4/20 販売中

F545 2020/10/20 オルト株式会社 ホワイエット
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

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があることが報告されています。また、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。

2021/3/1 販売中

F546 2020/10/20 日清ヨーク株式会社 ひざアクティブ　ピルクル風味
加工食品(そ
の他)

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。

2021/3/29 販売中

F547 2020/10/20 日清フーズ株式会社
１日分の食物繊維入り　ホット
ケーキミックス

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。イヌリンは食後の血糖値の上昇
をゆるやかにすることが報告されています。
また、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。

2021/8/10 販売中

F548 2020/10/21
株式会社ノースカラー
ズ

ライフスマート　チョコレート　潤
い肌

加工食品(そ
の他)

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。

2021/4/23 販売中

F549 2020/10/21 株式会社タイヨーラボ 茶フッ素タブレット
加工食品(サ
プリメント形
状)

緑茶フッ素

本品には緑茶フッ素が含まれます。緑茶フッ素には歯の再石灰化
を促進し、歯の表面を改善してむし歯の原因となる酸に溶けにくい
状態にすることで歯を丈夫で健康にする機能が報告されていま
す。

2021/4/13 販売休止中

F550 2020/10/21 株式会社ファイン 玄米スープＢＧ（ビージー）
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。イヌリンには糖の吸収を抑えるこ
とで、食後の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。

チェックなし
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F551 2020/10/22
株式会社元気プロジェ
クト

元気の健康味噌汁
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。

2021/4/14 販売中

F552 2020/10/22 株式会社ファイン 血流×血圧　スティック
加工食品(そ
の他)

GABA、モノグルコシルへ
スペリジン

本品にはGABA、モノグルコシルヘスペリジンが含まれます。
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。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。

2021/4/9 販売中

F553 2020/10/22
株式会社ディー・ジョイ
ン

毎日気にして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、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。

2021/8/4 販売中

F554 2020/10/22 日清フーズ株式会社 もち麦リゾット　トマトソース
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や糖の吸
収を抑えて、食後の血中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。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。

2021/8/10 販売中

F555 2020/10/22 日清フーズ株式会社 もち麦リゾット　チーズ
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や糖の吸
収を抑えて、食後の血中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。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。

2021/8/10 販売中

F556 2020/10/22
株式会社日本予防医学
研究所

ヒハツ
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。

2021/7/15 販売休止中

F557 2020/10/22 キユーピー株式会社
キユーピー　アマニ油入り和風
ドレッシング

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。

2021/3/12 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F558 2020/10/22 キユーピー株式会社
キユーピー　アマニ油入りイタリ
アンドレッシング

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。

2021/3/12 販売休止中

F559 2020/10/23 ユニキス株式会社 イチョウ葉ＵＱ（ユーキュー）８０
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、脳の血流を改善することで、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。

2021/4/16 販売休止中

F560 2020/10/23 株式会社エキワ
ＲＥＮＥＷ　ＢＯＤＹ（リニューボ
ディ）

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。ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならび
に二量体は運動時に生じる一過性の身体的な疲労感を軽減する
機能が報告されています。運動時の一時的な身体的疲労を自覚
している方に適した食品です。

2021/4/22 販売休止中

F561 2020/10/23 源平製薬株式会社 ｉｃｈｉ－ｎｙｏ（イチニョ）
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、仕事や勉強などによる
一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、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、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、肌の乾燥
が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機
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）機能がある
ことが報告されています。

2021/4/22 販売中

F562 2020/10/23 株式会社三協
ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ヒハツ＆
末端体温とむくみ感

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、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告され
ています。また、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。

2021/4/15 販売休止中

F563 2020/10/23 プライム製薬合同会社 イソクエルシトリン睡眠サポート
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。

2021/2/16 チェックなし
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F564 2020/10/26
株式会社バイオテック
ジャパン

ロカゴ
加工食品(そ
の他)

還元難消化性デキストリ
ン

本品には還元難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
還元難消化性デキストリンは、食事の血糖値の上昇を穏やかにす
ることが報告されています。

2021/4/21 販売中

F565 2020/10/26 株式会社プレジール 目脳
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
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

本品に含まれる①②の成分は、それぞれ以下の機能が報告され
ています。
①【ビルベリー由来アントシアニン】手元のピント調整を助け、目の
疲労感を軽減する。
②【イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン】脳
血流を改善し、健常なご年配の認知機能の一部である記憶力（見
たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する。

2021/6/20 販売休止中

F566 2020/10/26 株式会社tattva
ｓｔｙｌｅ　ｒｅｆｏｒｍｅｒ（スタイル　リ
フォーマー）

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
が高めの方の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。

2021/4/27 販売休止中

F567 2020/10/26 株式会社伊藤園 抹茶入りお～いお茶　５２５ｍｌ
加工食品(そ
の他)

テアニン、茶カテキン

本品には、テアニン・茶カテキンが含まれます。テアニン・茶カテキ
ンには、年齢とともに低下する認知機能のうち、注意力（注意を持
続させて、一つの行動を続ける力）や判断力（判断の正確さや速
さ、変化する状況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機
能があることが報告されています。

2021/7/16 販売中

F568 2020/10/26 株式会社伊藤園 抹茶入りお～いお茶　６００ｍｌ
加工食品(そ
の他)

テアニン、茶カテキン

本品には、テアニン・茶カテキンが含まれます。テアニン・茶カテキ
ンには、年齢とともに低下する認知機能のうち、注意力（注意を持
続させて、一つの行動を続ける力）や判断力（判断の正確さや速
さ、変化する状況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機
能があることが報告されています。

2021/7/16 販売中

F569 2020/10/26 エコアライブ株式会社
おさかなの力　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、中性脂肪値を
下げる機能があることが報告されています。また中高年の方の加
齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持すること
が報告されています。
※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。

2021/4/21 販売中
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F570 2020/10/27 株式会社ＮＲＬファーマ
ラクトフェリンＤＸ（ディーエック
ス）

加工食品(サ
プリメント形
状)

ラクトフェリン
本品には腸溶加工したラクトフェリンが含まれるので、舌苔を減ら
すのに役立ちます。

2021/4/20 販売休止中

F571 2020/10/27
有限会社オトコーポレー
ション

納豆こうじ味噌スープ
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。血圧が高め
の方に適した食品です。

2021/4/19 販売中

F572 2020/10/27 株式会社健翔 桑葉青汁
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）は食事から摂取した脂肪の吸収
を抑えることや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、腸内環境を整えることにより（ビフィズス菌を増加させること
により）、おなかの調子を整え、便通を改善する機能があることが
報告されています。

2021/4/19 販売中

F573 2020/10/27
株式会社ナウカコーポ
レーション

食事の習慣
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）は食後の血糖値が上昇しやすい方の
食後血糖値の上昇や、食後の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。

チェックなし

F574 2020/10/27
株式会社ファーマフー
ズ

ＰｈａｒｍａＧＡＢＡ　Ｍｅｍｏｒｙ
（ファーマギャバメモリー）

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）、空間認知力（物の位置、形、向きなどを正確に把握す
る力）、論理的思考力（筋道を立てて物事を考え、答えを導き出す
力）、持続的注意力（注意を持続させながら、作業を続ける力）、
ワーキングメモリー（作業に必要な情報を整理し、短期的に記憶す
る力）を維持する機能、および中高齢者の活力（元気や活気がわ
いてくる気分）、心の健康（楽しくおだやかな気分でいること）を維
持する機能があることが報告されています。

2021/4/19 販売休止中

F575 2020/10/27
株式会社健やか総本舗
亀山堂

ワイルドマンゴーの力Ａ
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
な方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズ
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。

2021/4/6 販売中
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F576 2020/10/27 株式会社伊藤園
お～いお茶濃い茶　抹茶入り緑
茶　３４５ｍｌ

加工食品(そ
の他)

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。

2021/5/19 販売中

F577 2020/10/27
トヨタマ健康食品株式会
社

まるごと桑の葉
加工食品(そ
の他)

桑の葉由来イミノシュ
ガー

本品には桑の葉由来イミノシュガーが含まれます。桑の葉由来イ
ミノシュガーは、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる
血糖値を抑える機能が報告されています。

2021/5/28 販売中

F578 2020/10/28 株式会社ヤクルト本社 肝ファイン
加工食品(そ
の他)

紫サツマイモ由来アント
シアニン

本品には紫サツマイモ由来アントシアニンが含まれています。紫
サツマイモ由来アントシアニンには、健康な人の健常域でやや高
めの肝機能に関連する酵素（AST、γ-GTP）値の低下に役立つ機
能があることが報告されています。

2021/6/24 販売休止中

F579 2020/10/28
有限会社沖縄長生薬草
本社

キオクチャージ
加工食品(サ
プリメント形
状)

イチョウ葉フラボノイド配
糖体及びイチョウ葉テル
ペンラクトン

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

2021/7/19 販売中

F580 2020/10/28 株式会社Hongo らくみる
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、網膜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）や、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）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。

2021/3/2 販売中

F581 2020/10/28 ネクスト株式会社 大麦食パンβ－サポートＭｉｌｄ
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。

チェックなし

F582 2020/10/29
クロレラ食品ハック株式
会社

生きて腸まで届く乳酸菌飲料
加工食品(そ
の他)

Ｌ．カゼイ菌 （L.paracasei,
DSM19465株）

本品にはＬ．カゼイ菌 （L.paracasei, DSM19465株）が含まれ、腸内
環境を改善し、おなかの調子を整えます。おなかの調子が気にな
る方へお勧めです。

2021/5/14 販売中

F583 2020/10/29
ＳＢＩアラプロモ株式会
社

発芽玄米の底力
加工食品(そ
の他)

GABA、γ-オリザノール

本品はGABAを含みます。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。また本品は、血中の中性脂肪や総
コレステロールを低下させる機能が報告されている成分を含みま
す。

2021/4/21 販売中
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F584 2020/10/29
株式会社エルベ・プラン
ズ

わたしケア　眼・肩・腰
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、正
常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンやス
マートフォンの使用による目の疲労感を軽減することが報告されて
います。さらに、目の使用による肩や腰の負担を軽減することが報
告されています。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るのを
助ける機能性が報告されています。

2021/4/21 販売中

F585 2020/10/29 ライオン株式会社
ナイスリムサポート　エラグ酸の
チカラ

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、ウエストサイズ、内臓脂肪の減少を
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。

2021/4/21 販売中

F586 2020/10/29 プライム製薬合同会社
ＤＨＡ・ＥＰＡ（ディーエイチエー・
イーピーエー）中性脂肪サポー
ト

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。

2021/2/10 チェックなし

F587 2020/10/29
株式会社ヘルシープラ
ス

ナイシボーン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。

2021/4/21 販売中

F588 2020/10/29 株式会社龍泉堂 伝説の女神
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は肌の弾力を維持し、
肌の健康を守ることをサポート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。また、GABAは睡眠の質(眠
りの深さ)の改善に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートす
る機能が報告されています。

2021/8/12 販売中

F589 2020/10/30 株式会社タイヨーラボ
サンテアニン２００ＶＦ　Ｓ（ブイエ
フ　エス）

加工食品(サ
プリメント形
状)

L-テアニン

本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、認知機能の一
部である言語流暢性（言語情報を適切に素早く数多く思い出す
力）が低めの方の言語流暢性をサポートする機能が報告されてい
ます。

2021/4/22 販売休止中

F590 2020/10/30
株式会社日本予防医学
研究所

オリーブサプリ
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-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。

2021/7/15 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F591 2020/10/30
シャルーヌ化粧品株式
会社

ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　グッス
リード

加工食品(サ
プリメント形
状)

L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、睡眠の質を
高める（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。

2021/4/8 販売中

F592 2020/10/30 株式会社伊藤園
一番摘みのお～いお茶　さえみ
どりブレンド

加工食品(そ
の他)

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。

2021/4/8 販売中

F593 2020/10/30 井藤漢方製薬株式会社
クエン酸５０００スーパーチャー
ジ

加工食品(サ
プリメント形
状)

クエン酸
本品はクエン酸を含んでいます。クエン酸は継続摂取により、運動
後や日常生活の疲労感を軽減する働きがあることが報告されてい
ます。

2021/3/9 販売中

F594 2020/10/30 ラシェル製薬株式会社 快眠ラフマ
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。

2021/8/16 販売休止中

F595 2020/10/30 株式会社アクト ＨＡＱＶＩＳ（ハクビス）
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。

チェックなし

F596 2020/11/2
エフエムジー＆ミッショ
ン株式会社

お腹脂肪サポート
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はBMIが高めの方
の腹部の脂肪を減らす機能及び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報告されています。

2021/6/2 販売中

F597 2020/11/2
岐阜アグリフーズ株式
会社

奥美濃古地鶏　むね肉 生鮮食品 イミダゾールジペプチド
本品にはイミダゾールジペプチドが含まれます。イミダゾールジペ
プチドには、日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能がある
ことが報告されています。

2021/6/3 販売休止中

F598 2020/11/2
岐阜アグリフーズ株式
会社

清流美どり　むね肉 生鮮食品 イミダゾールジペプチド
本品にはイミダゾールジペプチドが含まれます。イミダゾールジペ
プチドには、日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能がある
ことが報告されています。

2021/5/3 販売休止中
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F599 2020/11/2 御木本製薬株式会社
ミキモト　コスメティックス　ホワ
イト　インナーブロック

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。

2021/4/5 販売中

F600 2020/11/4
株式会社アドバンスト・
メディカル・ケア

プラズマローゲン
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。

2021/5/6 販売休止中

F601 2020/11/4
株式会社常磐植物化学
研究所

ジンジャーウォーマーゴールド
加工食品(そ
の他)

ショウガ由来ポリフェノー
ル（6-ジンゲロール、6-
ショウガオール）

本品にはショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガ
オール）が含まれます。ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオール）は低温環境下で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。

2021/4/27 販売休止中

F602 2020/11/4 ファイテン株式会社 ファイテン　シボヘリーナα
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
の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズ
の緩やかな減少をサポートすることが報告されています。

2021/3/11 販売休止中

F603 2020/11/5 富士化学工業株式会社 サンシェード　アスタキサンチン
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、紫外線の刺激から肌を保護することを助ける機
能が報告されています。

2021/4/28 販売休止中

F604 2020/11/5 株式会社ピーチ・ジョン
トリプルスタイルＥＸ（イーエック
ス）

加工食品(サ
プリメント形
状)

エラグ酸、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフ
ラボン、パイナップル由来
グルコシルセラミド

本品には、エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、
パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。エラグ酸に
は、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径お
よび血中中性脂肪を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立
つことが報告されています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフ
ラボンには、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維
持に役立つことが報告されています。パイナップル由来グルコシ
ルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があるこ
とが報告されています。肌が乾燥しがちな人に適しています。

2021/4/28 販売中

F605 2020/11/6 富士市農業協同組合 富士みかん 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。

2021/4/29 販売中
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F606 2020/11/6 株式会社ZERO PLUS
ＷＨＩＴＥ　ＶＥＩＬ　ｐｒｅｍｉｕｍ（ホ
ワイトヴェール　プレミアム）

加工食品(サ
プリメント形
状)

アスタキサンチン、ルテイ
ン・ゼアキサンチン

本品には、アスタキサンチン、ルテイン・ゼア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。ルテイン・ゼ
アキサンチンは、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光
刺激から眼を保護する機能や、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。

2021/7/23 販売中

F607 2020/11/6 小岩井乳業株式会社
小岩井Ｃａ（シーエー）家族プラ
ズマ乳酸菌プラス

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。

2021/7/1 販売休止中

F608 2020/11/9 株式会社ZERO PLUS
ＷＨＩＴＥ　ＶＥＩＬ　ｐｒｅｍｉｕｍ　Ａ
（ホワイトヴェール　プレミアム
エー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

アスタキサンチン、ルテイ
ン・ゼアキサンチン

本品には、アスタキサンチン、ルテイン・ゼア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。ルテイン・ゼ
アキサンチンは、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光
のストレスから眼を保護する機能や、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。

2021/5/7 販売休止中

F609 2020/11/9 プライム製薬合同会社 ルテオリン尿酸値サポート
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。

2021/5/21 販売休止中

F610 2020/11/10 株式会社ZERO PLUS
ＷＨＩＴＥ　ＶＥＩＬ　ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｂ
（ホワイトヴェール　プレミアム
ビー）

加工食品(サ
プリメント形
状)

アスタキサンチン、ルテイ
ン・ゼアキサンチン

本品には、アスタキサンチン、ルテイン・ゼア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。ルテイン・ゼ
アキサンチンは、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光
のストレスから眼を保護する機能や、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。

2021/5/7 販売休止中

F611 2020/11/10 株式会社ブルックス
美穀菜　しっかり満足トマトスー
プ

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）は含まれます。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。

2021/5/7 販売中
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F612 2020/11/10 プライム製薬合同会社 ＧＡＢＡ（ギャバ）血圧サポート
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。

2021/2/10 チェックなし

F613 2020/11/11 株式会社バイオテック
プラス　ネクスト　サプリメント（Ｐ
ＬＵＳ　ＮＥＸＴ　ＳＵＰＰＬＥＭＥＮ
Ｔ）

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、冷寒時に末梢の血流を維持し、
末梢の体表温を維持する機能があることが報告されています。

2021/5/6 販売中

F614 2020/11/11 五洲薬品株式会社 アクティブサプライ＋（プラス）
加工食品(そ
の他)

クエン酸
本品はクエン酸を含んでいます。クエン酸は継続的摂取により、日
常の生活や運動後の疲労感を軽減する働きがあることが報告さ
れています。

2021/6/2 販売中

F615 2020/11/11
株式会社ナチュラル
ガーデン

良眠日和
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）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。

2021/8/23 販売中

F616 2020/11/11
株式会社ハーバー研究
所

水溶性食物繊維　１ｋｇ
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。また、おなか
の調子を整えて便通を改善することが報告されています。

2021/6/4 販売休止中

F617 2020/11/11
株式会社ハーバー研究
所

水溶性食物繊維　分包
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。また、おなか
の調子を整えて便通を改善することが報告されています。

2021/7/28 販売休止中

F618 2020/11/12 株式会社愛粧堂
保阪流極すらり生活（ホサカリュ
ウキワミスラリセイカツ）

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
が高めの方の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。

2021/8/18 販売中
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F619 2020/11/12 株式会社ECスタジオ
ＮａｔｕｒｅＳｈａｐｅ（ネイチャーシェ
イプ）１５６００

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。

2021/4/22 販売中

F620 2020/11/13
ヤクルトヘルスフーズ株
式会社

ナットウキナーゼプラスフコイダ
ン

加工食品(サ
プリメント形
状)

納豆菌由来ナットウキ
ナーゼ

本品には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。納豆菌由来
ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方
の血圧を下げる機能が報告されています。血圧が高めの方に適し
た食品です。

2021/5/31 販売中

F621 2020/11/13
ヤクルトヘルスフーズ株
式会社

ナットウキナーゼ
加工食品(サ
プリメント形
状)

納豆菌由来ナットウキ
ナーゼ

本品には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。納豆菌由来
ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方
の血圧を下げる機能が報告されています。血圧が高めの方に適し
た食品です。

2021/5/6 販売休止中

F622 2020/11/13
株式会社日本予防医学
研究所

アスタキサンチンサプリ
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、眼
のピント調節機能を助け（ぼやけを和らげ）、パソコンやスマート
フォンの使用による一時的な眼の疲労感および眼の使用による肩
や腰の負担を軽減することが報告されています。また、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（肌
の保湿力を維持する）機能があること、つまり肌のバリア機能（保
湿力）を維持することが報告されています。

2021/7/15 販売休止中

F623 2020/11/13 株式会社東洋新薬 プロシアニジン
加工食品(サ
プリメント形
状)

プロシアニジンB1及びB3
本品には、プロシアニジンB1及びB3が含まれるので、加齢ととも
に低下する血管の柔軟性（血管を締め付けた後の血管の拡張度）
維持に役立つ機能があります。

2021/5/6 販売休止中

F624 2020/11/13 株式会社やまちや 京のするり粒
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。

2021/7/20 販売中

F625 2020/11/13 株式会社元気生活 アップルシールド
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
ロシアニジンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性
が報告されています。

2021/5/6 販売休止中
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F626 2020/11/13
株式会社ECホールディ
ングス

ＧＩＮＧＥＲ　ＦＩＧＨＴ（ジンジャー
ファイト）１０

加工食品(サ
プリメント形
状)

還元型コエンザイム
Q10、ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボン

本品には還元型コエンザイムQ10、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。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には、日常
の生活で生じる一過性の身体的な疲労感や精神的な疲労感を軽
減する機能が報告されています。身体的、精神的な疲労を自覚し
ている方に適しています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラ
ボンは、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
脂肪を減らす機能が報告されています。

2021/4/16 販売休止中

F627 2020/11/13 株式会社明治
ヴァームスマートフィットパウ
ダーアップル風味

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。

2021/7/27 販売中

F628 2020/11/13
株式会社ビーアンドエ
ス・コーポレーション

プラズマローゲンハードカプセ
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。

2021/5/6 販売休止中

F629 2020/11/13
株式会社ヴィジョンステ
イト

コレステロック
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。

チェックなし

F630 2020/11/16 キューサイ株式会社 おやすみメンテ
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、GABA

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、
GABAが含まれています。ラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由来イ
ソクエルシトリンには、睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対
する満足感）の向上に役立つこと、GABAには、仕事や勉強などに
よる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があること
がそれぞれ報告されています。

2021/5/10 販売休止中

F631 2020/11/16 合同会社ＮＩＫＴＡ ネルリラ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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、一過性の作業ストレスによる精神的なストレス感をやわら
げることが報告されています。

2021/5/10 販売中
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F632 2020/11/16 株式会社Cloud Link ぐっすりん
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。

2021/5/16 販売中

F633 2020/11/17 株式会社サラダコスモ すっきり　ちこり茶
加工食品(そ
の他)

チコリ由来イヌリン

本品にはチコリ由来イヌリンが含まれています。チコリ由来イヌリン
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。さらに、チコリ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、お腹の調子を整え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
に適した飲料です。

2021/5/11 販売休止中

F634 2020/11/17 静香園製茶株式会社 べにふうき粉末緑茶
加工食品(そ
の他)

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。

2021/5/24 販売中

F635 2020/11/17 静香園製茶株式会社 べにふうき粉末緑茶　個分包
加工食品(そ
の他)

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。

2021/5/24 販売中

F636 2020/11/17 静香園製茶株式会社 べにふうき緑茶　ティーバッグ
加工食品(そ
の他)

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。

チェックなし

F637 2020/11/17 花王株式会社
ヘルシアＷ　いいこと巡り　コー
ヒー風味

加工食品(そ
の他)

コーヒー豆由来クロロゲ
ン酸類

本品はコーヒー豆由来クロロゲン酸類を含みます。
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、BMIが高めの方の内臓脂肪
を減らす機能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。

2021/4/8 販売休止中

F638 2020/11/17 花王株式会社
ヘルシアＷ　いいこと巡り　黒豆
茶風味

加工食品(そ
の他)

コーヒー豆由来クロロゲ
ン酸類

本品はコーヒー豆由来クロロゲン酸類を含みます。
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、BMIが高めの方の内臓脂肪
を減らす機能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。

2021/4/8 販売休止中
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F639 2020/11/17 常盤薬品工業株式会社 羊羹
加工食品(そ
の他)

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及び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（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。また、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。本品はLDL（悪玉）コレステロールが気になる方、血圧が
高めの方に適した食品です。

2021/5/10 販売休止中

F640 2020/11/18 株式会社全日本通販 血糖セーブ菊芋粒
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。

2021/5/11 販売中

F641 2020/11/18
ピルボックスジャパン株
式会社

ｏｎａｋａＷ（おなかダブル）
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）、植物性乳酸菌K-1
（L.casei 327）

・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が気
になる方やウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
・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、便通を改善する機能があるこ
とが報告されています。

2021/4/21 販売中

F642 2020/11/19 花王株式会社 ヘルシア　ｍｙ（マイ）リズムａ
加工食品(そ
の他)

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、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。
クエン酸には、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減する
機能があることが報告されています。

2021/8/2 販売中

F643 2020/11/19 花王株式会社 ヘルシアＷ　いいこと巡り茶
加工食品(そ
の他)

コーヒー豆由来クロロゲ
ン酸類

本品はコーヒー豆由来クロロゲン酸類を含みます。
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、BMIが高めの方の内臓脂肪
を減らす機能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。

2021/4/28 販売休止中
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F644 2020/11/19 ライオン株式会社
腸まで届ける　ナイスリムエッセ
ンス　ラクトフェリン　葛の花プレ
ミアム

加工食品(サ
プリメント形
状)

ラクトフェリン、葛の花由
来イソフラボン（テクトリゲ
ニン類として）

本品にはラクトフェリン、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。ラクトフェリンは、肥満気味な方の内臓脂肪
を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立つことが報告されて
います。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）は、肥満
気味な方の、体重、内臓脂肪、腹部皮下脂肪、ウエストサイズを減
らすのを助ける機能があることが報告されています。BMIが高めの
方、肥満気味でおなかの脂肪が気になる方やウエストサイズが気
になる方に適した食品です。

2021/8/11 販売中

F645 2020/11/19
インフィニティー株式会
社

げんびプレミアム
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、GABA(γ-アミ
ノ酪酸)

本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸とGABA(γ-アミノ酪
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。GABA(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。血圧が高めの方に適した食品です。

2021/5/12 販売中

F646 2020/11/20 サンエイ糖化株式会社 マルトビオン酸Ｃａ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、
食事に含まれる鉄、カルシウムやマグネシウムの吸収を促進する
機能があることが報告されています。

2021/5/13 販売休止中

F647 2020/11/20 キューサイ株式会社 腰サポートＥＸ（イーエックス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

アスタキサンチン、ヒハツ
由来ピペリン類

本品には、アスタキサンチン、ヒハツ由来ピペリン類が含まれるた
め、日常生活中の中腰・前かがみ時に生じる腰の不快感を軽減す
る機能があります。

2021/5/13 販売休止中

F648 2020/11/20
株式会社エースベーカ
リー

蒟蒻ゼリー　プラス肌の潤いケ
ア

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ていま
す。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を
逃がしにくくする機能があることが報告されています。肌が乾燥し
がちな人に適しています。

2021/7/6 販売休止中
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F649 2020/11/20 伊藤忠商事株式会社
ＥＰＡ＋ＤＨＡ（イーピーエープラ
スディーエイチエー）

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。また、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。

2021/5/13 販売中

F650 2020/11/20 薬糧開発株式会社 善快
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-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。

2021/5/13 販売休止中

F651 2020/11/21
カゴメアグリフレッシュ
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。

2021/6/9 販売中

F652 2020/11/24 タカノ株式会社 脳活ジオスゲニン
加工食品(サ
プリメント形
状)

ジオスゲニン
本品には、ジオスゲニンが含まれます。ジオスゲニンには、健常な
中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能を維持する機能があ
ります。

チェックなし

F653 2020/11/24 株式会社ラメール 快適ウォーク
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。

2021/3/17 販売中

F654 2020/11/24 サンエイ糖化株式会社
“難消化性オリゴ糖”マルトビオ
ン酸ゼリー

加工食品(そ
の他)

マルトビオン酸

本品には難消化性オリゴ糖「マルトビオン酸」が含まれています。
マルトビオン酸には、食事に含まれる鉄・カルシウム・マグネシウ
ムの吸収を促進する機能や、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。

2021/5/13 販売休止中
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F655 2020/11/25
株式会社セイユーコー
ポレーション

ロコモＧ（ジー）ネット
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、健常な中高年のひ
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ています。

2021/7/19 販売中

F656 2020/11/25 桜華株式会社 ウエストキュート
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
ロシアニジンには肥満気味な方の、体脂肪・内臓脂肪・ウエストサ
イズを減らし、体重の減少をサポートし高めのBMIを低下させる機
能が報告されています。BMIが高めの方に適した食品です。

2021/8/4 販売中

F657 2020/11/25 株式会社ラメール メタストップ
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が高めの
方の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。

2021/3/22 販売中

F658 2020/11/25 日清ヨーク株式会社 十勝のむヨーグルト　白桃
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。

2021/7/21 販売休止中

F659 2020/11/25 アサヒ飲料株式会社 強炭酸水プラス　４９０ｍｌ
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、食事の脂肪の吸収や、血糖値
が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能が報告さ
れています。

2021/8/5 販売中

F660 2020/11/26
株式会社ディーエイチ
シー

ねむリラク
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、ヒハツ由来ピペリン類

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、ヒ
ハツ由来ピペリン類が含まれます。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）を高める機能が報告されています。
ヒハツ由来ピペリン類には、冷えにより低下した末梢血流を正常に
整え、冷えによる末梢(手)の体温（皮膚表面温度）の低下を軽減す
る機能が報告されています。

2021/5/19 販売休止中
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F661 2020/11/26 森永乳業株式会社
毎朝爽快Ｌｉｇｈｔ（ライト）　ピーチ
レモネード味

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、胃や
小腸で分解、吸収されることなくそのまま大腸に届き、腸内環境を
良好にする（善玉菌の代表であるビフィズス菌を増やしたり割合を
高めたりする）機能や、お通じを増やす（排便回数を増やす）機能
があることが報告されています。

2021/6/2 販売中

F662 2020/11/26 株式会社ニュートネクス
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭ
Ｂ（エイチエムビー）ゼリー

加工食品(そ
の他)

ＨＭＢ（別名として、3-ヒド
ロキシ-3-メチルブチレー
ト）

本品には、ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）
が含まれます。ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレー
ト）には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠かせない
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。

2021/5/16 販売中

F663 2020/11/26 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　レモン

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、食事の脂肪の吸収や、血糖値
が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能が報告さ
れています。

2021/5/26 販売休止中

F664 2020/11/26 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　ピンクグレープフルーツ

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、食事の脂肪の吸収や、血糖値
が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能が報告さ
れています。

2021/5/26 販売休止中

F665 2020/11/27 森永乳業株式会社 毎朝爽快　オリゴで腸活
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、胃や
小腸で分解、吸収されることなくそのまま大腸に届き、腸内環境を
良好にする（善玉菌の代表であるビフィズス菌を増やしたり割合を
高めたりする）機能や、お通じを増やす（排便回数を増やす）機能
があることが報告されています。

2021/6/2 販売中

F666 2020/11/27 株式会社明治
ヴァームスマートフィットウォー
ター　グレープフルーツ風味

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。

2021/7/27 販売中
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F667 2020/11/27 株式会社日本薬健 センナ茎茶
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、食事に含まれる脂肪や糖の吸
収を抑え、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能が報告
されています。食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適
した食品です。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。

2021/6/21 販売中

F668 2020/11/28 株式会社オーガランド ヘルスイッチａ
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。

2021/5/21 販売中

F669 2020/11/30
三重県漁業協同組合連
合会

伊勢黒潮まだい 生鮮食品 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。

2021/5/25 販売中

F670 2020/11/30
キューオーエル・ラボラ
トリーズ株式会社

ＣＨＯＵ・素肌マネージメント
（チョウ・スハダマネージメント）

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。

2021/5/24 販売休止中

F671 2020/11/30 株式会社燦樹
高純度　水溶性食物繊維　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ています。イヌリンは食後の血糖値の
上昇をゆるやかにすることが報告されています。また、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。さらに、イヌリン
は善玉菌として知られているビフィズス菌を増やし、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が報告さ
れています。

2021/6/19 販売中

F672 2020/11/30 株式会社三協 健視計画
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などの作
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、目の一時的な疲労感や不快感を軽減する機能が報告されて
います。

2021/7/12 販売休止中

F673 2020/12/1 株式会社ミールケア
食物せんいをプラスした爽健食
パン

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
デキストリンには、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、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。

チェックなし
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F674 2020/12/1
日本フーズケミカル株
式会社

イヌリンのめぐり
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。イヌリンは食後の血糖値の
上昇をゆるやかにすることが報告されています。さらにイヌリンは
善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの
調子を整え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、おなかの調子を整えたい方に適した食品です。

2021/5/24 販売休止中

F675 2020/12/2 花王株式会社 リファイン　脳キレイ
加工食品(サ
プリメント形
状)

コーヒー豆由来クロロゲ
ン酸類

本品にはコーヒー豆由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー
豆由来クロロゲン酸類には、睡眠の質（夜中の中途覚醒時間を減
らす・起きた時の疲労感を減らす）を高める機能と、加齢によって
衰える認知機能の一部である、実行機能（状況に応じて適切に注
意を切り替える力）、認知機能速度（複雑な視知覚情報を認識し、
応答し、運動協調する力）をサポートすることが報告されていま
す。

2021/3/18 販売休止中

F676 2020/12/2 日本酪農協同株式会社 毎日ヨーグルトプレーン
加工食品(そ
の他)

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。

2021/3/5 販売中

F677 2020/12/2
株式会社韓国糖調唐辛
子生産者連合会

糖調唐辛子 生鮮食品 ルテオリン
本品にはルテオリンが含まれています。ルテオリンには食後の血
糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。

2021/3/26 販売中

F678 2020/12/2 エコアライブ株式会社 健眠革命ギャバゴールド
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）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
能があることが報告されています。

2021/5/25 販売中

F679 2020/12/3 株式会社くらこん とろろ酢
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。

2021/6/2 販売中

F680 2020/12/3 小林製薬株式会社 ナットウキナーゼさらさら粒
加工食品(サ
プリメント形
状)

納豆菌由来ナットウキ
ナーゼ

本品には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。納豆菌由来
ナットウキナーゼは、血流（末梢）を改善することで血圧が高めの
方の血圧を下げる機能が報告されています。血圧が高めの方に
適した食品です。

2021/7/26 販売中
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F681 2020/12/3 小林製薬株式会社 ナイシヘルプ
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。

2021/7/26 販売中

F682 2020/12/3
株式会社エル・エスコー
ポレーション

記憶の番人
加工食品(サ
プリメント形
状)

エルゴチオネイン

本品にはエルゴチオネインが含まれます。抗酸化作用をもつエル
ゴチオネインは継続的な摂取により、中高年の方の記憶力（人や
物の名前などを記憶し、後から呼び起こす能力）及び注意力（物事
に対して注意を集中して持続させる能力）を維持する機能がありま
す。

2021/4/22 販売中

F683 2020/12/3
ＳＢＩアラプロモ株式会
社

アラプラス　糖ダウン　アラシア
加工食品(サ
プリメント形
状)

5-アミノレブリン酸リン酸
塩、サラシア由来サラシ
ノール

本品は5-アミノレブリン酸リン酸塩（ALA）とサラシア由来サラシ
ノールを含みます。ALAは高めの空腹時血糖値を正常に近づける
ことをサポートし、食後血糖値の上昇を穏やかにする事が報告さ
れています。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穏やかにする事が報告されて
います。血糖値が高めの方や糖質が多い食事を摂りがちな方に
適しています。

2021/4/23 販売休止中

F684 2020/12/3
ナチュラルレインボー株
式会社

スルーラクト
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。

2021/6/7 販売中

F685 2020/12/3 株式会社メタボリック フォースリープレミアム
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機能、BMIが高
めの方の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。

2021/6/30 販売休止中
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F686 2020/12/4 三生医薬株式会社 健歩計画
加工食品(サ
プリメント形
状)

黒ショウガ由来5,7-ジメト
キシフラボン、黒ショウガ
由来5-ヒドロキシ-7-メト
キシフラボン

本品には、黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボン、黒ショウガ由来
5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンが含まれます。黒ショウガ由来
5,7-ジメトキシフラボン、黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフ
ラボンには、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維
持に役立つことが報告されています。

2021/5/27 販売休止中

F687 2020/12/4 アピ株式会社 セラミドピュアウォーター
加工食品(そ
の他)

こんにゃく由来グルコシ
ルセラミド

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

2021/5/27 販売休止中

F688 2020/12/4 常盤薬品工業株式会社 すや睡眠
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。

2021/3/17 販売休止中

F689 2020/12/7 シオノケミカル株式会社 ひざ楽茶
加工食品(そ
の他)

N-アセチルグルコサミン

本品にはN-アセチルグルコサミンが含まれます。
N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ
関節の悩みを改善することが報告されています。
また、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立つことが報告さ
れています。

2021/7/1 販売中

F690 2020/12/7 株式会社メディワン 乳酸菌プラス２２
加工食品(サ
プリメント形
状)

有胞子性乳酸菌(Bacillus
coagulans SANK70258)

本品は有胞子性乳酸菌(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。

2021/7/11 販売中

F691 2020/12/7 井藤漢方製薬株式会社 ウエイトシェイプ
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、ウエスト周囲径、体脂肪、内臓脂肪、血中中性脂肪の減少
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。

2021/5/31 販売休止中

F692 2020/12/7 株式会社生活の木 １５０種の素材　火の力
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。

2021/3/10 販売中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F693 2020/12/7
株式会社ヴィワンアーク
ス

ＬＵＭＩＮＯＵＳ　ＢＬＯＣＫ（ルミナ
スブロック）

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。

2021/5/31 販売中

F694 2020/12/7 花王株式会社 ヘルシア　ｍｙ（マイ）リズムｓ
加工食品(そ
の他)

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、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。
クエン酸には、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減する
機能があることが報告されています。

2021/6/11 販売中

F695 2020/12/8
株式会社ライフ・クオリ
テイ研究所

コルマータＱ１０Ｖ（キューテンブ
イ）

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。還元型コエンザ
イムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減
する機能があることが報告されています。

2021/6/4 販売中

F696 2020/12/8 健創製薬株式会社
ＧＯＬＤＡＹ　ＯＮ（ゴールデイ　オ
ン）

加工食品(サ
プリメント形
状)

ローズヒップ由来ティリロ
サイド、モノグルコシルヘ
スペリジン

本品にはローズヒップ由来ティリロサイド、モノグルコシルヘスペリ
ジンが含まれます。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。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）を改善し、体温（末梢体温）を保つ機能があることが報告さ
れています。

2021/6/11 販売中

F697 2020/12/8 佐藤製薬株式会社 サトウアクティブゼリー
加工食品(そ
の他)

GABA

本品にはGABAが含まれます。GABAには、一時的な活気・活力感
（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、活気がわいてくるなど）の低下を軽減す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ことが報告されています。

2021/4/12 販売中

F698 2020/12/8
株式会社日本予防医学
研究所

ヒハツサプリ
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、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告され
ています。

2021/7/15 販売休止中

F699 2020/12/8
株式会社日本予防医学
研究所

ヒハツ生活
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、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告され
ています。

2021/7/15 販売休止中
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F700 2020/12/9 株式会社りぶメール 魚ＤＥ（で）さらら
加工食品(サ
プリメント形
状)

ＤＨＡ・ＥＰＡ

本品には DHA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。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。

2021/8/5 販売中

F701 2020/12/9 日清ヨーク株式会社 ピルクル＋α（プラスアルファ）
加工食品(そ
の他)

イヌリン、乳酸菌NY1301
株

本品にはイヌリンと乳酸菌NY1301株が含まれています。イヌリン
は血中中性脂肪を下げる機能、食後の血糖値の上昇をゆるやか
にする機能、乳酸菌NY1301株は腸内環境を改善し、おなかの調
子を良好に保つ機能が報告されています。

2021/4/7 販売中

F702 2020/12/9 株式会社GT シックスダウン
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。エラグ酸には、肥満気味な方
の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪
を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立つことが報告され
ています。

2021/4/15 販売休止中

F703 2020/12/9 株式会社ＩＨＭ 夢眠の雫
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があることが報告されています。

2021/7/15 販売中

F704 2020/12/10
株式会社中一メディカ
ル

トリプルクリアＮｅｏ（ネオ）
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、ルテイ
ン、ゼアキサンチン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テル
ペンラクトン及びルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。イチョウ
葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、
中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを
覚え、思い出す能力）を維持することが報告されています。ルテイ
ン、ゼアキサンチンは、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、良質な睡眠、目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。

2021/7/15 販売中

F705 2020/12/10 株式会社Hongo カロリケア
加工食品(そ
の他)

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。

2021/6/2 販売中
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F706 2020/12/10 株式会社MARS ターミナリアファイン
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。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。

2021/6/9 販売中

F707 2020/12/10
株式会社エーエルジャ
パン

ＮアセチルグルコサミンロコモＤ
Ｘ（ディーエックス）

加工食品(サ
プリメント形
状)

N-アセチルグルコサミ
ン、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N-アセチルグルコサミンと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ています。N-アセチルグルコサミンは、ひざ
関節の動きの悩みを改善することが報告されています。歩行や階
段の昇り降り時に、ひざ関節が気になる方に適しています。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足
の筋力に作用することにより、中高年の歩く力を維持することが報
告されています。

2021/3/4 販売休止中

F708 2020/12/11 日清ヨーク株式会社 ピルクル４００Ｌｉｇｈｔ（ライト）
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。

2021/7/16 販売中

F709 2020/12/11 金印株式会社 おろし本山葵
加工食品(そ
の他)

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。

2021/6/10 販売休止中

F710 2020/12/11
株式会社ノースカラー
ズ

ライフスマート　チョコレート　記
憶力

加工食品(そ
の他)

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。

2021/6/3 販売中

F711 2020/12/11
株式会社ノースカラー
ズ

ライフスマート　チョコレート　快
眠

加工食品(そ
の他)

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。

2021/6/3 販売中

F712 2020/12/11 株式会社武蔵野
もち麦もっちり！梅こんぶおむ
すび

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。

2021/6/4 販売休止中
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F713 2020/12/11
ビーエイチエヌ株式会
社

からだあったか　ツバキ
加工食品(サ
プリメント形
状)

カメリアサポニンＢ２

本品にはカメリアサポニンB2が含まれます。カメリアサポニンB2
は、末梢部位の血流を改善することにより、気温や室温が低い時
などの冷えにより低下した末梢部位の体温を回復する機能がある
ことが報告されています。

2021/6/3 販売休止中

F714 2020/12/11 株式会社明治
ヴァームスマートフィットウォー
ター　栄養ドリンク風味

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。

2021/6/4 販売中

F715 2020/12/11
エフエムジー＆ミッショ
ン株式会社

プラズマローゲン　アドバンスト
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。

2021/6/10 販売休止中

F716 2020/12/11 株式会社ＭＥＪ ヨーグレナ
加工食品(そ
の他)

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）は生
きて腸まで届き、便秘傾向者の便通を改善する機能が報告されて
います。

2021/6/25 販売中

F717 2020/12/11 株式会社タイヨーラボ プレミアムカテキン糖脂
加工食品(サ
プリメント形
状)

茶カテキン、エピガロカテ
キンガレート（EGCg）

本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには肥満気味の方
の内臓脂肪を低下させる機能があることが報告されています。本
品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。

2021/6/3 販売中

F718 2020/12/12
株式会社マリンフレッ
シュ

ねぎとろ丼用まぐろたたき
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
糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。

2021/6/4 販売中

F719 2020/12/14 江崎グリコ株式会社
メンタルバランスチョコレートＧＡ
ＢＡ（ギャバ）＜ミルク＞　スタン
ドパウチ

加工食品(そ
の他)

γ-アミノ酪酸
本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、仕事や
勉強等による、一時的・心理的なストレスの低減機能があることが
報告されています。

2021/6/7 販売休止中

F720 2020/12/14 江崎グリコ株式会社
メンタルバランスチョコレートＧＡ
ＢＡ（ギャバ）＜ビター＞　スタン
ドパウチ

加工食品(そ
の他)

γ-アミノ酪酸
本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、仕事や
勉強等による、一時的・心理的なストレスの低減機能があることが
報告されています。

2021/6/7 販売休止中
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F721 2020/12/14
雪印メグミルク株式会
社

ベジサポ　速菜チャージ　青汁
ミックス　１００ｍｌ

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
機能があることが報告されています。

2021/5/19 販売休止中

F722 2020/12/14
雪印メグミルク株式会
社

ベジサポ　速菜チャージ　野菜
＆フルーツミックス　１００ｍｌ

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
機能があることが報告されています。

2021/5/19 販売休止中

F723 2020/12/15
水橋保寿堂製薬株式会
社

ブラックジンジャーカプセル
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

本品はブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンを含んでいるの
で、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、肥満気味の方のＢＭＩやウエスト周囲径を減らすの
を助ける機能があります。

2021/6/8 販売休止中

F724 2020/12/15 株式会社ニュートネクス
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭ
Ｂ（エイチエムビー）ゼリー（２本
入）

加工食品(そ
の他)

ＨＭＢ（別名として、3-ヒド
ロキシ-3-メチルブチレー
ト）

本品には、ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）
が含まれます。ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレー
ト）には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠かせない
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。

2021/5/16 販売中

F725 2020/12/16
株式会社エルベ・プラン
ズ

はずみケア
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、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。

2021/6/8 販売中

F726 2020/12/16 株式会社ＫＩＹＯＲＡ ウエストクレンズ
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、肥満気味の方のお腹ま
わりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサ
ポートし、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。

2021/6/25 販売休止中

F727 2020/12/16 株式会社ＫＩＹＯＲＡ ウエストスリム
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、肥満気味の方のお腹ま
わりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサ
ポートし、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。

チェックなし
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F728 2020/12/16 ニコニコ理研有限会社
兆に届く乳酸菌ｎＥＦ　ＥＸ（エヌ
イーエフ　イーエックス）

加工食品(サ
プリメント形
状)

Enterococcus faecalis
KH2株 (ナノ型乳酸菌
nEF)

本品にはEnterococcus faecalis KH2株 (ナノ型乳酸菌nEF) が含
まれます。Enterococcus faecalis KH2株 (ナノ型乳酸菌nEF) は、
便秘気味の方の腸内の酪酸産生菌の割合を増加させることにより
腸内環境を改善し、便通改善に役立つことが報告されています。

チェックなし

F729 2020/12/16 株式会社健美舎 楽美健快　ジンウォーム
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、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。また、
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。

2021/6/8 販売休止中

F730 2020/12/16 日清ヨーク株式会社 十勝のむヨーグルト　レモン
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。

2021/7/21 販売休止中

F731 2020/12/16
エムジーファーマ株式
会社

糖質注意報ａ
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。

2021/8/6 販売中

F732 2020/12/17 三生医薬株式会社 健筋計画
加工食品(そ
の他)

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
が報告されています。

2021/7/15 販売休止中

F733 2020/12/17 富士化学工業株式会社 アスタキサンチン　ドリンク
加工食品(そ
の他)

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、肌の水分量と肌の弾力を維持することで、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。

2021/4/28 販売休止中

F734 2020/12/17 デリア食品株式会社
カラダを想うメニュー　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。

2021/5/25 販売休止中

F735 2020/12/18 株式会社元気生活 アップルサプリメント
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
ロシアニジンには肥満気味な方の高めのBMIを減らすのを助ける
機能が報告されています。

2021/6/10 販売休止中
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F736 2020/12/18 三生医薬株式会社 健労計画
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。ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならび
に二量体は日常生活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減す
る機能が報告されています。日常生活での一時的な身体的疲労
を自覚している方に適した食品です。

2021/7/14 販売休止中

F737 2020/12/18 江崎グリコ株式会社
メンタルバランスチョコレートＧＡ
ＢＡ（ギャバ）＜ミルク＞　小袋

加工食品(そ
の他)

γ-アミノ酪酸
本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、仕事や
勉強等による、一時的・心理的なストレスの低減機能があることが
報告されています。

2021/6/17 販売休止中

F738 2020/12/18
株式会社日本予防医学
研究所

ＧＡＢＡ＋Ｓ（ギャバプラスエス）
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。

2021/7/15 販売休止中

F739 2020/12/19 株式会社マエダ ＧＡＢＡごはん
加工食品(そ
の他)

大麦由来β-グルカン、
GABA

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。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。

2021/6/11 販売中

F740 2020/12/21 株式会社小谷穀粉 ＯＳＫ（オーエスケー）粉末桑茶
加工食品(そ
の他)

桑由来モラノリン
本品は、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を緩やかにする機
能があることが報告されている桑由来の成分が含まれています。

2021/7/28 販売休止中

F741 2020/12/21
株式会社ヘルシープラ
ス

血圧ケアタブレット
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。

2021/4/21 販売中

F742 2020/12/21 合同会社ＮＩＫＴＡ シボカット
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。

2021/5/10 販売中

F743 2020/12/21
株式会社エルベ・プラン
ズ

わたしケアコレステロール
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）の酸化を抑制させることが報告
されています。本品は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。

2021/6/8 販売中
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F744 2020/12/22
機能性食品開発研究セ
ンター株式会社

レスベラトロールアドバンスト
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

2021/6/21 販売中

F745 2020/12/23 株式会社アイファーム ファイトベジブロッコリー 生鮮食品
スルフォラファングルコシ
ノレート

本品にはスルフォラファングルコシノレートが含まれます。スルフォ
ラファングルコシノレートには健康な中高年の方の、健常域でやや
高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があることが
報告されています。ALT値は、肝臓の健康状態を示す指標の一つ
です。

2021/6/15 販売休止中

F746 2020/12/23 株式会社三協
ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）オリーブ
＆コレステロール

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。

2021/6/15 販売休止中

F747 2020/12/23 株式会社ＴＢＣ ＦＢ（エフビー）ドリンクＲ
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。

2021/7/20 販売中

F748 2020/12/23 株式会社エーエフシー めぐみのルテイン３０
加工食品(サ
プリメント形
状)

ルテイン、ゼアキサンチ
ン、GABA

本品にはルテイン、ゼアキサンチンとGABAが含まれます。ルテイ
ン、ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素密度の増加によるブ
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
すみの軽減によりくっきり見る力）を改善し、目の調子を整えること
が報告されています。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軽減する機能があることが報告されてい
ます。

2021/5/24 販売中

F749 2020/12/24 株式会社アカシアの樹 オメガのめぐり
加工食品(サ
プリメント形
状)

DHA、EPA

本品にはＤＨＡとＥＰＡが含まれます。ＤＨＡには、中高年の方の加
齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力を維
持、サポートする機能があることが報告されています。（記憶力：数
に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：数字や文字の情報
を認識し、次の行動にうつす力。）ＤＨＡとＥＰＡには、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。

2021/4/26 販売休止中

F750 2020/12/25
株式会社セイユーコー
ポレーション

セイユー　アンセリンヘルス
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、血清尿酸値が健
常領域で高め（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。

2021/6/25 販売中
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F751 2020/12/25 株式会社リフレ リフレのぐっすりずむｂ
加工食品(サ
プリメント形
状)

L-テアニン

本品に含まれるL-テアニンは、睡眠の質をすこやかに改善（睡眠
効率＜就床時間中の睡眠の割合＞を上げ、すっきりとした目覚め
と起床時の眠気・疲労感の軽減に役立つ）するとともに、一過性の
作業などによるストレス（精神的負担）を和らげる機能が報告され
ています。

2021/8/4 販売中

F752 2020/12/25
アサヒグループ食品株
式会社

ビオマインコートタイプ
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

本品には枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株が含まれます。
枯草菌C-3102株には、腸内にもともといる善玉菌（ビフィズス菌、
酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）を整えること
が報告されています。

2021/6/15 販売中

F753 2020/12/25 株式会社ミカレア 肌潤セラミド
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

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）を逃がしに
くくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めることが報告されていま
す。肌の乾燥が気になる方に適しています。

2021/6/18 販売中

F754 2020/12/25 株式会社スクロール
目の疲れによるピント調節にブ
ルーベリー

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

2021/4/19 販売中

F755 2020/12/25 株式会社スクロール
内臓脂肪を減らすブラックジン
ジャー

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、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。

2021/4/19 販売中

F756 2020/12/25 江崎グリコ株式会社

メンタルバランスチョコレートＧＡ
ＢＡ（ギャバ）ｆｏｒ　Ｓｌｅｅｐ（フォー
スリープ）＜甘さひかえめビター
＞

加工食品(そ
の他)

γ-アミノ酪酸
本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、睡眠の
質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があ
ることが報告されています。

2021/6/17 販売休止中

F757 2020/12/25 日本水産株式会社
さっと飲めるＮーアセチルグルコ
サミンＧ

加工食品(そ
の他)

N-アセチルグルコサミン

本品には N-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチルグ
ルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを
改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持
に役立つ機能があることが報告されています。 ※関節軟骨は膝・
足首・肘・手指などの関節に存在します。

2021/7/5 販売休止中
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F758 2020/12/25 日本水産株式会社
かんで食べるＮーアセチルグル
コサミンＧ

加工食品(そ
の他)

N-アセチルグルコサミン

本品には N-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチルグ
ルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを
改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持
に役立つ機能があることが報告されています。 ※関節軟骨は膝・
足首・肘・手指などの関節に存在します。

2021/7/5 販売休止中

F759 2020/12/25
アサヒグループ食品株
式会社

ミンティアエクスケア　デンタル
プラス　ペパーミント

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)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。

2021/3/25 販売休止中

F760 2020/12/25 株式会社東洋新薬 葛花・ルイボス茶
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。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。

2021/6/17 販売中

F761 2020/12/26 プリセプト株式会社 カテキン減肥緑茶
加工食品(そ
の他)

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）を減少させ、体重の減少をサ
ポートし、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。

2021/7/21 販売中

F762 2020/12/28 株式会社峯樹木園 健桑茶
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）には食後の血糖値が上がりやすい方
の食後血糖値上昇や、食後の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おだやかにする機能が報告されており、食
後の血糖値の上昇や血中中性脂肪の高さが気になる方に適して
います。

2021/6/21 販売中

F763 2020/12/28 株式会社マンナンライフ
マンナンＧＯ（ゴー）　セラミド＋
（プラス）

加工食品(そ
の他)

こんにゃく由来グルコシ
ルセラミド

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

2021/6/21 販売休止中

F764 2020/12/28 株式会社基理 キポフェン
加工食品(サ
プリメント形
状)

キウイ由来プロシアニジ
ン

本品にはキウイ由来プロシアニジンが含まれます。キウイ由来プ
ロシアニジンは 食事による脂肪の吸収を抑えることで、食後の中
性脂肪の上昇を抑える機能が報告されています。

2021/6/22 販売休止中
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F765 2020/12/28
株式会社ECホールディ
ングス

ＰＵＲＵＲＩ　ＮＩＧＨＴ（プルリナイ
ト）

加工食品(サ
プリメント形
状)

植物性乳酸菌K-1（L.
casei 327）、GABA

本品には植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）、GABAが含まれます。
植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維持する機能
が報告されています。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報告されており、肌の乾燥が気になる方に
適しています。さらに、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報告

2021/6/21 販売中

F766 2020/12/28 株式会社基理
ＤＨＡ＋（ディーエイチエープラ
ス）ルテイン

加工食品(サ
プリメント形
状)

DHA、EPA、ルテイン

本品には DHA・EPAとルテインが含まれます。DHA・EPAには中性
脂肪を低下させる機能があることが報告されています。また、DHA
には、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。ルテインは眼の
黄斑色素量を高める働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から
眼を守り、かすみやぼやけ(コントラスト感度)の改善によって、視覚
機能を維持する機能が報告されています。

チェックなし

F767 2020/12/28 味覚糖株式会社 特濃ミルク８．２カフェオレ
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
一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減することが報告されてい
ます。

2021/6/20 販売中

F768 2020/12/28 大正製薬株式会社 リポビタンゼリーａ
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。

2021/7/7 販売中

F769 2020/12/28 ヤーマン株式会社 ＳＬＩＭ　Ｇ（スリム　ジー）
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。

2021/6/21 販売中

F770 2020/12/28 ハウザー食品株式会社 ヒハツむくぽかタブレット
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、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能及び冷えにより低下し
た血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる手足（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。

2021/6/22 販売休止中

F771 2020/12/29 株式会社タイヨーラボ すらすらサポートａ
加工食品(サ
プリメント形
状)

L-テアニン

本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、認知機能の一
部である言語流暢性（言語情報を適切に素早く数多く思い出す
力）が低めの方の言語流暢性をサポートする機能が報告されてい
ます。

2021/6/18 販売中

F772 2021/1/5 山本漢方製薬株式会社 大麦若葉粉末
加工食品(サ
プリメント形
状)

大麦若葉由来食物繊維
本品は、大麦若葉由来食物繊維を含み、便通を改善する機能が
あり、便秘気味な方に適した食品です。

2021/4/1 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F773 2021/1/5 小林製薬株式会社 尿酸ヘルプ
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。

2021/6/28 販売中

F774 2021/1/5 大象ジャパン株式会社
美味しく飲めるホンチョ　ブルー
ベリー

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。

2021/7/5 販売中

F775 2021/1/5 大象ジャパン株式会社
美味しく飲めるホンチョ　野いち
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。

2021/7/5 販売休止中

F776 2021/1/5 日本ケロッグ合同会社
オールブラン　香るさわやかフ
ルーツ

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、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。

2021/6/28 販売休止中

F777 2021/1/6
株式会社シジシージャ
パン

ＣＧＣ国内産もち麦（丸麦）
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。

2021/7/1 販売中

F778 2021/1/7 健創製薬株式会社 ねむコラ
加工食品(そ
の他)

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。また、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。

2021/6/1 販売中

F779 2021/1/7
株式会社シルクルネッ
サンス

こうせん桑茶難消化性デキスト
リンプラス

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、食事に含まれる糖や脂肪の吸
収を抑え、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える機能が報告
されています。

2021/6/22 販売中
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F780 2021/1/7 ライオン株式会社
腸まで届けるナイスリムエッセン
ス　ラクトフェリン　乳酸菌ＰＬＵ
Ｓ（プラス）

加工食品(サ
プリメント形
状)

ラクトフェリン、乳酸菌K-1
(L. casei 327)

本品にはラクトフェリン、乳酸菌K-1（L. casei 327）が含まれます。
ラクトフェリンは、肥満気味な方のおなかの脂肪（内臓脂肪）を減ら
すのを助け、高めのBMIの改善に役立つことが報告されていま
す。乳酸菌K-1（L. casei 327）は、おなかの調子を整え、お通じの
改善を助けることが報告されています。また、乳酸菌K-1（L. casei
327）は、肌の潤いを逃がしにくくし、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。

2021/6/30 販売休止中

F781 2021/1/18 株式会社アテニア 瞳くっきりエイジ
加工食品(サ
プリメント形
状)

アスタキサンチン・ルテイ
ン・ゼアキサンチン

本品にはアスタキサンチン・ルテイン・ゼアキサンチンが含まれま
す。アスタキサンチンは、手元のピント調節力を維持し、日常的な
パソコンなどによる目の疲労感を軽減することが報告されていま
す。また、ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加させ、
光の刺激から目を保護し、ぼやけの緩和によってはっきりと見る力
（コントラスト感度）をサポートすることが報告されています。

2021/3/12 販売休止中

F782 2021/1/18 森永製菓株式会社
糖質９０％オフのど飴＜爽快ぶ
どう味＞

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、腸内フローラを良好にし、おなかの調子
を整えたい方に適した食品です。

2021/7/12 販売中

F783 2021/1/8 株式会社雄飛堂 ココラクト
加工食品(サ
プリメント形
状)

乳酸菌GR-
1(Lactobacillus
rhamnosus)および乳酸菌
RC-14(Lactobacillus
reuteri)

本品には乳酸菌GR-1(Lactobacillus rhamnosus)および乳酸菌
RC-14(Lactobacillus reuteri)が含まれます。乳酸菌GR-1および乳
酸菌RC-14には、膣内環境を良好にし、膣内の調子を整える機能
が報告されています。

2021/6/22 販売中

F784 2021/1/8 株式会社サラダコスモ
ブロッコリースルフォラファンス
プラウトお肌７０

生鮮食品
スルフォラファングルコシ
ノレート

本品にはスルフォラファングルコシノレートが含まれます。スルフォ
ラファングルコシノレートを20mg/日摂取すると肌の乾燥が気にな
る方の肌の水分量を高める機能、スルフォラファングルコシノレー
トを24mg/日摂取すると、健康な中高年世代の方の健常域でやや
高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能が報告されて
います。
肌のうるおいを保ちたい方、肝機能酵素（ALT）値が高めの方にお
すすめです。

2021/6/14 販売中

F785 2021/1/8 キユーピー株式会社 キユーピー　ごまドレッシング
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内臓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。

2021/3/12 販売休止中

F786 2021/1/8 キユーピー株式会社
キユーピー　和風醤油ドレッシン
グ　黒酢入り

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内臓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。

2021/3/12 販売休止中
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F787 2021/1/8 株式会社ノエビア ノエビア　ウェイトバランス
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）、ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボン

本品にはエノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）、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。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
の内臓脂肪を減少させる機能があ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、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。肥満気味で内
臓脂肪が気になる方に適しています。

2021/6/28 販売中

F788 2021/1/8 株式会社サラダコスモ
ブロッコリースルフォラファンス
プラウトお肌　Ｂ

生鮮食品
スルフォラファングルコシ
ノレート

本品にはスルフォラファングルコシノレートが含まれます。スルフォ
ラファングルコシノレートを20mg/日摂取すると肌の乾燥が気にな
る方の肌の水分量を高める機能、スルフォラファングルコシノレー
トを24mg/日摂取すると、健康な中高年世代の方の健常域でやや
高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能が報告されて
います。肌のうるおいを保ちたい方、肝機能酵素(ALT)値が高めの
方におすすめです。

2021/6/14 販売中

F789 2021/1/8 株式会社サラダコスモ
ケールスルフォラファンスプラウ
トお肌　Ｂ

生鮮食品
スルフォラファングルコシ
ノレート

本品にはスルフォラファングルコシノレートが含まれます。スルフォ
ラファングルコシノレートを20mg/日摂取すると肌の乾燥が気にな
る方の肌の水分量を高める機能、スルフォラファングルコシノレー
トを24mg/日摂取すると、健康な中高年世代の方の健常域でやや
高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能が報告されて
います。肌のうるおいを保ちたい方、肝機能酵素(ALT)値が高めの
方におすすめです。

2021/6/14 販売中

F790 2021/1/8 小林製薬株式会社 梅丹　梅肉エキスｃ
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。
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。

2021/7/3 販売休止中

F791 2021/1/8
ダイドードリンコ株式会
社

Ｔｈｅ　ＢＵＲＮＩＮＧ（ザ・バーニン
グ）

加工食品(そ
の他)

茶カテキン
本品は茶カテキンを含みます。茶カテキンには、BMIが高めの方
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。内臓脂
肪が気になる方に適しています。

2021/6/22 販売休止中

F792 2021/1/8
株式会社常磐植物化学
研究所

バナバさん
加工食品(サ
プリメント形
状)

バナバ葉由来コロソリン
酸

本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ葉由来
コロソリン酸は、健常な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能が
報告されています。空腹時血糖値が高めの方に適した食品です。

2021/7/2 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F793 2021/1/8 株式会社全日本通教 冷えナイス
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、冷寒時に末梢の血流を維持し、末梢の体表
温を維持する機能があることが報告されています。

2021/7/1 販売休止中

F794 2021/1/8 東久漢方薬品株式会社 グルコサミン１６００
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
はひざ関節の可動域の改善、ひざ関節の違和感を軽減することが
報告されています。

2021/7/1 販売中

F795 2021/1/12
株式会社サンセリテ札
幌

ルテオリン尿酸ケア
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。

2021/6/7 販売中

F796 2021/1/13
ワダカルシウム製薬株
式会社

アルークα（アルファ）ＮＡＧ（エ
ヌエージー）プレミアム

加工食品(サ
プリメント形
状)

N-アセチルグルコサミ
ン、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 N-アセチルグルコサミン及び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。
N-アセチルグルコサミンには、歩行や階段の昇降におけるひざ関
節の悩みの改善、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型コラーゲンには、ひざ関節の動きをサポートし、違
和感をやわらげることがそれぞれ報告されています。本品は日常
生活や移動時（歩く、階段の昇降など）におけるひざ関節に不快感
がある方に適しています。

2021/4/15 販売中

F797 2021/1/13
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）
機能性　体脂肪サポートスムー
ジー　ベリー味

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。

2021/7/8 販売中

F798 2021/1/13
リブ・ラボラトリーズ株式
会社

ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）
機能性　体脂肪サポートスムー
ジー　マンゴー味

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。

2021/7/8 販売中

F799 2021/1/13 株式会社ナカトミ コツナールプレミアム
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ています。大豆イソフラボンに
は骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。
本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

2021/4/26 販売休止中

F800 2021/1/14 小林製薬株式会社 デジタル快眠
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
キサンチンには、ブルーライトなどによる光ストレスを軽減する機
能、睡眠の質を向上させる機能が報告されています。PC、スマホ
などによるブルーライトなどに接する方に適しています。

2021/7/8 販売中
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F801 2021/1/14
株式会社静岡茶通信直
販センター

ＧＡＢＡｉｎ（ギャバ　イン）緑茶
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。

2021/7/27 販売中

F802 2021/1/14
株式会社静岡茶通信直
販センター

ＧＡＢＡｉｎ（ギャバ　イン）ほうじ茶
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。

2021/7/27 販売中

F803 2021/1/15 味の素株式会社 脳活セブンアミノ
加工食品(サ
プリメント形
状)

7種必須アミノ酸〔ロイシ
ン、フェニルアラニン、リ
ジン(塩酸塩として)、イソ
ロイシン、ヒスチジン(塩
酸塩として)、バリン、トリ
プトファン〕

本品は7種必須アミノ酸〔ロイシン、フェニルアラニン、リジン(塩酸
塩として)、イソロイシン、ヒスチジン(塩酸塩として)、バリン、トリプト
ファン〕が含まれるので、記憶力の衰えを感じている健康な中高年
の方の、加齢によって衰える認知機能の一部である注意力（複数
の物事に注意を払える力、重要な物事に素早く注意を向ける力）と
認知的柔軟性（外部からの情報等の刺激に対して考え方を柔軟
に変える力）を維持し、前向きな気持ち（明るく楽しい気分、意欲
的・活動的な状態など）をサポートする機能があります。

2021/6/9 販売中

F804 2021/1/15 ライフメイト株式会社 プレミアムベリー　ルテイン２０
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、ルテイン

本品には、ビルベリー由来アントシアニン及びルテインが含まれま
す。ビルベリー由来アントシアニンはスマートフォンやパソコン等の
使用により低下するピント調整力を改善することで目の疲労感を
軽減する機能、ルテインは網膜の黄斑色素量を増やすことで、ブ
ルーライトなど光の刺激から目を保護すること、ぼやけやかすみを
緩和してくっきり見る力（コントラスト感度）の改善、及び眩しさから
回復する力（グレア回復）を改善することから、目の調子を整える
機能が報告されています。

2021/8/19 販売中

F805 2021/1/15 株式会社LIMNE
ＬＩＭＮＥ　ＴＨＥ　ＳＵＰＰＬＥＭＥＮ
Ｔ　［Ａｐ］（リムネ　ザ　サプリメン
ト　エーピー）

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。

2021/4/20 販売休止中

F806 2021/1/15 株式会社リフレ ビオリーナ
加工食品(サ
プリメント形
状)

有胞子性乳酸菌（Bacillus
coagulans SANK70258）

本品に含まれる有胞子性乳酸菌（Bacillus 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。便通が気になる方に適した食品です。

2021/3/19 販売休止中

F807 2021/1/22 株式会社わかさ生活
６０代からのあたまサプリ　翠能
玉

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。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を改善し、認知機能の一部である記憶力
（言語や図形などを覚え、思い出す能力）を維持することが報告さ
れています。

チェックなし
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F808 2021/1/18 株式会社アニマート 尿酸バスターズ
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。

2021/7/12 販売中

F809 2021/1/18 株式会社Hongo 健美の彩食
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。イヌリンは食後の血糖値の
上昇をゆるやかにすること、血中中性脂肪を下げること、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が報告されています。本
品は食後の血糖値が気になる方、中性脂肪が気になる方、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
に適した食品です。

2021/7/12 販売中

F810 2021/1/18
株式会社エムアンドエ
ム

ファイラＨＭＢ（エイチエムビー）
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）、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、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）と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。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、年
齢とともに低下する筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、
自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量及び筋力・筋持久力
の維持に役立つ機能があ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、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BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪を減
らす機能があることが報告されています。

チェックなし

F811 2021/1/18 株式会社シーボン セラミーピュアプラス
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
にくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めることが報告されていま
す。肌が乾燥しがちな方に適しています。

2021/8/11 販売中

F812 2021/1/18
雪印メグミルク株式会
社

記憶ケアβ（ベータ）ラクトリン宅
配専用　１００ｍｌ

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。

2021/7/13 販売休止中
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F813 2021/1/19
アサヒグループ食品株
式会社

ＳＵＳ（エスユーエス）　乳酸菌Ｃ
Ｐ（シーピー）１５６３スリムラクト

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。

2021/4/23 販売休止中

F814 2021/1/19
アサヒグループ食品株
式会社

ＳＵＳ（エスユーエス）　乳酸菌Ｃ
Ｐ（シーピー）１５６３シェイクカ
フェラテ

加工食品(そ
の他)

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。

2021/4/26 販売休止中

F815 2021/1/19
オリヒロプランデュ株式
会社

賢人の食習慣　カプセル
加工食品(サ
プリメント形
状)

サラシア由来サラシノー
ル
DHA・EPA
GABA

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれています。サラシア
由来サラシノールには食後血糖値の上昇を緩やかにする機能が
報告されています。
本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低
下させる機能があることが報告されています。
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧
を下げる機能があることが報告されています。本品は、健常人で
血圧が高めの方に適した食品です。

2021/7/14 販売休止中

F816 2021/1/19
アサヒグループ食品株
式会社

ＳＵＳ（エスユーエス）　乳酸菌Ｃ
Ｐ（シーピー）１５６３シェイクロイ
ヤルミルクティ

加工食品(そ
の他)

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。

2021/4/26 販売休止中

F817 2021/1/19 株式会社ZERO PLUS
おなかの脂肪を減らす　元祖
しっとりカレーせんべい

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。

2021/3/16 販売休止中

F818 2021/1/19 株式会社たらみ
Ｔａｒａｍｉ（タラミ）　すこやかりん
ご０ｋｃａｌ（キロカロリー）

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。

2021/8/2 販売中
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F819 2021/1/19 株式会社ZERO PLUS
おなかの脂肪を減らす。元祖
しっとりカレーせんべい

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。

2021/7/13 販売休止中

F820 2021/1/19
株式会社日本予防医学
研究所

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
度や判断力（判断の正確さ）を向上させることが報告されていま
す。

2021/7/12 販売休止中

F821 2021/1/19 株式会社ZERO PLUS
おなかの脂肪を減らす　元祖
しっとりカレーせんべい　ａ

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。

2021/7/13 販売休止中

F822 2021/1/19 株式会社ZERO PLUS
おなかの脂肪を減らす　元祖
しっとりカレーせんべい　ｂ

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。

2021/7/13 販売休止中

F823 2021/1/20 メロディアン株式会社
Ｓｍｏｏｔｈ（スムース）３ｇ（グラ
ム）

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。また、イヌリンに
は腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を整える機能があること
が報告されており、特に便秘傾向者においてお通じを改善する（排
便回数、排便量を増やす）機能があることが報告されています。

2021/8/3 販売中

F824 2021/1/20 メロディアン株式会社 菊芋のイヌリンＷ（ダブル）
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。また、イヌリンに
は腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を整える機能があること
が報告されており、特に便秘傾向者においてお通じを改善する（排
便回数、排便量を増やす）機能があることが報告されています。

2021/8/3 販売中
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F825 2021/1/20 株式会社ZERO PLUS
おなかの脂肪を減らす。元祖
しっとりカレーせんべい　ａ

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。

2021/7/13 販売休止中

F826 2021/1/20 株式会社ZERO PLUS
おなかの脂肪を減らす。元祖
しっとりカレーせんべい　ｂ

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。

2021/7/13 販売休止中

F827 2021/1/20 株式会社ZERO PLUS 元祖しっとりカレーせんべい
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。

2021/7/13 販売休止中

F828 2021/1/20 株式会社ZERO PLUS 元祖しっとりカレーせんべい　ａ
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。

2021/7/13 販売休止中

F829 2021/1/20 株式会社ZERO PLUS 元祖しっとりカレーせんべい　ｂ
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。

2021/7/13 販売休止中

F830 2021/1/20 株式会社ZERO PLUS
おなかの脂肪を減らすのを助け
る。元祖しっとりカレーせんべい

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）を減らすのを助ける機能があることが報告されています。

2021/7/13 販売休止中
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F831 2021/1/20 株式会社ZERO PLUS
おなかの脂肪を減らすのを助け
る。元祖しっとりカレーせんべい
ａ

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）を減らすのを助ける機能があることが報告されています。

2021/7/13 販売休止中

F832 2021/1/20 株式会社ZERO PLUS
おなかの脂肪を減らすのを助け
る。元祖しっとりカレーせんべい
ｂ

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）を減らすのを助ける機能があることが報告されています。

2021/7/13 販売休止中

F833 2021/1/20 湧永製薬株式会社 宝脚
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の維持・低下抑制に役立つ機能
が報告されています。

2021/6/24 販売中

F834 2021/1/21
株式会社サンセリテ札
幌

見る力　ルテイン２７
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班部の色素量を増やす働きがあり、紫外
線・ブルーライトなどの光ストレスから目を保護し、コントラスト感度
(ぼやけの軽減によりくっきり見る力)を改善する機能があることが
報告されています。

2021/8/18 販売中

F835 2021/1/21 株式会社パールエース テアニンシュガー
加工食品(そ
の他)

L-テアニン
本品にはL-テアニンが含まれています。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)とともに、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。

2021/7/21 販売休止中

F836 2021/1/21
株式会社ヴィジョンステ
イト

マスターホワイト
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）を逃がしに
くくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めることが報告されていま
す。肌が乾燥しがちな人に適しています。

チェックなし

F837 2021/1/21 株式会社河村農園 九州産桑の葉茶
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。

2021/5/22 販売中
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F838 2021/1/21
株式会社日本予防医学
研究所

イチョウ葉サプリ
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。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。

2021/7/12 販売休止中

F839 2021/1/22 明治薬品株式会社
ＫＯＭＢＵＣＨＡ（コンブチャ）＆
（アンド）植物酵素

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）が含まれていま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後の血中中
性脂肪値や血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報
告されています。また、便通を改善して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。

2021/8/6 販売中

F840 2021/1/22 株式会社日本薬師堂 もやっとクリア
加工食品(サ
プリメント形
状)

ホヤ由来プラズマローゲ
ン、ルテイン、ゼアキサン
チン

本品にはホヤ由来プラズマローゲン、ルテイン・ゼアキサンチンが
含まれます。
ホヤ由来プラズマローゲンには記憶力の衰えを感じる中高年の方
の認知機能の一部である視覚的な記憶力※1を維持する機能が
報告されています。
ルテイン・ゼアキサンチンには加齢に伴い低下する認知機能の一
部である注意力※2や思考の柔軟性※3を維持する機能が報告さ
れています。また、目の黄斑色素密度を増加させる働きにより、ブ
ルーライトなどの光の刺激から保護し、ぼやけやかすみを軽減し
てくっきり見る力（色コントラスト感度）を改善する機能が報告され
ています。
※1　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
※2　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
※3　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

2021/7/15 販売休止中

F841 2021/1/22
株式会社セイユーコー
ポレーション

緑茶減流素
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、肥満気味の方のお腹ま
わりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサ
ポートし、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。

2021/7/15 販売中
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F842 2021/1/22
株式会社ヘルシープラ
ス

コレステライフ
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。

2021/4/21 販売中

F843 2021/1/22 ヱスビー食品株式会社 スパイスサプリ　サフランｂ
加工食品(サ
プリメント形
状)

サフラン由来クロシン、サ
フラン由来サフラナール

本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールが含ま
れます。サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、
睡眠の質が低いと感じている方において、睡眠の質（眠りの深さ、
起床時の睡眠に対する満足感、すっきりとした目覚め）の向上に
役立つ機能や、活動時の眠気を軽減させ物事をやり遂げるのに
必要な意欲を維持させる機能があることが報告されています。

2021/8/5 販売中

F844 2021/1/22
株式会社日本予防医学
研究所

きらきらマンゴノキ
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、ウエスト周囲径、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪の減少
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。

2021/7/15 販売休止中

F845 2021/1/24
株式会社エコファーム
みかた

ｇｏｏｄ　ｊｏｂ　α（グッジョブアル
ファ）

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。

2021/6/1 販売中

F846 2021/1/25 ネキシラ株式会社 オリーブ生活
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。抗酸化
作用を持つオリーブ由来ヒドロキシチロソールは、血中の酸化LDL
コレステロールを減らすことが報告されています。

2021/7/19 販売休止中

F847 2021/1/26 株式会社ベイシア 生鮮プレミアム　活〆かんぱち 生鮮食品 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。

2021/4/13 販売中

F848 2021/1/26 伊藤忠商事株式会社
ＥＰＡ＋ＤＨＡα（イーピーエープ
ラスディーエイチエーアルファ）

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。また、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。

2021/5/13 販売休止中
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F849 2021/1/26 株式会社からだに栄養 キュットカット
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。

2021/6/1 販売休止中

F850 2021/1/27 株式会社ニップン ぎゅっとＧＡＢＡ（ギャバ）ケール 生鮮食品 GABA

本品にはGABA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があることが報告されていま
す。本品を1パック食べると、機能性が報告されている一日当たり
のGABAの量の50%を摂取できます。

2021/7/20 販売休止中

F851 2021/1/27 明治薬品株式会社
健康きらり　ＧＡＢＡ（ギャバ）納
豆７５００

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。

2021/8/6 販売中

F852 2021/1/27 株式会社ミカレア ミカレアのパラミロンＭ
加工食品(サ
プリメント形
状)

ユーグレナグラシリスＥＯ
Ｄ－１株由来パラミロン
（β－１，３－グルカンとし
て）

本品は、独自のユーグレナグラシリスＥＯＤ－１株由来パラミロン
（β－１，３－グルカンとして）を含むので、日常生活の一時的な精
神的・身体的疲労感を軽減する機能があります。

2021/6/23 販売中

F853 2021/1/27 明治薬品株式会社
健康きらり　ＧＡＢＡ（ギャバ）納
豆１００００

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
を下げる機能や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。

2021/8/6 販売中

F854 2021/1/27 株式会社えがお えがお　健康黒酢　ぶどう味
加工食品(そ
の他)

酢酸
本品には、酢酸が含まれます。酢酸には、肥満気味で内臓脂肪が
気になる方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されて
います。

チェックなし

F855 2021/1/28
カネカユアへルスケア
株式会社

わたしのチカラ　ＨＯＮＥＹ　ＭＯＩ
ＳＴＷＥＬＬ（ハニーモイストウェ
ル）

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。還元型コエンザ
イムQ10にはお口の潤いに役立つ機能があることが報告されてい
ます。本品は加齢とともにお口の潤いが不足がちと感じる方に適
した食品です。

2021/7/21 販売休止中

F856 2021/1/28
株式会社リジュベネー
ションシステム

Ｒｅ（リ）パーフェクト
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、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフ
ラボンはBMIが高めの方の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。さらに、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。

2021/7/13 販売中
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F857 2021/1/28
ワダカルシウム製薬株
式会社

めざめ爽快プレミアム
加工食品(サ
プリメント形
状)

L-テアニン、GABA

本品には、L-テアニン、GABAが含まれます。L-テアニンは、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。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、仕事や勉強などによる一時的な精神的
ストレスや疲労感を緩和する機能、日常生活で生じる一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いき
いきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能があること
が報告されています。

2021/7/1 販売中

F858 2021/1/28
三井製糖吸収分割準備
株式会社

スローカロリーシュガー
加工食品(そ
の他)

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。

2021/8/2 販売中

F859 2021/1/28 小林製薬株式会社
ナットウキナーゼさらさら粒プレ
ミアム中性脂肪ケア

加工食品(サ
プリメント形
状)

納豆菌由来ナットウキ
ナーゼ、EPA・DHA

本品には納豆菌由来ナットウキナーゼとEPA・DHAが含まれます。
納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧
が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。EPA・DHA
は、血中中性脂肪を減らす機能があることが報告されています。

販売休止中

F860 2021/1/29 小林製薬株式会社 ルテインｅ
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、目の黄斑部の色
素量を増やすこと、コントラスト感度（色の濃淡を判別し、くっきりと
物を識別する感度）を正常に保ち視覚機能を維持することが報告
されています。

2021/7/2 販売休止中

F861 2021/1/29 株式会社やずや ひなたのうるおい
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。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や、紫外線を浴びた肌の乾燥
を和らげる機能が報告されています。また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し、肌のうるおいを守る機
能が報告されています。

2021/5/17 販売中

F862 2021/1/29
ピルボックスジャパン株
式会社

Ａｉｒｙ　Ｌｅｇ（エアリーレッグ）
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、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告され
ています。

2021/8/20 販売中
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F863 2021/1/29
株式会社ハーブ健康本
舗

シボヘールＧＯＬＤ　ＤＸ－ＰＬＵ
Ｓ（ゴールド　ディーエックス－プ
ラス）

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。エラグ酸には、肥満気味な方
の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径、血中中性脂肪を減
らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されてい
ます。肥満気味な方、BMI値が高めの方に適した食品です。

2021/5/20 販売休止中

F864 2021/1/29 カルビー株式会社
ＧＡＢＡ（ギャバ）タブレット　きな
こ味

加工食品(そ
の他)

GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強などによる
一時的な心理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。

2021/7/26 販売休止中

F865 2021/1/29 カルビー株式会社
ＧＡＢＡ（ギャバ）タブレット　ココ
ア味

加工食品(そ
の他)

GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強などによる
一時的な心理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。

2021/7/26 販売休止中

F866 2021/1/29
アサヒグループ食品株
式会社

ディアナチュラゴールド　ビルベ
リー

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、スマートフォンやパソコン等の使用によ
る眼の疲労感を軽減し、眼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。

2021/5/11 販売休止中

F867 2021/2/1 兼貞物産株式会社 すぐもどる椎茸プラス
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。

2021/7/26 販売休止中

F868 2021/2/1
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

ヨーグリーナＢＩＯＸ（ビオックス）
加工食品(そ
の他)

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、腸内環境を改善することが報告されていま
す。

2021/7/26 販売休止中

F869 2021/2/1
株式会社常磐植物化学
研究所

イソフラ骨（イソフラボーン）
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
の成分を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。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。

2021/7/26 販売休止中

F870 2021/2/1
雪印メグミルク株式会
社

乳酸菌ヘルベヨーグルト　　１０
０ｇ

加工食品(そ
の他)

L. helveticus SBT2171
（乳酸菌ヘルベ）

本品にはL. helveticus SBT2171（乳酸菌ヘルベ）が含まれます。
乳酸菌ヘルベには目や鼻の不快感を緩和する機能があることが
報告されています。

2021/4/13 販売休止中

F871 2021/2/1
株式会社常磐植物化学
研究所

チャチャヘルス
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、肥満気味の方のお腹の
脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させる機能があることが報告さ
れています。

2021/7/26 販売休止中
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F872 2021/2/1
パシフィック薬品株式会
社

ニッドＬＺ（エルゼット）ソフトカプ
セル

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作
用があることが報告されています。

2021/7/26 販売中

F873 2021/2/2
株式会社田尻３００年製
薬

ＩＮＮＥＲ　Ｓ　ＣＡＲＥ（インナーエ
スケア）　血圧サポート

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には血圧が高めの方に
適した機能のあることが報告されています。

2021/7/26 販売中

F874 2021/2/2
株式会社田尻３００年製
薬

ＩＮＮＥＲ　Ｓ　ＣＡＲＥ（インナーエ
スケア）　ストレスサポート

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のあることが報告されて
います。

2021/7/26 販売中

F875 2021/2/2 株式会社和 菊芋の喜び（粒）
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
昇を緩やかにする機能のあることが報告されています。

2021/8/2 販売休止中

F876 2021/2/2 株式会社ニュートネクス
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭ
Ｂ（エイチエムビー）抹茶×豆乳
（３０本入）

加工食品(そ
の他)

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、自立した日常生活を送る上で
必要な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。

2021/5/16 販売中

F877 2021/2/2 株式会社ニュートネクス
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭ
Ｂ（エイチエムビー）抹茶×豆乳
（２本入）

加工食品(そ
の他)

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、自立した日常生活を送る上で
必要な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。

2021/5/16 販売中

F878 2021/2/2
マナテックジャパン合同
会社

エッセンシャル　ひざ関節サ
ポート

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

2021/4/19 販売休止中

F879 2021/2/2 日本ハム株式会社 コンドロイチンＰｌｕｓ（プラス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

豚由来コンドロイチン硫
酸

本品には、豚由来コンドロイチン硫酸が含まれます。豚由来コンド
ロイチン硫酸には、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報告さ
れています。

2021/7/20 販売休止中
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F880 2021/2/2
株式会社エルベ・プラン
ズ

糖脂スリムＷ
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

2021/7/26 販売中

F881 2021/2/3 株式会社新日配薬品 贅菜プラス
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。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お
り、おなかの調子を整えたい方に適しています。

2021/7/29 販売休止中

F882 2021/2/3 株式会社新日配薬品 贅菜ＰＬＵＳ（プラス）
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。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お
り、おなかの調子を整えたい方に適しています。

2021/6/9 販売中

F883 2021/2/3
健康コーポレーション株
式会社

すやり姫
加工食品(サ
プリメント形
状)

L-テアニン
本品には、L-テアニンが含まれます。L-テアニンには、睡眠の質
を改善（起床時の疲労感や眠気の軽減）する機能が報告されてい
ます。

2021/7/27 販売中

F884 2021/2/4 花王株式会社
リファイン　動き軽やかサポート
ｗ

加工食品(サ
プリメント形
状)

乳由来スフィンゴミエリン

本品は、乳由来スフィンゴミエリンを含みます。乳由来スフィンゴミ
エリンには、健常な中高年の方がウォーキングなどの運動と併用
すると、足の筋肉への神経伝達を助け、足の動き（動きの切り替
え、合図に反応して足を踏み出すなど）をサポートする機能と、バ
ランス感覚（足を上げてバランスを保つ）をサポートする機能が報
告されています。50代以上の方にお勧めです。

2021/7/30 販売休止中

F885 2021/2/4
ロケットジャパン株式会
社

ロケットのマルチトール
加工食品(そ
の他)

マルチトール
本品にはマルチトールが含まれます。マルチトールは、砂糖よりも
摂取後の血糖値上昇が緩やかであることが報告されている低GI
甘味料です。

2021/7/30 販売休止中

F886 2021/2/4 山崎製パン株式会社
ランチパック板チョコ（ＧＡＢＡ
（ギャバ）入り）＆ホイップ

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。

2021/7/28 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F887 2021/2/4 株式会社Joyプラン 目の主任
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・かすみを緩和するくっき
り見る力）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。

2021/6/22 販売休止中

F888 2021/2/4 株式会社まんでがん
ご飯がいらない　キーマ風もち
麦カレー　甘口

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
機能があることが報告されています。

2021/7/28 販売中

F889 2021/2/4 寿本舗株式会社
働く人の生活習慣サポートＥＸ
（イーエックス）

加工食品(サ
プリメント形
状)

DHA・EPA、GABA、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DHA・EPA、GABA及び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。DHA・EPAには血中の中性脂肪を減らす
機能があることが報告されています。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。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、肥満気味の方、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。

2021/6/29 販売中

F890 2021/2/5
ＳＢＩアラプロモ株式会
社

アラプラス　メンタルケア
加工食品(サ
プリメント形
状)

5-アミノレブリン酸リン酸
塩

本品は5-アミノレブリン酸リン酸塩を含み、一時的なストレスを感じ
ている方の一時的に落ち込んだ気持ちを和らげる機能がありま
す。一時的に気持ちが落ち込んだ方に適しています。

2021/8/3 販売中

F891 2021/2/5
ＳＢＩアラプロモ株式会
社

アラプラス　深い眠り　メンタル
ケア

加工食品(サ
プリメント形
状)

5-アミノレブリン酸リン酸
塩

本品は5-アミノレブリン酸リン酸塩を含み、睡眠の質を改善する機
能と、一時的なストレスを感じている方の一時的に落ち込んだ気
持ちを和らげる機能があります。睡眠の質に満足していない方、
一時的に気持ちが落ち込んだ方に適しています。

2021/8/3 販売中

F892 2021/2/5
株式会社ナチュラル
ビューティハウス

ストレピア　還元型コエンザイム
Ｑ１０

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一過性の身体的・精神的な疲
労感の軽減に役立つことが報告されています。本品は一過性の身
体的・精神的な疲労を自覚している方に適した食品です。

2021/8/2 販売中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F893 2021/2/5 サンスター株式会社 お口うるおいサプリ
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。還元型コエンザ
イムQ10にはお口のうるおいをサポートする機能が報告されてい
ます。年齢とともにお口のうるおいが不足がちと感じる方に適した
食品です。

2021/7/30 販売休止中

F894 2021/2/5
日本アドバンストアグリ
株式会社

グラシトールプレミアム
加工食品(サ
プリメント形
状)

ピニトール
本品には、ピニトールが含まれ、食後血糖値の上昇をおだやかに
する機能があります。本品は食後血糖値が気になる方に適してい
ます。

2021/5/14 販売中

F895 2021/2/5 日清フーズ株式会社 ごぼうのミートソース
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、食後の血中中性脂肪
の上昇を抑制する機能があることが報告されています。

2021/8/18 販売中

F896 2021/2/5 日清フーズ株式会社 きのこの和風ソース
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、食後の血中中性脂肪
の上昇を抑制する機能があることが報告されています。

2021/8/18 販売中

F897 2021/2/6 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　ビターショコラ

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。

2021/8/2 販売休止中

F898 2021/2/8 フジスコ株式会社 美骨習慣
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、
加齢にともない低下する「骨密度」の維持に役立つ機能が報告さ
れています。

2021/5/11 販売中

F899 2021/2/8 株式会社オプティル
ＩＮＺＥＡＬ　ＩＮＵＬＩＮ（インジール
イヌリン）２

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。

2021/7/2 販売中
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F900 2021/2/8
株式会社日本予防医学
研究所

りんごサプリ
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
ロシアニジンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性
が報告されています。

2021/7/15 販売休止中

F901 2021/2/9
トヨタマ健康食品株式会
社

桑の葉タブレットＰＬＵＳ（プラス）
加工食品(サ
プリメント形
状)

桑の葉由来イミノシュ
ガー

本品には桑の葉由来イミノシュガーが含まれます。桑の葉由来イ
ミノシュガーには、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上が
る血糖値を抑える機能があることが報告されています。

2021/5/28 販売休止中

F902 2021/2/9 株式会社東洋新薬
生きて腸まで届く乳酸菌ＥＸ
（イーエックス）

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。便通が気に
なる方に適した食品です。

2021/7/26 販売中

F903 2021/2/10 株式会社ファイン ファインコーヒープレミアム
加工食品(そ
の他)

GABA、モノグルコシルへ
スペリジン

本品にはGABA、モノグルコシルヘスペリジンが含まれます。
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。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。

2021/8/4 販売休止中

F904 2021/2/10 デリア食品株式会社
カラダ想いメニュー　蒸し鶏入り
ごぼうサラダ

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。イヌリンは中性脂肪を下げるこ
とが報告されています。本品は中性脂肪が気になる方に適してい
ます。

2021/8/3 販売休止中

F905 2021/2/10 デリア食品株式会社
カラダ想いメニュー　ツナ入りマ
カロニサラダ

加工食品(そ
の他)

DHA・EPA

本品には、DHA・EPAが含まれます。DHA・EPA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。

2021/8/3 販売休止中

F906 2021/2/10 株式会社湖池屋
ＰｉｎｋｙＦＲＥＳＨ（ピンキーフレッ
シュ）　ヨーグルト味

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。

2021/6/9 販売中

F907 2021/2/10 株式会社湖池屋
ＰｉｎｋｙＦＲＥＳＨ（ピンキーフレッ
シュ）　グレープ味

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。

2021/6/9 販売中

F908 2021/2/10
サントリー食品インター
ナショナル株式会社

ＤＥＫＡＶＩＴＡ　ＫＩＮＧ（デカビタキ
ング）

加工食品(そ
の他)

GABA
本品にはGABA が含まれます。GABA には仕事や勉強による一
時的な疲労感を軽減する機能があることが報告されています。

2021/7/19 販売休止中
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F909 2021/2/10 株式会社湖池屋
ＰｉｎｋｙＦＲＥＳＨ（ピンキーフレッ
シュ）クリーンミント味

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。

2021/6/9 販売中

F910 2021/2/12
株式会社ピックルスコー
ポレーション

Ｐｎｅ－１２＋（ピーネジュウニプ
ラス）すりおろしにんじんドレッシ
ング

加工食品(そ
の他)

Pne-12乳酸菌(Lb.
plantarum PIC-NBN22)、
フラクトオリゴ糖

本品にはPne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-NBN22)とフラクトオリ
ゴ糖が含まれます。Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、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。

2021/8/5 販売休止中

F911 2021/2/12
株式会社ピックルスコー
ポレーション

Ｐｎｅ－１２＋（ピーネジュウニプ
ラス）玉ねぎポン酢ドレッシング

加工食品(そ
の他)

Pne-12乳酸菌(Lb.
plantarum PIC-NBN22)、
フラクトオリゴ糖

本品にはPne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-NBN22)とフラクトオリ
ゴ糖が含まれます。Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、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。

2021/8/5 販売休止中

F912 2021/2/12
株式会社ピックルスコー
ポレーション

Ｐｎｅ－１２＋（ピーネジュウニプ
ラス）キムチ

加工食品(そ
の他)

Pne-12乳酸菌(Lb.
plantarum PIC-NBN22)、
フラクトオリゴ糖

本品にはPne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-NBN22)とフラクトオリ
ゴ糖が含まれます。Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、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。

2021/5/27 販売中

F913 2021/2/12 株式会社荒畑園 たっぷりカテキン緑茶（茶葉）
加工食品(そ
の他)

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。

2021/8/7 販売中

F914 2021/2/12 株式会社ファンケル 内脂サポートａ
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、ビフィ
ズス菌BB536(B.longum)、
ビフィズス菌B-
3(B.breve)、N-アセチル
グルコサミン

本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、生きたビ
フィズス菌BB536(B.longum)・B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサミ
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、
脂肪を消費しやすくすることで、お腹の脂肪(内臓脂肪、腹部総脂
肪)を減らす機能が報告されています。生きたビフィズス菌
BB536(B.longum)・B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサミンは、腸内
環境を良好にし、お腹の脂肪(腹部皮下脂肪、腹部総脂肪)、体重・
体脂肪を減らすことで、高めのBMIを改善する機能が報告されて
います。肥満気味でBMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方に
適しています。

2021/4/26 販売休止中

F915 2021/2/12
エムジーファーマ株式
会社

脂肪注意報ａ
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

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
肪の吸収を抑えるとともに血中中性脂肪の分解を高めることによ
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。

2021/8/6 販売休止中
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F916 2021/2/12
エムジーファーマ株式
会社

脂肪注意報ｂ
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

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
肪の吸収を抑えるとともに血中中性脂肪の分解を高めることによ
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。

2021/8/6 販売中

F917 2021/2/12 株式会社農協直販 ギャバへちま 生鮮食品 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。本品を可食部 200g（約 1 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量が摂取
できます。

チェックなし

F918 2021/2/12 富士化学工業株式会社
アスタキサンチン　ドリンク　ダブ
ル

加工食品(そ
の他)

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、紫外線の刺激から肌を保護することを助ける機
能と肌の水分量と肌の弾力を維持することで、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。

2021/4/28 販売休止中

F919 2021/2/15
株式会社アイ・エスコー
ポレーション

プロテオの力
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。

2021/4/2 販売休止中

F920 2021/2/15
キリンビバレッジ株式会
社

キリン　生茶　ライフプラス　免
疫アシスト

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。

2021/7/29 販売休止中

F921 2021/2/15 サンスター株式会社 緑黄野菜
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の
血圧を下げる機能があることが報告されています。

2021/5/7 販売休止中

F922 2021/2/16 株式会社高見澤 ローズヒップなめ茸
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。

2021/5/25 販売休止中

F923 2021/2/16 株式会社Qvou おなか革命
加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

2021/8/11 販売休止中
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F924 2021/2/26 株式会社松屋フーズ 葛の花サプリメント
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。

2021/5/12 販売休止中

F925 2021/2/17 日本ケミファ株式会社
シトレートケミファ２２１　おつか
れパンチ

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。クエン酸には、日常生活や運
動後の一時的な疲労感を軽減させる機能が報告されています。

チェックなし

F926 2021/2/17 株式会社みやび みやびの植物酵素１００
加工食品(サ
プリメント形
状)

有胞子性乳酸菌（Bacillus
coagulans SANK70258）

本品は有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）を含み
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。

2021/7/24 販売中

F927 2021/2/17 プリセプト株式会社 健骨貯金
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。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。

2021/8/10 販売中

F928 2021/2/17 株式会社河村農園 国産はと麦茶
加工食品(そ
の他)

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。また、GABA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。

2021/4/26 販売休止中

F929 2021/2/17
あお季ホールディングス
株式会社

ブラックジンジャー×乳酸菌
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、植物
性乳酸菌K-1（L. casei
327）

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植物性乳
酸菌K-1（L. casei 327）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
方の腹部の脂肪を減らす機能が報告されています。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。

2021/8/10 販売中

F930 2021/2/18
アサヒグループ食品株
式会社

カルピス健康通販　ロコトモ
加工食品(サ
プリメント形
状)

乳酸菌CP2998株（L.
curvatus CP2998）

本品には乳酸菌CP2998株（L. curvatus CP2998）が含まれます。
乳酸菌CP2998株は、健常な高齢者の加齢によって衰える太もも
の筋肉の活動量を上げることにより、歩くピッチおよび歩行速度の
向上に役立つ機能が報告されています。

2021/7/6 販売中
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F931 2021/2/18 遠藤食品株式会社
新がり完成品ＳＴＭ（エスティー
エム）白

加工食品(そ
の他)

ショウガ由来ポリフェノー
ル

本品にはショウガ由来ポリフェノールが含まれています。ショウガ
由来ポリフェノールには気温や室温が低い条件下において、手の
指先のような末梢部の体温を維持する機能があることが報告され
ています。

2021/8/11 販売中

F932 2021/2/18
株式会社ハーバー研究
所

オリゴワン　オリゴ糖シロップ
加工食品(そ
の他)

乳糖果糖オリゴ糖

本品には乳糖果糖オリゴ糖が含まれています。乳糖果糖オリゴ糖
は、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を良好に保
ち、便通を改善することが報告されています。また、乳糖果糖オリ
ゴ糖は、食事に含まれるミネラル（カルシウム・マグネシウム）の吸
収を促進することが報告されています。

2021/6/4 販売休止中

F933 2021/2/18
株式会社ハーバー研究
所

オリゴワン　オリゴ糖シロップ
分包

加工食品(そ
の他)

乳糖果糖オリゴ糖

本品には乳糖果糖オリゴ糖が含まれています。乳糖果糖オリゴ糖
は、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を良好に保
ち、便通を改善することが報告されています。また、乳糖果糖オリ
ゴ糖は、食事に含まれるミネラル（カルシウム・マグネシウム）の吸
収を促進することが報告されています。

2021/6/4 販売休止中

F934 2021/2/18 ビーテック株式会社 女性の夕方の脚のむくみ軽減
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、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告され
ています。

2021/8/11 販売中

F935 2021/2/18 森永製菓株式会社
パセノール　お肌のうるおい
キープ　たんぱく

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。

2021/8/11 販売休止中

F936 2021/2/18 株式会社リラクル リラクミン
加工食品(サ
プリメント形
状)

L-テアニン、GABA

本品にはL-テアニン及びGABAが含まれます。L-テアニンには、
夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートす
る機能、またGABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレ
スや疲労感を緩和する機能が報告されています。

2021/7/28 販売中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F937 2021/2/19 株式会社リフレ ぱちっと
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、ルテイン

本品に含まれるビルベリー由来アントシアニン、ルテインには以下
の機能が報告されています。
【ビルベリー由来アントシアニン】目のピント調整力を助け、眼の疲
労感を軽減する。
【ルテイン】ブルーライトの光刺激から目を守る黄斑色素を増やす
ことで、視野のかすみやぼやけ(コントラスト感度）を改善し、眩しさ
から回復する目の調整力（グレア回復）を改善する。

2021/5/13 販売休止中

F938 2021/2/19
株式会社サンセリテ札
幌

高めの血圧ケア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には高めの血圧を下げる機
能があることが報告されています。血圧が高めの方に適していま
す。

2021/8/18 販売中

F939 2021/2/19 バブルスター株式会社
糖に働くＬＯＨＡＳ（ロハス）のイ
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。
また、イヌリンは食後の血糖値の上昇を緩やかにすることが報告
されています。
本品はお腹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。

2021/8/17 販売中

F940 2021/2/19
株式会社常磐植物化学
研究所

モイスセラ
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、肌の潤いを維持する機能（バリア機能）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。

チェックなし

F941 2021/2/22
株式会社常磐植物化学
研究所

みえルテ
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増加させ、ブルーライトなどの光刺
激を軽減し、色のコントラスト感度を改善することで目の調子を整
える機能が報告されています。

2021/8/16 販売休止中

F942 2021/2/22 ラシェル製薬株式会社 還元型コエンザイムＱ１０ＲⅡ
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。還元型コエンザ
イムQ10にはお口の潤いをサポートする機能があることが報告さ
れています。年齢とともにお口の潤いが不足がちと感じる方に適し
た食品です。

2021/8/16 販売休止中

F943 2021/2/23 金印株式会社 北海道産　山わさび
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。

2021/8/16 販売休止中
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F944 2021/2/24 新日本漢方株式会社 脂浄力
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。

2021/8/22 販売中

F945 2021/2/24 株式会社スクロール
ひざのサポートにＮ．アセチルグ
ルコサミン

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、移動時におけるひざ関節の違和感を軽減すること
が報告されています。歩行や階段の上り下りが気になる方に適し
ています。

2021/6/28 販売中

F946 2021/2/24 株式会社ユーワ トリプル脂肪ダウン
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、ウエスト周囲径を
減らすことを助け、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されて
います。肥満気味の方、BMI値が高めの方に適した食品です。

2021/7/6 販売中

F947 2021/2/25 日清食品株式会社 ビフィズス菌Ｎ７０８タブレット
加工食品(サ
プリメント形
状)

ビフィズス菌N708株
（B.breve N708）

本品には、独自のビフィズス菌N708株（B.breve N708）が含まれま
す。ビフィズス菌N708株（B.breve N708）には、お腹のつらさを和ら
げ、お腹の調子を整える機能が報告されています。

2021/8/18 販売休止中

F948 2021/2/25 小林製薬株式会社 運動ヘルプ
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

F949 2021/2/25 森永乳業株式会社
メモリービフィズス記憶対策サプ
リ

加工食品(サ
プリメント形
状)

ビフィズス菌MCC1274（B.
breve）

本品に含まれるビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高
年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空
間認識力を維持する働きが報告されています。認知機能（記憶
力、空間認識力）が気になる方に適しています。
※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力のこ
とです。

販売休止中

F950 2021/2/25 セルメディカ株式会社 フコキサンノールＤ
加工食品(サ
プリメント形
状)

微細藻類由来フコキサン
チン

本品には微細藻類由来フコキサンチンが含まれます。微細藻類由
来フコキサンチンには肥満気味の方のおなかの脂肪を減らす機
能が報告されています。本品は、肥満気味でおなかの脂肪が気に
なる方に適した食品です。

販売休止中
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F951 2021/2/25 森永乳業株式会社
メモリービフィズス認知対策ヨー
グルト

加工食品(そ
の他)

ビフィズス菌MCC1274（B.
breve）

本品に含まれるビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高
年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空
間認識力を維持する働きが報告されています。
※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力のこ
とです。

2021/7/2 販売休止中

F952 2021/2/25 森永乳業株式会社
メモリービフィズス記憶対策ヨー
グルト　ドリンクタイプ

加工食品(そ
の他)

ビフィズス菌MCC1274（B.
breve）

本品に含まれるビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高
年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空
間認識力を維持する働きが報告されています。
※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力のこ
とです。

2021/7/21 販売休止中

F953 2021/2/25
株式会社クロレラサプラ
イ

スーパーグルコサミン
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。

2021/8/18 販売休止中

F954 2021/2/25 株式会社ニッセン シボリーナ
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。

2021/4/13 販売休止中

F955 2021/2/26 株式会社たこ満 たこちゃ（オリーブ茶）
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（食物繊維として）が含まれます。
イソマルトデキストリンは、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の
食後の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穏やかにする機能があることが
報告されています。

2021/8/19 販売休止中

F956 2021/2/26 株式会社アリュール スリムサポ（ＳｌｉｍＳａｐｏ）
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
ロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエ
ストサイズの減少をサポートすることにより、高めのBMIを減らす機
能が報告されています。BMIが高めの方に適した食品です。

2021/6/16 販売休止中
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F957 2021/2/26 株式会社山田養蜂場 ノンアルツＢｅｅ（ビー）
加工食品(サ
プリメント形
状)

プロポリスエキス（指標成
分:アルテピリンC、クリ
フォリン）、クルクミン、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、大豆由
来ホスファチジルセリン

本品にはプロポリスエキス、クルクミン、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、大豆由来ホスファチジ
ルセリンが含まれるので、年齢とともに低下する認知機能のうち、
記憶力(日常生活において会話や読み書きなどの基礎となる言葉
や文字、行動を記憶し、思い出す力)や注意力・集中力(必要とする
情報に意識を向け、正確に対処する力)、判断力(情報を処理し正
確に判断する力)を維持する機能があります。

2021/5/6 販売休止中

F958 2021/2/26 有限会社柏崎青果
おいらせ黒にんにく　機能性表
示食品

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。

2021/5/18 販売中

F959 2021/2/26 株式会社伊藤園 １日分の野菜
加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）、GABA

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA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。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。

2021/6/21 販売中

F960 2021/2/26 株式会社佐藤園 クアトロ焙じ茶
加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維として）
GABA

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれていま
す。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後血糖値の
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（食物繊維として）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（食物繊維として）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。
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

F961 2021/2/26 カンロ株式会社
ピュレグミⅰＭＵＳＥ（イミュー
ズ）プラズマ乳酸菌

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。

2021/8/2 販売休止中
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F962 2021/2/26 株式会社和漢 桑の葉＆茶カテキンの恵み
加工食品(サ
プリメント形
状)

桑の葉由来イミノシュ
ガー、茶カテキン（ガレー
ト型カテキンとして）

本品には桑の葉由来イミノシュガー及び茶カテキン（ガレート型カ
テキンとして）が含まれます。桑の葉由来イミノシュガーは、食事に
含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能が
報告されています。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）を減少
させ、体重の減少をサポートし、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 。

2021/7/19 販売中

F963 2021/2/26 ムーンムーン株式会社 ＳｌｅｅＰＬＵＳ＋　（スリープラス）
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があることが報告され
ています。また、GABAには肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を
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。

2021/8/19 販売休止中

F964 2021/2/26 株式会社松屋フーズ ギャバサプリメント
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には、血圧が高めの方
の血圧を低下させる機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的
ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。

2021/5/12 販売休止中

F965 2021/2/26 花王株式会社 ヘルシア　茶カテキンの力
加工食品(そ
の他)

茶カテキン
本品は茶カテキンを含みます。茶カテキンには、BMIが高めの方
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。内臓脂
肪が気になる方に適しています。

2021/8/2 販売中

F966 2021/2/26 株式会社キーリー 贅沢菊芋Ｗ
加工食品(サ
プリメント形
状)

イヌリン、有胞子性乳酸
菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

本品はイヌリン、有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）が含まれます。イヌリンは食後の血糖値の上昇を緩
やかにする機能があることが報告されています。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。

2021/8/19 販売中

F967 2021/2/26 株式会社全日本通販 ロコヘルプ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。

2021/8/20 販売中

F968 2021/2/27 ラシェル製薬株式会社 プロテオグリカンＲ
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。

2021/8/16 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F969 2021/3/1 株式会社ファイン
お口うるおうＵＲＵＯＵＮＯ（うる
おうの）

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。還元型コエンザ
イムQ10にはお口の潤いをサポートする機能があることが報告さ
れています。年齢とともにお口の潤いが不足がちと感じる方に適し
た食品です。

販売休止中

F970 2021/3/1 エコアライブ株式会社
トリプルメタクリーンＭＨＳ（エム
エイチエス）

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

F971 2021/3/1 株式会社東洋新薬 フラバン
加工食品(サ
プリメント形
状)

松樹皮由来プロシアニジ
ンB1及びB3、GABA

本品には、松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3、GABAが含まれ
ます。松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、加齢とともに低
下する血管の柔軟性（血管を締め付けた後の血管の拡張度）維持
に役立つ機能、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。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。

2021/6/15 販売中

F972 2021/3/1 株式会社八社会 もずく黒酢
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

F973 2021/3/1 株式会社伊藤園 １日分の野菜　２６５ｇ
加工食品(そ
の他)

難消化性デキストリン（食
物繊維）、GABA

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA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。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。

2021/6/21 販売中

F974 2021/3/1 株式会社ECスタジオ プラズマローゲン１８０００プラス
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
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F975 2021/3/2
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　血糖値対策
加工食品(そ
の他)

桑の葉由来イミノシュ
ガー

本品には桑の葉由来イミノシュガーが含まれます。
桑の葉由来イミノシュガーには食後血糖値の上昇を抑える機能が
あることが報告されています。

2021/8/23 販売休止中

F976 2021/3/2
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　血糖値対
策

加工食品(そ
の他)

桑の葉由来イミノシュ
ガー

本品には桑の葉由来イミノシュガーが含まれます。
桑の葉由来イミノシュガーには食後血糖値の上昇を抑える機能が
あることが報告されています。

2021/8/23 販売休止中

F977 2021/3/2
株式会社ウエルビー
フードシステム

発芽玄米も入っている静岡緑茶
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穏やかにする機能があるこ
とが報告されています。

2021/8/23 販売休止中

F978 2021/3/2 竹沢製茶株式会社 ＧＡＢＡ（ギャバ）茶
加工食品(そ
の他)

GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの方に適
した機能があることが報告されています。

2021/6/16 販売休止中

F979 2021/3/2
株式会社プレミアムコス
メ

極み菌活生サプリ
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。便通が気に
なる方に適した食品です。

2021/5/24 販売休止中

F980 2021/3/2
株式会社プレミアムコス
メ

腸活ＭＡＴＥ（メイト）
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。便通が気に
なる方に適した食品です。

2021/8/23 販売休止中

F981 2021/3/2 ネスレ日本株式会社 アイソカルファイバー
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）は腸に届いて有用菌（善玉菌）に働
き、便秘気味の方の排便回数・排便量を増やし便通を改善するこ
とが報告されています。
グアーガム分解物（食物繊維）は、食後の血糖値の上昇を抑える
ことが報告されています。
便秘気味、または食後の血糖値が気になる健常者に適した食品
です。

2021/8/23 販売中
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F982 2021/3/2
株式会社グラウンド
ワーク

ＣＵＬＩＭ（キュリム）
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、食事に含まれる脂肪や糖の
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

F983 2021/3/4 金印株式会社 香るおろし本わさび
加工食品(そ
の他)

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。

2021/8/6 販売中

F984 2021/3/4 大木製薬株式会社 ブレインアシスト　メモキープ
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（見たり、聞いたりした情報を覚え、思い出
す力）を維持することが報告されています。

販売休止中

F985 2021/3/4 日本ケフィア株式会社 Ｗｈｉｔｅ　Ｒｅｃｉｐｉ（ホワイトレシピ）
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

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。

販売休止中

F986 2021/3/4 株式会社明治
ヴァームスマートフィットウォー
ター　ジンジャー風味

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

F987 2021/3/4
プラズマローゲン製薬
株式会社

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。

2021/4/30 販売休止中

F988 2021/3/4
株式会社ウエルネス・ラ
ボ

スリムリミット
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
めの方の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。

2021/6/3 販売中
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F989 2021/3/4
株式会社ウエルネス・ラ
ボ

むくみスラット
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。また、脚のむくみが気になる健常な女性の
夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能
があることが報告されています。

2021/6/3 販売中

F990 2021/3/5 株式会社天真堂 ファットサプレス
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、肥満気味の
方（BMI 25以上30未満）の体脂肪や血中中性脂肪を低下させ、体
重、ウェストサイズ、および内臓脂肪の減少をサポートする機能が
報告されています。肥満気味の方に適した食品です。

販売休止中

F991 2021/3/5
ジェイフロンティア株式
会社

ウエイトンα
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

F992 2021/3/8 フジスコ株式会社 柑橘ミック酢ドリンク
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。また、
GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲
労感を緩和する機能があることが報告されています。

販売休止中

F993 2021/3/9 明治薬品株式会社
健康きらり　ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）・ＥＰＡ（イーピーエー）＆
（アンド）イチョウ葉

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。

2021/8/6 販売休止中

F994 2021/3/9 明治薬品株式会社
健康きらり　ＭＳＭ（エムエスエ
ム）＆（アンド）グルコサミン

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。

2021/8/6 販売休止中

F995 2021/3/9 明治薬品株式会社
健康きらり　コンドロイチン配合
グルコサミン

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。

2021/8/6 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F996 2021/3/9 株式会社豆紀 ひきわり納豆＋（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には仕事や勉強による
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

F997 2021/3/9 三ヶ日町農業協同組合 あおしまみかんジュース
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

F998 2021/3/9
株式会社エルベ・プラン
ズ

シボリーナ
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）

本品には茶カテキン（ガレート型カテキン）が含まれます。茶カテキ
ン（ガレート型カテキン）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）を低下させ、体重の減少をサポートし、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

F999 2021/3/9 株式会社八社会 もずく三杯酢
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

F1000 2021/3/10
株式会社田尻３００年製
薬

ＩＮＮＥＲ　Ｓ　ＣＡＲＥ（インナーエ
スケア）　記憶力サポート

加工食品(サ
プリメント形
状)

イチョウ葉由来フラボノイ
ド配糖体およびイチョウ
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およびイチョウ葉由来
テルペンラクトンが含まれています。イチョウ葉由来フラボノイド配
糖体およ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。

2021/7/26 販売中

F1001 2021/3/10 株式会社明治 明治オフスタイル
加工食品(そ
の他)

イヌリン（食物繊維）

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
することが報告されています。本品は腸内環境を良好にしたい方、
おなかの調子が気になる方に適した食品です。

販売休止中

F1002 2021/3/10 株式会社明治 明治オフスタイルべに花
加工食品(そ
の他)

イヌリン（食物繊維）

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
することが報告されています。本品は腸内環境を良好にしたい方、
おなかの調子が気になる方に適した食品です。

販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F1003 2021/3/10 株式会社ZERO PLUS アンセリン＆ブラックジンジャー
加工食品(サ
プリメント形
状)

アンセリン 、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、アンセリンと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。アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0ｍ
ｇ/ｄＬ）の方の尿酸値を下げる機能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、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

F1004 2021/3/10 株式会社ZERO PLUS アンセリン・ブラックジンジャー
加工食品(サ
プリメント形
状)

アンセリン 、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、アンセリンと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。アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0ｍ
ｇ/ｄＬ）の方の尿酸値を下げる機能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、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

F1005 2021/3/10 株式会社ZERO PLUS
アンセリン＆ブラックジンジャー
ａ

加工食品(サ
プリメント形
状)

アンセリン 、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、アンセリンと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。アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0ｍ
ｇ/ｄＬ）の方の尿酸値を下げる機能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、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

F1006 2021/3/10 株式会社塚田五六商店
五六のもめん豆腐　国産大豆使
用

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

F1007 2021/3/17
カネカユアへルスケア
株式会社

わたしのチカラ　ＢＡＳＩＣＡＬ
（ベーシカル）

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を含みます。還元型コエンザイ
ムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感の軽減
に役立つことが報告されています。

販売休止中

F1008 2021/3/11
株式会社日健協サービ
ス

「すっきり快腸宣言」生きてる酵
母３６５

加工食品(そ
の他)

Saccharomyces
cerevisiae NK-1

本品にはSaccharomyces cerevisiae NK-1が含まれます。
Saccharomyces cerevisiae NK-1は腸内環境を整えることで便通
を改善する機能が報告されています。

2021/7/15 販売休止中
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F1009 2021/3/11
株式会社ディーエイチ
シー

届くビフィズス　ＥＸ（イーエック
ス）ａ

加工食品(サ
プリメント形
状)

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、腸内フローラを良好にすることで、便通を改善し、腸
の調子を整える機能が報告されています。

販売休止中

F1010 2021/3/11 ヱスビー食品株式会社 スパイスサプリ　ヒハツａ
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
類には、寒冷環境により低下した末梢血流を改善し手の体温（皮
膚表面温度）の低下を軽減する機能、および、女性の夕方の脚の
むくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが
報告されています。

2021/8/11 販売中

F1011 2021/3/11 明治薬品株式会社 今日から本気
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機能があること
が報告されています。またBMIが高めの方の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。

2021/8/6 販売休止中

F1012 2021/3/11 株式会社ZERO PLUS
アンセリン・ブラックジンジャー
ａ

加工食品(サ
プリメント形
状)

アンセリン 、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、アンセリンと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。アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0ｍ
ｇ/ｄＬ）の方の尿酸値を下げる機能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、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

F1013 2021/3/11 株式会社ｎｉｊｉｔｏ Ｍスキンフィットタブレット
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

F1014 2021/3/11
株式会社日本予防医学
研究所

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。還元型コエンザ
イムQ10にはお口の潤いを助ける機能があることが報告されてい
ます。年齢とともにお口の潤いが不足がちと感じる方に適した食品
です。

2021/7/15 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2年度）
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F1015 2021/3/11 株式会社ノエビア
ノエビア　ＷＥＩＧＨＴ　ＢＡＬＡＮＣ
Ｅ　（ウェイトバランス）

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）、ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボン

本品にはエノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）、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。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。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、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。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

F1016 2021/3/12 三生医薬株式会社
還元型コエンザイムＱ１０
（キューテン）プラス

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。還元型コエンザ
イムQ10にはお口の潤いに役立つ機能があることが報告されてい
ます。年齢とともにお口の潤いが不足がちと感じる方に適した食品
です。

販売休止中

F1017 2021/3/12
株式会社ユニアル・ライ
フサイエンス

クマ笹青汁
加工食品(そ
の他)

クマイザサ由来ホロセル
ロース

本品にはクマイザサ由来ホロセルロースが含まれ、便秘傾向の方
の便の状態（便の臭い）を整え、お通じ（排便回数）を改善すること
でお腹の調子を整えます。お腹の調子をすっきり整えたい方に適
した食品です。

販売休止中

F1018 2021/3/12
株式会社オージース
ポーツ

匠のメンテ
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。クエン酸は継続的な摂取により、
日常生活の疲労感や運動後の一時的な疲労感を軽減することが
報告されています。

販売休止中

F1019 2021/3/12 メロディアン株式会社
ＤＨＡオイルＥＰＡ＋ＭＣＴ
（ディーエイチエーオイルイー
ピーエープラスエムシーティー）

加工食品(そ
の他)

DHA

本品にはDHAが含まれます。DHAには、中高年の方の加齢に伴
い低下する認知機能の一部である作業記憶をサポートすることが
報告されています。
※作業記憶とは、日常生活における数字やことば・物のかたち・位
置などに関する情報を一時的に覚えて、正しく思い出すことをいい
ます。

2021/5/26 販売休止中

F1020 2021/3/12 森永乳業株式会社
メモリービフィズス認知機能対
策ヨーグルト

加工食品(そ
の他)

ビフィズス菌MCC1274（B.
breve）

本品に含まれるビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高
年の方の加齢に伴い低下する認知機能のうち、記憶力を維持す
る働きが報告されています。
※記憶力とは、日常生活で見たり聞いたりした単語、図形、物語を
記憶し、思い出す力のことです。

2021/7/5 販売休止中
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F1021 2021/3/12 森永乳業株式会社
メモリービフィズス認知機能対
策ヨーグルト　ドリンクタイプ

加工食品(そ
の他)

ビフィズス菌MCC1274（B.
breve）

本品に含まれるビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高
年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空
間認識力を維持する働きが報告されています。
※記憶力とは、日常生活で見たり聞いたりした単語、図形、物語を
記憶し、思い出す力のことです。

2021/7/5 販売休止中

F1022 2021/3/15 森永製菓株式会社 ひざ楽コラーゲン
加工食品(そ
の他)

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」「非変性Ⅱ型コラー
ゲン」が含まれます。これらの成分には、日常生活におけるひざの
動き（ひざの曲げ伸ばし、立つ、歩く、座る、階段の昇り降り等）の
改善をサポートすることが報告されています。本品はひざ関節が
気になる方に適した食品です。

販売休止中

F1023 2021/3/17 日本水産株式会社 めぐりのみかた
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、冷えを感じる
環境下で手指などの末梢体温を保つ機能が報告されています。
冷えを感じやすい健康な方に適した食品です。

2021/7/5 販売休止中

F1024 2021/3/17 株式会社高見澤 サラシアなめ茸
加工食品(そ
の他)

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質の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇
をゆるやかにする機能があることが報告されています。

2021/6/24 販売休止中

F1025 2021/3/17 協和食研株式会社 シボ葛の花
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

F1026 2021/3/17
アサヒグループ食品株
式会社

ディアナチュラゴールド　アンセ
リンａ

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。アンセリンには、血清尿酸値が
正常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑
えることが報告されています。

2021/5/11 販売休止中

F1027 2021/3/18 株式会社たらみ
Ｔａｒａｍｉ（タラミ）　おいしい果実
みかん＆（アンド）パイン

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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F1028 2021/3/18 株式会社東洋新薬 葛の花クランチチョコレートＲ
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

F1029 2021/3/19 株式会社Stauetic ブルーミングベリリカ
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。

2021/6/30 販売休止中

F1030 2021/3/19 エスエス製薬株式会社 ドリエル　ナチュラルスリープα
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。
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)の向上に役立つ機能
があることが報告されています。

販売休止中

F1031 2021/3/19 株式会社Stauetic ブルーミングセルナージュ
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。

2021/6/30 販売休止中

F1032 2021/3/19 株式会社ルックルック さかなケア
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

F1033 2021/3/22 株式会社天士力薬品
Ｄｅｅｐｕｒｅ（ディーピュア）プー
アール茶エキス

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ます。プーアール
茶由来没食子酸には、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の
上昇を穏やかにする機能が報告されています。

販売休止中

F1034 2021/3/22 伊方サービス株式会社
オレンジライフ　河内晩柑オーラ
プテンパウダー

加工食品(そ
の他)

オーラプテン

本品にはオーラプテンが含まれます。オーラプテンには、加齢とと
もに衰える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
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F1035 2021/3/22 アサヒビール株式会社
アサヒスタイルバランスプラスジ
ンジャーサワーテイスト

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。

2021/6/28 販売休止中

F1036 2021/3/22
ニットービバレッジ株式
会社

機能性表示食品　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。

2021/7/16 販売中

F1037 2021/3/23 カゴメ株式会社 ラブレダブル
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、肌の潤いを守るのを助けることが報告され
ています。

2021/6/28 販売休止中

F1038 2021/3/23 カゴメ株式会社 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）ラブレダブル
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、肌の潤いを保つのを助けることが報告さ
れています。

販売休止中

F1039 2021/3/23 カゴメ株式会社 ラブレダブルＷ
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、肌の潤いを保つのを助けることが報告さ
れています。

販売休止中

F1040 2021/3/23
ニットービバレッジ株式
会社

機能性表示食品　ブレンド茶
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。

2021/7/16 販売中

F1041 2021/3/24 株式会社和漢 尿酸ケア習慣ｂ
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超～7.0mg/dL未満）な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

F1042 2021/3/24 株式会社コイル
ｎｏｉ　ノイ　ビフィズス菌＋乳酸
菌

加工食品(サ
プリメント形
状)

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。

販売休止中
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F1043 2021/3/25
カネカユアへルスケア
株式会社

わたしのチカラ　ＥＮＥＲＧＹ（エ
ナジー）

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が含まれるので、一過性のスト
レスを感じている方の睡眠の質の向上（ぐっすり眠れること、眠り
が深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど）に役立つ機能や起
床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に
役立つ機能があります。

販売休止中

F1044 2021/3/25 株式会社伊藤園 機能性表示食品　黒酢で活力
加工食品(そ
の他)

酢酸
本品には酢酸が含まれます。酢酸には日常生活で生じる運動程
度(5～6METs)の疲労感を軽減する機能があることが報告されて
います。

販売休止中

F1045 2021/3/25
オリヒロプランデュ株式
会社

ブラックジンジャーサラシア
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
サラシア由来サラシノー
ル

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。
本品にはサラシア由来サラシノールが含まれています。サラシア
由来サラシノールには食後血糖値の上昇を穏やかにする機能が
報告されています。

販売休止中

F1046 2021/3/25 高梨乳業株式会社
タカナシ　内側からケアするヨー
グルト　うる肌宣言　１００ｇ

加工食品(そ
の他)

LGG(R)乳酸菌(L.
rhamnosus GG)

※レジスターマークRを
(R)で表記しています

本品にはLGG(R)乳酸菌(L. rhamnosus GG)が含まれます。LGG(R)
乳酸菌(L. rhamnosus GG)には、ビフィズス菌を増やし腸内環境改
善をサポートする機能、肌の潤いを保ち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

F1047 2021/3/25 花王株式会社 ヘルシア　ｍｙ（マイ）リズムｃ
加工食品(そ
の他)

コーヒー豆由来クロロゲ
ン酸類

本品はコーヒー豆由来クロロゲン酸類を含みます。コーヒー豆由
来クロロゲン酸類には、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能
と、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。

2021/6/1 販売休止中

F1048 2021/3/25 花王株式会社 ヘルシア　ｍｙ（マイ）リズムｒ
加工食品(そ
の他)

コーヒー豆由来クロロゲ
ン酸類

本品はコーヒー豆由来クロロゲン酸類を含みます。コーヒー豆由
来クロロゲン酸類には、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能
と、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。

2021/6/1 販売休止中

F1049 2021/3/25
アサヒグループ食品株
式会社

濃ーいブルーベリー　アイクリア
加工食品(そ
の他)

ルテイン、ゼアキサンチン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、ゼア
キサンチンには眼の黄斑色素量を増加する働きがあり、くっきりと
見る力（色コントラスト感度）の改善やスマートフォンやパソコンな
どから発せられるブルーライトなどの光刺激からの保護により、眼
の調子を整えることが報告されています。

販売休止中
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F1050 2021/3/25 株式会社伊藤園
機能性表示食品　黒酢で活力
９００ｍｌ

加工食品(そ
の他)

酢酸
本品には酢酸が含まれます。酢酸には日常生活で生じる運動程
度(5～6METs)の疲労感を軽減する機能があることが報告されて
います。

2021/6/17 販売休止中

F1051 2021/3/26 ハナマルキ株式会社 ぐっすりみそ汁
加工食品(そ
の他)

GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAは、睡眠の質（眠りの深さ）
の向上に役立ち、すっきりとした目覚め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

F1052 2021/3/26 株式会社日本薬師堂 アイファインクリアａ
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ています。ルテインは、加齢により減少
し光刺激から目を守るとされる黄斑部の色素量を補い、ぼやけや
かすみを緩和しくっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能
が報告されています。

販売休止中

F1053 2021/3/26 株式会社タイヨーラボ チアシードオイルｂ
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

F1054 2021/3/26 キリンビバレッジ株式会社
キリン　午後の紅茶　ＭＩＬＫ　ＴＥ
Ａ　Ｐｌｕｓ（ミルクティープラス）

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。

2021/7/29 販売休止中

F1055 2021/3/26 株式会社日本薬師堂 ロコモバリアＥＸａ
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、ブラックジンジャー由
来ポリメトキシフラボン、
パプリカ由来カロテノイド
（β-クリプトキサンチン、
β-カロテン、ゼアキサン
チン、カプサンチン）

本品に含まれるサケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コ
ラーゲンは、階段の上り下りや曲げ伸ばしといった、ひざ関節の動
きの改善をサポートすることが報告されています。本品に含まれる
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。本品に含まれるパプリカ由来カロテ
ノイド（β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプ
サンチン）は、骨の成分を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。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

F1056 2021/3/29 株式会社虎ノ門堂 毎日良眠
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

F1057 2021/3/29 株式会社だいにち堂 うるいろ日和
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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F1058 2021/3/29 株式会社虎ノ門堂 毎日快眼
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を維持したり、目の焦点を
合わせやすくしたり、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

F1059 2021/3/29 アサヒビール株式会社
アサヒスタイルバランスプラス完
熟パインサワーテイスト

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、肌の潤いを守るのを助け
る機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適
しています。

2021/6/28 販売休止中

F1060 2021/3/29 プルチャーム株式会社 イクモアロイヤルサプリメント
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、外気温の低下に伴って一時的に減少した末梢（手）の血流
を改善し、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。

2021/7/8 販売休止中

F1061 2021/3/29 ニットービバレッジ株式会社
Ｎａｔｕｌｉｖｅ（ナチュライブ）　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。

2021/7/16 販売中

F1062 2021/3/29 ニットービバレッジ株式会社
Ｎａｔｕｌｉｖｅ（ナチュライブ）　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。

2021/7/16 販売中

F1063 2021/3/30 旭松食品株式会社
新あさひ豆腐サイコロ１／６　５
００ｇ

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高めの血中中性脂肪値を低下させること、お
よび高めのBMIを低下させる機能が報告されています。

販売休止中

F1064 2021/3/30 オリヒロプランデュ株式会社
ぷるんと蒟蒻ゼリーパウチ　プラ
ズマ乳酸菌（巨峰味）

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。

2021/6/11 販売休止中



機能性表示食品届出一覧（令和2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 販売状況

F1065 2021/3/31 株式会社てまひま堂 歩こうか
加工食品(サ
プリメント形
状)

サケ鼻軟骨由来非変性
Ⅱ型コラーゲン、サケ鼻
軟骨由来プロテオグリカ
ン、クリルオイル由来
DHA・EPA

本品にはサケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、サケ鼻軟骨由
来プロテオグリカン及びクリルオイル由来DHA・EPAが含まれま
す。
サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、サケ鼻軟骨由来プロテオ
グリカンには、健常な中高年の日常生活（歩く時、階段を上り下り
する時、立つ時、座る時など）における膝関節の違和感を和らげる
機能があることが報告されています。
クリルオイル由来DHA・EPAには、靴下をはいたり脱いだりする時
の膝の違和感を和らげる機能があることが報告されています。
本品は、膝関節が気になる方に適しています。

販売休止中

F1066 2021/3/31 株式会社燦樹 スルーモイスト
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、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

F1067 2021/3/31 株式会社ファイン
ＧＡＢＡ（ギャバ）すやすやでナイ
ト

加工食品(そ
の他)

ＧＡＢＡ
本品にはγ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）が含まれています。ＧＡＢＡは睡
眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つことが
報告されています。

2021/8/5 販売中


