2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

A2

A3

A22

A23

A24

A30

A31

A32

A33

A34

届出日

2015/4/13

2015/4/13

2015/4/24

2015/4/24

2015/4/24

2015/5/11

2015/5/11

2015/5/11

2015/5/11

2015/5/11

法人番号

6010001014934

1010001098858

9010601039873

9010601039873

9010601039873

8180001092086

8180001092086

8180001092086

8180001092086

8180001092086

届出者名

商品名

機能性関与成分名

機能
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。 難消
化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出
を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血
キリンビバレッジ株式会
食事の生茶
難消化性デキストリン 中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されてい
社
ま す。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。 本
品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる
方、おなかの調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。 難消
化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出
を増 加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の
麒麟麦酒株式会社
パーフェクトフリー 難消化性デキストリン 血中中性脂肪や 血糖値の上昇をおだやかにすることが報告され
ています。 本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方や食後の血
糖値が気になる方に 適しています。
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれ るので、食事
の脂肪の吸収を抑える機能があります。 また、難消化性デキスト
アサヒスタイルバラ 難消化性デキストリン リン(食物繊維)には食事の 糖分の吸収を抑える機能があることが
アサヒビール株式会社
報告されてい ます。
ンス
（食物繊維）

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社

株式会社Mizkan

株式会社Mizkan

株式会社Mizkan

株式会社Mizkan

株式会社Mizkan

届出表示
対象者
■脂肪の多い食事を摂りがちな方
■食後の血糖値が気になる方
■おなかの調子をすっきり整えたい方

■脂肪の多い食事を摂りがちな方
■食後の血糖値が気になる方

20 歳以上の方

強調表示
注意事項
当該製品が想定する 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなか
主な対象者 (疾病に がゆるくなる可能性がある。
罹患してい る者、妊
産婦(妊娠 を計画して
いる者を 含む。)及び
授乳婦 を除く。)
当該製品が想定する
主な対象者 (疾病に
罹患している 者、妊
産婦(妊娠を計 画して
いる者を含 む。)及び
授乳婦を除 く。)
当該製品が想定する
主な対象者 (疾病に
罹患している者、妊産
婦(妊娠を計画してい
る者を含 む。)及び授
乳婦を除く。)

飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなか
がゆるくなる可能性がある。

本品を一度に 7 本程度飲用した場合に下痢症
状を起 こす可能性がある旨の報告があった。
摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
るくなることかあります。

本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれ ます。難消化 20 歳以上の方
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
アサヒスタイルバラ
難消化性デキストリン 機能があることが報告さ れています。
ンスレモンサワーテ
（食物繊維）
イスト

当該製品が想定する 本品を一度に 7 本程度飲用した場合に下痢症
主な対象者 (疾病に 状を起 こす可能性がある旨の報告があった。
罹患している者、妊産
婦(妊娠を計画してい
る者を含 む。)及び授
乳婦を除く。)

本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれ ます。難消化 20 歳以上の方
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
アサヒスタイルバラ
機能があることが報告さ れています。
ンスグレープフ
難消化性デキストリン
ルーツサワーテイ （食物繊維）
スト

当該製品が想定する
主な対象者 (疾病に
罹患している者、妊産
婦(妊娠を計画してい
る者を含 む。)及び授
乳婦を除く。)

本品を一度に 7 本程度飲用した場合に下痢症
状を起 こす可能性がある旨の報告があった。
摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
るくなることかあります。

本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満 肥満気味(BMI25-30)の成人男女
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい ※BMI とは Body Mass Index の略。体重
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
(kg)÷身長(m)
÷身長(m)で算出される肥満度を表す指
数

当該製品が想定する
主な対象者(疾病に罹
患してい者、妊産婦
(妊娠を計画している
者を含む。)及び授乳
婦を除く。)

高濃度のものを摂取すると中毒を起こす可能
性が示唆されている。高濃度のものの報告事
例としては 30%酢酸を約 100mL 摂取した際の
有害報告がある。
必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
刺激を強く感じることがあります。

本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満 肥満気味(BMI25-30)の成人男女
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい ※BMI とは Body Mass Index の略。体重
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
(kg)÷身長(m)
÷身長(m)で算出される肥満度を表す指
数

当該製品が想定する
主な対象者(疾病に罹
患してい者、妊産婦
(妊娠を計画している
者を含む。)及び授乳
婦を除く。)
当該製品が想定する
主な対象者(疾病に罹
患している者、妊産婦
(妊娠を計画している
者を含む。)及び授乳
婦を除く。)
当該製品が想定する
主な対象者(疾病に罹
患している者、妊産婦
(妊娠を計画している
者を含む。)及び授乳
婦を除く。)
当該製品が想定する
主な対象者(疾病に罹
患している者、妊産婦
(妊娠を計画している
者を含む。)及び授乳
婦を除く。)

必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
刺激を強く感じることがあります。

ブルーベリー黒酢

アサイー黒酢

ざくろ黒酢

りんご黒酢

うめ黒酢

酢酸

酢酸

酢酸

酢酸

酢酸

本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満 肥満気味(BMI25-30)の成人男女
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい ※BMI とは Body Mass Index の略。体重
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
(kg)÷身長(m)
÷身長(m)で算出される肥満度を表す指
数
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満 肥満気味(BMI25-30)の成人男女
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい ※BMI とは Body Mass Index の略。体重
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
(kg)÷身長(m)
÷身長(m)で算出される肥満度を表す指
数
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満 肥満気味(BMI25-30)の成人男女
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい ※BMI とは Body Mass Index の略。体重
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
(kg)÷身長(m)
÷身長(m)で算出される肥満度を表す指
数
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必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
刺激を強く感じることがあります。

必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
刺激を強く感じることがあります。

必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
刺激を強く感じることがあります。

2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

A35

A36

届出日

2015/5/11

2015/5/11

法人番号

8180001092086

8180001092086

届出者名

株式会社Mizkan

株式会社Mizkan

商品名

機能性関与成分名

りんご黒酢ストレー
酢酸
ト

ブルーベリー黒酢
ストレート

本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満 肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
酢酸

A37

2015/5/11

8180001092086

株式会社Mizkan

ざくろ黒酢ストレー
酢酸
ト

A40

2015/5/19

3011001002279

株式会社伊藤園

ブルーベリー＆（ア
ンド）アサイーＭｉｘ アスタキサンチン
（ミックス）

A41

2015/5/20

3011001002279

株式会社伊藤園

テアニンの働きで
健やかな眠りをサ
ポートするむぎ茶

A43

A44

A51

A67

A69

2015/5/22

2015/5/22

2015/5/29

2015/6/24

2015/7/3

6010001014934

6010001014934

9040001057028

7340001002005

7010601019092

届出表示
機能
対象者
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満 肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

Ｌ-テアニン

アサヒ飲料株式会社

べにふうき緑茶
ティーバッグ

アサヒ めめはな
茶

当該製品が想定する 必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
主な対象者(疾病に罹 刺激を強く感じることがあります。
患している者、妊産婦
(妊娠を計画している
者を含む。)及び授乳
婦を除く。)

本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満 肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。

当該製品が想定する 必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
主な対象者(疾病に罹 刺激を強く感じることがあります。
患している者、妊産婦
(妊娠を計画している
者を含む。)及び授乳
婦を除く。)
本品にはアスタキサンチンが含まれます。ア スタキサンチンには 健康な方。特に、眼の疲れを感じている 当該製品が想定する
眼のピント調節機能をサ ポートし、眼の調子を整える機能があると 方。
主な対象 者(疾病に
報 告されています。
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)
本品には L-テアニンが含まれています。L-テアニンには夜 間の 治療を行っていないが、眠りの質に不安 当該製品が想定する
健やかな眠りをサポートすることが報告されています。
を感じる方
主な対象 者(疾病に
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)

本品には難消化性デキストリン(食物繊維) が含まれます。
難消化性デキストリンは、食事から摂取し た脂肪の吸収を抑えて
キリン メッツ プラ
排出を増加させるた め、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやか
キリンビバレッジ株式会
ス スパークリング 難消化性デキストリン に することが報告されています。
社
ウォーター
本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、 食後の血中中性脂肪
が気になる方に適した飲 料です。
本品には難消化性デキストリン(食物繊維) が含まれます。
難消化性デキストリンは、食事から摂取し た脂肪の吸収を抑えて
キリン メッツ プラ
排出を増加させるた め、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやか
キリンビバレッジ株式会
ス レモンスカッ
難消化性デキストリン に することが報告されています。
社
シュ
本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、 食後の血中中性脂肪
が気になる方に適した飲 料です。
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が 含まれます。難消化
性デキストリン(食物繊維 は食後血糖の上昇を抑制する機能があ
ると報 告されています。
イオントップバリュ株式 難消化性デキスト
難消化性デキストリン
会社
リン配合 コーラ

ＪＡかごしま茶業 株式
会社

強調表示
注意事項
当該製品が想定する 必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
主な対象者(疾病に罹 刺激を強く感じることがあります。
患している者、妊産婦
(妊娠を計画している
者を含む。)及び授乳
婦を除く。)

■脂肪の多い食事を摂りがちな方
■食後の血中中性脂肪が気になる方

■脂肪の多い食事を摂りがちな方
■食後の血中中性脂肪が気になる方

健常成人(正常域もしくは境界域血糖値
の成 人)

当該製品が想定する
主な対象者(疾病に罹
患してい者、 妊産婦
(妊娠を計画している
者を含む。)及び授乳
婦を除 く。)
当該製品が想定する
主な対象 者(疾病に
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)
当該製品が想定する
主な対象 者(疾病に
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)

本品には、メチル化カテキン（エピガロカテキン−３−O-（３−O-メチ ハウスダストやほこりなどにより、目や
ル）ガレート）が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダストや 鼻に不快感を有している成人男女。
メチル化カテキン（エ ほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されてい
ピガロカテキン-3-O- ます。
（3-O-メチル）ガレー
ト）

当該製品が想定する
主な対象 者(疾病に
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)

メチル化カテキン〔エ 本品には、メチル化カテキンが含まれるのでほこりやハウスダスト ほこりやハウスダストにより、目や鼻に不
快感を有する成人。
ピガロカテキン-３-O- による目や鼻の不快感を緩和します。
(３-O-メチル)ガレート
およびガロカテキン３-O-(３-O-メチル)ガ
レート〕

当該製品が想定する
主な対象 者(疾病に
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)
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空腹時に摂取すると胃が痛くなることがありま
す。本品は、カフェインを通常の緑茶と同様に
含んでいますのでカフェインで眠れなくなる方
は、夕方からの飲用を避けてください。

2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

A93

A104

A105

A106

届出日

2015/8/13

2015/8/28

2015/8/31

2015/8/31

法人番号

6010001014934

3011001002279

2500001005202

2180001035109

A107

2015/8/31

2180001035109

A108

2015/8/31

2180001035109

A115

2015/9/3

2290001018226

A116

2015/9/4

6010001014934

A119

2015/9/8

2290001018226

届出者名

商品名

機能性関与成分名

機能
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が 含まれます。難消化
性デキストリンは、食事か ら摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を
増加さ せるとともに、糖の吸収をおだやかにするた め、食後の血
キリンビバレッジ株式会
難消化性デキストリン 中中性脂肪や血糖値の上昇をおだ やかにすることが報告されて
ほっと食事の生茶
社
（食物繊維）
います。さらに おなかの調子を整えることも報告されていま す。本
品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方 食後の血糖値が気になる
方、おなかの調子をす っきり整えたい方に適した飲料です。
本品には難消化性デキストリン(食物繊維) が含まれます。難消化
性デキストリン(食物 繊維)には、おなかの調子を整える機能と、
お～いお茶 日本
難消化性デキストリン 食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後 の中性脂肪の上昇
株式会社伊藤園
の健康 玄米茶（げ
を抑える機能があることが 報告されています。
（食物繊維）
んまいちゃ）

株式会社えひめ飲料

カゴメ株式会社

届出表示
対象者
脂肪の多い食事を摂りがちな方
食後の血糖値が気になる方
おなかの調子をすっきり整えたい方

強調表示
当該製品が想定する
主な対象 者(疾病に
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)

おなかの調子が気になる方中性脂肪が
気になる方

注意事項

当該製品が想定する
主な対象 者(疾病に
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)
本品には、β-クリプトキサンチンが含まれてい ます。β-クリプト 更年期以降の女性の他、骨の健康が気 当該製品が想定する
キサンチンは骨の良好な代謝 を助けることにより、骨の健康維持 になる方
主な対象 者(疾病に
に役立つことが報告されています。
罹患している者、 妊
ＰＯＭ（ポン） アシ
β-クリプトキサンチン
産婦(妊娠を計画して
タノカラダ
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)
本品にはリコピンが含まれます。リコピンには 血中 HDL(善玉)コレ 一般消費者、特に血中コレステロールが 当該製品が想定する
ステロールを増やす働きが 報告されています。血中コレステロー 気にな る方。
主な対象 者(疾病に
カゴメトマトジュー
ルが気に なる方にお勧めです。
罹患している者、 妊
ス高リコピントマト リコピン
産婦(妊娠を計画して
使用食塩入り
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)
本品にはリコピンが含まれます。リコピンには 血中 HDL(善玉)コレ 一般消費者、特に血中コレステロールが 当該製品が想定する
ステロールを増やす働きが 報告されています。血中コレステロー 気にな る方。
主な対象 者(疾病に
ルが気に なる方にお勧めです。
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
カゴメトマトジュー
リコピン
授乳婦を除 く。)
ス食塩入り

多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるもの ではありませ
ん。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなか
がゆるくなるこ とがあります。

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)が含ま 肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、 当該製品が想定する
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 お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲 主な対象 者(疾病に
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 径が気になる方
罹患している者、 妊
スト周囲径を減らすのを助 ける機能があることが報告されていま
産婦(妊娠を計画して
す。肥満 気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の 脂肪が気に
いる 者を含む。)及び
葛の花由来イソフラボ なる方、ウエスト周囲径が気になる 方に適した食品です。
授乳婦を除 く。)
葛の花スムージー
ン（テクトリゲニン類と
Ｔ（ティー）
して）

・テクトリゲニンは、弱いながらも、女性ホルモ
ンと同じ働き(以下、エ ストロゲン様作用という)
を有し、弱い変異原性を持つことが報告されて
いる・摂取期間が最長ても 12 週であるため、
これ以上継続摂取した際の影響は不明であ
る。 ・安全性については、サンプルサイズ、期
間ともに十分とは言えないので別の切り口での
評価が必要である。
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご
相談ください。

多量に摂取することにより、より効果が増進さ
れるものではありません。

1日の摂取目安量を守ってくたさい。

唯一報告されているリコピン摂取による有害事
象に、カロテン血症があります。カロテンを多量
に摂取した際に血中のカロテン値が上昇し、皮
膚の色が黄色くなる状態がカロテン血症です。
食品やサプリメントよりβ‐カロテンを多く摂取
カゴメ株式会社
するとこの症状かあらわれることが知られてま
すが、リコピンに関する報告例はきわめてわず
かです。また、米国健康医学諮問機関では、カ
ロテン 血症は、生物学的に無害であると認め
ていす。
本品にはリコピンが含まれます。リコピンには 血中 HDL(善玉)コレ 一般消費者、特に血中コレステロールが 当該製品が想定する 1日の摂取目安量を守ってくたさい。
1日の摂取目安量を守ってください。
ステロールを増やす働きが 報告されています。血中コレステロー 気にな る方。
主な対象 者(疾病に
ルが気に なる方にお勧めです。
罹患している者、 妊
カゴメトマトジュー
カゴメ株式会社
リコピン
産婦(妊娠を計画して
ス食塩無添加
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)
本品には、難消化性デキストリン(食物繊維 が含まれるので、便秘 便秘気味な女性
当該製品が想定する 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
気味な方の便通を改善す る機能があります。便秘気味な女性に
主な対象 者(疾病に 増進するものではありません。 摂り過ぎあるい
罹患している者、 妊 は体質・体調によりおなかがはったり、ゆるくな
ボタニカルファイ
難消化性デキストリン 適した食 品です。
株式会社東洋新薬
産婦(妊娠を計画して ることがあり ます。また、妊娠中の方あるいは
バーＴ（ティー）
（食物繊維）
いる 者を含む。)及び 妊娠の可能性のある方は医師とご相談くださ
授乳婦を除 く。)
い。
本品には難消化性デキストリン(食物繊維) が含まれます。
脂肪の多い食事を摂りがちな方
当該製品が想定する 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなか
難消化性デキストリンは、食事から摂取し た脂肪の吸収を抑えて 食後の血中中性脂肪が気になる方
主な対象 者(疾病に がゆるくなる可能性がある。
キリン メッツ プラ
排出を増加させるた め、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやか
罹患している者、 妊
キリンビバレッジ株式会
ス ジンジャーエー 難消化性デキストリン に することが報告されています。
産婦(妊娠を計画して
社
ル
本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、 食後の血中中性脂肪
いる 者を含む。)及び
が気になる方に適した飲 料です。
授乳婦を除 く。)

株式会社東洋新薬
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機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

A126

A128

A129

届出日

2015/9/10

2015/9/10

2015/9/14

法人番号

2290001018226

2290001018226

2290001018226

届出者名

株式会社東洋新薬

株式会社東洋新薬

株式会社東洋新薬

A130

2015/9/14

3011001002279

株式会社伊藤園

A131

2015/9/14

3011001002279

株式会社伊藤園

商品名

葛花パウダーＴ
（ティー）

届出表示
機能
対象者
強調表示
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)が含ま 肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、 当該製品が想定する
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 お腹の 脂肪が気になる方、ウエスト周囲 主な対象 者(疾病に
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 径が気になる方
罹患している者、 妊
スト周囲径を減らすのを助 ける機能があることが報告されていま
産婦(妊娠を計画して
す。肥満 気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の 脂肪が気に
いる 者を含む。)及び
葛の花由来イソフラボ なる方、ウエスト周囲径が気になる 方に適した食品です。
授乳婦を除 く。)
ン（テクトリゲニン類と
して）
機能性関与成分名

セラミド配合スムー 米由来グルコシルセ
ジーＴ（ティー）
ラミド

葛の花緑茶Ｔ
（ティー）

本品には、米由来グルコシルセラミドが含ま れます。米由来グル 肌の乾燥を自覚し、経皮水分蒸散量が高 当該製品が想定する
コシルセラミドには、肌 の保湿力(バリア機能)を高める機能がある めの方
主な対象 者(疾病に
ため、肌の調子を整える機能があることが報 告されています。
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)

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)が含ま 肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、 当該製品が想定する
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 お腹の 脂肪か気になる方、ウエスト周囲 主な対象 者(疾病に
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 径が気になる方
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
葛の花由来イソフラボ ト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されてい ま
いる 者を含む。)及び
ン（テクトリゲニン類と す。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる 方、お腹の脂肪が気に
なる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
授乳婦を除 く。)
して）

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含ま れます。モノグルコシ ・健康な成人 ・健康であるが血中の中性
ルヘスペリジンには、 気温や室内温度が低い時などの健やかな 脂肪が気になる成 人
お～いお茶 巡（め モノグルコシルヘスペ 血流 (末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維 持する機能があるこ
とが報告されています。 また、血中の中性脂肪が気になる方の中
ぐ）りさらら
リジン
性脂 肪を減らす機能があることが報告されていま す。
本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘス

健康な成人

ヘルシープラス さ モノグルコシルヘスペ ペリジンには、気温や室内温度が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）を維持する機能があることが報告されていま
らさらむぎ茶
リジン
す。

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化性デキ 中性脂肪が気になる方

A132

2015/9/15

3011001002279

株式会社伊藤園

A135

2015/9/16

2290001018226

株式会社東洋新薬

A137

2015/9/17

2290001018226

株式会社東洋新薬

A145

2015/9/28

9010601039873

アサヒビール株式会社

A160

2015/10/9

9010601039873

アサヒビール株式会社

A165

2015/10/15

5120001049268

江崎グリコ株式会社

注意事項
・テクトリゲニンは、弱いながらも、女性ホルモ
ンと同じ働き(以下、エ ストロゲン様作用という)
を有し、弱い変異原性を持つことが報告されて
いる・摂取期間が最長でも 12 週であるため、
これ以上継続摂取した際の影響は不明であ
る。 ・安全性については、サンプルサイズ、期
間ともに十分とは言えないので別の切り口での
評価が必要である。
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。 また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご
相談ください。
摂取期間が最長でも 12 週間であるため、これ
以上継続摂取した際の影響は不明である
・ 本レビューは、植物由来グルコシルセラミド
の1つとして米由来グルコシルセラミドを加えて
評価したものであるため、確定的な結論を導く
には弱 い
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。 また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
・摂取期間が最長でも 12 週であるため、これ
以上継続摂取した際の影響は不明である。
・安全性については、サンプルサイズ、期間と
もに十分とは言えないのて別の切り口での評
価が必要である。
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。 また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご
相談ください。
多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。

当該製品が想定する
主な対象 者(疾病に
罹患している者、 妊
産婦(妊娠を計画して
いる 者を含む。)及び
授乳婦を除 く。)
健やかな血流を保つ 多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるもので はありませ
ん。

脂肪の吸収を抑える 多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。
摂り過ぎあるいは体質･体調によりおなかがゆ
るくなることがあります。
本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消 脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食 脂肪と糖に働く
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪と糖に働 後に 上がる中性脂肪や血糖値が気にな
増進するものではありません。摂り過ぎあるい
脂肪と糖が気にな
難消化性デキストリン き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されてい る方
は体質・体調によりおなかがゆるくなることがあ
る方の青汁Ｔ
（食物繊維）
ます。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂
ります。 また、妊娠中の方あるいは妊娠の可
（ティー）
肪や血糖値が気になる方に適した食品です。
能性のある方は医師とご相談ください。
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）が含 肥満気味な方、体重（BMI）が気になる
お腹の脂肪を減らす 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
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、 方、お腹の 脂肪が気になる方、ウエスト
増進するものではありません。また、妊娠中の
葛の花由来イソフラボ 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 周囲径が気になる方
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
葛の花配合大麦青
ン（テクトリゲニン類と エスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されていま
談してください。
汁Ｔ（ティー）
して）
す。肥満気味な方、体重（BMI）が気になる方、お腹の脂肪が気に
なる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 ・血中中性脂肪がやや高めの20歳以上 食事の脂肪や糖分の 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
アサヒスタイルバラ
難消化性デキストリン
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 の方 ・食後の血糖値が気になる 20 歳以 吸収を抑える
るくなるこ とがあります。
ンスゆずサワーテ
（食物繊維）
機能があることが報告されています。
上の方
イスト
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 ・血中中性脂肪がやや高めの20歳以上 食事の脂肪や糖分の 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
アサヒスタイルバラ
難消化性デキストリン
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 の方 ・食後の血糖値が気になる 20 歳以 吸収を抑える
るくなることがあります。
ンスコーラサワーテ
（食物繊維）
機能があることが報告されています。
上の方
イスト
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 ・日常的にチョコレートを食べる方 ・食品 脂肪と糖の吸収を抑 多量に摂取することにより、疾病が治癒するも
える
のではありません。また食べ 過ぎ、あるいは体
ＬＩＢＥＲＡ（リベラ） 難消化性デキストリン 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 中の糖や脂肪が気になる方
能があることが報告されています。
質・体調により、おなかがゆるくなることがあり
＜ミルク＞
（食物繊維）
ます。
ヘルシールイボス
ティー

難消化性デキストリン ストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後
の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。
（食物繊維）
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機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

A166

A167

届出日

2015/10/15

2015/10/15

法人番号

6010001014934

7010601019092

届出者名

商品名

スーパーファイア
キリンビバレッジ株式会
ブレッドアンドコー
社
ヒー

アサヒ飲料株式会社

機能性関与成分名

機能
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を
難消化性デキストリン 増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食事の血中
中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されていま
（食物繊維）
す。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気
になる方に適した飲料です。
本品には「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）が含まれます。「ラクトトリ
ペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方に適した機能があるこ
とが報告されています。

届出表示
対象者
脂肪の多い食事を摂りがちな方
食後の血中中性脂肪が気になる方
食後の血糖値が気になる方

日常的に清涼飲料水を利用する方
自身の血圧値が気になり出した方
（血圧値が正常および正常高値）

「アミール」ＷＡＴＥ 「ラクトトリペプチド」
Ｒ（ウォーター）
（VPP、IPP）

本品には「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）が含まれます。「ラクトトリ 日常的に清涼飲料水を利用する方
ペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方に適した機能があるこ 自身の血圧値が気になり出した方
とが報告されています。
（血圧値が正常および正常高値）
A168

2015/10/15

7010601019092

アサヒ飲料株式会社

「アミール」ＷＡＴＥ
「ラクトトリペプチド」
Ｒ（ウォーター）３０
（VPP、IPP）
０

A169

2015/10/19

3011001002279

株式会社伊藤園

お～いお茶 日本
難消化性デキストリン
の健康 玄米茶（げ
（食物繊維）
んまいちゃ）３５０

A170

2015/12/24

5120001049268

江崎グリコ株式会社

高濃度ビフィズス
菌飲料ＢｉｆｉＸ（ビ
フィックス）１０００

A171

2015/12/24

2290001018226

株式会社東洋新薬

ファイバー脂肪ケア ポリデキストロース
Ｔ（ティー）
（食物繊維として）

A173

2015/12/28

6011001017563

日本コカ・コーラ株式会
社

グラソー スリープ
L-テアニン
ウォーター

A174

2015/12/28

5120001049268

江崎グリコ株式会社

朝食 ＢｉｆｉＸ（ビ
フィックス）のむビ ビフィズス菌BifiX（B.
フィズス菌 脂肪ゼ lactis GCL2505）
ロ

A175

2016/1/5

2290001018226

株式会社東洋新薬

ファイバーパウ
ダーＴ（ティー）

A176

2016/1/5

2290001018226

株式会社東洋新薬

葛の花由来イソフラボ
飲む体脂肪ケアグ
ン（テクトリゲニン類と
リーンスムージー
して）

ビフィズス菌BifiX（B.
lactis GCL2505）

難消化性デキストリン
（食物繊維）

強調表示
注意事項
食事から摂取した脂 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなか
肪の吸収を抑える。 がゆるくなる可能性がある。
糖の吸収をおだやか
にする。
血圧が高めの方の水 過去に同一の機能性関与成分を用いた特定
分補給に
保健用食品のヒト試験において、咳の出現が
1例報告されているが、特定保健用食品の審
査における安全性評価において「体質によりま
れにせきがでることがあります。その際は医師
にご相談ください」の旨の摂取上の注意を表示
することとなっており、問題ないものと判断され
ている。当該製品についても同様の表示を行
う。

血圧が高めの方の水 過去に同一の機能性関与成分を用いた特定
分補給に
保健用食品のヒト試験において、咳の出現が
1例報告されているが、特定保健用食品の審
査における安全性評価において「体質によりま
れにせきがでることがあります。その際は医師
にご相談ください」の旨の摂取上の注意を表示
することとなっており、問題ないものと判断され
ている。当該製品についても同様の表示を行
う。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 おなかの調子が気になる方
1．おなかの調子を整 多量に摂取することにより、疾病が治癒した
性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能と、食 中性脂肪が気になる方
える 2．脂肪の吸収 り、より健康が増進できるもの ではありませ
事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑
を抑える
ん。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなか
える機能があることが報告されています。
がゆるくなるこ とがあります。
本品にはビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505）が含まれます。ビ 腸内環境を良くしたい方、便通・お通じを ビフィズス菌Bifixがお ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、よ
フィズス菌 BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を 改 善したい方、おなかの調子をすっきり なかで増えて腸内環 り健康が増進するものではあ りません。
改善し、便通・お通じを改善することが報告されています。ビフィズ 整えた い方（疾病に罹患している者、妊 境改善
ス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい方に適した飲料 産婦（妊娠 を計画している者を含む。）及
です。
び授乳婦を除 く。）
本品には、ポリデキストロース（食物繊維として）が含まれるので、 脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に 食後の中性脂肪を抑 オリゴ糖、食物繊維、乳酸菌を含む製品ととも
食後に上がる中性脂肪を抑える機能があります。脂肪の多い食事 上が る中性脂肪が気になる方
える紅茶
に摂取することで、おなか がゆるくなることが
を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪が気になる方に適した食
あります。摂り過ぎあるいは体質・体調によりお
品です。
なかが ゆるくなることがあります。多量摂取に
より疾病が治癒したり、より健康が 増進するも
のではありません。他の食品からの摂取量を
考えて適量を摂取し てください。また、妊娠中
の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に
相談 してください。
本品には「L-テアニン」が含まれます。L-テアニンには、健やかな 睡眠の質が気になる方（疾病に罹患して 健やかな眠りをサ
・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、よ
眠り（朝目覚めたときの疲労感と眠気を軽減すること）をサポートす いる 者、未成年、妊産婦（妊娠を計画し ポート
り健康が増進するものではあり ません。 ・特に
ることが報告されています。
ている者を 含む）、授乳婦を除く）
降圧剤、興奮剤をご使用の際は医師に相談し
てください。
本品にはビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505）が含まれます。ビ 腸内環境を良くしたい方、及びおなかの ビフィズス菌Bifixがお ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、よ
フィズス菌 BifiXは生きて腸に届き、腸内で増殖することで、腸内環 調子 を整えたい方（疾病に罹患している なかで増えて腸内環 り健康が増進するものではあ りません。
境を改善することが報告されています。
者、妊産 婦（妊娠を計画している者を含 境改善
む。）及び授乳 婦を除く。）
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食 脂肪と糖に働く
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、 後に 上がる中性脂肪や血糖値が気にな
増進するものではありません。 摂り過ぎあるい
食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されていま る方
は体質・体調によりおなかがゆるくなることがあ
す。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪
ります。ま た、妊娠中の方あるいは妊娠の可
や血糖値が気になる方に適した食品です。
能性のある方は医師に相談してください。
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）が含 肥満気味な方、体重（BMI）が気になる
体脂肪を減らす
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
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、 方、お 腹の脂肪が気になる方、ウエスト
増進するものではありません。 また、妊娠中の
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 周囲径が気 になる方
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
エスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されていま
談してください。
す。肥満気味な方、体重（BMI）が気になる方、お腹の脂肪が気に
なる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
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2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

A200

A201

届出日

2016/1/22

2016/1/22

法人番号

2290001018226

2290001018226

届出者名

株式会社東洋新薬

株式会社東洋新薬

商品名

機能性関与成分名

お腹の脂肪が気に 葛の花由来イソフラボ
なる方の青汁Ｔ
ン（テクトリゲニン類と
（ティー）
して）

葛の花由来イソフラボ
肥満気味な方の青
ン（テクトリゲニン類と
汁Ｔ（ティー）
して）

葛の花由来イソフラボ
ン（テクトリゲニン類と
して）

A211

2016/1/29

4140001023585

ありがとう通販株式会社 青汁ダイエットン

A212

2016/2/2

8010401029662

森永乳業株式会社

ビヒダスのむヨーグ
ビフィズス菌ＢＢ５３６
ルト

A221

2016/2/17

8010401029662

森永乳業株式会社

ビヒダスのむヨーグ
ビフィズス菌BB536
ルト脂肪ゼロ

A225

2016/2/19

6010001014934

キリンビバレッジ株式会 キリン メッツ プラ 難消化性デキストリン
社
ス 梅スカッシュ
（食物繊維）

A226

2016/2/22

7010601019092

アサヒ飲料株式会社

りんごポリフェノール
アサヒ 凹茶（ぼこ
（りんご由来プロシア
ちゃ）
ニジンとして）

A228

2016/2/23

6010001014934

キリン メッツ プラ
キリンビバレッジ株式会
難消化性デキストリン
ス ライムスカッ
社
（食物繊維）
シュ

A232

2016/2/26

8180001092086

株式会社Mizkan

まろやかりんご酢
はちみつりんご

酢酸

A233

2016/2/26

8180001092086

株式会社Mizkan

まろやかりんご酢
アセロラ

酢酸

A234

2016/2/26

8180001092086

株式会社Mizkan

まろやかりんご酢
はちみつりんご ス 酢酸
トレート

A235

2016/2/26

8180001092086

株式会社Mizkan

まろやかりんご酢
酢酸
アセロラ ストレート

A236

2016/2/26

8180001092086

株式会社Mizkan

まろやかりんご酢
ローズヒップ＆カシ 酢酸
ス ストレート

A237

2016/2/26

8180001092086

株式会社Mizkan

アサイー黒酢 スト
酢酸
レート

株式会社やまちや

葛の花由来イソフ
ラボン入り きょう
の青汁

A240

2016/2/29

4130001031515

葛の花由来イソフラボ
ン（テクトリゲニン類と
して）

機能
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）が含
まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、
肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウ
エスト周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助ける機能があること
が報告されています。体脂肪、お腹周り（ウエストサイズ）、体重
（BMI）、お腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）が気になる方に適した
食品です。
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）が含
まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、
肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウ
エスト周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助ける機能があること
が報告されています。体脂肪、お腹周り（ウエストサイズ）、体重
（BMI）、お腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）が気になる方に適した
食品です。
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）が含
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があることが報告されていま
す。肥満気味な方、体重（BMI）が気になる方、お腹の脂肪が気に
なる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
本品にはビフィズス菌ＢＢ５３６が含まれます。ビフィズス菌ＢＢ５３
６には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が報告され
ています。
本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536に
は、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が報告されてい
ます。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を
増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするこ
とが報告されています。
本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が
気になる方に適した飲料です。
本品には、りんごポリフェノール（りんご由来プロシアニジンとして）
が含まれるので、体脂肪が気になる方のお腹の脂肪を減らす機能
があります。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を
増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするこ
とが報告されています。
本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が
気になる方に適した飲料です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
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）が含
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があることが報告されていま
す。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、
ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
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届出表示
対象者
強調表示
肥満気味な方、体脂肪が気になる方、お 内臓脂肪 皮下脂肪
腹周り （ウエストサイズ）が気になる方、 ウエストサイズを減ら
体重（BMI）が気 になる方、お腹の脂肪 す
（内臓脂肪と皮下脂肪）が 気になる方

注意事項
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。 また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。

肥満気味な方、体脂肪が気になる方、お 内臓脂肪 皮下脂肪
腹周り （ウエストサイズ）が気になる方、 体重を減らす
体重（BMI）が気 になる方、お腹の脂肪
（内臓脂肪と皮下脂肪）が 気になる方

多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。 また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。

肥満気味な方、体重（BMI）が気になる
方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト
周囲径が気に なる方

多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。 また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。

お腹の脂肪を減らす

おなかの調子を整えたい健康な成人（た 腸内環境を良好にし、 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より
だし、 妊産婦及び授乳婦を除く。）
腸の調子を整える
健康が推進するものではありま せん。
おなかの調子を整えたい健康な成人（た 腸内環境を良好にし、 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より
だし、 妊産婦及び授乳婦を除く。）
腸の調子を整える
健康が推進するものではありま せん。
■脂肪の多い食事を摂りがちな方
■食後の血中中性脂肪が気になる方

食事から摂取した脂
肪の吸収を抑え 排
出を増加させる

飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなか
がゆるくなる可能性がある

体脂肪が気になる方 肥満傾向の方

お腹の脂肪を減らす

特になし

■脂肪の多い食事を摂りがちな方
■食後の血中中性脂肪が気になる方

食事から摂取した脂
肪の吸収を抑え、排
出を増加させる

飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなか
がゆるくなる可能性がある

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあり
方に
ます。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
方に
刺激を強く感じることがあります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあり
方に
ます。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあり
方に
ます。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあり
方に
ます。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあり
方に
ます。

肥満気味な方、BMI が高めの方、お腹の お腹の脂肪（内臓脂 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
脂肪 が気になる方、ウエスト周囲径が気 肪・皮下脂肪）を減ら 増進するものではありません。 また、妊娠中の
になる方
す
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。

2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

届出者名

A241

2016/3/1

9040001057028

イオントップバリュ株式
会社

A247

2016/3/8

8180001092086

株式会社Mizkan

A251

2016/3/10

9010601039873

アサヒビール株式会社

A256

2016/3/11

2290001018226

株式会社東洋新薬

商品名

機能性関与成分名

機能
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）が含
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、
葛の花イソフラボン 葛の花由来イソフラボ 肥満気味な方の、お腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周
配合 大麦若葉青 ン（テクトリゲニン類と 囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥
汁
して）
満気味な方、お腹の脂肪が気になる方、内臓脂肪が気になる方、
ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
まろやかりんご酢
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ローズヒップ＆カシ 酢酸
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
ス
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
アサヒスタイルバラ
難消化性デキストリン
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
ンスジンジャーサ
（食物繊維）
機能があることが報告されています。
ワーテイスト
本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコ
セラミドパウダーＴ 米由来グルコシルセ シルセラミドには、肌を乾燥しにくくするのを助ける機能があること
が報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。
（ティー）
ラミド

A258

2016/3/11

1010001104401

株式会社銀座・トマト

食事の青汁

A260

2016/3/14

2240001022777

宝積飲料株式会社

グァバ茶 ＰＬＵＳ
（プラス ）

A261

2016/3/14

2290001018226

株式会社東洋新薬

飲むスキンケアア
サイースムージー

本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消
化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪と糖に働
難消化性デキストリン き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されてい
（食物繊維）
ます。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂
肪や血糖値が気になる方に適した食品です。
本品には難消化性デキストリンが含まれます。難消化性デキストリ
難消化性デキストリン ンは糖の吸収を抑えるため、食後の血糖値の上昇をおだやかにす
ることが報告されています。
本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコ
米由来グルコシルセ シルセラミドには、肌の潤いを逃しにくくする機能があることが報告
されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。
ラミド
本品には酢酸が含まれます。酢酸には血圧が高めの方に適した
機能があることが報告されています。

A273

2016/3/17

5260001020677

株式会社山田養蜂場

飲むはちみつ酢
りんご味

酢酸

A274

2016/3/17

2290001018226

株式会社東洋新薬

セラミドゼリーＴ
（ティー）

米由来グルコシルセ
ラミド

A277

2016/3/18

7180301016951

A279

2016/3/18

9010601039873

A288

A290

2016/3/28

2016/3/29

2180001104978

6010001014934

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）が含
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、
葛の花由来イソフラボ 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
株式会社スギ薬局
ン（テクトリゲニン類 エスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されていま
として）
す。肥満気味な方、体重（BMI）が気になる方、お腹の脂肪が気に
なる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
アサヒスタイルバラ
難消化性デキストリン
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
アサヒビール株式会社 ンス梅サワーテイ
（食物繊維）
機能があることが報告されています。
スト
本品にはGABAが含まれています。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があることが報告されて
います。
ポッカサッポロフード＆ビ ＦＲＥＥ （フリー）Ｔ
GABA
バレッジ株式会社
ｅａ（ ティー）

テアニン（L-テアニ
ン）、クエン酸

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

本品にはテアニン（L-テアニン）が含まれます。テアニンは心理的
負荷のかかる事務作業により発生する一時的なストレスを軽減す
ることが報告されています。
本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続摂取により日常
生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。
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強調表示
注意事項
内臓脂肪が気になる 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
方に
り健康が増進するものではありません。1日の
摂取目安量を守ってください。

内臓脂肪が気になる 必ず薄めてお飲みください。空腹時での摂取は
方に
刺激を強く感じることがあります。

・血中中性脂肪がやや高めの20歳以上 食事の脂肪や糖分の 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
の方 ・食後の血糖値が気になる 20 歳以 吸収を抑える
るくなることがあります。
上の方
肌が乾燥しがちな方
肌の乾燥対策に肌を 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
乾燥しにくくする
増進するものではありません。 また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
脂肪・糖気になる方へ
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
脂肪や糖の多い食事を摂りがちな
増進するものではありません。摂り過ぎあるい
方、食後に上がる 中性脂肪や血糖
は体質・体調によりおなかがゆるくなることがあ
値が気になる方
ります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能
性のある方は医師に相談してください。
食事の糖分が気になる方・治療の必要は 糖の吸収を抑え食後 取り過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆる
ないが、食後血糖が上がりやすい方
の血糖値の上昇をお くなることがあります
だやかに
肌が乾燥しがちな方
飲むスキンケアーア 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
サイースムージー
増進するものではありません。また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
血圧が高めの方
血圧が高めの方に
原材料名をご確認の上、食物アレルギーをお
飲むはちみつ酢
持ちの方は飲用をお控えください。 体質や体
調により稀に、かゆみ、発疹などや一時的に過
敏な反応が現れる場合 があります。そのまま
飲用されると刺激を強く感じる場合があります
ので、薄 めてお召し上がりください。医薬品を
服用している場合は医師、薬剤師に相談し て
ください。

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコ 肌が乾燥しがちな方
シルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報
告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。

葛の花プレミアム
青汁

キリンビバレッジ株式会 キリン サプリ レ
社
モン

届出表示
対象者
肥満気味な方、お腹の脂肪が気になる
方、内臓脂肪が気になる方、ウエスト周
囲径が気になる方

肥満気味な方、体重（BMI）が気になる
方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト
周囲径が気になる方

・血中中性脂肪がやや高めの20歳以上
の方・食後の血糖値が気になる20歳以上
の方
健常な日本人。性別、年齢は問わない。
ただし、以下の者は対象としない。・疾病
に罹患している者・妊産婦（妊娠を計画し
ている者を含む。）及び授乳婦・未成年者

心理的負荷のかかる事務作業により発
生する一時的なストレスが気になる方
日常生活や運動後の疲労感が気になる
方

肌のうるおいを守るサ 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
ポート
増進するものではありません。 また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
お腹の脂肪を減らす 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
食事の脂肪や糖分の 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
吸収を抑える
るくなることがあります。
ストレス社会解放応
援飲料

理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
能性があるとされている。このため、降圧薬を
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。
(表示内容）多量摂取により疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。
ストレス
多量摂取によって、より健康が増進するもので
一時的ストレスを軽減 はありません

2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

A300

2016/3/30

2180001104978

A307

2016/3/31

4013301006867

届出者名

2016/4/28

3230001002267

日本薬剤株式会社

B12

2016/4/28

3011001002279

株式会社伊藤園

2016/4/28

機能性関与成分名

機能
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
ＺＥＲＯ（ゼロ）ｋｃａｌ
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
（キロカロリー）Ｃｉｄ
ポッカサッポロフード＆ビ
難消化性デキストリン えるとともに、糖分の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだや
ｅｒ（サイダー）ゼロ
バレッジ株式会社
（食物繊維）
かにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂り
キロカロリーサイ
がちな方、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。
ダー
本品には血圧低下作用を有するヒハツ由来ピペリンが含まれるの
で、血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持します。
血圧が高めの方の
大正製薬株式会社
ヒハツ由来ピペリン
健康緑茶

B9

B13

商品名

6130001019343

株式会社わかさ生活

B18

2016/5/3

6011001017563

日本コカ・コーラ株式会
社

B19

2016/5/3

6011001017563

日本コカ・コーラ株式会
社

B20

2016/5/9

7010601019092

アサヒ飲料株式会社

B21

2016/5/10

2120001077560

味覚糖株式会社

B45

2016/5/25

4080001013766

株式会社荒畑園

B46

2016/5/25

4080001013766

株式会社荒畑園

B47

2016/5/25

4080001013766

株式会社荒畑園

届出表示
対象者
強調表示
注意事項
健常成人で、脂肪の多い食事を摂りがち 脂肪の吸収を抑え糖 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
な方、食後の血糖値が気になる方
の吸収をおだやかに 増進するものではありません。飲みすぎ、ある
する
いは体質・体調により、おなかがゆるくなること
があります。

血圧が高めの方。健康な成人であれば
年齢、性 別を問わないが、疾病に罹患し
ている者、妊産 婦（妊娠を計画している
者を含む。）及び授乳 婦を除く。
本品には難消化性デキストリンが含まれます。難消化性デキストリ 脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の
ン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、糖の吸収 血糖値が気になる方、おなかの調子を整
をおだやかにするため、食事と一緒に摂取することで、食後の血 えたい方
難消化性デキストリン 中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されてい
食事の刻の緑茶
（食物繊維）
ます。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。本品
は脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、
お腹の調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。
本品にはリコピンが含まれます。リコピンには、血圧が高めの方の 成人
ヘルシープラス 充
健康な血圧をサポートする機能があることが報告されています。
実野菜－トマト＆レ リコピン
モン－
本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー 健康な成人男女
由来アントシアニンにはピント調節力を改善することで目の疲労感
を和らげることが報告されています。

ブルーベリーアイ
Ｄｒｉｎｋ（ドリンク）

ビルベリー由来アント
シアニン

本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消 脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の
化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出 血中中性脂肪の上昇が気になる方（疾病
カナダドライ ジン
難消化性デキストリン を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが に罹患している者、未成年、妊産婦（妊娠
ジャーエール プラ
（食物繊維）
報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食 を計画している者を含む）、授乳婦を除く）
ス
後の血中中性脂肪の上昇が気になる方に適した飲料です。
本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズヒッ 疾病に罹患していない者（未成年者、妊
からだ巡茶 Ａｄｖａ ローズヒップ由来ティ
プ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があることが報告 産婦（妊娠を計画している者を含む）およ
ｎｃｅ（アドバンス） リロサイド
されています。
び授乳婦を除く）
本品には独自の乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす機能 体脂肪が気になる方，肥満気味の方
があるので、体脂肪が気になる方および肥満気味の方に適してい
カラダ「カルピス」 乳酸菌CP1563株
ます。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 食後の血糖値が気になる方、脂肪の多
性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂 い食事を摂りがちな方、おなかの調子を
糖質オフタイム薫る 難消化性デキストリン 肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整えることが報告されてい すっきり整えたい方
珈琲
（食物繊維）
ます。
メチル化カテキン（エ 本品には、メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-(3-ο-メチ
べにふうきスティッ ピガロカテキン-3-ο- ル)ガレート）が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダストや
クタイプ
(3-ο-メチル)ガレー ほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されてい
ます。
ト）
メチル化カテキン（エ 本品にはメチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-(3-ο-メチル)
ピガロカテキン-3-ο- ガレート）が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダストやほこ
べにふうき粉末茶
(3-ο-メチル)ガレー りなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。
ト）
メチル化カテキン（エ 本品にはメチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-(3-ο-メチル)
べにふうきティー
ピガロカテキン-3-ο- ガレート）が含まれます。メチル化カテキンは、ハウスダストやほこ
パック
(3-ο-メチル)ガレー りなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。
ト）
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血圧が高めの方の健 多量に摂取することにより、より健康が増進す
康緑茶
るものではありません。一日摂取目安量を守っ
てください。
脂肪の吸収を抑える 本品は多量に摂取することにより、疾病が治癒
糖の吸収をおだやか したり、より健康が増進するものではありませ
にする
ん。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなか
がゆるくなることがあります。
(基本情報（3）より表示の方がより詳しい。）

血圧が高めの方の健 多量に摂取することにより、疾病が治癒した
康な血圧をサポート り、より健康が増進できるものではありません。
目の疲労感を和らげ 本品の機能性関与成分ビルベリー由来アント
る
シアニンの医薬品との相互作用に関して、既存
のデータベースを調査した結果、相互作用の
報告はない。
また、本品を摂取する上での注意事項は以下
の通りで、商品パッケージ[摂取上の注意]欄に
記載している。
●食物アレルギーのある方は医師に相談して
ください。●小さなお子様の手の届かない所に
保存してください。●本品が衣服に付きます
と、洗濯しても落ちにくいシミになるおそれがあ
ります。注意してお召し上がりください。●開封
後はしっかりとフタを閉めてください。
食事から摂取した脂 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より
肪の吸収を抑え排出 健康が増進するものではありません。摂りすぎ
を、増加させる
たりあるいは体質・体調により一時的におなか
がゆるくなることがあります。
体についた脂肪を減 1日の摂取目安量を守ってください。
らす
乳酸菌で体脂肪を減 多量に摂取することにより、疾病が治癒した
らす
り、より健康が増進できるものではありません。

脂肪の吸収を抑える
糖の吸収をおだやか
にする
おなかの調子を整え
る
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻 ハウスダストやほこり
に不快感を有している成人男女
などによる目や鼻の
不快感を軽減する

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1日の
摂取目安量を守ってください。一度に多量に摂
ると、体質によってお腹がゆるくなる場合があり
ます。
本品は、カフェインを通常の緑茶と同様に含ん
でいますのでカフェインで眠れなくなる方は、夕
方からの飲用を避けてください。

ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻 ハウスダストやほこり 本品は、カフェインを通常の緑茶と同様に含ん
に不快感を有している成人男女
などによる目や鼻の でいますのでカフェインで眠れなくなる方は、夕
不快感を軽減する
方からの飲用を避けてください。
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻 ハウスダストやほこり 本品は、カフェインを通常の緑茶と同様に含ん
に不快感を有している成人男女
などによる目や鼻の でいますのでカフェインで眠れなくなる方は、夕
不快感を軽減する
方からの飲用を避けてください。

2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

届出者名

B91

2016/6/22

1010001016860

日本水産株式会社

B94

2016/6/24

2120001083154

ダイドードリンコ株式会
社

B106

2016/6/30

9040001057028

イオントップバリュ株式
会社

B107

2016/7/1

3011001002279

株式会社伊藤園

B108

B109

B120

2016/7/1

2016/7/1

2016/7/15

4030001018340

4030001018340

5140001009708

株式会社エルビー

商品名

機能性関与成分名

届出表示
機能
対象者
強調表示
本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を 疾病に罹患していない者［未成年者、妊 中性脂肪を下げる
下げる作用があることが報告されています。
産婦（妊娠を計画している者を含む）及び
授乳婦を除く。］

海から、健康ＥＰＡ
（エパ）ｌｉｆｅ（ライフ） EPA・DHA
ドリンク４５０

注意事項
EPA・DHAと医薬品との相互作用について調べ
たところ、相互作用の可能性がある記載があり
ました。例えば、ワルファリン等の抗凝血作用
のある医薬品（抗血液凝固剤）と併用する場
合、出血が止まりにくくなる可能性があるとの
記述がありました。
しかしながら、本品は疾病に罹患していない方
を対象としており、パッケージにも疾病に罹患し
ている場合は医師に、医薬品を服用している
場合は医師や薬剤師に相談してください、と記
載していることから、医薬品を服用していない
疾病に罹患していない方が適切に摂取する場
合、安全性の問題はないと考えられます。
ただし、一度に多量に摂取した場合には栄養
素の過剰摂取も考えられることから、摂取する
上での注意事項としてパッケージに「多量に摂
取することにより 疾病が治癒したり、より健康
が増進するものではありません。一日の摂取
目安量をお守りください。」との記載をすること
により、過剰な摂取に対して注意を喚起させて
いただきます。

本品には難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれます。
大人のカロリミット 難消化性デキストリン 難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や
脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇
はとむぎブレンド茶 （食物繊維として）
を抑える機能があることが報告されています。
本品にはγ-アミノ酪酸（GABA）が含まれます。γ-アミノ酪酸
（GABA）には血圧が高めの方に適した機能があることが報告され
ています。
γ-アミノ酪酸
トマト酢ドリンク
（GABA）

中性脂肪が気になる方、血糖値が気にな 食事の糖や脂肪の吸 摂り過ぎあるいは体質・対象によりおなかがゆ
る方
収を抑えます
るくなることがあります。多量摂取により疾病が
治癒したり、より健康が増進するものではあり
ません。
血圧が高めの成人日本人全般。健康な 血圧が気になる方の 理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
成人であれば年齢、性別を問わない。た
て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
だし、疾病に罹患している者、妊産婦およ
能性があるとされている。このため、降圧薬を
び授乳婦を除く。
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。
(表示内容）本品は多量摂取により疾病が治癒
したり、より健康が増進するものではありませ
ん。１日の摂取目安量を守ってください。
本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンに 健康であるが、体脂肪が気になる方
①体脂肪を減らす
多量に摂取することにより、より健康が増進で
は、体脂肪を減らす機能や、LDLコレステロールを減らす機能があ 健康であるが、コレステロールが気にな ②LDLコレステロール きるものではありません。本品は通常の緑茶同
ることが報告されています。
る方
を減らす
様のカフェインを含んでいるため、眠れなくなる
方は夕方からの飲用を避けてください。空腹時
に摂取すると胃が痛くなることがあります。

まるごと健康粉末
茶 濃いみどり

ガレート型カテキン

食事のおともに烏
龍茶

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 食事による血中中性脂肪の上昇が気に 食事の脂肪や糖分の 多量に摂取することにより、疾病が治癒した
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 なる健常成人（未成年、疾病に罹患して 吸収を抑える
り、より健康が増進するものではありません。
機能があることが報告されています。
いる者、妊産婦（妊娠を計画している者を
摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
含む。）及び授乳婦を除く。）。食事による
るくなることがあります。
難消化性デキストリン
血糖値上昇が気になる健常成人（未成
（食物繊維）
年、疾病に罹患している者、妊産婦（妊娠
を計画している者を含む。）及び授乳婦を
除く。）。

株式会社エルビー

食事のおともに緑
茶

富永貿易株式会社

神戸居留地 かろ
やか緑茶

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 食事による血中中性脂肪の上昇が気に
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 なる健常成人（未成年、疾病に罹患して
機能があることが報告されています。
いる者、妊産婦（妊娠を計画している者を
含む。）及び授乳婦を除く。）。食事による
難消化性デキストリン
血糖値上昇が気になる健常成人（未成
（食物繊維）
年、疾病に罹患している者、妊産婦（妊娠
を計画している者を含む。）及び授乳婦を
除く。）。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 中性脂肪が気になる方、食後の血糖値
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 が気になる方、おなかの調子が気になる
難消化性デキストリン 抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を 方
（食物繊維）
抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子
を整える機能もあることが報告されています。

9/19

食事の脂肪や糖分の 多量に摂取することにより、疾病が治癒した
吸収を抑える
り、より健康が増進するものではありません。
摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
るくなることがあります。

脂肪の吸収を抑える 多量摂取により、より健康が増進するものでは
糖の吸収をおだやか ありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調に
にする
より、おなかがゆるくなることがあります。
おなかの調子を整え
る
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機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

届出者名

商品名

機能性関与成分名

B121

2016/7/19

3011001002279

株式会社伊藤園

まるごと健康粉末
茶 べにふうき

メチル化カテキン(エピ
ガロカテキン-3-O(3-O-メチル)ガレート)

B133

2016/7/29

8500001007077

遠赤青汁株式会社

有機遠赤青汁Ｖ１
（ブイワン）

GABA（γ-アミノ酪
酸）

届出表示
機能
対象者
本品にはメチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガ ほこりやハウスダストなどにより目や鼻に
レート)が含まれます。メチル化カテキンは、ほこりやハウスダスト 不快感のある健康な成人
などによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。

ＧＡＢＡ（γ-アミノ酪酸）には高めの血圧を下げる機能があること
が報告されています。
メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)
は、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減するこ
とが報告されています

B145

2016/8/8

1010401029660

森永製菓株式会社

B160

2016/8/18

6011001017563

日本コカ・コーラ株式会
社

B173

2016/8/31

2140001013902

阪神酒販株式会社

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出
を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血
い・ろ・は・す 無糖 難消化性デキストリン 中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが
スパークリング
（食物繊維）
報告されています。また、おなかの調子を整える機能があることも
報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血糖値の上
昇が気になる方、おなかの調子を整えたい方に適した飲料です。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。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
難消化性デキストリン 抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を
ぷらすの緑茶
（食物繊維）
抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子
を整える機能もあることが報告されています。
本品にはビフィズス菌(HN019株)が含まれます。ビフィズス菌
(HN019株)は、腸内環境の改善及びお通じの改善に役立つことが
報告されています。

2016/8/31

3100001008285

株式会社ヤツレン

シュッポッポのむ
ヨーグルト

B179

2016/9/2

6011001017563

日本コカ・コーラ株式会
社

一（はじめ）緑茶
一日一本

B187

2016/9/9

9120001011513

株式会社日本サンガリ
マイサポお茶
アベバレッジカンパニー

B190

2016/9/12

2016/9/12

血圧が高めの方。ただし、疾病に罹患し
ている者、未成年者、妊産婦（妊娠を計
画している者を含む）及び授乳婦を除く。
健康な成人男女

ＧＡＢＡ ＣＯＣＯＡ
（ギャバココア）

血中中性脂肪が気になる方、食後の血
糖値が気になる方、おなかの調子を整え
たい方（疾病に罹患している者、未成年、
妊産婦（妊娠を計画している者を含む）、
授乳婦を除く）

お食事と一緒に1日1
回、1本を目安にお召
し上がりください。1本
(515ml)。5g含有。

■中性脂肪が気になる方
■食後の血糖値が気になる方
■おなかの調子が気になる方

食事の際に１本
(500ml)、１日１回を目
安にお飲みください。
食事と一緒にお飲みく
ださい。
1日当たり1本（130ｇ）

健康な成人で、お通じを改善したい方、
腸内環境を改善したい方。

ビフィズス菌(HN019
株)

本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズヒッ
ローズヒップ由来ティ
プ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があることが報告
リロサイド
されています。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。 難消
化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を
難消化性デキストリン 抑制し排出を促進させるため、食後の血中脂肪の上昇をおだやか
（食物繊維）
にすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りが
ちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。

γ－アミノ酪酸
（GABA）

1050001018473

トモヱ乳業株式会社

6120001072970

カフェオレ ＧＡＢＡ
日本ヒルスコーヒー株式
（ギャバ）２８ｍｇ配 GABA
会社
合 ７本入

本品にはγ－アミノ酪酸（GABA）が含まれます。γ－アミノ酪酸
（GABA）は、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和す
る機能があることが報告されています。

注意事項
空腹時に緑茶を摂取することにより胃痛が起こ
る可能性があるとの報告が1報ありました。 こ
の症状はメチル化カテキンが原因ではないた
め、1日34mgのメチル化カテキンを長期間摂取
することは安全であると考えています。しかし、
人によっては空腹時に緑茶を飲むと胃が痛くな
ることがあるため、胃痛が起こる方は当該食品
の摂取を避けて下さい。また、体調に異変を感
じた際は速やかに摂取を中止し、医師に相談
して下さい。

・出版バイアスは、採用文献が4報で可能性が
否定できない。
・4報すべて同じ研究グループの報告であるこ
と、ランダム化や割付の隠蔵化等の記載が不
足している点、1報がPPS解析であるためにバ
イアスリスクを有する可能性がある。
・2報において、各群9名と人数が少ないので不
精確の懸念がある。

天使の健康 べに メチル化カテキン(エピ
ふうき緑茶ティー ガロカテキン-3-Oバッグ
(3-O-メチル)ガレート)

B174

B188

強調表示

本品を一度に７本以上飲用して多量のデキス
トリンを摂取した場合、下痢症状を起こす可能
性があるという報告があった。
経口摂取で適切に用いれば小児に対しても安
全性が示唆されている。下痢、腹部膨満感が
ある。医薬品（牛乳成分を含む）としての重大
な副作用としてアナフィラキシー様症状（頻度
不明）が報告されている。妊娠中・授乳中は、
安全性に関して信頼できる十分な情報が見当
たらないため過剰摂取は避ける。免疫不全の
患者では、ビフィズス菌摂取による感染症にな
る可能性が否定できない。

疾病に罹患していない者（未成年者、妊
産婦（妊娠を計画している者を含む）およ
び授乳婦を除く）
脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の
血中中性脂肪が気になる方

1日1本を目安にお召
し上がりください。1本
(500ml)
お食事の際に１日１
回１本を目安にお飲
みください。（食物繊
維として）５ｇ食事と一
緒にお召し上がりくだ
さい。
日常的にココアを飲用している健常な日 アミノ酪酸（GABA配 理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
本人。性別、年齢は問わない。ただし、以 合）
て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
下の者は対象としない。 ・疾病に罹患し
能性があるとされている。このため、降圧薬を
ている者 ・妊産婦（妊娠を計画している
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
者を含む。）及び授乳婦 ・未成年者
などの注意が必要である。

本品には、GABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強による一 健常な成人日本人。性別、年齢は問わな 仕事や勉強による一 理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があることが報 い。ただし、疾病に罹患している者、妊産 時的な精神的ストレス て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
告されています。
婦（妊娠を計画している者を含む。）及び や疲労感を緩和
能性があるとされている。このため、降圧薬を
授乳婦、未成年者を除く。
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。
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機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

B191

2016/9/12

6120001072970

B197

2016/9/16

2180001104978

B199

2016/9/20

2140001013902

届出表示
機能
対象者
強調表示
注意事項
本品には、GABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強による一 健常な成人日本人。性別、年齢は問わな 仕事や勉強による一 理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があることが報 い。ただし、疾病に罹患している者、妊産 時的なストレスや疲労 て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
ミルクティー ＧＡＢ
日本ヒルスコーヒー株式
告されています。
婦（妊娠を計画している者を含む。）及び 感を緩和
能性があるとされている。このため、降圧薬を
Ａ（ギャバ）２８ｍｇ GABA
会社
授乳婦、未成年者を除く。
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
配合 ７本入
などの注意が必要である。
本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で日常 健常な日本人で、疲労感を感じている
継続的な飲用で、日 クエン酸に関して、医薬品との相互作用につい
ポッカサッポロフード＆ビ
生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。
方。
常生活や運動後の疲 ての情報は見あたらない。
レモンの元気
クエン酸
バレッジ株式会社
労感を軽減
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 健常成人
〇脂肪の吸収を抑え 多量摂取により、より健康が増進するものでは
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
る 〇糖の吸収をおだ ありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調に
ぷらすのジャスミン 難消化性デキストリン 抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を
やかにする
より、おなかがゆるくなることがあります。
阪神酒販株式会社
茶
（食物繊維）
抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子
〇おなかの調子を整
を整える機能もあることが報告されています。
える
届出者名

商品名

B200

2016/9/20

9120001011513

株式会社日本サンガリ
やすらぐ緑茶
アベバレッジカンパニー

B205

2016/9/27

6120101043194

補完医療製薬株式会社 桑の葉青汁

B207

2016/9/28

4010401007523

キーコーヒー株式会社

B208

B211

B214

B216

2016/9/29

2016/9/29

2016/9/29

2016/9/30

6120001116059

2180001104978

2140001013902

4010601028138

カフェ・オ・レ
ニュースタイル

機能性関与成分名

本品にはＧＡＢＡが含まれています。ＧＡＢＡには事務的作業に伴
う一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和することが報告されて
います。さらに、ＧＡＢＡには血圧が高めの方に適した機能がある
ことが報告されています。

事務的作業に伴う一時的な精神的ストレ 血圧が気になる方へ 理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
スや疲労感が気になる方、血圧が気にな 事務的作業に伴う一 て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
る方
時的な精神的ストレス 能性があるとされている。このため、降圧薬を
ＧＡＢＡ
や疲労感が気になる 服用している場合は医師、薬剤師に相談する
方へ
などの注意が必要である。
本品には難消化性デキストリンが含まれています。難消化性デキ 食後の血糖値が気になる方
機能性表示食品
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
ストリンは食後血糖値の上昇を抑える機能があることが報告され
増進するものではありません。
ています。
1日の摂取目安量をお守りください。
摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかが
難消化性デキストリン
ゆるくなることがあります。
妊娠中の方或いは妊娠の可能性のある方は
医師に相談してください。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 健常成人で、血中中性脂肪がやや高め 食後の中性脂肪や血 多量に摂取することにより、より健康が増進す
性デキストリン（食物繊維）には食後血中中性脂肪や食後血糖値 の方、食後の血糖値が気になる方
糖値の上昇をおだや るものではありません。飲みすぎ、あるいは体
難消化性デキストリン の上昇をおだやかにする作用を有することが報告されています。
かにする
質・体調によりおなかがゆるくなることがありま
（食物繊維）
す。

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）が含
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、
葛の花由来イソフラボ 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
株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ
葛の花青汁
ン（テクトリゲニン類と エスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されていま
して）
す。肥満気味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、
ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で日常
生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。本品
にはGABAが含まれます。GABAにはデスクワークに伴う一時的な
精神的ストレスを緩和することが報告されています。
ポッカサッポロフード＆ビ レモンの元気＋（プ
クエン酸、GABA
バレッジ株式会社
ラス）

阪神酒販株式会社

株式会社明治

ぷらすのルイボス
ティー

肥満気味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の 内臓脂肪と皮下脂肪 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気 を減らす。
増進するものではありません。また、妊娠中の
になる方
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
健常な日本人で、疲労感、ストレスを感じ 継続的な飲用で、日
ている方。
常生活や運動後の疲
労感を軽減[クエン酸]
デスクワークに伴う一
時的な精神的ストレス
を緩和[GABA]

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 健常成人
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
難消化性デキストリン 抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を
（食物繊維）
抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子
を整える機能もあることが報告されています。

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を
抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだ
明治のむヨーグル
難消化性デキストリン やかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにする
トＷ（ダブル）のや
ことで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報
（食物繊維）
さしさ
告されています。
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■食後の血中中性脂肪の上昇が気にな
る健常成人（未成年、疾病に罹患してい
る者、妊産婦（妊娠を計画している者を含
む。）及び授乳婦を除く。）■食後の血糖
値の上昇が気になる健常成人（未成年、
疾病に罹患している者、妊産婦（妊娠を
計画している者を含む。）及び授乳婦を除
く。）

クエン酸に関しては、医薬品との相互作用につ
いての情報は見あたらない。GABAに関して
は、理論的に考えられる医薬品との相互作用
として、降圧薬との併用により、低血圧を起こ
す可能性があるとされている。このため、降圧
薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談
するなどの注意が必要である。
(表示内容）多量摂取により疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。
機能性表示食品
多量摂取により、より健康が増進するものでは
脂肪の吸収を抑える ありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調に
糖の吸収をおだやか より、おなかがゆるくなることがあります。
にする
おなかの調子を整え
る
①脂肪の吸収を抑え 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなか
る
がゆるくなることがあります。
+
②糖の吸収をおだや
かにする

2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

届出者名

商品名

機能
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を
抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだ
明治のむヨーグル
難消化性デキストリン やかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにする
トＷ（ダブル）のや
ことで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報
（食物繊維）
さしさクリアテイスト
告されています。

B228

2016/10/4

4010601028138

株式会社明治

B233

2016/10/6

2290001018226

株式会社東洋新薬

B240

2016/10/7

6011001017563

日本コカ・コーラ株式会
社

B241

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B242

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B243

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B244

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B245

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B246

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B247

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B248

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B249

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B250

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B251

2016/10/7

7120001149272

株式会社Ｍｉｚｋａｎ Ｓａｎ
ｍｉ

B264

2016/10/21

2290001018226

株式会社東洋新薬

B266

2016/10/24

4010001008806

山崎製パン株式会社

1010401038257

レモネードＧＡＢＡ
クラシエフーズ株式会社
（ギャバ）

B268

2016/10/24

機能性関与成分名

本品には、L-テアニンが含まれます。L-テアニンには、健やかな
眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）を軽
減し、さわやかな目覚めを助けることが報告されています。睡眠の
質（朝目覚めた時の疲労感）が気になる方に適した食品です。
本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズヒッ
爽健美茶 健康素 ローズヒップ由来ティ
プ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があることが報告
材の麦茶
リロサイド
されています。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ブルーベリー黒酢 酢酸
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
りんご黒酢
酢酸
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
ざくろ黒酢
酢酸
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
うめ黒酢
酢酸
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
アサイー黒酢
酢酸
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
ブルーベリー黒酢
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
酢酸
ストレート
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
りんご黒酢 スト
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
酢酸
レート
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
ざくろ黒酢 スト
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
酢酸
レート
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
アサイー黒酢 スト
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
酢酸
レート
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
まろやかりんご酢
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
酢酸
はちみつりんご
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満
まろやかりんご酢
気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されてい
はちみつりんご ス 酢酸
ます。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。
トレート
本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消
化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪と糖に働
長命草青汁ダブル 難消化性デキストリン き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されてい
Ｔ
（食物繊維）
ます。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂
肪や血糖値が気になる方に適した食品です。
本製品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。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
難消化性デキストリン をおだやかにする機能があること、糖の吸収をおだやかにする機
煎茶
（食物繊維）
能があることが報告されています。さらに、おなかの調子を整える
機能があることも報告されています。
目覚め良質ハーブ
L-テアニン
ティーＴ

GABA

本品にはGABAが含まれています。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があることが報告されて
います。
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届出表示
対象者
■食後の血中中性脂肪の上昇が気にな
る健常成人（未成年、疾病に罹患してい
る者、妊産婦（妊娠を計画している者を含
む。）及び授乳婦を除く。）■食後の血糖
値の上昇が気になる健常成人（未成年、
疾病に罹患している者、妊産婦（妊娠を
計画している者を含む。）及び授乳婦を除
く。）
睡眠の質（朝目覚めた時の疲労感）が気
になる方

強調表示
注意事項
①脂肪の吸収を抑え 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなか
る
がゆるくなることがあります。
+
②糖の吸収をおだや
かにする

さわやかな目覚めを
サポート

多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
疾病に罹患していない者（未成年者、妊 体についた脂肪を減 1日の摂取目安量を守ってください。
産婦（妊娠を計画している者を含む）およ らす
び授乳婦を除く）
肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方 内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。
肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

肥満気味の方、内臓脂肪が気になる方

内臓脂肪が気になる 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じること
方に
があります。

脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食 ダブルの機能性 脂
後に上がる中性脂肪や血糖値が気にな 肪と糖に働く
る方

多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。摂り過ぎあるい
は体質・体調によりおなかがゆるくなることがあ
ります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能
性のある方は医師に相談してください。
食後の高い血糖値が気になる20歳以上 食事の脂肪の吸収を 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より
の方 食後の高い中性脂肪が気になる おだやかにする
健康が増進するものではありません。他のオリ
20歳以上の方 おなかの調子をすっきり 食事の糖の吸収をお ゴ糖、食物繊維や乳酸菌を含む製品とともに
整えたい便秘気味の20歳以上の方
だやかにする
摂取するとおなかがゆるくなることがあります。
おなかの調子を整え
る
健常な日本人。性別、年齢は問わない。 事務的な作業に伴う 理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
ただし、以下の者は対象としない。 ・疾 一時的な精神的スト て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
病に罹患している者 ・妊産婦（妊娠を計 レスを緩和
能性があるとされている。このため、降圧薬を
画している者を含む。）及び授乳婦 ・未
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
成年者
などの注意が必要である。

2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号
B273

B282

届出日

2016/10/25

2016/10/28

法人番号

9010601039873

9010001001450

届出者名

アサヒビール株式会社

株式会社太田胃散

B295

2016/11/8

5120001052809

株式会社ファイン

B298

2016/11/9

6170001007501

株式会社早和果樹園

B300

B303

2016/11/10

2016/11/11

5070001009046

9010001090155

届出表示
機能
対象者
強調表示
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 血中中性脂肪がやや高めの20歳以上の 食事の脂肪や糖分の
アサヒスタイルバラ
難消化性デキストリン 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 方・食後の血糖値が気になる20歳以上の 吸収を抑える
ンスシークァーサー
機能があることが報告されています。
方
カロリーゼロ、糖類ゼ
（食物繊維）
サワーテイスト
ロ、アルコール0.00%
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）が含 肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の 体重やお腹の脂肪を
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、 脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気 減らす
葛の花由来イソフラボ 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 になる方
葛の花イソフラボン
ン（テクトリゲニン類と エスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されていま
ウエストサポート茶
して）
す。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、
ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の 肌の乾燥が気になる方
肌の水分を保持し、
水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されて
肌の乾燥を緩和
おはだうるおう ア
います。
サイー＆（アンド）マ ヒアルロン酸Na
キベリー
商品名

機能性関与成分名

本品にはβ-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキ
味一しぼり７２０ｍｌ β-クリプトキサンチン 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
立つことが報告されています。
・本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消
化性デキストリンは、糖の吸収を穏やかにするとともに、食事から
摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血糖値や血
オリヒロプランデュ株式
難消化性デキストリン 中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があることが報告されてい
賢人の緑茶
会社
（食物繊維） GABA
ます。
・本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方
に適した機能があることが報告されています。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は、脂肪の吸収を抑えて排出を
増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするこ
難消化性デキストリン とが報告されています。また、糖の吸収をおだやかにするため、食
UMIウェルネス株式会社 おとなの前菜
（食物繊維）
後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さ
らに、おなかの調子を整えることも報告されています。

更年期以降の女性の他、骨の健康が気
になる方

骨の代謝を助ける

健常者（食後の血糖値や中性脂肪が気
になる方、高めの血圧が気になる方）

食後の血糖値が気に
なる方に
食後の中性脂肪が気
になる方に
血圧が高めの方に

脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方・お
なかの調子を整えたい方

本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の 肌の乾燥が気になる方
水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されて
います。

肌の水分を保持し、
肌の乾燥を緩和

本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の 肌の乾燥が気になる方
水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されて
います。

肌の水分を保持し、
肌の乾燥を緩和

肌の水分を保持し、
肌の乾燥を緩和

肌の潤い対策に

B304

2016/11/11

5120001052809

株式会社ファイン

おはだうるおう
スーパーファイング ヒアルロン酸Na
リーン

B309

2016/11/17

5120001052809

株式会社ファイン

おはだうるおう ザ
クロ＆（アンド）ＲＥ
ヒアルロン酸Na
Ｄ（レッド）ドラゴンフ
ルーツ

ヒアルロン酸Na

本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の 肌の乾燥が気になる方
水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されて
います。

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が含まれます。米由来グルコ 肌が乾燥しがちな方
シルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報
告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。

B310

2016/11/17

5120001052809

株式会社ファイン

おはだうるおう
シークヮーサー＆
（アンド）青ミカン

B311

2016/11/18

5010001159210

株式会社ECスタジオ

イージースムー
ジー アサイー

注意事項
摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
るくなることがあります。
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。1日
の摂取目安量を守ってください。原材料をご参
照の上、食物アレルギーのある方は摂取しな
いでください。
多量に摂取することにより、より効果が増進さ
れるものではありません。
●1日の摂取目安量をお守りください。
●原材料をご参照の上、食物アレルギーのあ
る方はご利用を控えてください。
●色や風味に違いがみられる場合があります
が、品質には問題ありません。
●体質、体調により一時的にお腹がゆるくなる
ことがあります。
原材料をご参照の上、食物アレルギーのある
方は摂取しないでください。開封の際、中身が
飛び出る恐れがありますので、ご注意くださ
い。開封後はお早目にお召し上がりください。
本品はゼリーですので、飲み込まずによく噛ん
でお召し上がりください。袋の切り口でケガをし
ないようにご注意ください。
本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。1日
の摂取目安量を守ってください。原材料をご参
照の上、食物アレルギーのある方は摂取しな
いでください。
本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。2日
の摂取目安量を守ってください。原材料をご参
照の上、食物アレルギーのある方は摂取しな
いでください。
本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。3日
の摂取目安量を守ってください。原材料をご参
照の上、食物アレルギーのある方は摂取しな
いでください。
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
クエン酸に関しては、医薬品との相互作用につ
いての情報は見あたらない。
GABAに関しては、理論的に考えられる医薬品
との相互作用として、降圧薬との併用により、
低血圧を起こす可能性があるとされている。こ
のため、降圧薬を服用している場合は医師、薬
剤師に相談するなどの注意が必要である。
摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
るくなることがあります。

本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で日常 健常な日本人で、疲労感、ストレスを感じ 継続的な飲用で、日
生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。
ている方。
常生活や運動後の疲
本品にはGABAが含まれます。GABAにはデスクワークに伴う一時
労感を軽減【クエン
的な精神的ストレスを緩和することが報告されています。
酸】
デスクワークに伴う一
時的な精神的ストレス
を緩和【GABA】
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 血中中性脂肪がやや高めの20歳以上の 食事の脂肪や糖分の
アサヒスタイルバラ
吸収を抑える
難消化性デキストリン 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 方
ンス香り華やぐハイ
機能があることが報告されています。
食後の血糖値が気になる20歳以上の方 カロリーゼロ、糖類ゼ
（食物繊維）
ボールテイスト
ロ、アルコール0.00%
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の 肌の乾燥が気になる方
肌の水分を保持し、 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、
おはだうるおう マ
水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されて
肌の乾燥を緩和
より健康が増進するものではありません。1日
ヒアルロン酸Na
カ
います。
の摂取目安量を守ってください。

B316

2016/11/21

2180001104978

ＦＲＥＥ Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ
ポッカサッポロフード＆ビ Ｗａｔｅｒ Ｗ（フリー
クエン酸、GABA
バレッジ株式会社
スパークリング
ウォーターダブル）

B317

2016/11/21

9010601039873

アサヒビール株式会社

B318

2016/11/24

5120001052809

株式会社ファイン
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2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

届出者名

商品名

機能性関与成分名

届出表示
機能
対象者
本品にはGABAが含まれます。GABAには事務的作業に伴う一時 事務的な作業に従事する機会が多い方
的な精神的ストレスを低減する機能があることが報告されていま
す。

強調表示
注意事項
事務的作業に伴う一 降圧剤をご使用の際は医師に相談してくださ
時的な精神的ストレス い。
を低減

B319

2016/11/25

4010601028138

株式会社明治

ＷＨＩＴＥ ＣＡＦＥ
ＧＡＢＡ（ホワイトカ
GABA
フェ ギャバ）コー
ヒー

B322

2016/11/25

1120001048067

株式会社山城物産

ＧＡＢＡ（ギャバ）煎
GABA
茶 抹茶入り ス
ティック

本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方に適 血圧が高めの成人日本人全般。健康な 血圧が高めの方に
した機能があることが報告されています。
成人であれば年齢、性別を問わない。た
だし、疾病に罹患している者、妊産婦およ
び授乳婦を除く。

株式会社山城物産

ＧＡＢＡ（ギャバ）煎
GABA
茶 抹茶入り

本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方に適 血圧が高めの成人日本人全般。健康な 血圧が高めの方に
した機能があることが報告されています。
成人であれば年齢、性別を問わない。た
だし、疾病に罹患している者、妊産婦およ
び授乳婦を除く。

株式会社山城物産

Ｒｅｌａｘ（リラックス）
ルイボスティー ス GABA
ティック

株式会社山城物産

Ｒｅｌａｘ（リラックス）
GABA
ルイボスティー

B323

B324

B325

2016/11/25

2016/11/25

2016/11/25

1120001048067

1120001048067

1120001048067

B332

2016/11/29

3080001021043

B333

2016/11/29

3080001021043

B334

2016/11/29

3080001021043

本品にはGABAが含まれています。GABAは仕事や勉強による一
時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されてい
ます。

健常な日本人。性別、年齢は問わない。 仕事や勉強による一
ただし、以下の者は対象としない。・疾病 時的な精神的ストレス
に罹患している者・妊産婦（妊娠を計画し を緩和
ている者を含む。）及び授乳婦・未成年者

本品にはGABAが含まれています。GABAは仕事や勉強による一
時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されてい
ます。

健常な日本人。性別、年齢は問わない。 仕事や勉強による一
ただし、以下の者は対象としない。・疾病 時的な精神的ストレス
に罹患している者・妊産婦（妊娠を計画し を緩和
ている者を含む。）及び授乳婦・未成年者

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂肪に働
株式会社静岡茶療園市 しんけん青汁［糖・ 難消化性デキストリン き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える作用が報告されてい
場
脂肪］
（食物繊維）
ます。糖や脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる血糖値
や中性脂肪が気になる方に適した食品です。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂肪に働
株式会社静岡茶療園市 しんけん緑茶［糖・ 難消化性デキストリン き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える作用が報告されてい
場
脂肪］
（食物繊維）
ます。糖や脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる血糖値
や中性脂肪が気になる方に適した食品です。
本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方の血
圧を下げる機能が報告されています。

株式会社静岡茶療園市 しんけん青汁［血
場
圧］

血糖値が気になる方、中性脂肪が気にな 糖や脂肪が気になる
る方
方へ

血糖値が気になる方、中性脂肪が気にな 糖や脂肪が気になる
る方
方へ

血圧が高めの成人日本人全般。健康な 血圧が高めの方に
成人であれば年齢、性別を問わない。た
だし、疾病に罹患している者、妊産婦およ
び授乳婦を除く。

GABA

本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方の血 血圧が高めの成人日本人全般。健康な 血圧が高めの方に
圧を下げる機能が報告されています。
成人であれば年齢、性別を問わない。た
だし、疾病に罹患している者、妊産婦およ
び授乳婦を除く。
B335

2016/11/29

3080001021043

株式会社静岡茶療園市 しんけん緑茶［血
場
圧］

B336

2016/11/30

8010401029662

森永乳業株式会社

GABA

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
健康な成人（ただし、妊産婦及び授乳婦
ＴＢＣ（ティービー
シー）ファイバー
難消化性デキストリン 難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるこ を除く。）
とと、おなかの調子を整えること（便通改善）が報告されています。
アップル＆（アンド） （食物繊維）
キウイ
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理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
能性があるとされている。このため、降圧薬を
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。
理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
能性があるとされている。このため、降圧薬を
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。
理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
能性があるとされている。このため、降圧薬を
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。
理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
能性があるとされている。このため、降圧薬を
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1日の
摂取目安量を守ってください。食物アレルギー
のある方は、原材料名をご参照の上お召し上
がりにならないでください。
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。2日の
摂取目安量を守ってください。食物アレルギー
のある方は、原材料名をご参照の上お召し上
がりにならないでください。
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1日の
摂取目安量を守ってください。食物アレルギー
のある方は、原材料名をご参照の上お召し上
がりにならないでください。
【医薬品との相互作用について】
理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
能性があるとされている。このため、降圧薬を
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。2日の
摂取目安量を守ってください。食物アレルギー
のある方は、原材料名をご参照の上お召し上
がりにならないでください。

【医薬品との相互作用について】
理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
能性があるとされている。このため、降圧薬を
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。
脂肪の吸収を抑える 飲みすぎ、あるいは体質、体調により、おなか
おなかの調子を整え がゆるくなることがあります。
る

2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

届出者名

B341

2016/12/1

3130001015816

株式会社ミル総本社

B342

2016/12/1

3130001015816

株式会社ミル総本社

B343

2016/12/1

2180001035109

カゴメ株式会社

B344

2016/12/1

2180001035109

カゴメ株式会社

B348

B358

2016/12/2

2016/12/5

7010901006690

3020001000366

大和薬品株式会社

株式会社ファンケル

商品名

機能性関与成分名

機能
本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消
化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖に働き、食
血糖が気になりは
難消化性デキストリン 後の血糖値の上昇をおだやかにする作用が報告されています。糖
じめた人のフィット
（食物繊維）
の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる血糖値が気になる方に
ライフ青汁
適した食品です。
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）が含
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、
葛の花由来イソフラボ 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
シェイプライフ青汁 ン（テクトリゲニン類と エスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されていま
して）
す。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、
ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）
を下げる機能があることが報告されています。
カゴメ野菜ジュース GABA
食塩無添加
本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）
を下げる機能があることが報告されています。
カゴメ野菜ジュース GABA
低塩
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖の吸収をおだ
難消化性デキストリン やかにする機能、食事から摂取した脂肪の吸収を抑える機能、お
ヘルスディフェンス
なかの調子を整える機能が報告されています。本品は、食後の血
（食物繊維）
糖値が気になる方、脂肪の多い食事を摂りがちな方、おなかの調
子を整えたい方におすすめです。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を整える機能
があることが報告されています

グリーンケールス
ムージーａ

届出表示
対象者
強調表示
注意事項
糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上 血糖が気になりはじ 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
がる血糖値が気になる方
めた人のフィットライフ 増進するものではありません。摂り過ぎあるい
は体質・体調によりおなかがゆるくなることがあ
ります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能
性のある方は医師に相談してください。
肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の お腹の脂肪が気にな 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気 りはじめた人のシェイ 増進するものではありません。また、妊娠中の
になる方
プライフ
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。

血圧が高めの方

血圧が高めの方に

多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。

血圧が高めの方

血圧が高めの方に

多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。

食後の血糖値が気になる方、脂肪の多 糖の吸収をおだやか ・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある
い食事を摂りがちな方、おなかの調子を にする
方はお召し上がりにならないでください。
整えたい方
脂肪の吸収を抑える ・摂りすぎあるいは体質・体調によりおなかが
おなかの調子を整え ゆるくなることがあります。
る
・乳幼児の手の届かないところに置いてくださ
い。
・開封後は、なるべく早くお召し上がりください。
おなかの調子を整えたい健康な成人男 おなかの調子を整える ・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある
女
方は摂取しないでください。
・妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでく
ださい。
・薬を服用・通院中の方は医師にご相談くださ
い。特に血液凝固阻止薬などを服用中、ビタミ
ンKの摂取制限を受けている方。
・一度に大量にとると体質によってはおなかが
ゆるくなることがあります。
・乳幼児の手の届かないところに置いてくださ
い。
○当該製品は健常成人を対象に開発された製
品であるが、疾病に罹患している方や医薬品
を服用中の方が当該製品を摂取する可能性は
否定できない。従って、当社では製品と医薬品
の飲み合わせについて、医師監修のもとで判
定した飲み合わせをご案内できる体制を構築
しており、そのような場合の安全性も考慮して
いる。

難消化性デキストリン
（食物繊維）
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機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

B359

届出日

2016/12/6

法人番号

3011001002279

届出者名

株式会社伊藤園

B373

2016/12/9

8080401017149

株式会社オールライフ
サービス

B374

2016/12/9

2180001035109

カゴメ株式会社

B375

2016/12/9

2180001035109

カゴメ株式会社

B380

2016/12/13

8010401029662

森永乳業株式会社

B381

2016/12/13

7013301037728

B385

B389

2016/12/15

2016/12/16

2180001104978

3011001002279

商品名

イチョウ葉青汁

こころ鮮明茶

届出表示
機能
対象者
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 健康な中高年者（記憶力が気になる方）
ペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イ
チョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力
（日常生活で見聞きした情報、言葉・物のイメージ、位置情報を覚
え、思い出す力）をサポートする機能があることが報告されていま
イチョウ葉由来フラボ す。
ノイド配糖体、イチョウ
葉由来テルペンラクト
ン
機能性関与成分名

GABA

ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）
カゴメ野菜ジュース GABA
食塩無添加１６０ｇ
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）
カゴメ野菜ジュース GABA
低塩１９０ｇ

本品にはGABAが含まれています。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があることが報告されて
います。

強調表示
記憶力が気になる方
に
日常生活で見聞きし
た情報を覚え、思い
出す力をサポートする

健常な日本人。性別、年齢は問わない。 事務的作業に伴う一 理論的に考えられる医薬品との相互作用とし
ただし、以下の者は対象としない。・疾病 時的な精神的ストレス て、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可
に罹患している者・妊産婦（妊娠を計画し を緩和する
能性があるとされている。このため、降圧薬を
ている者を含む。）及び授乳婦・未成年者
服用している場合は医師、薬剤師に相談する
などの注意が必要である。

本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧 血圧が高めの方
を下げる機能があることが報告されています。

血圧が高めの方に

多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。

本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧 血圧が高めの方
を下げる機能があることが報告されています。

血圧が高めの方に

多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。
健康な成人（ただし、妊産婦及び授乳婦
グリーンスムー
難消化性デキストリン 難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるこ を除く。）
ジーすっきりファイ
とと、おなかの調子を整えること（便通改善）が報告されています。
（食物繊維）
バー

①脂肪の吸収を抑え
る
②おなかの調子を整
える
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）が含 肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の 体重 ウエスト周囲径
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、 脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気 を減らす
葛の花由来イソフラボ 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 になる方
内臓脂肪と皮下脂肪
葛の花イソフラボン
株式会社ＣＤグローバル
ン（テクトリゲニン類と エスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されていま
を減らす
青汁
して）
す。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、
ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシ 健常な日本人で、末梢の冷えが気になる 冷える時に体温を保
ルヘスペリジンには、冷える時に体温（末梢体温）を維持する機能 方。
つ
があることが報告されています。末梢の冷えが気になる方に適し
温活サポート
た飲料です。
ポッカサッポロフード＆ビ じんわりぽっかぽ
バレッジ株式会社
かレモン

株式会社伊藤園

注意事項
安全性に関する評価を行った結果、イチョウ葉
は医薬品との相互作用を有すること、アレル
ギー物質であるギンコール酸を含んでいること
から「摂取する上での注意事項」として以下の
注意表示を行いました。
・１日当たりの摂取目安量を守ってください。
・食物アレルギーのある方は原材料名をご確
認の上、お飲みください。
・本品の摂りすぎは出血傾向を高めるおそれ
があります。抗血小板薬、抗血液凝固薬など
のお薬をお飲みの方は、本品の摂取を避けて
ください。

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が含まれます。モノグルコシ 健康な成人、健康であるが血中の中性脂 1.健やかな血流を保
ルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血 肪が気になる成人
つ
お～いお茶 巡（め
モノグルコシルヘスペ 流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があること
2.中性脂肪を減らす
ぐ）りさららスティッ
リジン
が報告されています。また、血中の中性脂肪が気になる方の中性
ク
脂肪を減らす機能があることが報告されています。

16/19

多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。
摂り過ぎあるいは、体質・体調によりおなかが
ゆるくなることがあります。
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。また、妊娠中の
方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相
談してください。
理論的に考えられる医薬品との相互作用につ
いて、ヘスペリジン含有製品において、高脂血
症薬等との併用により理論的に健康へのリス
クが存在しているが、「疾病に罹患している場
合は医師に、医薬品を服用している場合は医
師、薬剤師に相談してください。」の医薬品との
併用に関する注意事項の記載等による注意喚
起を実施しており、本届出製品を適切に利用
する場合、医薬品との相互作用に起因する有
害事象が発生するリスクは極めて低いと考え
る。
多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

届出者名

B393

2016/12/16

3020001000366

株式会社ファンケル

B394

2016/12/19

5120001049268

江崎グリコ株式会社

B395

2016/12/19

5120001049268

B397

2016/12/19

9010601039873

B402

2016/12/20

2180001104978

B404

2016/12/21

3130001015816

B406

2016/12/22

9010601039873

B413

2016/12/27

7010601019092

商品名

機能性関与成分名

届出表示
機能
対象者
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 脂肪や糖の多い食事をとりがちな方
性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪や糖の吸収
を抑えるので、食後の血中中性脂肪値や血糖値の上昇をおだや
かにする機能があることが報告されています。

脂肪や糖が気にな
難消化性デキストリン
る方のケール健康
（食物繊維）
茶

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 食後の血糖値が気になる方、食後の血
ＶｅｇｅＲｅｓｅｔ［ベジ
難消化性デキストリン 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 中中性脂肪が気になる方
リセット］アップル＆
能があることが報告されています。
（食物繊維）
（アンド）キャロット

2017/03/31現在
強調表示
注意事項
食事の脂肪や糖の吸 ・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある
収を抑える
方は摂取しないでください。
・妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでく
ださい。
・薬を服用・通院中の方は医師にご相談くださ
い。特に血液凝固阻止薬などを服用中、ビタミ
ンKの摂取制限を受けている方。
・一度に多量にとると体質によってはおなかが
ゆるくなることがあります。
・乳幼児の手の届かないところに置いてくださ
い。
○当該製品は健常成人を対象に開発された製
品ですが、疾病に罹患している方や医薬品を
服用中の方が当該製品を摂取する可能性は
否定できません。従って、当社では製品と医薬
品の飲み合わせについて、医師監修のもとで
判定した飲み合わせをご案内できる体制を構
築しており、そのような場合の安全性も考慮し
ています。

脂肪や糖の吸収を抑 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
える
り健康が増進するものではありません。また飲
み過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかが
ゆるくなることがあります。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 食後の血糖値が気になる方、食後の血 脂肪や糖の吸収を抑 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
ＶｅｇｅＲｅｓｅｔ［ベジ
える
り健康が増進するものではありません。また飲
難消化性デキストリン 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 中中性脂肪が気になる方
江崎グリコ株式会社
リセット］オレンジ＆
能があることが報告されています。
み過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかが
（食物繊維）
（アンド）トマト
ゆるくなることがあります。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 ・血中中性脂肪がやや高めの20歳以上 食事の脂肪や糖分の 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
アサヒスタイルバラ
吸収を抑える
るくなることがあります。
難消化性デキストリン 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 の方
アサヒビール株式会社 ンスぶどうサワーテ
機能があることが報告されています。
・食後の血糖値が気になる20歳以上の方 カロリーゼロ、糖類ゼ
（食物繊維）
イスト
ロ、アルコール0.00%
本品にはGABAが含まれています。GABAには事務作業に伴う一 ストレスを感じている健常な日本人。
デスクワークに伴う一 GABAに関しては、理論的に考えられる医薬品
ＷＡＴＥＲ ＤＲＯＰ
時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されてい
時的な精神的ストレス との相互作用として、降圧薬との併用により、
ポッカサッポロフード＆ビ ＋（ウォータード
ます。
を緩和
低血圧を起こす可能性があるとされている。こ
GABA
バレッジ株式会社
ロッププラス）シー
のため、降圧薬を服用している場合は医師、薬
クワーサー
剤師に相談するなどの注意が必要である。
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれております。難 糖の多い食事を取りがちな方、食後の血 食後の血糖値の上昇 摂りすぎあるいは体質・体調により、おなかが
消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖の吸収をお 糖値が気になる方、健常成人(正常域もし をおだやかにする
ゆるくなることがあります。
難消化性デキストリン だやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能 くは境界域血糖値の成人)
株式会社ミル総本社
食善彩茶
（食物繊維）
があると報告されています。本品は、糖の多い食事を摂りがちな
方、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。
本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パ 肌が乾燥しがちな20歳以上の方
肌の潤いを守るサ
多量に摂取することにより、疾病が治癒した
アサヒスタイルバラ
ポート
り、より健康が増進できるものではありません。
ンス素肌うるおう
パイナップル由来グ 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
アサヒビール株式会社
る機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適し
アルコール0.000%、カ
ピーチスパークリン ルコシルセラミド
ています。
ロリーゼロ、糖類ゼロ
グ
本品には独自の乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす機能 体脂肪が気になる方、肥満気味の方
乳酸菌で体脂肪を減 多量に摂取することにより、疾病が治癒した
「カラダカルピス」ス
があるので、体脂肪が気になる方および肥満気味の方に適してい
らす
り、より健康が増進できるものではありません。
アサヒ飲料株式会社
乳酸菌CP1563株
パークリング
ます。
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2017/03/31現在

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号

届出日

法人番号

届出者名

商品名

機能性関与成分名

B417

2016/12/28

2180001035109

カゴメ株式会社

ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）
カゴメトマトジュー リコピン、GABA
ス食塩無添加

B418

2016/12/28

2180001035109

カゴメ株式会社

ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）
カゴメトマトジュー リコピン、GABA
ス低塩

B419

2016/12/28

2180001035109

カゴメ株式会社

ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）
カゴメトマトジュー
リコピン、GABA
ス高リコピントマト
使用低塩

機能
本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中HDL(善
玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の
血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステ
ロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。
本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中HDL(善
玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の
血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステ
ロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。
本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中HDL(善
玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の
血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステ
ロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸塩
にはヒザ関節の動きの悩みを緩和することが報告されています。

届出表示
対象者
強調表示
血中コレステロールが気になる方や血圧 血中コレステロール
が高めの方。
が気になる方に
血圧が高めの方に
血中コレステロールが気になる方や血圧 血中コレステロール
が高めの方。
が気になる方に
血圧が高めの方に
血中コレステロールが気になる方や血圧 血中コレステロール
が高めの方。
が気になる方に
血圧が高めの方に
未成年者を除く全ての世代の健常者

ヒザ関節の動きの悩
みを緩和

毎日のむグルコサ
グルコサミン塩酸塩
ミン

B422

2016/12/29

8120001040678

日本酪農協同株式会社

B424

2016/12/29

3011001002279

株式会社伊藤園

B428

2017/1/5

5120001052809

株式会社ファイン

B478

2017/1/26

5120001052809

株式会社ファイン

B480

2017/1/26

6290001031786

日本サプリメントフーズ
株式会社

厳選青汁 Ｐｒｅｍｉｕ 難消化性デキストリン
ｍ（プレミアム）
（食物繊維）

B485

2017/1/30

2140001013902

阪神酒販株式会社

ぷらすの炭酸水

B492

2017/1/31

4030001018340

株式会社エルビー

手足の血流維持を
サポート ヘスペリ モノグルコシルヘスペ
ジン ゆずりんご風 リジン
味

B493

2017/1/31

6010001014934

キリンビバレッジ株式会 キリン サプリ ブ
社
ラッドオレンジ

B494

2017/1/31

6010001014934

キリンビバレッジ株式会 キリン サプリ
オルニチン、モノグル
社
ヨーグルトテイスト コシルヘスペリジン

B498

2017/1/31

8010401029662

森永乳業株式会社

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化
お～いお茶 日本 難消化性デキストリン 性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能と、食
事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑
の健康 玄米茶Ｗ （食物繊維）
える機能があることが報告されています。
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の
おはだうるおう 大
水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されて
麦若葉 ヒアルロン ヒアルロン酸Na
います。
酸パウダー
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の
水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されて
おはだうるおう ラ
います。
ヒアルロン酸Na
イスミルク

難消化性デキストリン
（食物繊維）

クエン酸、モノグルコ
シルヘスペリジン

うるおいリッチ ヒア
ヒアルロン酸Na
ルロン酸

注意事項
多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。
降圧剤等の医薬品を服用している方は医師、
薬剤師にご相談ください。
多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。
降圧剤等の医薬品を服用している方は医師、
薬剤師にご相談ください。
多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。
降圧剤等の医薬品を服用している方は医師、
薬剤師にご相談ください。
機能性関与成分のグルコサミン塩酸塩の基原
材料として、「えび殻･かに殻」を使用しており、
本届出食品中にも「乳」が含まれておりますの
で、食物アレルギーのある方は原材料をお確
かめの上、お召し上がりください。
また、機能性成分と医薬品との相互作用につ
いては、抗凝固作用が増幅するリスクが考えら
れますが、報告されている事例では関連性が
不明であること、また、当社商品の1日摂取目
安量よりも過剰であることなどの事由により、
当社商品について相互作用を起こす可能性は
低いと考えております。

おなかの調子が気になる方 中性脂肪が ①おなかの調子を整
気になる方
える
②脂肪の吸収を抑え
る
肌の乾燥が気になる方
肌の水分を保持し、
肌の乾燥を緩和した
い方に
肌の乾燥が気になる方
肌の水分を保持し、
肌の乾燥を緩和

多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。
摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆ
るくなることがあります。
本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。1日
の摂取目安量を守ってください。
本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。1日
の摂取目安量を守ってください。原材料をご参
照の上、食物アレルギーのある方は摂取しな
いでください。
本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消 脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食 中性脂肪と血糖値を 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪と糖に働 後に上がる中性脂肪や血糖値が気にな おさえる
増進するものではありません。摂り過ぎあるい
き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える機能が報告されてい る方
は体質・体調によりおなかがゆるくなることがあ
ます。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂
ります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能
肪や血糖値が気になる方に適した食品です。
性のある方は医師に相談してください。
本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化 ■中性脂肪が気になる方■食後の血糖 脂肪の吸収を抑える 多量摂取により、より健康が増進するものでは
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 値が気になる方■おなかの調子が気に 糖の吸収をおだやか ありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調に
抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を なる方
にする
より、おなかがゆるくなることがあります。
抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子
おなかの調子をすっ
を整える機能もあることが報告されています。
きり整える
機能性関与成分が有する機能性：本品にはモノグルコシルヘスペ 健常成人
手足の血流維持をサ 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より
リジンが含まれます。 モノグルコシルヘスペリジンには気温や室内
ポート
健康が増進するものではありません。
温度が低いときなどの血流（末梢血流）を維持し、体温（抹消体温）
を保つ機能が報告されています。
本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は、継続摂取により日常 ■日常生活や運動後の疲労感が気にな 疲労感軽減
医薬品を服用している場合は医師または薬剤
生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。
る方 ■健康な成人
師に相談すること。
本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシ
ルヘスペリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流（末梢血流）を
保ち、体温（末梢体温）を維持することが報告されています。
本品にはオルニチンが含まれます。オルニチンは、快眠(良い寝つ 健康な成人
快眠
医薬品を服用している場合は医師または薬剤
き・深く長く眠れた感覚)をサポートすることが報告されています。
師に相談すること。
本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシ
ルヘスペリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流（末梢血流）を
保ち、体温（末梢体温）を維持することが報告されています。
本品にはヒアルロン酸Naが含まれています。ヒアルロン酸Naは肌 健康な成人（ただし、妊産婦及び授乳婦
の水分保持に役立ち、潤いを保つ機能があることが報告されてい を除く。）
ます。
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肌の潤いを保つ

多量に摂取することにより、疾病が治癒した
り、より健康が増進できるものではありません。

機能性表示食品（飲料関連）に関する情報
届出
番号
B505

届出日
2017/2/2

法人番号
3180001015225

届出者名
株式会社ジャテックス

商品名

機能性関与成分名

遥香 ヒアルロン酸
ヒアルロン酸Na
プラス

届出表示
機能
対象者
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の 肌の乾燥が気になる健常成人
水分保持をアシストする機能があることが報告されています。

2017/03/31現在
強調表示
注意事項
肌のうるおいアシスト 本品を多く摂取することにより、疾病が治癒し
たり、より健康が増進するものではありませ
ん。

【消費者庁機能性表示食品届出情報データべースより抜粋】
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