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商品名
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メーカー名（届出者）

機能性関与成分名

届出表示

Ａ４８

恵 ガセリ菌ＳＰ株ヨーグルト
１００ｇ×３
ドリンクタイプ

雪印メグミルク

ガセリ菌SP株

本品にはガセリ菌ＳＰ株が含まれます。ガセリ菌ＳＰ株には内臓脂肪を減らす機能があることが報
告されています。

A50

大麦生活 大麦ごはん和風
だし仕立て

大塚製薬（株）

大麦βｰグルカン

本品には大麦β-グルカン（食物繊維）が含まれます。大麦β-グルカンには糖質の吸収を抑え
る、血中コレステロールが高めの方の血中コレステロールを低下させる、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。

A82

日清健康オイルアマニプラス ６００ｇ

日清オイリオグループ

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。機能性
関与成分 α－リノレン酸

Ａ69

めめはな茶

３５０ｍｌ

アサヒ飲料

メチル化カテキン

本品には、メチル化カテキンが含まれるので、ほこりやハウスダストによる目や鼻の不快感を緩
和します。

Ａ168

アミールＷＡＴＥＲ３００

３００ｍｌ

アサヒ飲料

「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。

A49

大麦生活 大麦ごはん

１人前（１５０
ｇ）

大塚製薬（株）

大麦β-グルカン

本品には大麦β－グルカン（食物繊維）が含まれます。大麦β－グルカンには糖質の吸収を抑え
る、血中コレステロールが高めの方の血中コレステロールを低下させる、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。

Ｂ24

ＢｉｆｉＸ1000α 3本セット

100g×3

江崎グリコ

本品にはビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505)が含まれます。ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで
ビフィズス菌
届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されています。ビ
BifiX（B.lactis GCL2505)
フィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。

A44

４８０ｍｌ×５＋
メッツプラス レモンスカッシュ
キリンビバレッジ
１本

難消化性デキストリン

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化性デキストリンは、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だやかにす
ることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気
になる方に適した飲料です。

A173

グラソースリープウォーター

４１０ｍｌ

コカ・コーラ

Ｌ－テアニン

本品には「Ｌ－テアニン」が含まれます。Ｌ－テアニンには、健やかな眠り（朝目覚めたときの疲労
感と眠気を軽減すること）をサポートすることが報告されています。

A284

キユーピー アマニ油マヨ
ネーズ

２００ｇ

キユーピー

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に適した機能があるこ
とが報告されています。

A104

お～いお茶 日本の健康玄
米茶

５００ｍｌ

伊藤園

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
昇を抑える機能があることが報告されています。

A231

油そのまま ツナフレークＭ
まぐろ油漬

７０ｇ

マルハニチロ

ＤＨＡ

本品にはＤＨＡが含まれます。ＤＨＡには認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情
報の記憶をサポートする機能があることが報告されています。

Ｂ92

キレートレモン モイスチャー １５５ｍｌ×６

ポッカサッポロ

米由来グルコシルセラミ 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
ド
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た食品です。

Ｂ94

大人のカロリミットはとむぎブ
５００ｍｌ
レンド茶

ダイドードリンコ

難消化性デキストリン
（食物繊維として）

A270

ＥＰＡ＋ＤＨＡ配合 いわし味 １００ｇ（固形量
日本水産
噌煮
７０ｇ）

ｴｲｺｻﾍﾟﾝﾀｴﾝ酸（EPA）・ﾄﾞ 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作用があることが報告さ
ｺｻﾍｷｻｴﾝ酸（DHA）
れています。

A271

ＥＰＡ＋ＤＨＡ配合 いわし生 １００ｇ（固形量
日本水産
姜煮
７０ｇ）

ｴｲｺｻﾍﾟﾝﾀｴﾝ酸（EPA）・ﾄﾞ 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作用があることが報告さ
ｺｻﾍｷｻｴﾝ酸（DHA）
れています。

1人前150ｇ

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

届出番号

商品名

規格

メーカー名（届出者）

A272

ＥＰＡ＋ＤＨＡ配合 いわし梅 １００ｇ（固形量
日本水産
煮しそ風味
７０ｇ）

B240

爽健美茶 健康素材の麦茶

B91

機能性関与成分名

届出表示

ｴｲｺｻﾍﾟﾝﾀｴﾝ酸（EPA）・ﾄﾞ 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作用があることが報告さ
ｺｻﾍｷｻｴﾝ酸（DHA）
れています。

コカ・コーライーストジャパ
ン

ローズヒップ由来ティリロ 本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズヒップ由来ティリロサイドには、体
サイド
脂肪を減らす機能があることが報告されています。

海から、健康ＥＰＡｌｉｆｅドリンク
１００ｍｌ×６
４５０

日本水産

ｴｲｺｻﾍﾟﾝﾀｴﾝ酸（EPA）・ﾄﾞ 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作用があることが報
ｺｻﾍｷｻｴﾝ酸（DHA）
告されています。

B201

大麦粉のホットケーキミックス １００ｇ×２袋

昭和産業

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、糖の吸収をおだやかにする機
能があることが報告されています。

A208

カラダみらい天然酵母仕込み ３６枚（６枚×
ブルボン
のクラッカー
６袋）

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。

A210

カラダみらい豆乳仕立てのウ １２枚（２枚×
ブルボン
エハース
６袋）

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。

A106

カゴメトマトジュース高リコピ
ントマト使用 食塩入り

カゴメ

リコピン

本品にはリコピンが含まれます。リコピンには血中ＨＤＬ（善玉）コレステロールを増やす働きが報
告されています。血中コレステロールが気になる方にお勧めです。

B250

まろやかりんご酢 はちみつ
５００ｍｌ
りんご

株式会社Mizkan

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。

A254

メンタルバランスチョコレート
ギャバ（ビター）

江崎グリコ

γ-アミノ酪酸

本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、事務的作業による、一時的・心理的な
ストレスの低減機能があることが報告されています。

C111

キッコーマン いつでも新鮮
大豆ペプチド減塩しょうゆ（だ ２００ｍｌ
し入り）

B417

カゴメトマトジュース食塩無添
２００ｍｌ×１２ カゴメ
加

リコピン、GABA

B269

吉野家 サラシア入り牛丼の
１３５ｇ
具

吉野家

本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由来サラシノールは、食事から摂取
サラシア由来サラシノー
した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
ル
います。

Ａ４８

恵 ガセリ菌ＳＰ株ヨーグルト
１００ｇ×１２
ドリンクタイプ

雪印メグミルク

ガセリ菌SP株

本品にはガセリ菌ＳＰ株が含まれます。ガセリ菌ＳＰ株には内臓脂肪を減らす機能があることが報
告されています。

C276

届く強さの乳酸菌100

アサヒ飲料

「プレミアガセリ菌
CP2305」（L. gasseri
CP2305）

本品には「プレミアガセリ菌ＣＰ２３０５」（Ｌ．ｇａｓｓｅｒｉ ＣＰ２３０５）が含まれます。「プレミアガセリ
菌ＣＰ２３０５」（Ｌ．ｇａｓｓｅｒｉ ＣＰ２３０５）には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。

C229

恵ガセリ菌ＳＰ株ヨーグルト
１００ｇ×３
ベリーミックス ドリンクタイプ

雪印メグミルク

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。

C229

恵ガセリ菌ＳＰ株ヨーグルト
１００ｇ×１２
ベリーミックス ドリンクタイプ

雪印メグミルク

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。

C139

カゴメトマトジュース 食塩無
添加

カゴメ

リコピン、GABA

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機
能が、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。血中コレ
ステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。

６００ｍｌ

２６５ｇ

５１ｇ×１０個

１００ｍｌ×６

190ｇ×30

キッコーマン食品株式会社 大豆ペプチド

本品には大豆ペプチドが含まれます。血圧を低下させる作用のある大豆ペプチドは、血圧が高め
の方の血圧を改善する機能があることが報告されています。

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機
能が、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。血中コレ
ステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。
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メーカー名（届出者）

機能性関与成分名

届出表示

C130

ロイテリヨーグルト

１１０ｇ

オハヨー乳業

ロイテリ菌(L.reuteri DSM 本品にはロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938株)が含まれます。口腔内フローラを良好にするL.reuteri
17938株)
DSM 17938株は歯ぐきを丈夫で健康に保つ機能が報告されています。

C349

レモン黒酢

５００ｍｌ

Mizkan

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。

C387

信州生まれのおいしいトマト
食塩無添加

１９０ｇ×２０

株式会社ナガノトマト

GABA

本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報
告されています。本品は血圧が高めの方にお勧めです。

C348

レモン黒酢ストレート

１０００ｍｌ

Mizkan

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。

C442

からだ十六茶

２ｌ

アサヒ飲料

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）及び難消化性デキストリン（食物繊維
として）が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には肥満気味な方の内
難消化性デキストリン
臓脂肪を減らすのを助ける機能があることが報告されており、肥満気味の内臓脂肪が気になる方
（食物繊維として） 葛の
に適しています。難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食後の脂肪の吸収を抑えて排出を
花由来イソフラボン（テク
増加させ、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかに
トリゲニン類として）
することが報告されており、脂肪の多い食事を摂りがちな方、または食後の血糖値が気になる方
に適しています。

C368

いたわりみそ汁 カップ

１食

永谷園

γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）

本品にはγ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）が含まれています。γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）には血圧が高めの
方の血圧を下げる機能があることが報告されています。

C368

いたわりみそ汁 カップ

６食

永谷園

γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）

本品にはγ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）が含まれています。γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）には血圧が高めの
方の血圧を下げる機能があることが報告されています。

B525

朝食スタイルケア オニオンコ
３袋
ンソメ

ポッカサッポロ

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おさえて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇をおさえる機能
があることが報告されています。本品は、糖や脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値や
中性脂肪の上昇が気になる方に適したスープです。

ポッカサッポロ

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おさえて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇をおさえる機能
があることが報告されています。本品は、糖や脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値や
中性脂肪の上昇が気になる方に適したスープです。

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

B524

朝食スタイルケア コーンポ
タージュ

３袋

D108

届く強さの乳酸菌Ｗ（ダブル） １００ｍｌ×６

アサヒ飲料

「プレミアガセリ菌
CP2305」（L. gasseri
CP2305）

C447

宮崎育ちのほうれんそう

２００ｇ

ジェイエイフーズみやざき

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。

B241

ブルーベリー黒酢

５００ｍｌ

株式会社Mizkan

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。

D261

ヨーグルト黒酢

５００ｍｌ

ミツカン

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。

D260

ヨーグルト黒酢 ストレート

１０００ｍｌ

ミツカン

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。

届出番号

商品名

規格

メーカー名（届出者）

機能性関与成分名

届出表示

B253

大人のカロリミット はとむぎ
５００ｍｌ
ブレンド茶

ダイドードリンコ

難消化性デキストリン
（食物繊維として）

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

B253

大人のカロリミット はとむぎ
５００ｍｌ×２４
ブレンド茶

ダイドードリンコ

難消化性デキストリン
（食物繊維として）

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

D292

大人のカロリミット すっきり
無糖紅茶

５００ｍｌ

ダイドードリンコ

難消化性デキストリン
（食物繊維として）

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

D34

ラブレα プレーン

１３０ｍｌ×６

カゴメ

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。

D34

ラブレα プレーン

１３０ｍｌ

カゴメ

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。

C451

ウィルキンソンタンサン エク
４９０ｍｌ
ストラ

アサヒ飲料

難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品は、難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれます。難消化性デキストリン（食物繊維
として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上
昇をおだやかにすることが報告されています。

D169

伊右衛門プラス コレステ
ロール対策

５００ｍｌ

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

松樹皮由来プロシアニジ 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
ン（プロシアニジンB1とし 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
て）
されています。そのため、悪玉（LDL）コレステロールが気になる方に適した飲料です。

D169

伊右衛門プラス コレステ
ロール対策

５００ｍｌ×２４

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

松樹皮由来プロシアニジ 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
ン（プロシアニジンB1とし 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
て）
されています。そのため、悪玉（LDL）コレステロールが気になる方に適した飲料です。

D494

プロビオヨーグルトＰＡ－３ドリ
１１２ｍｌ
ンクタイプ

明治

PA-3乳酸菌

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

D536

粒入りコーンスープ 減塩 Ｇ
６食入
ＡＢＡ配合

味日本株式会社 本社工
場

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。

D622

リフレッシュカロリーゼロＧＡＢ
１９０ｍｌ
Ａ（機能性表示食品）

ふくれん

ＧＡＢＡ

本品にはＧＡＢＡが含まれます。ＧＡＢＡには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和
する機能があると報告されています。

D622

リフレッシュカロリーゼロＧＡＢ
１９０ｍｌ×２０ ふくれん
Ａ（機能性表示食品）

ＧＡＢＡ

本品にはＧＡＢＡが含まれます。ＧＡＢＡには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和
する機能があると報告されています。

D376

フローラドリンクヨーグルト

タカナシ乳業

乳酸菌ラクトバチルスGG
本品には乳酸菌ラクトバチルスGG株（Lactobacillus rhamnosus GG）が含まれます。乳酸菌ラクト
株（Lactobacillus
バチルスGG株には、肌の潤いを保ち、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。
rhamnosus GG）

B564

ルテイン のむヨーグルト レ
１９０ｇ×６
モン

雪印メグミルク

ルテイン

１００ｇ×６

本品にはルテインが含まれます。ルテインは長時間のコンピューター作業などによって低下した
目のコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）をサポートし、目の調子を整えることが報告されて
います。

届出番号

商品名

規格

メーカー名（届出者）

機能性関与成分名

届出表示

D469

メンタルバランスチョコレート
ＧＡＢＡフォースリープ

５０ｇ（１２粒）

江崎グリコ

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。

D662

岩下の新生姜 ボリューム
パック

１５０ｇ

岩下食品株式会社

ショウガ由来ポリフェノー 本品にはショウガ由来ポリフェノールが含まれます。ショウガ由来ポリフェノールには、寒い季節
ル
や冷房条件下において末梢（手の指先）の体温を維持する機能があることが報告されています。

D662

岩下の新生姜

８０ｇ

岩下食品株式会社

ショウガ由来ポリフェノー 本品にはショウガ由来ポリフェノールが含まれます。ショウガ由来ポリフェノールには、寒い季節
ル
や冷房条件下において末梢（手の指先）の体温を維持する機能があることが報告されています。

D448

カフェオーレゆるリリース

１８０ｍｌ

江崎グリコ株式会社

γ-アミノ酪酸

本品にはγ-アミノ酪酸が含まれます。γ-アミノ酪酸には、事務的な作業による、一時的な精神
的ストレスの緩和機能があることが報告されています。

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。

D446

カフェオーレゆるリセット

１８０ｍｌ

江崎グリコ株式会社

難消化性デキストリン
（食物繊維）

E95

お～いお茶濃い茶

５２５ｍｌ×６

伊藤園

ガレート型カテキン

本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がある
ことが報告されています。

C451

ウィルキンソン タンサン エ
４９０ｍｌ×２４ アサヒ飲料
クストラ

難消化性デキストリン
（食物繊維として）

本品は、難消化性デキストリン（食物繊維として）が含まれます。難消化性デキストリン（食物繊維
として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上
昇をおだやかにすることが報告されています。

E9

乳酸菌ヘルべヨーグルト ドリ
１００ｇ×３
ンクタイプ

雪印メグミルク

L. helveticus SBT2171
（乳酸菌ヘルベ）

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

E9

乳酸菌ヘルべヨーグルト ドリ
１００ｇ×１２
ンクタイプ

雪印メグミルク

L. helveticus SBT2171
（乳酸菌ヘルベ）

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

D250

トリプルヨーグルト ドリンクタ
１００ｇ×１２
イプ

森永乳業株式会社

トリペプチドMKP（メチオ
ニン-リジン-プロリン）、
難消化性デキストリン
（食物繊維）

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

E152

あまいトマト ＧＡＢＡ＆リラッ
１９５ｍｌ×１２ カゴメ
クス

GABA

本品にはGABAが含まれます。GABAは、事務的作業による一時的で心理的なストレスを低減す
る機能があることが報告されています。

E421

オールブランブランリッチ

日本ケロッグ

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
小麦ブラン由来アラビノ 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
キシラン
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。

E668

お～いお茶濃い茶さらさら抹
４０ｇ
茶入り緑茶

株式会社 伊藤園

ガレート型カテキン

本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がある
ことが報告されています。

E99

届く強さの乳酸菌Ｗ（ダブル）
１００ｍｌ×６
プレミアガセリ菌ＣＰ２３０５

アサヒ飲料

ガセリ菌CP2305株（L.
gasseri CP2305）

本品にはガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）が含まれます。ガセリ菌CP2305株（L. gasseri
CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能がある
ことが報告されています。また、ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に
役立つ機能があることが報告されています。

２３５ｇ

届出番号

商品名

規格

メーカー名（届出者）

機能性関与成分名

届出表示

E95

お～いお茶 濃い茶

５２５ｍｌ×２４ 株式会社 伊藤園

ガレート型カテキン

本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がある
ことが報告されています。

E95

お～いお茶 濃い茶

５２５ｍｌ

株式会社 伊藤園

ガレート型カテキン

本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がある
ことが報告されています。

F27

植物性乳酸菌ラブレ プレー
８０ｍｌ×３本
ン

カゴメ

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。

F27

植物性乳酸菌ラブレ プレー
８０ｍｌ×４本
ン（増量）

カゴメ

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。

E765

キレートレモンクエン酸２７００
１６５ｇ×６
ゼリー

ポッカサッポロフード＆ビバ
クエン酸
レッジ

E50

伊右衛門プラス コレステ
ロール対策

５００ｍｌ×４

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

本品にはプロシアニジンB1及びB3が含まれます。プロシアニジンB1及びB3には悪玉（LDL）コレ
プロシアニジンB1及びB3 ステロールを下げる機能があることが報告されています。そのため、悪玉（LDL）コレステロールが
気になる方に適した飲料です。

F172

毎日１杯の青汁 無糖

９００ｇ

株式会社伊藤園

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。

D365

まいにち青魚ＤＨＡ・ＥＰＡ

１２０粒

プリセプト

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。

プリセプト

ブラックジンジャー由来
ポリメトキシフラボン

本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、腹
部の脂肪を減らす機能があることが報告されています。

６０粒

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。

E92

ブラックジンジャーＤＸ

D256

食後の血糖値の上昇が気に ２００ｇ（１００ｇ
はごろもフーズ
なる方のパパッとライス
×２）

イソマルトデキストリン
（食物繊維）

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

D421

カラダＦＲＥＥ ６缶＋１缶増量
３５０ｍｌ×７
パック

麒麟麦酒株式会社

熟成ホップ由来苦味酸

本品には熟成ホップ由来苦味酸が含まれるので、お腹周りの脂肪（体脂肪）を減らす機能があり
ます。

E157

はっきりルテイン

６０粒

プリセプト株式会社

ルテイン

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

D613

うまみ搾り ６缶パック

３５０ｍｌ×６

サッポロビール株式会社

アンセリン

本品にはアンセリンが含まれます。アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～
7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能が報告されています。

C33

ビフィズスＢＢ ２個組

３１粒×２

株式会社タケイ

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。

届出番号

D677

E424

商品名

規格

機能性関与成分名

届出表示

メタバリアプレミアムＥＸ（１２０ ２２．２ｇ（１２０
富士フイルム株式会社
粒）
粒）

サラシノール、難消化性
デキストリン（食物繊
維）、エピガロカテキンガ
レート、モノグルコシルル
チン、フロロタンニン

本品には、サラシノール、難消化性デキストリン（食物繊維）、エピガロカテキンガレート、モノグル
コシルルチン、フロロタンニンが含まれます。BMIが高めの方に適した食品です。
■本品は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑える機能、また継続摂取によりBMIが高めの方のお
なかの脂肪（体脂肪・内臓脂肪・皮下脂肪）・体重・ウエスト周囲径を減らすことで高めのBMIを低
下させる機能があります。
■サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能性と、継続摂取により腸内環境を整
える（おなかの中のビフィズス菌を増やす）機能性が報告されています。

オールブランブランフレーク

日本ケロッグ合同会社

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
小麦ブラン由来アラビノ
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
キシラン
を整え便通を改善することが報告されています。

２５０ｇ

メーカー名（届出者）

E422

オールブランフルーツミックス ４２０ｇ

日本ケロッグ合同会社

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
小麦ブラン由来アラビノ 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
キシラン
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。

D394

からだを想うオールフリー

サントリービール株式会社

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
ローズヒップ由来ティリロサイドには、内臓脂肪（お腹の脂肪）を減らす機能があることが
サイド
報告されています。BMIが高めで内臓脂肪が気になる方に適しています。

F43

食事のおともに食物繊維入り ２１０ｇ（７ｇ×３ 日清オイリオグループ株式 難消化性デキストリン
紅茶
０本）
会社
（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。

F42

食事のおともに食物繊維入り ４２０ｇ（７ｇ×６ 日清オイリオグループ株式 難消化性デキストリン
緑茶
０本）
会社
（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。

F387

中性脂肪を下げるＤＨＡ

５３０ｍｇ×１２
株式会社エルベ・プランズ DHA・EPA
４粒

F181

ｉＭＵＳＥ（イミューズ）水

５００ｍｌ

A4

キユーピー ヒアロモイス
チャー２４０

３８．４ｇ（１２０
キユーピー株式会社
粒）

C206

アミールやさしい発酵乳仕立
１００ｍｌ×６
て

アサヒ飲料株式会社

E529

ＭＢＰドリンク

１００ｇ×１２

雪印メグミルク株式会社

ＭＢＰ（乳塩基性タンパク 本品にはＭＢＰ（乳塩基性タンパク質）が含まれます。ＭＢＰ（乳塩基性タンパク質）には骨密度を
質）
高める機能があることが報告されています。

F1050

黒酢で活力

９００ｍｌ

株式会社伊藤園

酢酸

G9

コプリナ イチョウ葉

３２５ｍｇ×６０
マグナス株式会社
粒

イチョウ葉フラボノイド配 本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンが含まれます。この２つの成
糖体及びイチョウ葉テル 分は、加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じ
ペンラクトン
る行動や言葉を覚え、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。

F1037

植物性乳酸菌ラブレＷ プ
レーン

８０ｍｌ×３本

ラブレ菌(Lactobacillus
brevis KB290)

３５０ｍｌ×６

キリンビバレッジ株式会社

カゴメ株式会社

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、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
プラズマ乳酸菌（L. lactis
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
strain Plasma）
す。

ヒアルロン酸Ｎａ

「ラクトトリペプチド」
（VPP、IPP）

本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和
する機能があることが報告されています。

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）には血
圧が高めの方の血圧を低下させる機能が報告されています。血圧が高めの方にお勧めです。

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。

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。

届出番号

商品名

規格

メーカー名（届出者）

機能性関与成分名

届出表示

アサヒ飲料株式会社

ガセリ菌CP2305株（L.
gasseri CP2305）

本品にはガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）が含まれます。ガセリ菌CP2305株（L. gasseri
CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能がある
ことが報告されています。また、ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に
役立つ機能があることが報告されています。

８０ｍｌ×４

カゴメ株式会社

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。

十勝のむヨーグルト プレー
ン

９００ｇ

日清ヨーク株式会社

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。

機能性！酔わないウメッ
シュ！６缶パック

３５０ｍｌ×６

チョーヤ梅酒株式会社

クエン酸

本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減するこ
とが報告されています。

F743

わたしケア コレステロール

９．３ｇ（３００ｍ
エルベ・プランズ
ｇ×３１粒）

E801

大人のカロリミット はとむぎ
５００ｍｌ×２４ ダイドードリンコ株式会社
ブレンド茶 エコバッグ付

E99

カルピス 届く強さの乳酸菌
Ｗプレミアガセリ菌ラベルレス １００ｍｌ×６
ボトル

F1037

植物性乳酸菌ラブレＷ プ
レーン（増量）

E329

D181

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
オリーブ由来ヒドロキシ 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
チロソール
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。

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。

本品にはクロセチンが含まれます。クロセチンは、良質な眠りをサポートする（睡眠の質（眠りの深
さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげる）ことが報告されています。また、目のピント調節機
能をサポートする（パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげる）ことが報告さ
れています。

G87

ねるみるサポ―ト

３０粒（１粒内
アピ株式会社
容量１５０ｍｇ）

クロセチン

F1054

午後の紅茶ミルクティープラ
ス

４３０ｍｌ×２４ キリンビバレッジ株式会社

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
プラズマ乳酸菌（L. lactis
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
strain Plasma)
す。

F1054

午後の紅茶ミルクティープラ
ス

F920

生茶ライフプラス免疫アシスト ５２５ｍｌ

キリンビバレッジ株式会社

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
プラズマ乳酸菌（L. lactis
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
strain Plasma）
す。

F920

生茶ライフプラス免疫アシスト ５２５ｍｌ×２４ キリンビバレッジ株式会社

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
プラズマ乳酸菌（L. lactis
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
strain Plasma）
す。

E503

ニップン アマニ油プレミアム
１００ｇ
リッチ

ニップン

α－リノレン酸

本品にはα－リノレン酸が含まれます。α－リノレン酸は血中の悪玉（LDL）コレステロール値を
低下させる機能があることが報告されています。

F494

キユーピー フィッテ

２１０ｇ

キユーピー

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。

G144

日清ＭＣＴオイル

８５ｇ

日清オイリオ

中鎖脂肪酸(オクタン
酸、デカン酸)

本品には中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）が含まれます。中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）
はBMIが高めの方のウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されていま
す。BMIが高めでおなかの脂肪が気になる方に適した食品です。

４３０ｍｌ

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
プラズマ乳酸菌（L. lactis
キリンビバレッジ株式会社
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
strain Plasma)
す。

届出番号

商品名

規格

メーカー名（届出者）

機能性関与成分名

届出表示

G496

コプリナ ナットウキナーゼさ ２４．６ｇ（６０
らさら生活
粒）

マグナス株式会社

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。この成分は、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。

G122

三ツ矢 梅

５００ｍｌ

アサヒ飲料株式会社

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の一時的な疲労感を軽減することが報告さ
れています。

G122

三ツ矢 梅

１５００ｍｌ

アサヒ飲料株式会社

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の一時的な疲労感を軽減することが報告さ
れています。

G336

カテキン減肥粒

６０粒

プリセプト株式会社

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
茶カテキン（ガレート型カ
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
テキンとして）
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。

G127

まいにち快通

６０粒

プリセプト株式会社

有胞子性乳酸菌
(Bacillus coagulans
SANK70258)

F181

ｉＭＵＳＥ（イミューズ）水

５００ｍｌ×６

キリンビバレッジ株式会社

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
プラズマ乳酸菌（L. lactis
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
strain Plasma）
す。

アサヒ飲料株式会社

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

本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、難消化性デキストリン(食物繊維とし
て)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の内臓脂
肪を減らすのを助ける機能が報告されています。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、
食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。

６３０ｍｌ×２４ アサヒ飲料株式会社

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

本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、難消化性デキストリン(食物繊維とし
て)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の内臓脂
肪を減らすのを助ける機能が報告されています。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、
食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。

本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、難消化性デキストリン(食物繊維とし
て)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の内臓脂
肪を減らすのを助ける機能が報告されています。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、
食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。

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減らす機能が
あることが報告されています。

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。

E330

十六茶プラス ３つのはたら
き

E330

十六茶プラス ３つのはたら
き

E384

十六茶プラス ３つのはたら
き

２０００ｍｌ

アサヒ飲料株式会社

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

G371

伊右衛門 濃い味

６００ｍｌ×２４

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

茶カテキン

B240

爽健美茶 健康素材の麦茶

６００ｍｌ

日本コカ・コーラ株式会社

ローズヒップ由来ティリロ 本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズヒップ由来ティリロサイドには、体
サイド
脂肪を減らす機能があることが報告されています。

B240

爽健美茶 健康素材の麦茶

６００ｍｌ×２４ 日本コカ・コーラ株式会社

ローズヒップ由来ティリロ 本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズヒップ由来ティリロサイドには、体
サイド
脂肪を減らす機能があることが報告されています。

D394

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。
からだを想うオールフリー 缶 ３５０ｍｌ×６×
ローズヒップ由来ティリロ
サントリービール株式会社
ローズヒップ由来ティリロサイドには、内臓脂肪（お腹の脂肪）を減らす機能があることが
（ケース）
４
サイド
報告されています。BMIが高めで内臓脂肪が気になる方に適しています。

E407

毎日飲む酢酸菌ＧＫ－１ ４０ １２．３ｇ（６０
０億個 ディアレ
粒）

６３０ｍｌ

キユーピー株式会社

本品には酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)とGABAが含まれます。酢酸菌GK-1は、花粉、ホコリ、
酢酸菌GK-1(G. hansenii
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。 GABAは、仕事や勉強
GK-1)、GABA
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。

届出番号

商品名

規格

メーカー名（届出者）

機能性関与成分名

届出表示

B56

シボヘール

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
葛の花由来イソフラボン 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）
３６ｇ（１２０粒） 株式会社ハーブ健康本舗
（テクトリゲニン類として） 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、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。

F387

中性脂肪を下げるＤＨＡ

（５３０ｍｇ×１
株式会社エルベ・プランズ DHA・EPA
２４粒）×２

F975

伊右衛門プラス 血糖値対策 ３５０ｍｌ

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

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。

F975

伊右衛門プラス 血糖値対策 ３５０ｍｌ×２４

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

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。

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。

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。

F959

栄養強化型１日分の野菜

２００ｍｌ×１２ 株式会社伊藤園

難消化性デキストリン
（食物繊維）、GABA

G681

十六茶 糖と脂肪にはたらく

６３０ｍｌ

アサヒ飲料株式会社

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、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。また、
食事の脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。

G681

十六茶 糖と脂肪にはたらく

６３０ｍｌ×２４ アサヒ飲料株式会社

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、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。また、
食事の脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。

G695

豆乳グルト

４００ｇ

乳酸菌TUA4408L

本品には乳酸菌TUA4408Lが含まれるのでお通じを改善する機能があります。

マルサンアイ株式会社

E546

スキンケアヨーグルト素肌の
１１２ｍｌ×１２ 株式会社 明治
ミカタ

L. delbrueckii subsp.
bulgaricus OLL1247株お
本品には、SC-2乳酸菌、コラーゲンペプチド、スフィンゴミエリンが含まれるので、紫外線刺激から
よびS. thermophilus
肌を保護するのを助ける機能があります。また、肌の潤いを保ち、肌の乾燥を緩和する機能があ
3078株（SC-2乳酸菌）
ります。
コラーゲンペプチド
スフィンゴミエリン

E529

骨密度を高める ＭＢＰドリン
１００ｇ×３
ク

雪印メグミルク株式会社

ＭＢＰ（乳塩基性タンパク 本品にはＭＢＰ（乳塩基性タンパク質）が含まれます。ＭＢＰ（乳塩基性タンパク質）には骨密度を
質）
高める機能があることが報告されています。

C229

恵ガセリ菌ＳＰ株ヨーグルト
１００ｇ×３
ドリンクタイプ ベリーミックス

雪印メグミルク株式会社

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。

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（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います。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。●本品にはGABAが含まれます。GABA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ています。

G227

メタプロパウダー糖・脂・圧

９３ｇ

井藤漢方製薬株式会社

C402

ヒザ潤滑源

２２．５ｇ（９０
粒）

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
サケ鼻軟骨由来プロテオ は、膝関節の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性（スムーズな
株式会社ハーブ健康本舗
グリカン
動き）をサポートすることが報告されています。膝関節の曲げ伸ばしが気になる方、階段の上り下
りが気になる方、膝関節に不快感を持つ中高年に適しています。

E801

大人のカロリミット はとむぎ
５００ｍｌ×２４ ダイドードリンコ株式会社
ブレンド茶ラベルレス

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。

届出番号

商品名
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メーカー名（届出者）

機能性関与成分名

届出表示

G686

野菜一日これ一本Ｐｌｕｓ

２００ｍｌ×１２ カゴメ株式会社

トマト由来食物繊維、
GABA

本品にはトマト由来食物繊維とGABA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。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。

E690

血圧良好

３０粒

プリセプト株式会社

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。

G934

ナップル 食事の脂肪対策サ ３２．４ｇ（９０
プリ
粒）

エムジーファーマ株式会社

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
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
ン-チロシン-プロリン
抑えることが報告されています。

G585

シックスバリア

１５ｇ（６０粒）

株式会社島洋商会

G1354

楽らくひざ関節

６０粒（１粒重
株式会社タケイ
量３００ｍｇ）

A42

グリナ

４６．５ｇ（３本
×５箱）

味の素株式会社

G1344

北海道こめ油

６００ｇ

ホクレン農業協同組合連
合会

γ-オリザノール

G1288

トリプルヨーグルト ドリンクタ
１００ｇ
イプ

森永乳業株式会社

カゼインペプチド（トリペ 本品にはカゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）と難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれ
プチドMKPとして）、難消 ます。カゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）には、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能、
化性デキストリン（食物 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
繊維）
機能が報告されています。

G1288

トリプルヨーグルト ドリンクタ
１００ｇ×１２
イプ

森永乳業株式会社

カゼインペプチド（トリペ 本品にはカゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）と難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれ
プチドMKPとして）、難消 ます。カゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）には、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能、
化性デキストリン（食物 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
繊維）
機能が報告されています。

G1051

植物性乳酸菌ラブレＷ プ
レーン

カゴメ株式会社

ラブレ菌
本品にはラブレ菌(Levilactobacillus brevis KB290)が含まれます。本ラブレ菌は生きて腸まで届
(Levilactobacillus brevis
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。
KB290)

８０ｍｌ×３本

エラグ酸

本商品には、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の減少を助け、高めのBMI値の改善に役立つことが報告され
ています。

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
サケ鼻軟骨由来プロテオ
す。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
グリカン・サケ鼻軟骨由
は、ひざ関節に違和感のある健常な中高年の立つ・歩く・階段の昇り降り等のひざの曲げ伸ばし
来非変性II型コラーゲン
の改善をサポートする機能が報告されています。

グリシン

本品には“グリシン”が含まれており、すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上（熟眠感の
改善、睡眠リズムの改善）や、起床時の爽快感のあるよい目覚め、日中の眠気の改善、疲労感の
軽減、作業効率の向上に役立つ機能があります。

本品には、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。

H60

ブラックジンジャープレミアム １５ｇ（２５０ｍｇ
株式会社タケイ
ＥＸ
×６０粒）

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有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
ブラックジンジャー由来
SANK70258）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
ポリメトキシフラボン、有
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 23以上30未満）の方の
胞子性乳酸菌(Bacillus
腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があることが報告されています。有胞子性乳酸
coagulans SANK70258)
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。

G686

野菜一日これ一本Ｐｌｕｓ

２００ｍｌ×１２ カゴメ株式会社

トマト由来食物繊維、
GABA

G1049

烏龍茶

２ｌ

ウーロン茶重合ポリフェ 本品には、ウーロン茶重合ポリフェノール（ウーロンホモビスフラバンBとして）が含まれます。
サントリー食品インターナ
ノール（ウーロンホモビス ウーロン茶重合ポリフェノール（ウーロンホモビスフラバンBとして）には、BMIが高めの方のおなか
ショナル株式会社
フラバンBとして）
の脂肪を減らす機能があることが報告されています。

G1049

烏龍茶

２ｌ×６

ウーロン茶重合ポリフェ 本品には、ウーロン茶重合ポリフェノール（ウーロンホモビスフラバンBとして）が含まれます。
サントリー食品インターナ
ノール（ウーロンホモビス ウーロン茶重合ポリフェノール（ウーロンホモビスフラバンBとして）には、BMIが高めの方のおなか
ショナル株式会社
フラバンBとして）
の脂肪を減らす機能があることが報告されています。

本品にはトマト由来食物繊維とGABA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。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。
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G800

ウィルキンソンタンサンエクス
４９０ｍｌ
トラ

アサヒ飲料株式会社

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、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。

G800

ウィルキンソンタンサンエクス
４９０ｍｌ×２４
トラ

アサヒ飲料株式会社

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、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。

E38

伊右衛門 おいしい糖質対策 ５００ｍｌ

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

難消化性デキストリン
（食物繊維）

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

E38

伊右衛門 おいしい糖質対策 ５００ｍｌ×２４

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

難消化性デキストリン
（食物繊維）

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

G405

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、DHA・EPAが含まれま
イチョウ葉フラボノイド配 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には、中高年の加齢によって低
エルベ・プランズ イチョウ葉・ ２６．０４ｇ（６２
株式会社エルベ・プランズ 糖体及びイチョウ葉テル 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
ＤＨＡ・ＥＰＡ
粒）
ペンラクトン、DHA・EPA を覚え、思い出す力）を維持す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。

H158

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。

タケイ ＥＰＡ＆ＤＨＡ

１８０粒

株式会社タケイ

H158

タケイ ＥＰＡ＆ＤＨＡ ２個組 １８０粒×２

株式会社タケイ

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。

G1361

ニップン アマニ油効果

株式会社ニップン

α-リノレン酸

本品にはα-リノレン酸が含まれています。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、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。

F756

メンタルバランスチョコレート
ＧＡＢＡ＜甘さひかえめビター ４７ｇ（１２粒）
＞

江崎グリコ株式会社

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。

G1239

オリヒロ ルテインプラス

６０粒

オリヒロプランデュ株式会
社

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
度を増やし、紫外線やブルーライト光などの光のストレスを軽減し、ぼやけ・かすみを和らげくっき
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。

F182

ｉＭＵＳＥ（イミューズ）レモン

５００ｍｌ×６

キリンビバレッジ株式会社

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
プラズマ乳酸菌（L. lactis
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
strain Plasma）
す。

H35

プロビオヨーグルトＬＧ２１

１１２ｇ×３

株式会社明治

Lactobacillus gasseri
本品にはLactobacillus gasseri OLL2716(LG21乳酸菌)が含まれます。LG21乳酸菌は一時的な胃
OLL2716（LG21乳酸菌） の負担をやわらげる機能が報告されています。

H271

プロビオヨーグルトＬＧ２１ ド
１１２ｍｌ
リンクタイプ

株式会社明治

Lactobacillus gasseri
本品にはLactobacillus gasseri OLL2716(LG21乳酸菌)が含まれます。LG21乳酸菌は一時的な胃
OLL2716（LG21乳酸菌） の負担をやわらげる機能が報告されています。

H271

プロビオヨーグルトＬＧ２１ ド
１１２ｍｌ×１２ 株式会社明治
リンクタイプ

Lactobacillus gasseri
本品にはLactobacillus gasseri OLL2716(LG21乳酸菌)が含まれます。LG21乳酸菌は一時的な胃
OLL2716（LG21乳酸菌） の負担をやわらげる機能が報告されています。

１８０ｇ

