
届出番号 商品名 関与成分 機能性の項目 届出者名 科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）

A1
ナイスリムエッセンス
ラクトフェリン

ラクトフェリン 内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMIの改善 ライオン株式会社 臨床試験

A2 食事の生茶 難消化性デキストリン
脂肪吸収を抑えて排出を増加させる。血中中性脂肪や
血糖値の上昇を穏やかにする

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

A3 パーフェクトフリー 難消化性デキストリン
脂肪吸収を抑えて排出を増加させる。血中中性脂肪や
血糖値の上昇を穏やかにする

麒麟麦酒株式会社 研究レビュー

A4 ヒアロモイスチャー２４０ ヒアルロン酸Ｎａ 肌の水分保持、乾燥を穏和する キユーピー株式会社 研究レビュー

A5 ディアナチュラゴールド　ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Ｎａ 肌の潤いに役立つ
アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A6 健脂サポート モノグルコシルヘスペリジン 中性脂肪を減らす効果がある 株式会社ファンケル 研究レビュー

A7 えんきん
ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン－3
－グルコシド・DHA

目の使用による肩・首筋への負担を和らげる 株式会社ファンケル 臨床試験

A8 蹴脂粒
キトグルカン（エノキタケ抽出物）：エノキタ
ケ由来遊離脂肪酸混合物

体脂肪（内臓脂肪）を減少させる働きがある 株式会社リコム 臨床試験

A9 メディスリム（12粒） 葛の花由来イソフラボン 内臓脂肪を減らすのを助ける 株式会社東洋新薬 臨床試験

A10 メディスキン 米由来グルコシルセラミド 肌の保湿力（バリア機能）を高める 株式会社東洋新薬 研究レビュー

A11 「アミール」WATER 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 血圧が高めの方に適した機能がある 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 研究レビュー

A12 ビフィーナⓇＲ（レギュラー） ビフィズス菌（ロンガム種） 腸内フローラを良好にし、便通を改善する 森下仁丹株式会社 研究レビュー

A13 ビフィーナⓇＥＸ（エクセレント） ビフィズス菌（ロンガム種） 腸内フローラを良好にし、便通を改善する 森下仁丹株式会社 研究レビュー

A14 ビフィーナⓇＳ（スーパー） ビフィズス菌（ロンガム種） 腸内フローラを良好にし、便通を改善する 森下仁丹株式会社 研究レビュー

A15 ビフィーナⓇＳ（スーパー）Pearl（パール） ビフィズス菌（ロンガム種） 腸内フローラを良好にし、便通を改善する 森下仁丹株式会社 研究レビュー

A16 ローズヒップ ローズヒップ由来ティリロサイド 体脂肪を減らす 森下仁丹株式会社 臨床試験

A17 ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Ｎａ 皮膚の水分量を高める 森下仁丹株式会社 研究レビュー

A18 ビルベリー ビルベリー由来アントシアニン

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビル
ベリー由来アントシアニンには目のピント調節機能をサポー
トし、焦点を合わせやすくすることで、目の調子を整える機能
があることが報告されています。

森下仁丹株式会社 研究レビュー

A19 ディアナチュラゴールド　甘草グラボノイド 甘草由来グラブリジン 体脂肪の増加を抑える
アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A20 ロートＶ５粒 ルテインとゼアキサンチン 見る力の維持をサポートする ロート製薬株式会社 研究レビュー

A21 ひざサポートコラーゲン コラーゲンペプチド 膝関節の曲げ伸ばしを助ける キューサイ株式会社 臨床試験

A22 アサヒスタイルバランス 難消化性デキストリン（食物繊維） 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 研究レビュー

A23 アサヒスタイルバランスレモンサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維） 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 研究レビュー

A24 アサヒスタイルバランスグレープフルーツサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維） 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 研究レビュー

A25 「アミール」WATER300 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP) 血圧が高めの方に適した機能がある カルピス株式会社 研究レビュー



A26 計圧サポート イワシペプチド（バリルチロシンとして）
血圧低下作用があり、血圧が高めの方の健康に役立
つ

株式会社ファンケル 研究レビュー

A27 めばえ ルテイン
目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、光の刺激
からの保護、コントラスト感度の改善により目の調子を
整える

八幡物産株式会社 研究レビュー

A28 テアニン L-テアニン 緊張感を軽減する 森下仁丹株式会社 研究レビュー

A29 ディアナチュラゴールド　グルコサミン グルコサミン塩酸塩 膝関節の動きの悩みを暖和する
アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A30 ブルーベリー黒酢 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

A31 アサイー黒酢 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

A32 ざくろ黒酢 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

A33 りんご黒酢 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

A34 うめ黒酢 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

A35 りんご黒酢ストレート 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

A36 ブルーベリー黒酢ストレート 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

A37 ざくろ黒酢ストレート 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

A38 メディナチュラル サーデンペプチド（バリルチロシンとして） 血圧が高めの方の血圧を正常に維持するのを助ける 株式会社東洋新薬 臨床試験

A39 ディアナチュラゴールド　ＥＰＡ＆ＤＨＡ
エイコサペンタエン酸（EPA）ドコサヘキサ
エン酸（DHA）

中性脂肪を減らす効果
アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A40 ブルーベリー＆アサイーＭｉｘ アスタキサンチン 目のピント調整機能をサポートし、目の調子を整える 株式会社伊藤園 研究レビュー

A41 テアニンの働きで健やかな眠りをサポートするむぎ茶 Ｌ-テアニン 夜間の健やかな眠りをサポートする 株式会社伊藤園 研究レビュー

A42 グリナⓇ グリシン
すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上や、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

味の素株式会社 臨床試験

A43 キリン　メッツ　プラス　スパークリングウォーター 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

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

A44 キリン　メッツ　プラス　レモンスカッシュ 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

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

A45 ひとみの恵ルテイン40 ルテインエステル
網膜中心部に蓄積する色素濃度を高め、日常生活で
受ける光の刺激から目を保護する

株式会社ファイン 研究レビュー

A46 恵　megumi　ガセリ菌SP株ヨーグルト　100ｇ ガセリ菌SP株 内臓脂肪を減らす 雪印メグミルク株式会社 臨床試験

A47 恵　megumi　ガセリ菌SP株ヨーグルト　100ｇ ガセリ菌SP株 内臓脂肪を減らす 雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

A48 恵　megumi　ガセリ菌SP株ヨーグルト　100ｇ ガセリ菌SP株 内臓脂肪を減らす 雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

A49 大麦生活　大麦ごはん 大麦β-グルカン
糖質の吸収を抑える、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

大塚製薬株式会社 研究レビュー



A50 大麦生活　大麦ごはん　和風だし仕立て 大麦β-グルカン
糖質の吸収を抑える、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

大塚製薬株式会社 研究レビュー

A51 難消化性デキストリン配合　コーラ 難消化性デキストリン 食後の血糖の上昇を抑制する イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

A52 プレミアリッチ　パーフェクトアスタヒアルロン酸パウダー ヒアルロン酸Ｎａ 肌のうるおいをサポートする
アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A53 イミダペプチド イミダゾールジペプチド 日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減する 日本予防医薬株式会社 臨床試験

A54 伝統にんにく卵黄（31粒入り・62粒入り）
GSAC（γ-グルタミル-S-アリルシステイ
ン）

血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社健康家族 臨床試験

A55 ネイチャーメイド　ルテイン ルテイン
目のコントラスト感度（色の濃さの判別力）をサポートす
る

大塚製薬株式会社 研究レビュー

A56 ネイチャーメイド　アスタキサンチン アスタキサンチン 目のピント調整機能をサポートする 大塚製薬株式会社 研究レビュー

A57 ネイチャーメイド　フィッシュオイルパール EPA・DHA 血中中性脂肪の上昇を抑える 大塚製薬株式会社 研究レビュー

A58 ディアナチュラゴールド　ルテイン＆ゼアキサンチン ルテイン、ゼアキサンチン
目の黄斑色素量を維持する働きがあり、コントラスト感
度の改善や光刺激からの保護により目の調子を整え
る

アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A59 恵　megumi　ガセリ菌SP株　豆乳仕立て　100ｇ ガセリ菌SP株 内臓脂肪を減らす 雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

A60 グラボノイドⓇ 3％グラブリジン含有甘草抽出物
おなかの脂肪をはじめとする体脂肪を減らすことをサ
ポートし、高めのBMIの改善に役立つ

ユアヘルスケア株式会社 研究レビュー

A61 グルコデザインカプセル 0.19小麦アルブミン
でんぷんの消化吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を
おだやかにする

日清ファルマ株式会社 研究レビュー

A62 サラシア サラシア由来サラシノール
糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を緩
やかにする

森下仁丹株式会社 研究レビュー

A63 朝食BifiX（ビフィックス）ヨーグルト ビフィズス菌BifiX(B. lactis  GCL2505) 腸内環境を改善する 江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A64 朝食BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　140g ビフィズス菌BifiX(B. lactis  GCL2505) 腸内環境を改善する 江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A65 朝食BifiX（ビフィックス）ヨーグルト脂肪ゼロ ビフィズス菌BifiX(B. lactis  GCL2505) 腸内環境を改善する 江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A66 朝食BifiX（ビフィックス）のむヨーグルト ビフィズス菌BifiX(B. lactis  GCL2505) 腸内環境を改善する 江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A67 べにふうき緑茶ティーバッグ
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O -
（3-O -メチル）ガレート）

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

JAかごしま茶業株式会社 研究レビュー

A68 ナグプラス　うるるん肌ドリンク N-アセチルグルコサミン 肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立つ 焼津水産化学工業株式会社 研究レビュー

A69 アサヒ　めめはな茶
メチル化カテキン〔エピガロカテキン-３-O -
(３-O -メチル)ガレートおよびガロカテキン-３-
O -(３-O -メチル)ガレート〕

ほこりやハウスダストによる目や鼻の不快感を暖和す
る

アサヒ飲料株式会社 臨床試験

A70 カカオフラバノールスティック カカオフラバノール 血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする 森永製菓株式会社 研究レビュー

A71 GABAX（ギャバックス） GABA 事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを暖和する 株式会社プロント 研究レビュー

A72 ヒアロビューティー ヒアルロン酸Na 肌の水分保持に役立ち、乾燥を暖和する キユーピー株式会社 研究レビュー

A73 メディファット＆グルコ 難消化性デキストリン（食物繊維）
食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂
肪と血糖値を抑える

株式会社東洋新薬 研究レビュー



A74 ルテイン ルテイン
目の黄斑部の色素量を増やし、目の黄斑分の健康を
維持する

小林製薬株式会社 研究レビュー

A75 ルテインａ ルテイン
目の黄斑部の色素量を増やすこと、コントラスト感度を
正常に保ち視覚機能を維持する

小林製薬株式会社 研究レビュー

A76 サンフェノンＥＧＣｇカプセル エピガロカテキンガレート（ＥＧＣｇ） エネルギーとして脂肪を消費しやすくする 株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

A77 ディアナチュラゴールド　ルテイン ルテイン
目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、光の刺激
からの保護、コントラスト感度の改善によって、見る力
を維持する

アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A78 スリムアップスリム　甘草グラボノイド 甘草由来グラブリジン 体脂肪の増加を抑える
アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A79 三ヶ日みかん β‐クリプトキサンチン
骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役
立つ

三ヶ日町農業協同組合 研究レビュー

A80 大豆イソフラボン子大豆もやし 大豆イソフラボン 骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つ 株式会社サラダコスモ 研究レビュー

A81 メディコレス（4粒）
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

総コレステロールや悪玉コレステロールを下げる 株式会社東洋新薬 臨床試験

A82 日清健康オイル　アマニプラス α‐リノレン酸 血圧が高めの方に適した機能がある 日清オイリオグループ株式会社 臨床試験

A83 ネイチャーメイド　スーパーフィッシュオイル EPA・DHA 血中中性脂肪の上昇を抑える 大塚製薬株式会社 研究レビュー

A84 還元型コエンザイムQ10（キューテン） 還元型コエンザイムQ10
細胞のエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる身
体的な疲労感を軽減する。

森下仁丹株式会社 研究レビュー

A85 メディボーン 大豆イソフラボン（アグリコンとして） 女性の骨の成分の維持に役立つ 株式会社東洋新薬 臨床試験

A86 純露　プラス　難消化性デキストリン 難消化性デキストリン（食物繊維） 糖の吸収をおだやかにする 味覚糖株式会社 研究レビュー

A87 アスタリールi（アイ） アスタキサンチン
目のピント調節機能を助けることと、パソコンなどによ
る目の疲労感を軽減する

富士化学工業株式会社 臨床試験

A88 うるおうヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na 肌の水分を保持し、肌の乾燥を暖和する 株式会社ファイン 研究レビュー

A89 北の国から届いたブルーベリー ビルベリー由来アントシアニン

本品にはビルベリー由来のアントシアニンが含まれます。ア
ントシアニンには、ゲーム、パソコン作業、事務作業など目を
よく使うことによる、目の疲労感、目の乾き、ピント調節機能
の低下を緩和することにより、目の調子を整える機能がある
ことが報告されています。

八幡物産株式会社 研究レビュー

A90 ブルーベリー＆ルテイン ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン
目の疲労感を改善する機能、網膜の黄斑色素を増や
すことで目の黄斑部の健康を守る

株式会社リフレ 研究レビュー

A91 メタバリアスリム サラシア由来サラシノール 食事から摂取した糖の吸収を抑える 富士フイルム株式会社 研究レビュー

A92 素肌うるおいヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na 肌の潤いに役立ち、乾燥を暖和する オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

A93 ほっと食事の生茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

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して、おなか
の調子を整える

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

A94 エクササイズダイエット 3％グラブリジン含有甘草抽出物
肥満気味の方のおなかの脂肪（内臓脂肪）・体脂肪を
減らすことサポートし、高めのBMIの改善に役立つ

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

A95 関節の友 非変性Ⅱ型コラーゲン 関節の柔軟性、可動性をサポートする 株式会社龍泉堂 研究レビュー



A96 食事でサポート　フィッシュソーセージ DHA、EPA 中性脂肪を低下させる マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A97 ヒアルロン酸α ヒアルロン酸Na 肌の水分保持し、肌の乾燥を暖和する 株式会社ファイン 研究レビュー

A98 飲む食べる私のサプリ サラシア由来サラシノール 食事から摂取した糖の吸収を抑える 富士フイルム株式会社 研究レビュー

A99 サンテアニン200 L-テアニン
起床時の疲労感や眠気を軽減することがある。また、
一過性の作業に伴うストレスをやわらげる

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

A100 大麦効果 大麦β-グルカン コレステロールを下げる機能、腸内環境を改善する 株式会社はくばく 研究レビュー

A101 ネイチャーメイド　イチョウ葉
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

認知機能の一部である記憶（知覚・認識した物事の想
起）の精度を高める

大塚製薬株式会社 研究レビュー

A102 メラックス ルテイン
目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、光の刺激
からの保護や、コントラスト感度の改善（ぼやけの解
消）によって、目の調子を整える

八幡物産株式会社 研究レビュー

A103 リラックスカフェゼリー GABA 事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを暖和する 安曇野食品工房株式会社 研究レビュー

A104 お～いお茶　日本の健康　玄米茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
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、食事の中性脂肪の上昇を抑える

株式会社伊藤園 研究レビュー

A105 POM　アシタノカラダ β-クリプトキサンチン
骨の良好な代謝を助けることにより、骨の健康維持に
役立つ

株式会社えひめ飲料 研究レビュー

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 リコピン コレステロールを増やす働きがある カゴメ株式会社 研究レビュー

A107 カゴメトマトジュース食塩入り リコピン コレステロールを増やす働きがある カゴメ株式会社 研究レビュー

A108 カゴメトマトジュース食塩無添加 リコピン コレステロールを増やす働きがある カゴメ株式会社 研究レビュー

A109 カゴメリコピンコレステファイン リコピン コレステロールを増やす働きがある カゴメ株式会社 研究レビュー

A110 メディスリム（4粒）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

内蔵脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを助ける 株式会社東洋新薬 臨床試験

A111 ヘラスリム
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

内蔵脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを助ける 株式会社ステップワールド 臨床試験

A112 アスタアイケア アスタキサンチン
正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的
なパソコンなどのVDT作業による疲労感を軽減する

富士化学工業株式会社 研究レビュー

A113 えがおのルテイン ルテイン
網膜中心部の色素量を増やす働きがあり、日常生活で
受ける光の刺激から目を保護し、目の健康を維持する

株式会社えがお 研究レビュー

A114 無洗米GABAライス γ-アミノ酪酸（GABA） 血圧が高めな方に適した機能がある 株式会社サタケ 研究レビュー

A115 ボタニカルファイバーT 難消化性デキストリン（食物繊維） 便秘気味な方の便通を改善する 株式会社東洋新薬 臨床試験

A116 キリン メッツ プラス ジンジャーエール 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

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

A117 毎日の大豆イソフラボン 大豆イソフラボン 骨の成分の維持に役立つ フジッコ株式会社 研究レビュー

A118 さば水煮 DHA、EPA 中性脂肪を低下させる機能がある マルハニチロ株式会社 研究レビュー



A119 葛の花スムージーT
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮
下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A120 ブルーベリーソフト粒 ビルベリー由来アントシアニン
目のピント調節機能をサポートし、パソコンなどのVDT
作業による目の疲労感を軽減する

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

A121 高純度ヒアルロン酸サプリ ヒアルロン酸Na 肌の水分を保持し、肌の乾燥を暖和する 株式会社ファイン 研究レビュー

A122 歩潤王ひざらく 非変性Ⅱ型コラーゲン 膝関節の柔軟性、可動性をサポートする 株式会社アイフォーレ 研究レビュー

A123 蒸し大豆 大豆イソフラボン 骨の成分の維持に役立つ フジッコ株式会社 研究レビュー

A124 さけフレーク DHA、EPA 中性脂肪を低下させる マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A125 油そのままツナフレークまぐろ油漬オリーブオイル仕立て DHA、EPA 中性脂肪を低下させる マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A126 葛花パウダーT
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮
下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A127 セラミド保湿粒 米由来グルコシルセラミド
肌の保湿力（バリア機能）を高める機能があるため、肌
の調子を整える

株式会社全日本通販 研究レビュー

A128 セラミド配合スムージーT 米由来グルコシルセラミド
肌の保湿力（バリア機能）を高める機能があるため、肌
の調子を整える

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A129 葛の花緑茶T
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮
下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A130 お～いお茶　巡りさらら モノグルコシルヘスペリジン
気温や室内温度が低い時などの健やかな血流（末梢
血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があ
る。また、血中の中性脂肪を減らす

株式会社伊藤園 研究レビュー

A131 ヘルシープラス　さらさらむぎ茶 モノグルコシルヘスペリジン
気温や室内温度が低い時などの健やかな血流（末梢
血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があ
る。また、血中の中性脂肪を減らす

株式会社伊藤園 研究レビュー

A132 ヘルシールイボスティー 難消化性デキストリン（食物繊維）
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

株式会社伊藤園 研究レビュー

A133 わかめペプチド粒タイプ
わかめペプチド（フェニルアラニルチロシ
ン、バリルチロシン、イソロイシルチロシン
として）

高めの血圧を下げる 理研ビタミン株式会社 研究レビュー

A134 シュワーベギンコ イチョウ葉エキス
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

認知機能の一部である記憶力（言葉・物のイメージ・位
置情報を思い出す力）を維持する

アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A135 脂肪と糖が気になる方の青汁T 難消化性デキストリン（食物繊維）
食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂
肪と血糖値を抑える

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A136 アサヒ 素肌URURU（うるる） ヒアルロン酸Na 肌の水分を保持に役立ち、潤いを保つ アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

A137 葛の花配合大麦青汁T
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮
下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける

株式会社東洋新薬 研究レビュー



A138 快眠サポート L-セリン
睡眠の質の向上（寝つきの改善、熟眠感の改善、起床
時の満足感）に役立つ

株式会社ファンケル 臨床試験

A139 グルコサミン グルコサミン
運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑
えることで関節軟骨を維持する

甲陽ケミカル株式会社 研究レビュー

A140 イチョウ葉
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

認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動
や判断を記憶し、思い出す力）を維持する

小林製薬株式会社 研究レビュー

A141 特濃ミルク8.2　カボチャミルク ルテイン
長時間のコンピューター作業などによって低下したコン
トラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善する

味覚糖株式会社 研究レビュー

A142 葛の花減脂粒
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮
下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける

株式会社全日本通教 研究レビュー

A143 快腸サポート ビフィズス菌BB536（B.longum ) 腸内環境を整え、お通じを改善する 株式会社ファンケル 研究レビュー

A144 ブルーベリーアイ　プロ ビルベリー由来アントシアニン ピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげる 株式会社わかさ生活 研究レビュー

A145 アサヒスタイルバランスゆずサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維） 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 研究レビュー

A146 ブルーベリーアイ　EX ビルベリー由来アントシアニン ピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげる 株式会社わかさ生活 研究レビュー

A147 コーヨーグルコサミン® グルコサミン
運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑
えることで関節軟骨を維持に役立つ

甲陽ケミカル株式会社 研究レビュー

A148 アラプラス　糖ダウン 5-アミノレブリン酸リン酸塩
高めの空腹時血糖値を正常に近づけることをサポート
し、食後血糖値の上昇を穏やかにする

SBI　アラプロモ株式会社 臨床試験

A149 GABA おかゆ革命 GABA 血圧が高めな方に適した機能がある 幸南食糧株式会社 研究レビュー

A150 ルテイン　EX ルテイン、ゼアキサンチン
目の黄斑部の色素密度を上昇させることで、光の刺激
を和らげ、コントラスト感度を改善するため、目の調子
を整える

株式会社わかさ生活 研究レビュー

A151 快眠サプリ テアニン 朝目覚めた時の疲労感を軽減する オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

A152 BifiX（ビフィックス）フローズンジェリー　ヨーグルト味 ビフィズス菌BifiX(B. lactis  GCL2505)
生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を
改善する

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A153 ビヒダスBB536 ビフィズス菌BB536 腸内環境を良好にし、腸の調子を整える 森永乳業株式会社 研究レビュー

A154 グラボノイド300 3％グラブリジン含有甘草抽出物
お腹の脂肪（内臓脂肪）をはじめとする体脂肪を減らす
ことをサポートし、高めのBMIの改善に役立つ

株式会社ファイン 研究レビュー

A155 コレステ生活
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

総コレステロールや悪玉（LDL)コレステロールを下げる 株式会社全日本通販 臨床試験

A156 Oligonol®（オリゴノール）　ハードカプセル 低分子化ライチポリフェノール 運動で生じる身体的な疲労感を軽減する 株式会社アミノアップ化学 研究レビュー

A157 ルテイン　プロ ルテイン、ゼアキサンチン
目の黄斑部の色素密度を上昇させることで、光の刺激
を和らげ、コントラスト感度を改善するため、目の調子
を整える

株式会社わかさ生活 研究レビュー

A158 フラコラ　ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na 肌の潤いを正常に保ち、乾燥を暖和する 株式会社協和 研究レビュー



A159 栄潤 非変性Ⅱ型コラーゲン 膝関節の柔軟性、可動性をサポートする 株式会社エバーライフ 研究レビュー

A160 アサヒスタイルバランスコーラサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維） 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 研究レビュー

A161 28枚　腸にファイバーウエハース 難消化性デキストリン（食物繊維として） お腹の調子を整える ハマダコンフェクト株式会社 研究レビュー

A162 葛の花ヘルスリム27
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮
下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける

Nalelu合同会社 研究レビュー

A163 お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮
下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける

日本第一製薬株式会社 研究レビュー

A164 北の国から届いたブルーベリー ビルベリー由来アントシアニン
パソコン作業、事務作業など目をよく使うことによる、目
の疲労感、ピント調節機能の低下を暖和することによ
り、目の調子を整える

八幡物産株式会社 研究レビュー

A165 LIBERA（リベラ）＜ミルク＞ 難消化性デキストリン（食物繊維） 同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える 江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A166 スーパーファイア　ブレッドアンドコーヒー 難消化性デキストリン（食物繊維）
食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加せる
とともに、糖の吸収をおだやかにするため、食事の血
中中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

A167 「アミール」WATER 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 血圧が高めの方に適した機能がある アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

A168 「アミール」WATER300 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 血圧が高めの方に適した機能がある アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

A169 お～いお茶　日本の健康　玄米茶350 難消化性デキストリン（食物繊維）
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

株式会社伊藤園 研究レビュー

A170 高濃度ビフィズス菌飲料BifiX（ビフィックス）1000 ビフィズス菌BifiX（B. lactis  GCL2505）
生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A171 ファイバー脂肪ケアT ポリデキストロース（食物繊維として） 食後に上がる中性脂肪を抑える 株式会社東洋新薬 臨床試験

A172 肝臓の健康にセラクルミン クルクミン
健康な人の肝臓の機能の一部である肝機能酵素
（GOT、GPT、γ－GTP）に対して健常域で高めの数値
の低下に役立ち、健康な肝臓の機能を維持する

株式会社セラバリューズ 臨床試験

A173 グラソー　スリープウォーター L-テアニン
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

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

A174 朝食 BifiX（ビフィックス）のむビフィズス菌 脂肪ゼロ ビフィズス菌BifiX（B. lactis  GCL2505）
生きて腸に届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改
善する

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A175 ファイバーパウダーT 難消化性デキストリン（食物繊維）
食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂
肪と血糖値を抑える

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A176 飲む体脂肪ケアグリーンスムージー
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A177
シーチキン®のまぐろから搾った
DHA＋EPA

DHA、EPA 血中中性脂肪を下げる はごろもフーズ株式会社 研究レビュー

A178 コーヨーキトサン® キトサン 血清中のLDLコレステロールを減らす 甲陽ケミカル株式会社 研究レビュー



A179 アイリフレ　クリア ルテイン・ゼアキサンチン

加齢などによって減少する目の黄斑部の色素量を上
昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から
の保護や、コントラスト感度の改善によって、目の調子
を整える

フォーデイズ株式会社 研究レビュー

A180 メディコレス　（２粒）
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

総コレステロールや悪玉（LDL）コレステロールを下げ
る

株式会社東洋新薬 臨床試験

A181 朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　ブルーベリー ビフィズス菌BifiX（B. lactis  GCL2505）
生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を
改善する

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A182 朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　白桃＆（アンド）ザクロ ビフィズス菌BifiX（B. lactis  GCL2505）
生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を
改善する

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A183 朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　アロエ ビフィズス菌BifiX（B. lactis  GCL2505）
生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を
改善する

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A184 朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　フルーツプルーン ビフィズス菌BifiX（B. lactis  GCL2505）
生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を
改善する

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A185 朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　朝果実ミックス ビフィズス菌BifiX（B. lactis  GCL2505）
生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を
改善する

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A186 朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　ストロベリー ビフィズス菌BifiX（B. lactis  GCL2505）
生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を
改善する

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A187 ウエストサポートスムージー
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）、体重
（BMI）、お腹の脂肪（内臓脂肪や皮下脂肪）が気にな
る方に適した食品です

株式会社東洋新薬 臨床試験

A188 サラトナ DHA、EPA 中性脂肪を低下させる ユニテックメディカル株式会社 研究レビュー

A189 ファーマギャバ GABA 事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する 株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

A190 DHA　EPA DHA・EPA 中性脂肪を低下させる オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

A191 テア眠 L-テアニン
夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）を
サポートする

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

A192 1秒OPEN(オープン)！おいしいおさかなソーセージ DHA、EPA 中性脂肪を低下させる マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A193 WESTON330 グラボノイド 3%グラブリジン含有甘草抽出物 お腹の脂肪（内臓脂肪）・体脂肪を減らす働きがある 株式会社リマックスジャパン 研究レビュー

A194 グッスミン 酵母のちから 清酒酵母GSP6 睡眠の質の向上 ライオン株式会社 臨床試験

A195 イキイキDHA　　    ・EPA DHA、EPA 中性脂肪を低下させる マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A196 還元型コエンザイムQ10（キューテン） 還元型コエンザイムQ10
日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減
する

ユアヘルスケア株式会社 研究レビュー

A197 葛の花ウエストケアタブレット
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

株式会社スギ薬局 研究レビュー

A198 葛の花ウエストケアスムージー
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

株式会社スギ薬局 研究レビュー



A199 葛の花サプリメント
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

株式会社テレビショッピング研究所 研究レビュー

A200 お腹の脂肪が気になる方の青汁T
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A201 肥満気味な方の青汁T
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A202 アミノエール® ロイシン40%配合必須アミノ酸 衰える筋肉をサポートし、歩行能力を改善する 味の素株式会社 研究レビュー

A203 ディアナチュラゴールド サーデンペプチド サーデンペプチド（バリルチロシンとして） 血圧を低下させる
アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A204 オメガE P A＋D H A EPAとDHA 血中中性脂肪値を低下させる 株式会社ファイン 研究レビュー

A205 森永のＰＲＥＭⅰＬ（プレミル） ビフィズス菌ＢＢ５３６ 腸内環境を良好にし、腸の調子を整える 森永乳業株式会社 研究レビュー

A206 ベジフラボン 大豆イソフラボン 骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つ 株式会社サラダコスモ 研究レビュー

A207 アミノケア®ゼリー ロイシン40 ロイシン40%配合必須アミノ酸 衰える筋肉をサポートし、歩行能力を改善する 味の素株式会社 研究レビュー

A208 カラダみらい　天然酵母仕込みのクラッカー GABA 血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ブルボン 研究レビュー

A209 カラダみらい 香ばし五穀のビスケット GABA 血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ブルボン 研究レビュー

A210 カラダみらい 豆乳仕立てのウエハース GABA 血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ブルボン 研究レビュー

A211 青汁ダイエットン
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

ありがとう通販株式会社 研究レビュー

A212 ビヒダスのむヨーグルト ビフィズス菌ＢＢ５３６ 腸内環境を良好にし、腸の調子を整える 森永乳業株式会社 研究レビュー

A213 整腸のビフィズス菌 ビフィズス菌ＢＢ５３６ 腸内環境を良好にし、腸の調子を整える ピルボックスジャパン株式会社 研究レビュー

A214 白酵ヒアプラ ヒアルロン酸Na 肌の水分保持に役立ち、乾燥を暖和する 株式会社ナチュラルガーデン 研究レビュー

A215 DHAのチカラ　フィッシュソーセージ DHA
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

マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A216 爽眠α L-テアニン 起床時の疲労感や眠気を軽減する 株式会社プログレ 研究レビュー

A217 チアフル酵母 S-アデノシルメチオニン
歩いている時、階段を上り下りするとき、膝の曲げ伸ば
しをするときの膝関節の違和感を暖和する

株式会社インマイライフ 臨床試験

A218 さば水煮M DHA
認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの
情報を記憶をサポートする

マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A219 ウェイトケア
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

株式会社銀座・トマト 研究レビュー

A220 ディアナチュラゴールド サラシア サラシア由来サラシノール 糖の吸収を抑える
アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A221 ビヒダスのむヨーグルト脂肪ゼロ ビフィズス菌BB536 腸内環境を良好にし、腸の調子を整える 森永乳業株式会社 研究レビュー



A222 GABAタブレットT GABA デスクワーク後の仕事の疲労感を軽減する 株式会社東洋新薬 研究レビュー

A223 フルーツバランス（りんご・洋梨・ぶどう） 難消化性デキストリン（食物繊維） おなかの調子を整える 山崎製パン株式会社 研究レビュー

A224 フルーツバランス（ピーチ・バナナ・マンゴー） 難消化性デキストリン（食物繊維） おなかの調子を整える 山崎製パン株式会社 研究レビュー

A225 キリン メッツ プラス 梅スカッシュ 難消化性デキストリン（食物繊維） 食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

A226 アサヒ 凹茶（ぼこちゃ）
りんごポリフェノール（りんご由来プロシア
ニジンとして）

お腹の脂肪を減らす アサヒ飲料株式会社 臨床試験

A227 リフレのぐっすりずむ L-テアニン

睡眠の質をすこやかに改善(睡眠時間延長感を高め、
すっきりとした目覚めと起床時の眠気の軽減・疲労感
の回復に役立つ)するとともに、一過性の作業などによ
るストレス(精神的負担)を和らげる

株式会社リフレ 研究レビュー

A228 キリン メッツ プラス ライムスカッシュ 難消化性デキストリン（食物繊維） 食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

A229 海からDHA DHA
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

マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A230 さけフレークM DHA
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

マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A231 油そのままツナフレークMまぐろ油漬オリーブオイル仕立て DHA
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

マルハニチロ株式会社 研究レビュー

A232 まろやかりんご酢 はちみつりんご 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある 株式会社Mizkan 研究レビュー

A233 まろやかりんご酢 アセロラ 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある 株式会社Mizkan 研究レビュー

A234 まろやかりんご酢 はちみつりんご ストレート 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある 株式会社Mizkan 研究レビュー

A235 まろやかりんご酢 アセロラ ストレート 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある 株式会社Mizkan 研究レビュー

A236 まろやかりんご酢 アセロラ ストレート 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある 株式会社Mizkan 研究レビュー

A237 アサイー黒酢 ストレート 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある 株式会社Mizkan 研究レビュー

A238 腰ラックス
テアニン、ピぺリン、クレアチン、プロテオ
グリカン

日常生活(立ち上がる、かがむ、起き上がる等)で生じる
腰の不快感を軽減する

株式会社ファンケル 臨床試験

A239 もっちり麦 大麦β-グルカン
コレステロールが高めの方のLDL（悪玉）コレステロー
ルを下げる機能、おなかの調子を整える機能がある

永倉精麦株式会社 研究レビュー

A240 葛の花由来イソフラボン入り　きょうの青汁
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

株式会社やまちや 研究レビュー

A241 葛の花イソフラボン配合　大麦若葉青汁
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

A242 葛の花サポート
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

内臓脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを助ける 株式会社宇治田原製茶場直売部 臨床試験

A243 ルテインサプリT ルテイン
パソコンやスマートフォン、電子ゲームなどから発せら
れるブルーライトなどの光刺激から眼を守る

株式会社東洋新薬 研究レビュー



A244 テアニンタブレットT L-テアニン
健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れ
やだるさの感覚）を軽減する

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A245 おだやか生活 サーデンペプチド（バリルチロシンとして） 血圧が高めの方の血圧を下げるのを助ける 株式会社全日本通販 臨床試験

A246 サントリー セサミンＥＸ セサミン
抗酸化力を向上させ、日常的に疲れを感じる方の寝つ
き、眠りの深さ、寝覚めという体調の改善に役立つ

サントリーウエルネス株式会社 臨床試験

A247 まろやかりんご酢  ローズヒップ＆カシス 酢酸 肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある 株式会社Mizkan 研究レビュー

A248 「アミール」サプリメント 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 血圧が高めの方に適した機能がある アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

A249 駿楽 非変性Ⅱ型コラーゲン 関節の柔軟性、可動性をサポートする 株式会社元気堂本舗 研究レビュー

A250 はじめのグルコサミン グルコサミン
運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑
えることで、関節軟骨を維持する

株式会社リフレ 研究レビュー

A251 アサヒスタイルバランスジンジャーサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維） 食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある アサヒビール株式会社 研究レビュー

A252
メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞スタ
ンドパウチ

γ-アミノ酪酸
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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A253
メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞フラッ
トパウチ

γ-アミノ酪酸
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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A254
メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ビター＞スタ
ンドパウチ

γ-アミノ酪酸
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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A255
メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ビター＞フ
ラットパウチ

γ-アミノ酪酸
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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

A256 セラミドパウダーT 米由来グルコシルセラミド 肌を乾燥しにくくするのを助ける機能がある 株式会社東洋新薬 研究レビュー

A257 雑穀ダイエット
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト
周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助ける機能があ
る

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A258 食事の青汁 難消化性デキストリン（食物繊維）
食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂
肪と血糖値を抑える

株式会社銀座・トマト 研究レビュー

A259 健康骨々 大豆イソフラボン 骨の成分の維持に役立つ機能がある 協和薬品株式会社 研究レビュー

A260 グァバ茶 PLUS （プラス ） 難消化性デキストリン
糖の吸収を抑えるため、食後の血糖値の上昇をおだや
かにする

宝積飲料株式会社 研究レビュー

A261 飲むスキンケアアサイースムージー 米由来グルコシルセラミド 肌の潤いを逃しにくくする機能がある 株式会社東洋新薬 研究レビュー

A262 テアニン快眠粒 Ｌ-テアニン
夜間の健やかな眠り（起床時の疲労感や眠気の軽減）
をサポートする機能、一過性の作業によるストレスをや
わらげる機能もある

株式会社全日本通販 研究レビュー

A263 おいしい蒸し豆　蒸し黒豆 大豆イソフラボン 成人女性の骨の成分維持に役立つ機能がある 株式会社小倉屋柳本 研究レビュー



A264 毎日これ1 本E　P　A　+　D　H　A　 ソーセージ EPA・DHA 中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

A265 毎日これ1 本E　P　A　+　D　H　A 　チーズ味 EPA・DHA 中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

A266 うるおい宣言セラミドプラス こんにゃく由来グルコシルセラミド 肌から水分を逃がしにくくする機能がある 株式会社愛しとーと 研究レビュー

A267 クッキリ一番 ルテイン、ゼアキサンチン
眼のコントラスト感度（ぼやけの解消によって、はっきり
と物を識別する感度）の改善に役立つ

サニーヘルス株式会社 研究レビュー

A268 おなか快調宣言 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排出を増加させ
る事により、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかに
する

株式会社愛しとーと 研究レビュー

A269 ファインフルーツ ベリー＆アサイー GABA
事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する
機能がある

オハヨー乳業株式会社 研究レビュー

A270 E　P　A　+ D 　H 　A　配合 いわし味噌煮 EPA・DHA 中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

A271 E　P　A　+ D 　H 　A　配合 いわし生姜煮 EPA・DHA 中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

A272 E　P　A　+ D 　H 　A　配合 いわし梅煮しそ風味 EPA・DHA 中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

A273 飲むはちみつ酢 りんご味 酢酸 血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社山田養蜂場 研究レビュー

A274 セラミドゼリーT 米由来グルコシルセラミド 肌の潤いを守るのを助ける機能がある 株式会社東洋新薬 研究レビュー

A275 アラクス健康プラス サラシア サラシア由来サラシノール 食後血糖値の上昇を抑える機能がある 株式会社アラクス 研究レビュー

A276 アスタキサンチンサポート ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン 目のピント調節機能をサポートする 株式会社トキワ漢方製薬 研究レビュー

A277 葛の花プレミアム青汁
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）
やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある

株式会社スギ薬局 研究レビュー

A278 飲む肌ケア 蒟蒻由来グルコシルセラミド
顔やからだ（頬、背中、ひじ、足の甲）の肌の水分を逃がしに
くくする、肌の乾燥が気になるかたに適しています

株式会社資生堂 研究レビュー

A279 アサヒスタイルバランス梅サワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維） 食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある アサヒビール株式会社 研究レビュー

A280 ディアナチュラゴールド　キトサン キトサン ＬＤＬ（悪玉）コレステロールを減らす機能がある
アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A281 毎日これ1本 E　P　A + D　 H　 A　入りおさかなソーセージ EPA・DHA 中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

A282 L　D　L 　コレステロールが高めの方のサプリ
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

総コレステロールや悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能
がある

株式会社銀座・トマト 臨床試験

A283 おいしい蒸し豆　蒸し大豆 大豆イソフラボン 成人女性の骨の成分維持に役立つ機能がある 株式会社小倉屋柳本 研究レビュー

A284 キユーピーアマニ油マヨネーズ α-リノレン酸 血圧が高めの方に適した機能がある キユーピー株式会社 研究レビュー

A285 ＧＡＢＡ　ギャバ γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）は、健康な方の一時的な精神
的ストレスの緩和や、血圧が高めの方の血圧を下げる
機能がある

株式会社ファンケル 研究レビュー

A286 ブルーベリーＳ（エス） ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンはピント調節力を改善す
ることで、眼の疲労感を軽減する機能がある

株式会社世田谷自然食品 研究レビュー



A287 ギャバリック GABA
GABAにはデスクワークなどによる一時的な精神的スト
レスを緩和する機能がある

備前化成株式会社 研究レビュー

A288 FREE Tea GABA
GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能がある

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

A289 花のめぐみ
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社東洋新薬 研究レビュー

A290 キリン　サプリ　レモン テアニン（L-テアニン）、クエン酸

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。
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

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

A291 タカナシヨーグルト　脂肪ゼロプラス　100g 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪と糖
の吸収を抑える機能がある

高梨乳業株式会社 研究レビュー

A292 7種の具材のミネストローネ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

A293 ユッケジャン EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

A294 slimfor（スリムフォー）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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

株式会社オンライフ 研究レビュー

A295 グッスリッチ L-テアニン
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（疲れやだるさの感覚）を軽減する

株式会社銀座・トマト 研究レビュー

A296 丈夫なコツ 大豆イソフラボン（アグリコンとして）
大豆イソフラボン（アグリコンとして）には、女性の骨の
成分の維持に役立つ機能がある

株式会社銀座・トマト 研究レビュー

A297 ナチュラルケア　粉末スティック＜ヒハツ＞ ヒハツ由来ピペリン
ヒハツ由来ピペリンが含まれるので、血圧が高めの方
の血圧を改善し、正常な血圧を維持する

大正製薬株式会社 臨床試験

A298 国産しょうが
ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオールとして）

ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウ
ガオールとして）には、寒い季節や冷房条件下におい
て体温（末梢）を維持する機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

A299 アスタキサンチンプラス アスタキサンチン
アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による
疲労感を軽減する

協同薬品工業株式会社 研究レビュー

A300 ZERO  k c a l　Cider　ゼロキロカロリーサイダー 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑えるとともに、糖分の吸収を抑え、食
後の血糖値の上昇をおだやかにする

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

A301 ZERO  k c a l　Cider　ゼロキロカロリーサイダー　レモン 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑えるとともに、糖分の吸収を抑え、食
後の血糖値の上昇をおだやかにする

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー



A302 おいしい雑穀　蒸し大麦 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンにはLDLコレステロール値が高めの
方のLDLコレステロール値を下げる機能がある

株式会社小倉屋柳本 研究レビュー

A303 おいしい雑穀　蒸し雑穀 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンにはLDLコレステロール値が高めの
方のLDLコレステロール値を下げる機能がある

株式会社小倉屋柳本 研究レビュー

A304 おいしい蒸し豆　蒸しサラダ豆 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには成人女性の骨の成分維持に役
立つ機能がある

株式会社小倉屋柳本 研究レビュー

A305 D　H　A　1000 DHA、EPA DHA、EPAには中性脂肪を減らす機能がある 井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

A306 毎日これ1 本E　P　A　+　D　H　A　 ソーセージ60 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

A307 血圧が高めの方の健康緑茶 ヒハツ由来ピペリン
ヒハツ由来ピペリンが含まれるので、血圧が高めの方
の血圧を改善し、正常な血圧を維持する

大正製薬株式会社 臨床試験

A308 ネナイト Ｌ－テアニン
Ｌ－テアニンには、睡眠の質を高めること（起床時の疲
労感や眠気を軽減すること）がある

アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

研究レビュー

A309 ダノンビオ　プレーン・加糖
ビフィズス菌 BE80 （Bifidobacterium lactis
CNCM I-2494）

ビフィズス菌 BE80 が含まれ、おなかの不快感※をや
わらげる。※おなかの不快感とは、健康な人の日常生
活でみられる下部消化管における過剰なガスの発生と
おなかの張り、ゴロゴロ感や違和感のことです。

ダノンジャパン株式会社 研究レビュー

A310 カロリミット®

ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー
（ファゴミンとして）、エピガロカテキンガ
レート、キトサン、インゲン豆由来ファセオ
ラミン

ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとし
て）、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由
来ファセオラミンが含まれます。
食事の糖と脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中
中性脂肪値の上昇を抑える機能がある

株式会社ファンケル 臨床試験

届出番号 商品名 関与成分 機能性の項目 届出者名 科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）

B1 きらめきアイ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素量を維持
する働きがあり、 コントラスト感度の改善やブルーライ
トなどの光刺激からの保護によって、目の調子を整え
る機能がある

フジッコ株式会社 研究レビュー

B2 うるるん姫 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌のうるおいを保ち、乾燥をやわ
らげる機能がある

フジッコ株式会社 研究レビュー

B3
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
宅配専用　７０ｇ

ガセリ菌SP株 ガセリ菌SP株には内臓脂肪を減らす機能がある 雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

B4
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
ドリンクタイプ　宅配専用　１００ｇ

ガセリ菌SP株 ガセリ菌SP株には内臓脂肪を減らす機能がある 雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

B5 ふしぶしの恵グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨
成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持す
る

株式会社ファイン 研究レビュー

B6 クロセチンアイ クロセチン
クロセチンは、パソコン作業などによる目の疲れから生
じるピント調節機能の低下を緩和し、目の調子を整える

理研ビタミン株式会社 研究レビュー



B7  ターミナリアベリリカタブレットＴ
ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没
食子酸として）

ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食子酸とし
て）が含まれるので、食後に上がる中性脂肪を抑える
機能がある

株式会社東洋新薬 臨床試験

B8 贅沢なＯＦＦ（オフ）のど飴 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだや
かにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子
を整える

味覚糖株式会社 研究レビュー

B9 食事の刻の緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするた
め、食事と一緒に摂取することで、食後の血中中性脂
肪や血糖値の上昇をおだやかにする。さらに、おなか
の調子を整える

日本薬剤株式会社 研究レビュー

B10 素肌サポートスムージー 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助
ける機能がある

株式会社スギ薬局 研究レビュー

B11 沈香の恵 沈香葉エキス（ゲンクワニン配糖体として）
沈香葉エキス（ゲンクワニン配糖体として）には、便通
を改善する（排便量・排便回数を増やす）機能がある

アピ株式会社 研究レビュー

B12 ヘルシープラス　充実野菜－トマト＆レモン－ リコピン
リコピンには、血圧が高めの方の健康な血圧をサポー
トする機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

B13 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
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節力を改善
することで目の疲労感を和らげる

株式会社わかさ生活 研究レビュー

B14 ヘルシープラス　充実野菜－トマト＆レモン－２６５ｇ リコピン
リコピンには、血圧が高めの方の健康な血圧をサポー
トする機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

B15 ヘルシープラス　充実野菜－トマト＆レモン－６００ｇ リコピン
リコピンには、血圧が高めの方の健康な血圧をサポー
トする機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

B16 タカナシヨーグルト　脂肪ゼロプラス　プレーンタイプ　４００ｇ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪と糖
の吸収を抑える機能がある

高梨乳業株式会社 研究レビュー

B17 セラミドサプリＴ 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、
背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤い
を守るのに役立つ機能がある

株式会社東洋新薬 研究レビュー

B18 カナダドライ　ジンジャーエール　プラス 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸
収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

B19 からだ巡茶　Ａｄｖａｎｃｅ（アドバンス） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能がある

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

B20 カラダ「カルピス」 乳酸菌CP1563株
本品には独自の乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を
減らす機能がある

アサヒ飲料株式会社 臨床試験

B21 糖質オフタイム　薫る珈琲 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだや
かにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子
を整える

味覚糖株式会社 研究レビュー



B22 もち麦ごはん 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンにはLDL-コレステロールを下げる機
能、腸内環境を改善する機能がある

株式会社はくばく 研究レビュー

B23 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルト ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B24
高濃度ビフィズス菌飲料ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）１０００　α（アル
ファ）

ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B25 グラボノイド１００ 3%グラブリジン含有甘草抽出物
3%グラブリジン含有甘草抽出物は、体脂肪の増加を抑
えることをサポートし、高めのBMIの改善に役立つ

株式会社ファイン 研究レビュー

B26 グルコサミンサプリ グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は運動や歩行などにおける軟骨成
分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する

株式会社ファイン 研究レビュー

B27 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）アロエヨーグルト ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B28 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）果実ミックスヨーグルト ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B29 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）白桃＆（アンド）ザクロヨーグルト ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B30 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ストロベリーヨーグルト ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B31 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルト脂肪ゼロ ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B32 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルト　１４０ｇ ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B33 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）おいしいビフィズス菌ドリンクタイプ ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B34 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ブルーベリーヨーグルト ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B35 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）フルーツプルーンヨーグルト ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B36 サントリー　グルコサミン＆（アンド）コンドロイチン
グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、
ケルセチン配糖体

グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン
配糖体の3成分の組み合わせには、移動時のひざ関
節の悩みを改善する

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

B37 宮古ＢＰ（ビーピー） 宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸
宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸には目や鼻の
不快感を軽減する機能がある

株式会社うるばな宮古 研究レビュー



B38 味覚糖のど飴　プラス　すっきりレモン モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンは、気温や室温が低い時
に低下した末梢の血流量を上昇させて正常に戻すこ
と、末梢の体温を維持する

味覚糖株式会社 研究レビュー

B39 味覚糖のど飴　プラス　はちみつ金柑 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンは、気温や室温が低い時
に低下した末梢の血流量を上昇させて正常に戻すこ
と、末梢の体温を維持する

味覚糖株式会社 研究レビュー

B40 アマニオイル α－リノレン酸
α－リノレン酸は血中総コレステロール値や悪玉
（LDL）コレステロール値を低下させる

日本製粉株式会社 研究レビュー

B41 届く強さの乳酸菌
「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）が含まれるので、腸内環境の改善に役立つ

アサヒ飲料株式会社 臨床試験

B42 ロートＶチュアブル ルテイン、ゼアキサンチン
ルテイン・ゼアキサンチンには見る力の維持をサポート
する(※見る力とは、目で、くっきりとものを識別する力
です。)

ロート製薬株式会社 研究レビュー

B43 森永　ＢＢ（ビービー）５３６ ビフィズス菌BB536
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

森永乳業株式会社 研究レビュー

B44 シボガード
ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没
食子酸として）

本品には、ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没
食子酸として）が含まれるので、食後に上がる中性脂
肪を抑える機能がある

株式会社ハーブ健康本舗 臨床試験

B45 べにふうきスティックタイプ
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-
(3-ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減する

株式会社荒畑園 研究レビュー

B46 べにふうき粉末茶
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-
(3-ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減する

株式会社荒畑園 研究レビュー

B47 べにふうきティーパック
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-
(3-ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減する

株式会社荒畑園 研究レビュー

B48 味覚糖のど飴ＰＬＵＳ（プラス）ハーブミルク味 GABA
GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを
緩和する機能がある

味覚糖株式会社 研究レビュー

B49 味覚糖のど飴ＰＬＵＳ（プラス）すっきりハーブ味 GABA
GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを
緩和する機能がある

味覚糖株式会社 研究レビュー

B50 ストレスと闘うＧＡＢＡ（ギャバ）　Ｔ GABA
GABAには、デスクワーク後の仕事の疲労感を軽減す
る機能がある

株式会社東洋新薬 臨床試験

B51 ＧＡＢＡ（ギャバ）のチカラ　白米 GABA
GABAには血圧が高めの方の健康な血圧をサポートす
る

株式会社大潟村あきたこまち生産者
協会

研究レビュー

B52 葛の花イソフラボン　貴妃
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社太田胃散 研究レビュー



B53 関節ケア 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性
をサポートする

株式会社ライフメイト 研究レビュー

B54
ＵＨＡ（ユーハ）グミサプリ　還元型コエンザイムＱ１０（キュー
テン）

還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10には日常の生活で生じる身体
的な疲労感を軽減する機能がある

味覚糖株式会社 研究レビュー

B55 グルコサミン５００ グルコサミン
グルコサミンは、運動や歩行などにおける軟骨成分の
過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する

株式会社すみや 研究レビュー

B56 シボヘール
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

B57 ＧＡＢＡ（ギャバ）のチカラ　胚芽米 GABA
GABAには血圧が高めの方の健康な血圧をサポートす
る機能がある

株式会社大潟村あきたこまち生産者
協会

研究レビュー

B58 ＧＡＢＡ（ギャバ）のチカラ　早炊き玄米 GABA
GABAには血圧が高めの方の健康な血圧をサポートす
る機能がある

株式会社大潟村あきたこまち生産者
協会

研究レビュー

B59 ＧＡＢＡ（ギャバ）のチカラ　発芽玄米 GABA
GABAには血圧が高めの方の健康な血圧をサポートす
る機能がある

株式会社大潟村あきたこまち生産者
協会

研究レビュー

B60 チョコラＢＢリッチセラミド 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを逃しにくく
する機能がある

エーザイ株式会社 研究レビュー

B61 メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜ミルク＞９袋 γ-アミノ酪酸
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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B62 ブラックジンジャー
ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラ
ボン

ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボンは中高
年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に
役立つ

丸善製薬株式会社 研究レビュー

B63 ＧＡＢＡ（ギャバ）血圧習慣Ｔ GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

株式会社東洋新薬 研究レビュー

B64 グルコサミン潤 グルコサミン
グルコサミンは、運動や歩行などにおける軟骨成分の
過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する

株式会社ハートテック 研究レビュー

B65 グラボスリム 3%グラブリジン含有甘草抽出物
3%グラブリジン含有甘草抽出物は、肥満ぎみの方の、
体脂肪の増加を抑える働きがある

株式会社ウエルネスライフサイエンス 研究レビュー

B66 蒸し黒豆 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
ある

フジッコ株式会社 研究レビュー

B67 お料理だいず水煮 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
ある

フジッコ株式会社 研究レビュー

B68 麦ごはん 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）は食後血糖の
上昇を抑制する機能がある

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

B69 コエンザイムＱ１０（キューテン）ダイレクト 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10は、細胞のエネルギー産生を
助け、日常的な生活での一過性の身体的疲労感を軽
減する機能がある

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

B70 とうもろこしとかぼちゃのスープ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー



B71 きんぴらごぼう EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B72 ひじきの煮つけ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B73 切干大根 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B74 筑前煮 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B75 白身魚と豆腐のハンバーグ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B76 いわしと豆腐のハンバーグ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B77 いかと豆腐のハンバーグ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B78 鮭と豆腐のハンバーグ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B79 ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチエー）入りちくわ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B80
ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチエー）入り太ちく
わ

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B81
ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチエー）入りかに風
味かまぼこ

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B82 ルテイン　光対策 ルテイン
ルテインはブルーライトの光刺激から眼を守る色素成
分であり、眼の黄斑色素濃度を高めてコントラスト感度
を維持・改善し、眼の調子を整える

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

B83 特濃ミルク８．２　あずきミルク GABA
GABAは血圧が高めの方の血圧を正常に維持するの
を助ける

味覚糖株式会社 研究レビュー

B84 ｏｎａｋａ（おなか）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

ピルボックスジャパン株式会社 研究レビュー

B85 高純度！グルコサミン グルコサミン
グルコサミンは、運動などにより関節軟骨への負荷が
ある方の軟骨成分の過度な分解を抑えることで、関節
軟骨を維持する

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

B86 ピントサポート アスタキサンチン
アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による
疲労感を軽減する

協和薬品株式会社 研究レビュー

B87 海鮮カレー丼の具 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B88 海鮮中華丼の具 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B89 ルテインアイベリー ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素密度
を上昇させ、光の刺激から目を保護し、はっきりと見る
力（色のコントラスト感度）をサポートすることで、目の
調子を整える機能がある

新日本製薬株式会社 研究レビュー

B90 ＵＨＡ（ユーハ）グミサプリ　めぐみアイ ルテイン
ルテインには目の黄斑の色素密度を上昇させる働きが
あり、日常生活におけるブルーライトなどの光の刺激
から目を保護する

味覚糖株式会社 研究レビュー

B91 海から、健康ＥＰＡ（エパ）ｌｉｆｅ（ライフ）　ドリンク４５０ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー



B92 キレートレモン　Ｍｏｉｓｔｕｒｅ（モイスチャー） 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助
ける機能がある

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

B93 ベジファス 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は食事の脂肪や糖
の吸収を抑えるので、食後の中性脂肪や血糖値の上
昇を抑える機能がある

清田産業株式会社 研究レビュー

B94 大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

B95 手足ぽかぽかゆず生姜 モノグルコシルヘスペリジン
血流を保つ作用のあるモノグルコシルヘスペリジンは、
冬期や冷房などで室内の温度が低い時の体温（手足）
を維持する

養命酒製造株式会社 研究レビュー

B96 ルテイン＋（プラス）ゼアキサンチン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上
昇させる働きがあり、コントラスト感度の改善や、ブ
ルーライトなどの光の刺激からの保護により、目の調
子を整える機能がある

株式会社世田谷自然食品 研究レビュー

B97 国産コシヒカリごはん γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めの方に適した機
能がある

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

B98 ヘルシープラス充実野菜－あらごし人参＆りんご－ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

B99 ヘルシープラス充実野菜－あらごし人参＆りんご－２６５ｇ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

B100 ヘルシープラス充実野菜－あらごし人参＆りんご－６００ｇ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

B101 小大豆もやし 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能
がある

太子食品工業株式会社 研究レビュー

B102 錫蘭葛 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食
後血糖値の上昇をゆるやかにする

株式会社はなぶさ 研究レビュー

B103 チュルルン　プラス　グレープ味 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだや
かにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子
を整える

味覚糖株式会社 研究レビュー

B104 グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は運動や歩行など関節への負荷
に伴う軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟
骨を保護する

プロテインケミカル株式会社 研究レビュー

B105 ギャバ配合サプリメント γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めの方に適した機
能がある

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

B106 トマト酢ドリンク γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めの方に適した機
能がある

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

B107 まるごと健康粉末茶　濃いみどり ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能や、LDL
コレステロールを減らす機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー



B108 食事のおともに烏龍茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能がある

株式会社エルビー 研究レビュー

B109 食事のおともに緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能がある

株式会社エルビー 研究レビュー

B110 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　Ｌ－テアニン L-テアニン L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減する 三生医薬株式会社 研究レビュー

B111 さけるグミ　ヨーグルト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだや
かにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子
を整える

味覚糖株式会社 研究レビュー

B112 飲むアスタキサンチン　すっとねリッチ　クロセチンプラス クチナシ由来クロセチン、アスタキサンチン
クチナシ由来クロセチンは、健康な睡眠（睡眠時の中
途覚醒回数を減らす）をサポートする。アスタキサンチ
ンは、肌の潤いを守るのを助ける

富士フイルム株式会社 研究レビュー

B113 脳輝閃
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶（言葉や数字、図形などを覚え、思い出すこ
と）の精度や判断の正確さを向上させる

全薬販売株式会社 研究レビュー

B114 ヘルスメイト　いちょう葉α（アルファ）
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶（言葉や数字、図形などを覚え、思い出すこ
と）の精度や判断の正確さを向上させる

全薬販売株式会社 研究レビュー

B115 イチョウ葉エキス
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉 テルペンラク
トンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生
じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する機
能がある

富士フイルム株式会社 研究レビュー

B116 リフレのグルコサミンプレミアム グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は運動や歩行における軟骨の過
剰な分解を抑えることにより、関節軟骨を維持する

株式会社リフレ 研究レビュー

B117 くっきりルテイン ルテイン

ルテインには網膜の黄斑色素を増やして光刺激から目
を守ったり、目のコントラスト感度（かすみやぼやけの
解消によりくっきりと物を視認する感度）を改善させるこ
とで、視覚機能を維持する

株式会社リフレ 研究レビュー

B118
ＥＰＡ（イーピーエー）ａｎｄ（アンド）ＤＨＡ（ディーエイチエー）
シームレスカプセル

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B119 ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピーエー） DHA、EPA
DHAとEPA には血中の中性脂肪を低減する機能があ
る

森下仁丹株式会社 研究レビュー

B120 神戸居留地　かろやか緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだや
かにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある。さ
らに、おなかの調子を整える機能もある

富永貿易株式会社 研究レビュー

B121 まるごと健康粉末茶　べにふうき
メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-
(3-O-メチル)ガレート)

メチル化カテキンは、ほこりやハウスダストなどによる
目や鼻の不快感を軽減する

株式会社伊藤園 研究レビュー

B122 ＧＡＢＡ（ギャバ） γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）は一時的なストレスによる精神
的疲労を緩和する機能がある

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー



B123 ロコアタック　ＥＸ（イーエックス） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の動く範囲を広
げ、ひざ関節の曲げ伸ばしや柔軟性をサポートする

新日本製薬株式会社 研究レビュー

B124 グルコサミンＨＧ（ハイグレード） グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は運動や歩行などにおける軟骨成
分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する

株式会社ファイン 研究レビュー

B125 大麦シリアル５．５ 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、高めのLDL-コレステロール値
を低減させる、腸内環境を整える機能がある

豊橋糧食工業株式会社 研究レビュー

B126 はちみつスプレッド 難消化性デキストリン(食物繊維)
難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子
を整える機能がある

ソントン株式会社 研究レビュー

B127 ピーナッツクリーム 難消化性デキストリン(食物繊維)
難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子
を整える機能がある

ソントン株式会社 研究レビュー

B128 黒ごまクリーム 難消化性デキストリン(食物繊維)
難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子
を整える機能がある

ソントン株式会社 研究レビュー

B129 ＵＣ－Ⅱ結（ユーシーツーゆい） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートする

株式会社結エンタープライズ 研究レビュー

B130 特濃ミルク８．２　ラムレーズン 大豆イソフラボン 大豆イソフラボンは骨の成分を維持する 味覚糖株式会社 研究レビュー

B131 スーパートレカット 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサ
ポートする

ワキ製薬株式会社 研究レビュー

B132 グルコサミン グルコサミン
グルコサミンは、関節の曲げ伸ばしによる軟骨成分の
過剰な分解を抑え、関節軟骨を維持する

株式会社山田養蜂場 研究レビュー

B133 有機遠赤青汁Ｖ１（ブイワン） GABA（γ-アミノ酪酸）
ＧＡＢＡ（γ-アミノ酪酸）には高めの血圧を下げる機能
がある

遠赤青汁株式会社 研究レビュー

B134 生姜黒酢 GABA GABAは血圧が高めの方に適した機能がある 養命酒製造株式会社 研究レビュー

B135 イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言
葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する

丸善製薬株式会社 研究レビュー

B136 グルコサミンＥＸ（イーエックス） グルコサミン
グルコサミンは、関節の曲げ伸ばしによる軟骨成分の
過剰な分解を抑え、関節軟骨を維持する

株式会社山田養蜂場 研究レビュー

B137 グリーンスーパーフードスムーＣ（シー） ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B138 国産本格生姜　有糖
ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオールとして）

ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウ
ガオールとして）には、寒い季節や冷房条件下におい
て体温（末梢）を維持する機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー



B139 糖ケア　アセロラ×キウイ味 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事か
ら摂取した糖の吸収を穏やかにし、血糖値の上昇を緩
やかにする機能がある

養命酒製造株式会社 研究レビュー

B140
マイサイズいいね！プラス　糖質が気になる方の欧風カ
レー

難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維として）は食事由来の
糖質の吸収を抑制することにより、食後の血糖値の上
昇をおだやかにする機能がある

大塚食品株式会社 研究レビュー

B141 糖ケア　ゆず×レモン味 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事か
ら摂取した糖の吸収を穏やかにし、血糖値の上昇を緩
やかにする機能がある

養命酒製造株式会社 研究レビュー

B142 β‐クリプトキサンチン β-クリプトキサンチン
β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持をサポートする

理研ビタミン株式会社 研究レビュー

B143 サラシア珈琲

サラシア由来サラシノール※サラシア由来
サラシノールとは、サラシアエキス（サラシ
ア属植物熱水抽出物）に含まれるサラシ
ノールを指す。

サラシア由来サラシノールには糖質の吸収をおだやか
にし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある

森下仁丹株式会社 研究レビュー

B144  糖質５０％オフ　透き通ったミントのおいしいのど飴 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだや
かにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子
を整える

 味覚糖株式会社 研究レビュー

B145 天使の健康　べにふうき緑茶ティーバッグ
 メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-
(3-O-メチル)ガレート)

メチル化カテキン(エピガロカテキン-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

 森永製菓株式会社 研究レビュー

B146
ＧＬＯＶＹ　ＢＯＤＹＳＵＰＰＯＲＴ　Ｏｌｉｇｏｎｏｌ（グローヴィ　ボ
ディサポート　オリゴノール）

低分子化ライチポリフェノール
低分子化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な
疲労感を軽減する機能がある

 SDエンターテイメント株式会社 研究レビュー

B147 毎朝ヒスチジン ヒスチジン

“ヒスチジン”は日常生活で疲労を感じる方の疲労感を
軽減し、頭が冴えない・注意力低下といった疲労に伴う
感覚の緩和、単純な記憶や判断を必要とする作業の
効率向上に役立つ機能がある

味の素株式会社 研究レビュー

B148 ６袋　ＧＡＢＡプラス　クッキー ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、高めの血圧が気になる方に適した機能が
ある

ハマダコンフェクト株式会社 研究レビュー

B149 熟すやナイト  L-テアニン
L-テアニンは、朝目覚めたときの疲労感を軽減し、一
過性の作業などによる精神的なストレス感をやわらげ
る

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

B150  肌の潤いに役立つ　ヒアルロン酸　ヨーグルト風味 ヒアルロン酸Ｎａ
ヒアルロン酸Ｎａは肌の水分量を増加させ、肌の潤いに
役立つ

 株式会社エルビー 研究レビュー

B151
ヒザ関節の動きの悩みを緩和　グルコサミン　乳酸菌飲料
風味

グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和す
る

 株式会社エルビー 研究レビュー

B152 ４０枚　ＧＡＢＡプラス　ウエハース ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、高めの血圧が気になる方に適した機能が
ある

ハマダコンフェクト株式会社 研究レビュー

B153 やさしいおみそ汁　とうふ 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる
機能がある

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B154 やさしいおみそ汁　野菜  「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる
機能がある

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー



B155 ４０枚　腸にファイバーウエハース 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、同時に
摂取した糖の吸収を抑え、摂取後に上がる血糖値を抑
える機能がある

ハマダコンフェクト株式会社 研究レビュー

B156 やさしいおみそ汁　なす  「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる
機能がある

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B157 やさしいおみそ汁　かきたま  「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる
機能がある

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B158 やさしいおみそ汁　きのこ  「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる
機能がある

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B159 ピュアラクトＥＸ（イーエックス）１６Ｇ（ジー）  GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

日本・バイオ株式会社 研究レビュー

B160  い・ろ・は・す　無糖スパークリング 難消化性デキストリン（食物繊維）

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
だやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の
上昇をおだやかにし、おなかの調子を整える機能があ
る

 日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

B161 さかな暮らし EPA・DHA EPA・DHAには血中中性脂肪を減らす作用がある 有限会社マイケア 研究レビュー

B162  生環研ひとみにルテイン　ゼアキサンチンｐｌｕｓ（プラス） ルテイン、ゼアキサンチン
ルテイン・ゼアキサンチンは光の刺激を和らげ、眼のコ
ントラスト感度（ぼやけの解消によって、はっきりと物を
識別する感度）を改善する機能がある

株式会社生存環境科学研究所 研究レビュー

B163  ラクトＧＡＢＡ（ギャバ）マックス  GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

日本・バイオ株式会社 研究レビュー

B164  アラクス健康プラス　大豆イソフラボン 大豆イソフラボン 大豆イソフラボンは骨の成分の維持に役立つ 株式会社アラクス 研究レビュー

B165 特濃ミルク８．２　　ほうれん草ミルク 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだや
かにすること、脂肪の吸収を抑える

味覚糖株式会社 研究レビュー

B166 イチョウ葉エキス
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

イチ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、認知機能の一部である記憶力
（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維
持する機能がある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

八幡物産株式会社 研究レビュー

B167 ルテインＧＯＬＤ（ゴールド） ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の
増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コ
ントラスト感度の改善により、目の調子を整える機能が
ある

株式会社エーエフシー 研究レビュー

B168 アイルテインＰｌｕｓ（プラス） ルテイン・ゼアキサンチン
ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上
昇させ、コントラスト感度を改善させることで、目の調子
を整える

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

B169 ヒアルロン酸Ｃゼリー ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわら
げる

アース・バイオケミカル株式会社 研究レビュー

B170 おはだうるおう　ヒアコラスープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B171 おはだうるおう　ポタージュスープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー



B172 おはだうるおう　玄米スープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B173  ぷらすの緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだや
かにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある

阪神酒販株式会社 研究レビュー

B174 シュッポッポのむヨーグルト ビフィズス菌(HN019株)
ビフィズス菌(HN019株)は、腸内環境の改善及びお通
じの改善に役立つ

株式会社ヤツレン 研究レビュー

B175 おはだうるおう　十六雑穀スープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわら
げる

株式会社ファイン 研究レビュー

B176 おはだうるおう　野菜スープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわら
げる

株式会社ファイン 研究レビュー

B177 オレンジライフ　みかんパウダー β－クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは、骨をつくるはたらきを助ける
ことにより、更年期以降の女性の骨の健康に役立つ

伊方サービス株式会社 研究レビュー

B178 小林ＨＭＢ（エイチエムビー）パウダー
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な、身体を支える力の
維持に役立つ筋肉量や筋力の維持をサポートする機
能がある

小林香料株式会社 研究レビュー

B179 一（はじめ）緑茶　一日一本 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能がある

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

B180  見るチカラ アスタキサンチン、ルテイン

アスタキサンチンは目のピント調節を維持し、目の疲労
感を軽減する機能、
ルテインは目の黄斑部の色素量を維持し光刺激から
目を守る機能と目のコントラスト感度改善（視界のぼや
け解消）機能がある

 株式会社ハルメク 研究レビュー

B181 アスタキサンチン配合サプリＴ アスタキサンチン
アスタキサンチンには、手元のピント調節機能を助け、
眼の疲労感や視界のぼやけ、眼の使用による肩や腰
の負担を軽減する

株式会社東洋新薬 研究レビュー

B182 アミノバリューパウダー８０００
BCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンの総
称）

BCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンの総称）が含ま
れます。BCAAは運動まえや運動中に飲むことにより、
運動によるカラダの疲労感をやわらげる

大塚製薬株式会社 研究レビュー

B183 血圧が高めの方のタブレット（粒タイプ） ヒハツ由来ピペリン
ヒハツ由来ピペリンには、血圧低下作用により血圧が
高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する機能
がある

大正製薬株式会社 研究レビュー

B184 アミノバリュー４０００
BCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンの総
称）

BCAAは運動まえや運動中に飲むことにより、運動によ
るカラダの疲労感をやわらげる

大塚製薬株式会社 研究レビュー

B185 小林ＨＭＢ（エイチエムビー）タブレット
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、筋
肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日
常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役
立つ機能がある

小林香料株式会社 研究レビュー

B186 ゴールドバランす　イチョウ葉
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や見た物
の思い出す力）を高める

 株式会社ゴールド黒酢本舗 研究レビュー



B187 マイサポお茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑制し排出を促進させるため、食後の
血中脂肪の上昇をおだやかにする

 株式会社日本サンガリアベバレッジ
カンパニー

研究レビュー

B188 ＧＡＢＡ　ＣＯＣＯＡ（ギャバココア） γ－アミノ酪酸（GABA）
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がある

トモヱ乳業株式会社 研究レビュー

B189 とぴあみかん β－クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立つ

とぴあ浜松農業協同組合 研究レビュー

B190 カフェオレ　ＧＡＢＡ（ギャバ）２８ｍｇ配合　７本入 GABA
GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレ
スや、疲労感を緩和する機能がある

日本ヒルスコーヒー株式会社 研究レビュー

B191 ミルクティー　ＧＡＢＡ（ギャバ）２８ｍｇ配合　７本入 GABA
GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレ
スや、疲労感を緩和する機能がある

 日本ヒルスコーヒー株式会社 研究レビュー

B192 大麦のチカラ　まろやか塩味 大麦β-グルカン
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

株式会社栗山米菓 研究レビュー

B193 大麦のチカラ　まろやか醤油味 大麦β-グルカン
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

株式会社栗山米菓 研究レビュー

B194 グルコサミンｄｅ（デ）うるおいキープ グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は肌の水分保持に役立ち、乾燥を
緩和する機能がある

プロテインケミカル株式会社 研究レビュー

B195 骨丈夫に役立つ大豆イソフラボン 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには中高年女性の骨の成分維持に
役立つ機能がある

株式会社リフレ 研究レビュー

B196 ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naは肌の潤いに役立ち、水分を保持する
機能がある

占部大観堂製薬株式会社 研究レビュー

B197 レモンの元気 クエン酸
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

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

B198 クロセチン クロセチン
クロセチンは、パソコン作業などによる目の疲れから生
じるピント調節機能の低下を緩和し、目の調子を整える

理研ビタミン株式会社 研究レビュー

B199 ぷらすのジャスミン茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだや
かにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある

阪神酒販株式会社 研究レビュー

B200 やすらぐ緑茶  ＧＡＢＡ
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

株式会社日本サンガリアベバレッジカ
ンパニー

研究レビュー

B201  大麦粉のホットケーキミックス  大麦β-グルカン
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

昭和産業株式会社 研究レビュー

B202 しっとりヒアルロン酸  ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naは肌の潤いを保ち、乾燥をやわらげる
機能がある

株式会社山田養蜂場 研究レビュー

B203 ディアナチュラゴールド　サラシア サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑える

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー



B204 駿河屋　ようかん革命 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、脂肪の
吸収を抑え、食後の中性脂肪の上昇を抑える

 合資会社駿河屋 研究レビュー

B205 桑の葉青汁 難消化性デキストリン
難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑える機
能がある

補完医療製薬株式会社 研究レビュー

B206 ラクするＵＣ‐Ⅱ【ユーシーツー】 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざの関節の柔軟性、可動
性をサポートする

株式会社エーエフシー 研究レビュー

B207 カフェ・オ・レ　ニュースタイル 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後血中中性
脂肪や食後血糖値の上昇をおだやかにする作用を有
する

キーコーヒー株式会社 研究レビュー

B208 葛の花青汁
 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

 株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 研究レビュー

B209  グリーンケールスムージー 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を
整える効果がある

株式会社ファンケル 研究レビュー

B210 ウエストシェイプ
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社協和 研究レビュー

B211 レモンの元気＋（プラス） クエン酸、GABA

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。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

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

B212  潤つやセラミド 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿
力）を高める

日本製粉株式会社 研究レビュー

B213  イージースムージー　グリーン
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

B214 ぷらすのルイボスティー 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだや
かにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある

 阪神酒販株式会社 研究レビュー

B215 皇潤　極  非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性
をサポートする

株式会社エバーライフ 研究レビュー

B216 明治のむヨーグルトＷ（ダブル）のやさしさ 難消化性デキストリン（食物繊維）

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で食後
の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事
から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の
血糖値の上昇をおだやかにする機能がある

株式会社明治 研究レビュー

B217  起床快調 L-テアニン
L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減し、一
過性の作業にともなうストレスをやわらげる

 協和薬品株式会社 研究レビュー



B218  メタバリアＳ（エス） サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の
吸収を抑え、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸
内環境を整える機能がある

 富士フイルム株式会社 臨床試験

B219 すやサポＧＡＢＡ（ギャバ） ＧＡＢＡ
GABAには睡眠の質（寝つき、眠りの深さ、すっきりとし
た目覚め）の向上に役立つ機能がある

株式会社シャルレ 研究レビュー

B220 ひざ関節コラーゲンＰｒｉｍｅ（プライム） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンはひざ関節の柔軟性、可動性を
サポートする

 株式会社ファイン 研究レビュー

B221  ルテイン ルテイン
ルテインには黄斑色素量を増加させる機能や、コントラ
スト感度を改善させる機能がある

 ユウキ製薬株式会社 研究レビュー

B222  イソフラスルー
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含
まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と
して）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓
脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を
減らすのを助ける機能がある

 株式会社はぴねすくらぶ 研究レビュー

B223 無洗米ＧＡＢＡライス γーアミノ酪酸（ＧＡＢＡ）
γ-アミノ酪酸(GABA)には血圧が高めな方に適した機
能がある

食協株式会社 研究レビュー

B224 飲んでサポートひざ関節サプリ 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートする

株式会社そら 研究レビュー

B225 かるしお認定　だしの旨みで減塩　鶏炊きうどん GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある エースコック株式会社 研究レビュー

B226 かるしお認定　だしの旨みで減塩　小海老天そば GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある エースコック株式会社 研究レビュー

B227 かるしお認定　だしの旨みで減塩　中華そば GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある エースコック株式会社 研究レビュー

B228 明治のむヨーグルトＷ（ダブル）のやさしさクリアテイスト  難消化性デキストリン（食物繊維）

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で食後
の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事
から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の
血糖値の上昇をおだやかにする機能がある

株式会社明治 研究レビュー

B229 メタバリア　葛の花イソフラボン
 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪
と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機
能がある

 富士フイルム株式会社 研究レビュー

B230  テアニンゼリー L-テアニン
L-テアニンは、質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートする

 森下仁丹株式会社 研究レビュー

B231 ファーストベジ青葉の野菜 難消化性デキストリン（食物繊維）

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で食後
の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事
から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の
血糖値の上昇をおだやかにする機能がある

株式会社明治 研究レビュー



B232  ライラック乳酸菌　スタンダード（分包）
 有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans)
lilac-01

 有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01は、便
秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を整
え、お通じ（回数、残便感）を改善する

臨床試験

B233 目覚め良質ハーブティーＴ L-テアニン
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（疲れやだるさの感覚）を軽減し、さわやかな
目覚めを助ける

株式会社東洋新薬 研究レビュー

B234  ビデンスタブレットＥＸ（イーエックス）  宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸
宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸には目や鼻の
不快感を軽減する機能がある

 株式会社ミック 研究レビュー

B235  ファーストベジ実の野菜  難消化性デキストリン（食物繊維）

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で食後
の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事
から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の
血糖値の上昇をおだやかにする機能がある

株式会社明治 研究レビュー

B236  味覚糖のどタブレット　ミント  難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだや
かにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子
を整える

 味覚糖株式会社 研究レビュー

B237 味覚糖のどタブレット　グレープ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだや
かにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子
を整える

 味覚糖株式会社 研究レビュー

B238  味覚糖のどタブレット　コーラ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだや
かにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子
を整える

 味覚糖株式会社 研究レビュー

B239 からだ想いピースナイト  テアニン、GABA

テアニンは睡眠の質を高め、翌朝起床時の疲労感を軽
減する機能があり、GABAは事務的作業に伴う一時的
な精神的ストレスによる気力の低下を緩和する機能が
ある

キッコーマンニュートリケア・ジャパン
株式会社

研究レビュー

B240  爽健美茶　健康素材の麦茶 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能がある

 日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

B241  ブルーベリー黒酢 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B242  りんご黒酢 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B243 ざくろ黒酢 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B244 うめ黒酢 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B245 アサイー黒酢 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B246 ブルーベリー黒酢　ストレート 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B247 りんご黒酢　ストレート 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B248 ざくろ黒酢　ストレート 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B249 アサイー黒酢　ストレート 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B250 まろやかりんご酢　はちみつりんご 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー



B251 まろやかりんご酢　はちみつりんご　ストレート 酢酸
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

 株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｓａｎｍｉ 研究レビュー

B252  よくネ～ル L-テアニン
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（疲れやだるさの感覚）を軽減する

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

B253 大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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

ダイドードリンコ分割準備株式会社 研究レビュー

B254 ＥＰＡ＆ＤＨＡ（イーピーエーアンドディーエイチエー） EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能がある 富士フイルム株式会社 研究レビュー

B255  ライ麦食パン 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）はおなかの調
子を整える機能がある

 イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

B256 全粒粉ロール 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）はおなかの調
子を整える機能がある

 イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

B257 全粒粉ドッグロール 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）はおなかの調
子を整える機能がある

 イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

B258  アイビタン  ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感、目の乾きを緩和する

 株式会社ファイン 研究レビュー

B259 皇潤ひざケア  グルコサミン塩酸塩 グルコサミン塩酸塩はひざの動きの悩みを緩和する  株式会社エバーライフ 研究レビュー

B260 食後の血糖値や中性脂肪が気になる方の絹とうふ  難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリンは、食事から摂取した糖の吸収
をおだやかにし、脂肪の吸収を抑えるため、食事と一
緒に摂取することで、食後の血糖値や血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする

 四国化工機株式会社 研究レビュー

B261
糖質５０％オフ　味覚糖のど飴ＰＬＵＳ（プラス）すっきりハー
ブ味

 GABA
GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを
緩和する機能がある

 味覚糖株式会社 研究レビュー

B262
 プレミアム海の元気　ＤＨＡ（ディーエイチエー）　ＥＰＡ（イー
ピーエー）含有

EPA・DHA
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、注意力、判断力、空間
認識力を維持する

日本水産株式会社 研究レビュー

B263 宮古ＢＰ（ビーピー）ドリンク 宮古ビデンス・ピローサ由来カフェ―酸
宮古ビデンス・ピローサ由来カフェ―酸には目や鼻の
不快感を軽減する機能がある

 株式会社うるばな宮古 研究レビュー

B264  長命草青汁ダブルＴ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を
抑える

株式会社東洋新薬 研究レビュー

B265  ビフィパック ビフィズス菌（ロンガム種JBL01）
ビフィズス菌（ロンガム種JBL01）には腸内フローラを良
好にし、便秘気味の方の便通を改善する機能がある

 株式会社白寿生科学研究所 研究レビュー

B266  煎茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収をおだやかにする機能があること、糖
の吸収をおだやかにする機能がある

 山崎製パン株式会社 研究レビュー



B267 えがお　くっきりアイ ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能を助
け、目の疲労感を軽減する

株式会社えがお 研究レビュー

B268 レモネードＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能がある

クラシエフーズ株式会社 研究レビュー

B269 サラシア入り牛丼の具 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の
吸収を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

株式会社吉野家 研究レビュー

B270 グルコサミンＰｒｉｍｅ（プライム） グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨
成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持す
る

 株式会社ファイン 研究レビュー

B271 きんぴらごぼう＆（アンド）ひじきの煮つけ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B272 五目煮豆＆（アンド）切干大根 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B273 アサヒスタイルバランスシークァーサーサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能がある

 アサヒビール株式会社 研究レビュー

B274 炙り鯖　塩焼き EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B275 炙り鯖　梅だれ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B276 非変性Ⅱ型コラーゲンＵＣ－Ⅱ（ユーシーツー） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンはひざ関節の柔軟性、可動性を
サポートする

株式会社ファイン 研究レビュー

B277  還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10
細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる身体的な疲労感の軽減に役立つ

 株式会社ファイン 研究レビュー

B278 ヒアルロン酸ゼリー ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B279  糖値サポート バナバ葉由来コロソリン酸
バナバ葉由来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血
糖値を下げる

株式会社ファンケル 研究レビュー

B280 リラクケア  L-テアニン
Ｌ-テアニンには、健やかな眠り（起床時の疲労感や眠
気を軽減する機能）をもたらし、一過性の作業によるス
トレス（精神的負担）をやわらげる

日本アドバンストアグリ株式会社 研究レビュー

B281  アスパラメタロック ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、高めの体脂肪と
BMIを落とす機能がある

森下仁丹株式会社 研究レビュー

B282 葛の花イソフラボン　ウエストサポート茶
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社太田胃散 研究レビュー

B283 薫習　非変性Ⅱ型コラーゲン 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサ
ポートする

 ティーエフケイ株式会社 研究レビュー



B284 ディアナチュラゴールド　サーデンペプチド サーデンペプチド(バリルチロシンとして)
サーデンペプチド(バリルチロシンとして)には血圧を低
下させる

 アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B285 リフレのＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピーエー） ＤＨＡ、ＥＰＡ

DHAには、認知機能の一部である、数・ことば・図形・
物語・色・状況などの情報の記憶をサポートする機能
(物を覚えて記憶にとどめる力) と、DHA・EPAには、血
中中性脂肪を低下させる機能がある

 株式会社リフレ 研究レビュー

B286 ヒアルロン酸Ｐｒｉｍｅ（プライム） ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

 株式会社ファイン 研究レビュー

B287 ミルケア ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からスマート
フォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の
焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感を緩和す
る

株式会社ファンケル 研究レビュー

B288 えがお　め・まもーる ルテイン
ルテインは、ぼやけを解消しはっきりと見る力を助け、
年齢とともに減少する黄斑部の色素を補う働きで光の
刺激から目を保護する

 株式会社えがお 研究レビュー

B289 楽らく闊歩 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性
をサポートする

株式会社学文社 研究レビュー

B290 サントリー　グルコサミンアクティブ
グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、
ケルセチン配糖体

グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン
配糖体の3成分の組み合わせには、移動時のひざ関
節の悩みを改善する

 サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

B291 おぼえ DHA
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

株式会社ニッセン 研究レビュー

B292 おはだうるおう　根昆布 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B293  ファイバーミックス　Ｂｉｏ（ビオ） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能がある

 フォーデイズ株式会社 研究レビュー

B294 飲むアスタキサンチンＡＸ（エーエックス） アスタキサンチン
アスタキサンチンは、抗酸化作用により、血中脂質の
酸化を抑制する機能性が報告されています。また、ア
スタキサンチンは、肌の潤いを守るのを助ける

富士フイルム株式会社 研究レビュー

B295  おはだうるおう　アサイー＆（アンド）マキベリー ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

 株式会社ファイン 研究レビュー

B296 体脂減
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社リーフ 研究レビュー

B297 大豆イソフラボンタブレットＴ 大豆イソフラボン（アグリコンとして）
本品には、大豆イソフラボン（アグリコンとして）が含ま
れます。大豆イソフラボン（アグリコンとして）には、女性
の骨の成分の維持に役立つ機能がある

 株式会社東洋新薬 研究レビュー



B298 味一しぼり７２０ｍｌ 株式会社早和果樹園
β-クリプトキサンチンは骨代謝の働きを助けることに
より、骨の健康維持に役立つ

 株式会社早和果樹園 研究レビュー

B299  ステラの還元型コエンザイムＱ１０プラス 還元型コエンザイムQ10
細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ

 株式会社ステラ佐々木 研究レビュー

B300 賢人の緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）,GABA

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、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を穏や
かにする/GABAには血圧が高めの方に適した機能が
ある

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

B301 スマホえんきん ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からスマート
フォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の
焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感を緩和す
る

 株式会社ファンケル 研究レビュー

B302 サトウＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピーエー） DHA、EPA
DHA・EPAには、認知機能の一部である記憶力（数・こ
とば・状況などの情報を記憶し、思い出す力）を維持す
る機能がある

 佐藤製薬株式会社 研究レビュー

B303 おとなの前菜 難消化性デキストリン（食物繊維）
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
昇をおだやかにする

 UMIウェルネス株式会社 研究レビュー

B304 おはだうるおう　スーパーファイングリーン ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

 株式会社ファイン 研究レビュー

B305 ＡＳＴＡＬＩＦＴ（アスタリフト）　サプリメント アスタキサンチン
アスタキサンチンは、抗酸化作用により、血中脂質の
酸化を抑制する

富士フイルム株式会社 研究レビュー

B306 ネナイト Ｌ－テアニン
Ｌ－テアニンには、睡眠の質を高めること（起床時の疲
労感や眠気を軽減すること）

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B307 スリープケア Ｌ－テアニン
Ｌ-テアニンは、睡眠の質の向上による健やかな眠り
（朝目覚めた時の疲労感と眠気を軽減すること）に役立
ち、作業にともなう一時的なストレスをやわらげる

新日本製薬株式会社 研究レビュー

B308 糖カロセーブ 形状) サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖
の吸収を抑える機能がある

株式会社ディーエムジェイ 研究レビュー

B309
おはだうるおう　ザクロ＆（アンド）ＲＥＤ（レッド）ドラゴンフ
ルーツ

 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B310 おはだうるおう　シークヮーサー＆（アンド）青ミカン  ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B311  イージースムージー　アサイー 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助
ける機能がある

 株式会社ECスタジオ 研究レビュー

B312
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜塩ミルク＞ス
タンドパウチ

γ-アミノ酪酸
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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー



B313 大人のカロリミット

ギムネマ酸 、桑の葉由来イミノシュガー
（ファゴミンとして）、エピガロカテキンガ
レート、キトサン 、インゲン豆由来ファセオ
ラミン、ペンタメトキシフラボン

ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとし
て)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由
来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれま
す。本品は日常活動時のエネルギー代謝において、脂
肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネ
マ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピ
ガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセ
オラミンは、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の
上昇を抑えることが報告されています。さらにギムネマ
酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、食事の脂
肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑
える

株式会社ファンケル 臨床試験

B314 おはだうるおうヒアルロン酸が入った　はとむぎ粉  ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B315 ＡＳＳＩＳＴＭＩＮ（アシストミン）　オリゴノール 低分子化ライチポリフェノール
低分子化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な
疲労感を軽減する機能がある

 ヘルスエイジ株式会社 研究レビュー

B316
ＦＲＥＥ　Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ　Ｗａｔｅｒ　Ｗ（フリースパークリング
ウォーターダブル）

クエン酸、GABA
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;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

 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株
式会社

研究レビュー

B317  アサヒスタイルバランス香り華やぐハイボールテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能がある

アサヒビール株式会社 研究レビュー

B318  おはだうるおう　マカ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B319  ＷＨＩＴＥ　ＣＡＦＥ　ＧＡＢＡ（ホワイトカフェ　ギャバ）コーヒー GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を低減する機能がある

株式会社明治 研究レビュー

B320 健康骨太 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能
がある

協和薬品株式会社 研究レビュー

B321 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能と、事
務的作業による一時的な心理的ストレスを緩和する機
能がある

 富士フイルム株式会社 研究レビュー

B322 ＧＡＢＡ（ギャバ）煎茶　抹茶入り　スティック GABA GABAは血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社山城物産 研究レビュー

B323  ＧＡＢＡ（ギャバ）煎茶　抹茶入り GABA GABAは血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社山城物産 研究レビュー

B324 Ｒｅｌａｘ（リラックス）ルイボスティー　スティック GABA GABAは血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社山城物産 研究レビュー

B325 Ｒｅｌａｘ（リラックス）ルイボスティー GABA GABAは血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社山城物産 研究レビュー

B326 うるうるセラミドキャンディ  米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、露出の多い部位（顔、
腕）の肌の水分を逃しにくくし、潤いを守るのに役立つ
機能がある

 パイン株式会社 研究レビュー

B327 ディアナチュラゴールド　甘草グラボノイド 甘草由来グラブリジン 甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑える  アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B328 クッキリ一番ＥＸ（イーエックス） ルテイン、ゼアキサンチン、クロセチン
ルテイン、ゼルテイン、ゼアキサンチンには眼のコント
ラスト感度（ぼやけの解消によって、はっきりと物を識
別する感度）の改善に役立つアキサンチン、クロセチン

サニーヘルス株式会社 研究レビュー



B329 デキスウィート 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を
整える機能がある

松谷化学工業株式会社 研究レビュー

B330 内脂サポート
ビフィズス菌BB536(B.longum) 、ビフィズス
菌B-3(B.breve) 、N-アセチルグルコサミン

N-アセチルグルコサミンが含まれるので、腸内環境を
良好にし、体重・体脂肪を減らすことで高めのBMIを改
善する

株式会社ファンケル 臨床試験

B331 ＧＯＯＤ　Ｎｉｇｈｔ（グッドナイト）　２７０００ L-テアニン
Ｌ‐テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートする

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

B332 しんけん青汁［糖・脂肪］ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪
を抑える

 株式会社静岡茶療園市場 研究レビュー

B333 しんけん緑茶［糖・脂肪］ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪
を抑える

株式会社静岡茶療園市場 研究レビュー

B334 しんけん青汁［血圧］ GABA GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる 株式会社静岡茶療園市場 研究レビュー

B335 しんけん緑茶［血圧］ GABA GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる 株式会社静岡茶療園市場 研究レビュー

B336
ＴＢＣ（ティービーシー）ファイバー　アップル＆（アンド）キウ
イ

難消化性デキストリン（食物繊維） 森永乳業株式会社 研究レビュー

B337
ＤＨＡ（ディーエイチエー）＆（アンド）ＥＰＡ（イーピーエー）　８
６０

DHA・EPA
DHA・EPAには、血中の中性脂肪値を低下させる機能
がある

キューサイ株式会社 研究レビュー

B338 国産本格生姜
ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオールとして）

ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウ
ガオールとして）には、寒い季節や冷房条件下におい
て体温（末梢）を維持する

株式会社伊藤園 研究レビュー

B339 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　大豆イソフラボン 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
ある

三生医薬株式会社 研究レビュー

B340 ハツラツＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10には、中高齢者の日常生活で
生じる一過性の肉体的疲労感および精神的疲労感を
軽減する

キューサイ株式会社 研究レビュー

B341
血糖が気になりはじめた人のフィットライフ青汁気になりはじ
めた人のフィットライフ青汁

難消化性デキストリン（食物繊維）
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、食後の血糖値の上昇をおだやかにする

株式会社ミル総本社 研究レビュー

B342 シェイプライフ青汁
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社ミル総本社 研究レビュー

B343 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメ野菜ジュース食塩無添加 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

カゴメ株式会社 研究レビュー

B344 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメ野菜ジュース低塩 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

カゴメ株式会社 研究レビュー

B345 ヘルシーキッチングリーンラベル減塩ハーフベーコン GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 日本ハム株式会社 研究レビュー

B346  ヘルシーキッチングリーンラベル減塩ロースハム GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 日本ハム株式会社 研究レビュー

B347  えびのトマトクリームスープ  EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある  日本水産株式会社 研究レビュー



B348 ヘルスディフェンス 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た糖の吸収をおだやかにする機能、食事から摂取した
脂肪の吸収を抑える機能、おなかの調子を整える

大和薬品株式会社 研究レビュー

B349  ブルーベリープラス ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節機能の
低下を緩和する

株式会社山田養蜂場 研究レビュー

B350 アスタキサンチンサプリＴ アスタキサンチン
アスタキサンチンには、手元のピント調節機能を助け、
眼の疲労感や視界のぼやけ、眼の使用による肩や腰
の負担を軽減する

 株式会社東洋新薬 研究レビュー

B351 １食分の食物繊維　かぼちゃとコーンのポタージュ  EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B352 １食分の野菜　完熟トマトのミネストローネ  EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B353 １食分の食物繊維　ごぼうの豆乳ポタージュ  EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B354 １食分の食物繊維　豆と彩り野菜のトマトクリームスープ  EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B355 １食分の野菜　豆とたまねぎのポタージュ  EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B356 ＵＣ－ＩＩ（ユーシーツー）スーパージョイント 非変性II型コラーゲン
非変性II型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサ
ポートする

株式会社キューオーエル倶楽部 研究レビュー

B357 ローヤルグルコ グルコサミン、非変性Ⅱ型コラーゲン
グルコサミンには関節の曲げ伸ばしによる軟骨成分の
過剰な分解を抑え、関節軟骨を維持する

株式会社山田養蜂場 研究レビュー

B358 グリーンケールスムージーａ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を
整える機能がある

株式会社ファンケル 研究レビュー

B359 イチョウ葉青汁
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

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、認知機能の一部である記憶力（日
常生活で見聞きした情報、言葉・物のイメージ、位置情
報を覚え、思い出す力）をサポートする機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

B360  １食分の野菜　７種の具材のミネストローネ  EPA・DHA
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、注意力、判断力、空間
認識力を維持する

日本水産株式会社 研究レビュー

B361 １食分の野菜　玉ねぎと豆のポタージュ  EPA・DHA
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、注意力、判断力、空間
認識力を維持する

日本水産株式会社 研究レビュー

B362 ファスティー　サポートプラス 難消化性デキストリン（食物繊維）

。難消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の
吸収を抑え排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだ
やかにするため、食後に上がる血中中性脂肪や血糖
値を抑える作用がある

株式会社ナチュラルガーデン 研究レビュー

B363 ラックスルーリー
 ビフィズス菌HN019（Bifidobacterium
lactis）

ビフィズス菌HN019（Bifidobacterium lactis）は、腸内環
境を整えることで、便秘気味な方の便通を改善する

 銀座ステファニー化粧品株式会社 研究レビュー



B364 プラセンタ１００セラミド 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助
ける機能がある

 銀座ステファニー化粧品株式会社 研究レビュー

B365 スヤリスト L-テアニン
「L-テアニン」には、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートする

 銀座ステファニー化粧品株式会社 研究レビュー

B366 おぼえ　極み DHA
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

株式会社ニッセン 研究レビュー

B367 おぼえ＋サラリ DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある 株式会社ニッセン 研究レビュー

B368 パフォス　ブルーベリー＋（プラス）ルテイン ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能の改
善や眼の疲労感を緩和する機能、ルテインには網膜の
黄班色素量を補う働きがあり、ブルーライトなどの光の
刺激から目を守る

有限会社パフォス 研究レビュー

B369 賢者の快眠　睡眠リズムサポート

アスパラガス由来含プロリン-3-アルキル
ジケトピペラジン（シクロ（L-ロイシル-L-プ
ロリル）、シクロ（L-フェニルアラニル-L-プ
ロリル）、シクロ（L-チロシル-L-プロリル）
として）

睡眠の質を高めること（スッキリした目覚め感）や、休
日明け（月曜日）の心の健康（楽しく、おだやかな気持
ち）の維持をサポートします。また、健康に良い睡眠の
維持を助ける（希望する時間より早く目覚めてしまうこ
とを和らげる）機能がある

大塚製薬株式会社 臨床試験

B370 牧場すこやかヨーグルト ビフィズス菌(HN019株)
ビフィズス菌(HN019株)は、腸内環境の改善及びお通
じの改善に役立つ

株式会社ヤツレン 研究レビュー

B371 今日のおかず　海鮮中華丼の具 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある  日本水産株式会社 研究レビュー

B372 今日のおかず　海鮮カレー丼の具 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある  日本水産株式会社 研究レビュー

B373 こころ鮮明茶 GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能がある

 株式会社オールライフサービス 研究レビュー

B374 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメ野菜ジュース食塩無添加１６０ｇ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

 カゴメ株式会社 研究レビュー

B375 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメ野菜ジュース低塩１９０ｇ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

 カゴメ株式会社 研究レビュー

B376 ディアナチュラゴールド　グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和す
る

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B377  メタストンＷ
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社ソシア 研究レビュー

B378
海と牧場の恵　ＤＨＡ＋ＥＰＡ（ディーエイチエープラスイー
ピーエー）ヨーグルト

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪を下げる機能がある 株式会社ノーベル 研究レビュー

B379 ＥＹＥ　ＪＵＳＴ（アイジャスト） アスタキサンチン
アスタキサンチンは眼のピント調節機能を助けること
と、パソコン作業などによる疲労感を軽減する

健康コーポレーション株式会社 研究レビュー

B380 グリーンスムージーすっきりファイバー 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸
収を抑えることと、おなかの調子を整える

森永乳業株式会社 研究レビュー

B381 葛の花イソフラボン青汁
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社ＣＤグローバル 研究レビュー



B382 Ｎ－アセチルグルコサミンｄｅうるおいキープ N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは肌の水分量を維持し、乾燥
をやわらげる機能がある

プロテインケミカル株式会社 研究レビュー

B383 セラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能がある

株式会社OEM 研究レビュー

B384  イソフラサポート 大豆イソフラボン（アグリコンとして）

大豆イソフラボン（アグリコンとして）には骨の成分維持
に役立つ機能がある

不二製油株式会社 研究レビュー

B385 じんわりぽっかぽかレモン モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冷える時に体温（末
梢体温）を維持する機能がある

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

B386 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ファイン 研究レビュー

B387 お好み焼ソースＰＬＵＳ（プラス） 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上
昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した脂肪の
吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性
脂肪の上昇をおだやかにする機能がある

ブルドックソース株式会社 研究レビュー

B388 サンファイバー血糖 グアーガム分解物（食物繊維）
グアーガム分解物（食物繊維）が含まれますので、糖
の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑えま
す。

株式会社タイヨーラボ 臨床試験

B389  お～いお茶　巡（めぐ）りさららスティック モノグルコシルヘスペリジン

モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温
（末梢体温）を維持する機能があることが報告されてい
ます。また、血中の中性脂肪が気になる方の中性脂肪
を減らす機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

B390 リセットレモン クエン酸
クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を緩
和する

味覚糖株式会社 研究レビュー

B391 イチョウ葉エキス
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

、イチョウ葉テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉
フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、認
知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容
を記憶し、思い出す力）を維持する機能がある

株式会社メディカル・ニチワ 研究レビュー

B392 タカナシヨーグルト　脂肪ゼロプラス　ドリンクタイプ　１１０ｇ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪と糖
の吸収を抑える機能がある

高梨乳業株式会社 研究レビュー

B393 脂肪や糖が気になる方のケール健康茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪や糖の吸収を抑えるので、食後の血中中性脂
肪値や血糖値の上昇をおだやかにする機能がある

株式会社ファンケル 研究レビュー

B394  ＶｅｇｅＲｅｓｅｔ［ベジリセット］アップル＆（アンド）キャロット 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪
の吸収を抑える機能がある

 江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B395  ＶｅｇｅＲｅｓｅｔ［ベジリセット］オレンジ＆（アンド）トマト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪
の吸収を抑える機能がある

 江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B396 ＡＳＳＩＳＴ（アシスト） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートする

 健康コーポレーション株式会社 研究レビュー



B397 アサヒスタイルバランスぶどうサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能がある

 アサヒビール株式会社 研究レビュー

B398 からだ想いぽかぽか気分 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンは気温や室内温度が低い
時に低下した末梢（指先）の血流量を正常に戻し、末梢
（指先）の体温を維持する機能がある

キッコーマンニュートリケア・ジャパン
株式会社

研究レビュー

B399 おはだうるおう　こだわり玄米スープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B400  おはだうるおう　しじみスープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B401 おはだうるおう　トマトスープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B402
ＷＡＴＥＲ　ＤＲＯＰ＋（ウォータードロッププラス）シークワー
サー

 GABA
GABAには事務作業に伴う一時的な精神的ストレスを
緩和する機能がある

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

B403 アイノウ
ビルベリー由来アントシアニン、 イチョウ葉
由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトン

ビルベリー由来アントシアニンは、VDT作業（パソコン
などのモニター作業）で目をよく使うことによるピント調
節機能の低下を緩和し、目の調子を整える/イチョウ葉
由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクト
ンは、認知機能の一部である、記憶（言葉、人の顔）を
維持する

株式会社エバーライフ 研究レビュー

B404 食善彩茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事か
ら摂取した糖の吸収をおだやかにするため、食後の血
糖値の上昇をおだやかにする機能があるデキストリン
（食物繊維）

株式会社ミル総本社 研究レビュー

B405  メタプロ青汁 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収
を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇
を抑える

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

B406 アサヒスタイルバランス素肌うるおうピーチスパークリング パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを
守るのを助ける機能がある

アサヒビール株式会社 研究レビュー

B407 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには、血圧が高めの方の健康に役立つ機能が
ある

株式会社天真堂 研究レビュー

B408 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルト甘くないプレーン ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B409 ライラック乳酸菌　スタンダード（カプセル）
有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans)
lilac-01

便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を整
え、お通じ（回数、残便感）を改善する

アテリオ・バイオ株式会社 研究レビュー

B410 サンファイバー血糖Ｓ（エス） グアーガム分解物（食物繊維）
グアーガム分解物（食物繊維）は、糖の吸収をおだや
かにし、食後血糖のピーク値を抑える

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

B411 ルテイン＆（アンド）ビルベリーＷ（ダブル） ルテイン、ビルベリー由来アントシアニン

ルテインには、目の黄斑色素を補う働きがあり、ブルー
ライトなどの光の刺激から目を保護し、コントラスト感度
を改善することにより目の調子を整える/ビルベリー由
来アントシアニンには、ピント調節力を改善し、目の疲
労感を軽減する

株式会社健翔 研究レビュー



B412 ストレスケア γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）
γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）は、健康な方の一時的な精神
的ストレスの緩和や、血圧が高めの方の血圧を下げる

株式会社ファンケル 研究レビュー

B413  「カラダカルピス」スパークリング 乳酸菌CP1563株
乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす機能があ
る

アサヒ飲料株式会社 臨床試験

B414 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン）１００ 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる身体
的な疲労感の軽減に役立つ

株式会社カネカ 研究レビュー

B415  歯につきにくいガム粒＜記憶力を維持するタイプ＞
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラ
クトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶
力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する

株式会社ロッテ 研究レビュー

B416 血圧が高めの方のＧＡＢＡ（ギャバ）粒タイプ GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ファイン 研究レビュー

B417 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメトマトジュース食塩無添加 リコピン、GABA
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

カゴメ株式会社 研究レビュー

B418 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメトマトジュース低塩 リコピン、GABA
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

カゴメ株式会社 研究レビュー

B419
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメトマトジュース高リコピントマト使用
低塩

リコピン、GABA
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

カゴメ株式会社 研究レビュー

B420 シュワーベギンコ　イチョウ葉エキス
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

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、認知機能の一部である記憶力（言
葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力）を維持する
機能がある

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B421 さかな暮らしダブル EPA・DHA
EPA・DHAには血中中性脂肪を減らす作用、及び中高
年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部(記憶
力、注意力、判断力、空間認識力)を維持する

有限会社マイケア 研究レビュー

B422 毎日のむグルコサミン グルコサミン塩酸塩
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

 日本酪農協同株式会社 研究レビュー

B423 とんかつソースＰＬＵＳ（プラス） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の
血中中性脂肪の上昇をおだやかにする

ブルドックソース株式会社 研究レビュー

B424 お～いお茶　日本の健康　玄米茶Ｗ 難消化性デキストリン（食物繊維）
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

株式会社伊藤園 研究レビュー

B425 マグマグルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨
成分の過剰な分解を抑えることで関節軟骨の維持に役
立つ

日本薬品開発株式会社 研究レビュー

B426  イチョウ葉エキス
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには加齢により認知機能の一部である記憶機能
（情報を記憶し、これをスムーズに思い出して判断する
機能）が低下することを緩和する

マルマン株式会社 研究レビュー



B427 ＶＩＴＡＬ　ＦＬＯＲＡ（バイタルフローラ） ビフィズス菌BB536
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

健康コーポレーション株式会社 研究レビュー

B428 おはだうるおう　大麦若葉　ヒアルロン酸パウダー ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B429 医食同源のグルコサミン グルコサミン
グルコサミンは、関節の曲げ伸ばしによる軟骨成分の
過分解を抑え、関節軟骨の維持に役立つ

 株式会社医食同源ドットコム 研究レビュー

B430 イチョウ葉
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知
機能の一部である記憶（認知した言葉・物のイメージ・
体験を思い出すこと）の精度や判断の正確さを向上さ
せる

株式会社世田谷自然食品 研究レビュー

B431 グルコサミン＆（アンド）サメの軟骨 グルコサミン
グルコサミンは、運動や歩行などにおける軟骨成分の
過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する

日英物産株式会社 研究レビュー

B432 健康きらり　還元型コエンザイムＱ（キュー）１０（テン） 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10は細胞でのエネルギー産生を
助け、日常の生活で生じる一過性の身体的疲労感を
軽減する機能がある

明治薬品株式会社 研究レビュー

B433 健康きらり　ルテイン ルテイン
ルテインには目の黄斑部の色素量を維持する働きが
あること、コントラスト感度の改善によって目の調子を
整える機能がある

明治薬品株式会社 研究レビュー

B434
健康きらり　海洋の力ＤＨＡ（ディーエイチエー）＆（アンド）Ｅ
ＰＡ（イーピーエー）

DHA、EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある 明治薬品株式会社 研究レビュー

B435 うるうるシリーズ野菜スープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B436 うるうるシリーズしじみスープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B437 うるうるシリーズ十六雑穀スープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B438 ＲＷ（アールダブリュ） GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ファイン 研究レビュー

B439 プレミアムヒアルロン酸Ｓ（エス） ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naは肌の水分量を高め、乾燥を緩和する
機能がある

株式会社世田谷自然食品 研究レビュー

B440 脂肪注意報
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
後の血中中性脂肪の上昇を抑える

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

B441 ＭＯＩＳＴ　ＢＲＩＧＨＴ（モイストブライト） ヒアルロン酸Na
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

健康コーポレーション株式会社 研究レビュー

B442 リラクゼーションＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能がある

大同薬品工業株式会社 研究レビュー



B443 快眠サプリメント L－テアニン
L－テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートする

株式会社エフアイコーポレイション 研究レビュー

B444
糖質５０％オフ　味覚糖のど飴ＰＬＵＳ（プラス）ハーブミルク
味

GABA
GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを
緩和する機能がある

味覚糖株式会社 研究レビュー

B445 うるうるシリーズ　やさしいポタージュ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B446 ローヤルＱ（キュー）１０スーパーゴールド 還元型コエンザイムＱ１０
還元型コエンザイムＱ１０は、細胞でのエネルギー産生
を助け、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感
を軽減する機能がある

株式会社シュガーレディ本社 研究レビュー

B447 お茶村　青魚のしずく DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を下げる機能がある 株式会社お茶村 研究レビュー

B448 ササニンゴールド 低分子化ライチポリフェノール
低分子化ライチポリフェノールには一時的な作業負荷
による身体的な疲労感を軽減する機能がある

株式会社白寿生科学研究所 研究レビュー

B449 うす塩フィッシュソーセージ γ-アミノ酪酸（ギャバ）
γ-アミノ酪酸（ギャバ）には、血圧が高めの方の血圧
を下げる機能がある

丸大食品株式会社 研究レビュー

B450 リプロール サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌のうるおいを
サポートする

株式会社アストリム 研究レビュー

B451 脳輝閃α（アルファ）
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶（言葉や数字、図形などを覚え、思い出すこ
と）の精度や判断の正確さを向上させる

全薬販売株式会社 研究レビュー

B452 プロテオールＳ サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立つ

株式会社アストリム 研究レビュー

B453 ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）＜ビター＞ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪
の吸収を抑える機能がある

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B454 ディアナチュラゴールド　ヒアルロン酸 ディアナチュラゴールド　ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Ｎａは肌の潤いに役立つ アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B455 プロテオールＧ プロテオールＧ
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートする

株式会社アストリム 研究レビュー

B456 うるうるシリーズこだわり玄米スープ うるうるシリーズこだわり玄米スープ
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B457 うるうるシリーズ玄米スープ うるうるシリーズ玄米スープ
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B458 うるうるシリーズ　ヒアコラスープ うるうるシリーズ　ヒアコラスープ
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー



B459 医食同源のイチョウ葉粒 医食同源のイチョウ葉粒
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方に適
した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）がある

株式会社医食同源ドットコム 研究レビュー

B460 糖質注意報 糖質注意報
サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後
の血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

B461 ＧＡＢＡ（ギャバ）チーズアーモンド ＧＡＢＡ（ギャバ）チーズアーモンド
GABAには事務的作業に伴う一時的・心理的なストレス
を低減する機能がある

株式会社三幸 研究レビュー

B462 ＧＡＢＡ（ギャバ）チョコアーモンド ＧＡＢＡ（ギャバ）チョコアーモンド
GABAには事務的作業に伴う一時的・心理的なストレス
を低減する機能がある

株式会社三幸 研究レビュー

B463 Ｌ‐テアニン配合　快眠りずむ Ｌ‐テアニン配合　快眠りずむ
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（睡眠時間延長
感、起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする。ま
た、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる

株式会社やまちや 研究レビュー

B464 血圧が高めの方のＧＡＢＡ（ギャバ）パウダータイプ GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ファイン 研究レビュー

B465 楽々てくてくグルコサミン グルコサミン
グルコサミンは運動や歩行などによる軟骨成分の過剰
な分解を抑え、関節軟骨を保護する

フジッコ株式会社 研究レビュー

B466 サプリメントシリーズ　グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨
成分の過剰な分解を抑えることで関節軟骨の維持に役
立つ

株式会社ファイン 研究レビュー

B467 清水のミカン β-クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立つ

清水農業協同組合 研究レビュー

B468 わたしのみかた N-アセチルグルコサミン、テアニン
N-アセチルグルコサミンには、肌の潤いを保つ機能が
ある。テアニンには、良質な睡眠（朝、目覚めた時の疲
労感や眠気を軽減）をサポートする

日本水産株式会社 研究レビュー

B469 煎り黒豆 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
ある

フジッコ株式会社 研究レビュー

B470 グルビタンＺ粒 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は運動や歩行など関節への負荷
に伴う軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟
骨を保護する

株式会社三昧生活 研究レビュー

B471 ディアナチュラゴールド　大豆イソフラボン 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
ある

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B472 飲む寒天　すっきりせんい 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の脂肪や
糖の吸収を抑える。さらに、お腹の調子をすっきり整え
る

タカラバイオ株式会社 研究レビュー

B473
サプリ生活プレミアム「ＤＨＡ＋ＥＰＡ」（ディーエイチエー　プ
ラス　イーピーエー）

DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪値を下げる作用がある 株式会社アンフィニプロジェクト 研究レビュー

B474 ビフィズス菌・ＢＢ（ビービー）‐１２ ビフィズス菌BB-12（B. lactis）
ビフィズス菌BB-12（B. lactis）は、生きて腸まで届いて
おなかの調子を整え、お通じを改善する

富士フイルム株式会社 研究レビュー

B475 骨々大豆イソフラボン 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能
がある

協和薬品株式会社 研究レビュー

B476 うるうるシリーズ　かぼちゃスープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー



B477 サプリ生活プレミアム「イチョウ葉＋（プラス）」
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方に適
した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）がある

株式会社アンフィニプロジェクト 研究レビュー

B478 おはだうるおう　ライスミルク ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B479 ぱぱゼリーＡ　ピーチ味 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑えることで、食後の血糖値や
血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある

伊那食品工業株式会社 研究レビュー

B480 厳選青汁　Ｐｒｅｍｉｕｍ（プレミアム） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を
抑える

日本サプリメントフーズ株式会社 研究レビュー

B481 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン）Ｐｒｉｍｅ（プライム） 還元型コエンザイムQ１０
細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる身体的な疲労感の軽減に役立つ

株式会社ファイン 研究レビュー

B482 記憶のとびら　サプリ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年の方の加齢に伴い
低下する認知機能の一部である記憶力（言葉や図形な
どを覚え、思い出す能力）を維持する

日水製薬株式会社 研究レビュー

B483 もち麦（丸麦）国内産もち大麦 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンにはLDL（悪玉）コレステロールが高
めの方のLDL（悪玉）コレステロールを下げる機能、お
なかの調子を整える機能がある

永倉精麦株式会社 研究レビュー

B484 歩くチカラ 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、 可動
性をサポートする

株式会社ハルメク 研究レビュー

B485 ぷらすの炭酸水 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだや
かにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある。さ
らに、おなかの調子を整える機能もある

阪神酒販株式会社 研究レビュー

B486 ＥＰＡ・ＤＨＡＰｒｉｍｅ（イーピーエーディーエイチエープライム） EPA・DHA EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる 株式会社ファイン 研究レビュー

B487 サプリメントシリーズ　ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B488 キユーピー　和風たまねぎドレッシング 難消化性デキストリン（食物繊維）

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、食後の中性脂肪の上昇を穏やかにす
る機能や、糖分の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇
を穏やかにする機能がある

キユーピー株式会社 研究レビュー

B489 キユーピー　レモンとアセロラドレッシング 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンには、おなかの調子を整える機
能や、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の
中性脂肪の上昇を穏やかにする機能がある

キユーピー株式会社 研究レビュー

B490 キユーピー　アマニ油入りごまドレッシング α-リノレン酸
α-リノレン酸には血圧が高めの方に適した機能があ
る

キユーピー株式会社 研究レビュー



B491 イチョウ葉エキス粒
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

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、認知機能の一部である記憶力（見
たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持す
る機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B492 手足の血流維持をサポート　ヘスペリジン　ゆずりんご風味 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには気温や室内温度が低
いときなどの血流（末梢血流）を維持し、体温（抹消体
温）を保つ

株式会社エルビー 研究レビュー

B493 キリン　サプリ　ブラッドオレンジ クエン酸、モノグルコシルヘスペリジン

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。モノグルコシルヘスペリジンは、周囲が
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

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

B494 キリン　サプリ　ヨーグルトテイスト オルニチン、モノグルコシルヘスペリジン

オルニチンは、快眠(良い寝つき・深く長く眠れた感覚)
をサポートする。モノグルコシルヘスペリジンは、周囲
が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

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

B495 血圧ギャバＰｒｉｍｅ（プライム） GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ファイン 研究レビュー

B496 歩く力
ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラ
ボン

ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボンは、中高
年者において加齢により衰える歩行能力の維持に役
立つ

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

B497 メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜ミルク＞小袋 γ-アミノ酪酸
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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B498 うるおいリッチ　ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、潤いを保つ
機能がある

森永乳業株式会社 研究レビュー

B499
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜ミルク＞モバ
イルタイプ

γ-アミノ酪酸
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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B500 １食分の野菜　にんじんの豆乳ポタージュ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B501 １食分の野菜　人参と玉ねぎの豆乳ポタージュ EPA・DHA

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、注意力、判断力、空間
認識力を維持する。※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。

日本水産株式会社 研究レビュー

B502 皇潤　Ｐｒｅｍｉｕｍ（プレミアム） 鶏冠由来ヒアルロン酸Na
鶏冠由来ヒアルロン酸Naが含まれるので、日常生活
(起床時、階段を上がる時)における健常域でのひざ関
節の違和感を和らげます。

株式会社エバーライフ 臨床試験

B503 イチョウ葉
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見
たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力）を維持す
る機能がある

日清ファルマ株式会社 研究レビュー

B504 マグロＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピーエー） ＤＨＡ・ＥＰＡ ＤＨＡ＆ＥＰＡには、中性脂肪値を下げる作用がある 株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

B505 遥香　ヒアルロン酸プラス ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分保持をアシストする機能
がある

株式会社ジャテックス 研究レビュー



B506 ビフィズス菌チョコレート ビフィズス菌BB536
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

森永製菓株式会社 研究レビュー

B507 ビフィズス菌ビスケットクランチチョコ ビフィズス菌BB536
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

森永製菓株式会社 研究レビュー

B508 ビフィズス菌ビスケットボールチョコ ビフィズス菌BB536
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

森永製菓株式会社 研究レビュー

B509 ＢｅＫＯＪＵＮ　ＤＡＩＬＹ（ビコウジュン　デイリー） パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤いを守
るのを助ける機能がある

株式会社エバーライフ 研究レビュー

B510 小林ＨＭＢ（エイチエムビー）トリプル抹茶味
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機
能、体脂肪の減少に役立つ機能がある

小林香料株式会社 研究レビュー

B511 セラミド　モイスチュア 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌のうるおいを維持す
る機能がある

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

B512 イチョウ葉ＥＸ
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

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、認知機能の一部である記憶力（日
常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持
する機能がある

八幡物産株式会社 研究レビュー

B513 アミノエールゼリー　ロイシン４０ ロイシン40%配合必須アミノ酸

ロイシン40%配合必須アミノ酸は、足の曲げ伸ばしなど
筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、60代以上
の方の、加齢によって衰える筋肉の維持に役立つ筋肉
をつくる力をサポートする機能と、歩行能力の改善に役
立つ機能がある

味の素株式会社 研究レビュー

B514 フィッシュスティックチーズ入り EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪を下げる機能がある イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

B515 アイスコーヒー 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは、食事から摂取した糖の吸収
をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだや
かにする機能がある

株式会社ミル総本社 研究レビュー

B516 おから茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
本品に含まれる難消化性デキストリン（食物繊維）は、
食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂
肪の上昇を抑制する機能がある

株式会社サンギ 研究レビュー

B517 ＤＨＡ（ディーエイチエー）「極み」１０００ｍｇプラス（記憶） DHA
DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機
能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記
憶をサポートする機能がある

備前化成株式会社 研究レビュー

B518 乳酸菌ミルクＥＸ（イーエックス） ビフィズス菌ＢＢ５３６
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ある

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

B519 オーガニック大豆もやし 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンは骨の成分を維持する働きによって、
骨の健康に役立つ

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー



B520 メタ・コーヒー 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖の吸収をおだやかにすることで、食後の血糖値
の上昇をおだやかにする機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B521 イチョウ葉エキスＰｒｉｍｅ（プライム）
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

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、認知機能の一部である記憶力（見
たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持す
る機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B522 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10は、日常の生活により生じる一
過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ

株式会社三協 研究レビュー

B523 歯につきにくいガム板＜記憶力を維持するタイプ＞
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラ
クトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶
力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する

株式会社ロッテ 研究レビュー

B524 朝食スタイルケア　コーンポタージュ 難消化性デキストリン（食物繊維）
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

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

B525 朝食スタイルケア　オニオンコンソメ 難消化性デキストリン（食物繊維）
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

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

B526 ＧＡＢＡ予報 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

B527 アサヒスタイルバランスライム香るジントニックテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能がある

アサヒビール株式会社 研究レビュー

B528 アサヒスタイルバランス完熟みかんスパークリング 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能がある

アサヒビール株式会社 研究レビュー

B529 大人のカロリミット　玉露仕立て緑茶プラス 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

B530 アサヒスタイルバランス完熟りんごスパークリング 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能がある

アサヒビール株式会社 研究レビュー

B531 スリムアップスリム　甘草グラボノイド 甘草由来グラブリジン 甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑える アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B532 さんま蒲焼 DHA、EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある マルハニチロ株式会社 研究レビュー

B533 もちふわロール 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑えるので、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

フジパン株式会社 研究レビュー

B534 ピント生活　ブルーベリー＆（アンド）ルテイン ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンには眼のピント調節機能
の低下を緩和し、パソコンやスマートフォンなどの使用
による眼の疲労感を改善する機能、ルテインは網膜の
黄斑色素を増やす働きがあり、ブルーライトなどの光
の刺激から眼を守ることや、コントラスト感度（かすみや
ぼやけの解消により、くっきりと物を視認する感度）を
改善することにより眼の調子を整える

株式会社全日本通販 研究レビュー



B535 アスタリセット アスタキサンチン アスタキサンチンは眼のピント調節機能をサポートする ジャパンフューチャー株式会社 研究レビュー

B536 おいしい青汁 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中
性脂肪の上昇をおだやかにする。また、食事から摂取
した糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の
上昇をおだやかにする。さらに、おなかの調子を整える

森永製菓株式会社 研究レビュー

B537 黒酢飲料 酢酸
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

メロディアン株式会社 研究レビュー

B538 すっぴんレモン クエン酸 クエン酸は日常生活や運動後の疲労感を軽減する メロディアン株式会社 研究レビュー

B539 ＤＨＡ（ディーエイチエー）「極み」１０００ｍｇプラス DHA、EPA
DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があ
る

備前化成株式会社 研究レビュー

B540
ディアナチュラゴールド　ＥＰＡ（イーピーエー）＆ＤＨＡ
（ディーエイチエー）

エイコサペンタエン酸（EPA）、ドコサヘキサ
エン酸（DHA）

中性脂肪を減らす作用のあるEPA、DHAは、中性脂肪
が高めの方の健康に役立つ

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B541 メモリズム（ＭＥＭＯ　ＲＨＹＴＨＭ） DHA・EPA

DHAには中高年の方の、認知機能の一部である数・こ
とば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする機能
がある。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機
能がある

株式会社Kyo Tomo 研究レビュー

B542
ＤＨＡ（ディーエイチエー）「極み」１０００ｍｇプラス　Ｗ（ダブ
ル）

DHA、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、数字・文字・図形・空間など情報の記
憶をサポートする機能がある。DHAとEPAには血中の
中性脂肪を低下させる機能がある

備前化成株式会社 研究レビュー

B543 えがお　葛の花　内脂減
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社えがお 研究レビュー

B544 プロテオエース サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、ひざ関節の柔軟
性・可動性をサポートする

株式会社スマイル・ジャパン 研究レビュー

B545 とろけるきなこうるおい＋ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社真誠 研究レビュー

B546 クリアアイ ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには、加齢などによって減少
する目の黄斑部の色素量を上昇させる働きがあり、ブ
ルーライトなどの光の刺激からの保護により、コントラ
スト感度（ぼやけの解消により物を識別する感度）が改
善するため、目の調子を整える

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

B547 健康一杯　赤だし 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る糖や脂肪に働き、食後の血糖値の上昇や中性脂肪
の上昇を抑える作用がある

イチビキ株式会社 研究レビュー

B548 明治のむヨーグルトＧＡＢＡ（ギャバ）で元気 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社明治 研究レビュー

B549 健康一杯　あわせ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る糖や脂肪に働き、食後の血糖値の上昇や中性脂肪
の上昇を抑える

イチビキ株式会社 研究レビュー



B550 アイファインプレミアム ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を
増やす働きがあり、ブルーライトの刺激からの保護や、
コントラスト感度の改善によって、目の調子を整える機
能がある

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

B551 関節らくらくコラーゲン 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性
をサポートする

日本食研ホールディングス株式会社 研究レビュー

B552 サポートアイ　クリア ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、眼の黄斑色素密
度を上昇させ、ブルーライトなどの光の刺激から眼を保
護することおよび、物をはっきりと識別する能力の指標
とされる色コントラスト感度の向上によって、眼の調子
を整える機能がある

佐藤薬品販売株式会社 研究レビュー

B553 ＷＡＴＥＲ　ＤＲＯＰ＋（ウォータードロッププラス）レモン 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助
ける機能がある

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

B554 紅珠漢 低分子化ライチポリフェノール
低分子化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な
疲労感を軽減する機能がある

株式会社北の達人コーポレーション 研究レビュー

B555 ブルーベリー＆ルテイン ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンは、ピント調節力を改善
し、一時的な目の疲労感を和らげる機能がある。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
したコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）をサポー
トする機能がある

富士フイルム株式会社 研究レビュー

B556 トキワイチョウ葉ドリンク＋
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言
葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

B557 トキワイチョウ葉エキス粒＋
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言
葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

B558 ルナのむヨーグルト GABA GABAは血圧が高めの方に適した機能がある 日本ルナ株式会社 研究レビュー

B559 レチナＧ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量
を上昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光ストレ
スから目を護り、色コントラストの感度を改善するた
め、目の調子を整える

株式会社ドクターサプリ総合研究所 研究レビュー

B560 届くビフィズス　ＥＸ（イーエックス） ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、腸の調子
を整える機能がある

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

B561 Ｂｉｆｉｒｉｇｏ（ビフィリゴ）１００００ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改
善する（排便回数を増やす）

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

B562 アンミーン L-テアニン
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（疲れやだるさの感覚）を軽減する

株式会社オンライフ 研究レビュー

B563 Ⅱ型コラーゲンタブレットＴ 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには、膝関節の柔軟性、可動性
をサポートする機能がある

株式会社東洋新薬 研究レビュー



B564 ルテイン　のむヨーグルト　レモン　１９０ｇ ルテイン
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

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

B565 薫習　サラシア サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑える機能がある

ティーエフケイ株式会社 研究レビュー

B566 うるうるシリーズ　ポタージュスープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B567 明治乳性飲料ミルケア 難消化性デキストリン（食物繊維）
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

株式会社明治 研究レビュー

B568 エバーライフ　［血圧・血糖］ GABA、サラシア由来サラシノール

GABAには、高めの血圧を低下させ、正常の範囲内に
維持するのを助ける機能がある。サラシア由来サラシ
ノールには、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の
上昇をゆるやかにする機能がある

株式会社エバーライフ 研究レビュー

B569 健康道場ラクトフェリン ラクトフェリン
本品にはラクトフェリンが含まれており、腸内環境を改
善する機能がある。また、起床時の眠気や疲労感を軽
減する機能がある

サンスター株式会社 研究レビュー

B570 ブルーベリー ビルベリー果実由来アントシアニン
ビルベリー果実由来アントシアニンには、VDT作業（パ
ソコンやスマートフォンなどのモニター作業）による目の
疲れからくるピント調整の低下を緩和する機能がある

森川健康堂株式会社 研究レビュー

B571 Ｓｌｅｅｐ（スリープ）ルイボスティー　スティック GABA
GABAは睡眠の質（寝つき、眠りの深さ、すっきりとした
目覚め）の向上に役立つ機能がある

株式会社山城物産 研究レビュー

B572 Ｓｌｅｅｐ（スリープ）ルイボスティー GABA
GABAは睡眠の質（寝つき、眠りの深さ、すっきりとした
目覚め）の向上に役立つ機能がある

株式会社山城物産 研究レビュー

B573 うるうるシリーズ　玉ねぎスープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B574 キリン　サプリ　リンゴ モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンは、周囲が冷える時に健
やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維
持する

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

B575 イチョウ葉エキス
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、脳の認知機能の一部である記憶力
（少し前に見聞きしたことを思い出す力）を維持する

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

B576
Ｄｅｒｕｎｏ　ＦＩＢＥＲ　ＳＭＯＯＴＨＩＥ（デルーノ　ファイバース
ムージー）　プレーン

サイリウム種皮由来の食物繊維
サイリウム種皮由来の食物繊維にはお通じの回数や
量を増やす便通改善機能がある

日清食品株式会社 研究レビュー

B577
Ｄｅｒｕｎｏ　ＦＩＢＥＲ　ＳＭＯＯＴＨＩＥ（デルーノ　ファイバース
ムージー）　青りんご味

サイリウム種皮由来の食物繊維
サイリウム種皮由来の食物繊維にはお通じの回数や
量を増やす便通改善機能がある

日清食品株式会社 研究レビュー



B578 プレミアムベリー　ルテインプラス ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンはスマートフォンやパソ
コン等の使用により低下するピント調整力を改善するこ
とで目の疲労感を軽減する機能、ルテインは網膜の黄
斑色素量を増やすことで、ブルーライトなど光の刺激か
ら目を保護することや、コントラスト感度の改善により、
目の調子を整える

ライフメイト株式会社 研究レビュー

B579 ルテインヨーグルト ルテイン
ルテインは長時間のコンピューター作業などで低下し
た目のコントラスト感度の改善によって、目の調子を整
える

サツラク農業協同組合 研究レビュー

B580 夢味薬味［血圧］ GABA GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある 株式会社静岡茶療園市場 研究レビュー

B581 小林ＨＭＢ（エイチエムビー）ゼリー梅干風味
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役
立つ機能がある

小林香料株式会社 研究レビュー

B582 ライラック乳酸菌　Ｆプラス（カプセル）
有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans)
lilac-01

生きた有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01が
含まれています。便秘傾向の方の便の状態（便の色、
臭い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善す
る

アテリオ・バイオ株式会社 研究レビュー

B583 明治プチサプリ　目覚めの疲労感ケアブレンド茶 L-テアニン
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートする

株式会社明治 研究レビュー

B584 フジフラボン 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
ある

フジッコ株式会社 研究レビュー

B585 グリーン減脂サポート
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社全日本通販 研究レビュー

B586 眠々休息
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ

株式会社ウエルネスライフサイエンス 研究レビュー

B587 プロシア８（エイト）
りんご由来プロシアニジンB2、オレアノー
ル酸

本品にはりんご由来プロシアニジンB2とオレアノール
酸が含まれ、肥満気味の女性の体重・BMIやウエスト
周囲径を減らすのを助ける機能がある

グレーシャス株式会社 臨床試験

B588 ヨーグルト用シロップ 難消化性デキストリン（食物繊維）
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、食後の中性脂肪の上昇を抑
える機能がある

メロディアン株式会社 研究レビュー

B589 うるうるシリーズ　やさしい野菜スープ ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B590 うるうるシリーズ　ライスミルク ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

B591 アサヒスタイルバランスレモン＆コーラスパークリング 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能がある

アサヒビール株式会社 研究レビュー

B592 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　リトライチ 低分子化ライチポリフェノール
低分子化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な
疲労感を軽減する機能がある

三生医薬株式会社 研究レビュー



B593 ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naは肌の潤いを保ち、肌の乾燥を緩和す
る機能がある

名古屋製酪株式会社 研究レビュー

B594 ダブルＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには、デスクワーク後の仕事の疲労感を軽減す
る機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

株式会社オンライフ 研究レビュー

B595 ハダウルオール 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、
背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤い
を守るのに役立つ機能がある

株式会社オンライフ 研究レビュー

B596 グルコサミン２０００ グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨
成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持す
る

ユウキ製薬株式会社 研究レビュー

B597 リラックスナイト
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ

株式会社上薬研究所 研究レビュー

B598 ルテイン・ゼアキサンチンプラス ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上
昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光刺激からの
保護やコントラスト感度（ぼやけを解消して、くっきりと
物を識別する感度）の改善によって、目の調子を整え
る

株式会社健康家族 研究レビュー

B599 お嬢様ルテイン ルテイン
ルテインには網膜中心部の色素量を増やす働きがあ
り、ブルーライト等の光の刺激から眼を保護する機能
がある

株式会社リボン 研究レビュー

B600 リピアミューズ　モイストタブレット パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能がある

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

B601 グルコサミンサプリ粒 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は運動や歩行など関節への負荷
に伴う軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟
骨を保護する

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

B602 サンファイバートリプル グアーガム分解物（食物繊維）

グアーガム分解物（食物繊維）は、糖の吸収をおだや
かにし、食後血糖のピーク値を抑える機能がある。便
秘気味の方のお通じを改善する機能がある。難消化性
糖質(※)を含む食品の摂取による一過性の下痢になり
やすい方のお腹の調子を整える機能がある。※難消
化性糖質とは、消化酵素に分解されにくい糖質のこと
で、甘味料に使われる糖アルコールなどのことをいい
ます。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

B603 かろやか食卓茶Ｗ（ダブル） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値
を抑える機能がある

株式会社宇治田原製茶場直売部 研究レビュー

B604 西浦みかん β－クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立つ

南駿農業協同組合 研究レビュー

B605 ＋ＧＡＢＡ（プラスギャバ）たくあん　甘口 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を正常に維持する
機能がある

東海漬物株式会社 研究レビュー

B606 ＋ＧＡＢＡ（プラスギャバ）たくあん　ゆず GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を正常に維持する
機能がある

東海漬物株式会社 研究レビュー



B607 りんご酢 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温
（末梢体温）を維持する機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

B608 腸内サポート ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能がある

協和薬品株式会社 研究レビュー

B609 ディアナチュラゴールド　ルテイン＆ゼアキサンチン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには眼の黄斑色素量を増加
する働きがあり、くっきりと見る力（色コントラスト感度）
の改善やスマートフォンやパソコンなどから発せられる
ブルーライトなどの光刺激からの保護により、眼の調
子を整える

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

B610 里の青汁 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能がある

日田天領水の里株式会社 研究レビュー

B611 ＲＩＣＨ（リッチ）ルテイン２５ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の
増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コ
ントラスト感度の改善により、目の調子を整える機能が
ある

株式会社エーエフシー 研究レビュー

B612 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルトほんのり甘い脂肪ゼロ ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B613 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルトほんのり甘い加糖 ビフィズス菌BifiX（B.lactis GCL2505）
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B614 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）ヨーグルトほんのり甘い加糖１４０ｇ ビフィズス菌BifiX（B.lactis GCL2505）
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

B615 ベネトロン２５
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

B616 Ｄ　ｓｌｅｅｐ（ディースリープ）
ラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由来イソク
エルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由来イソクエルシトリン
には、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

B617 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　モノグルコシルヘスペリジン モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温
が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体
温）を保つ機能がある

三生医薬株式会社 研究レビュー

B618 「イマーク」スティックゼリー EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

B619
日常に必要な筋力維持に役立つ　ＨＭＢ（エイチエムビー）
コーヒー風味

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（ＨＭ
Ｂ）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（ＨＭＢ）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役
立つ機能がある

株式会社エルビー 研究レビュー

B620 ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）おいしいビフィズス菌ドリンク ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)
ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

届出番号 商品名 関与成分 機能性の項目 届出者名 科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）



C1 こんにゃくチップス　ごぼう風味 モノグルコシルヘスペリジン
中性脂肪を減らす機能のあるモノグルコシルヘスペリ
ジンは中性脂肪が高めの方の健康に役立つ

株式会社佐藤園 研究レビュー

C2 健康数の子（Ｒ） DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある 井原水産株式会社 研究レビュー

C3 日田天領水の烏龍茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン(食物繊維)は食事と摂取すること
により、食後の血糖値上昇をおだやかにする機能があ
る。また、脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、
血中中性脂肪の上昇もおだやかにする。さらに、おな
かの調子を整える

株式会社日田天領水 研究レビュー

C4 富山のグルコサミン　七転び八起き グルコサミン塩酸塩

グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨
成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持す
る。※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。

株式会社富山常備薬グループ 研究レビュー

C5 ２種のそぼろあんかけ　里芋＆（アンド）茄子 EPA・DHA

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、注意力、判断力、空間
認識力を維持する。※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。

日本水産株式会社 研究レビュー

C6 青椒肉絲（チンジャオロウスー） EPA・DHA

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、注意力、判断力、空間
認識力を維持する。※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。

日本水産株式会社 研究レビュー

C7 ＣＡＣＡＲＮＡ（カカルナ）アーモンド 難消化性デキストリン(食物繊維)

難消化性デキストリン（食物繊維）は、同時に摂取した
糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上
昇をおだやかにする機能や、同時に摂取した脂肪の吸
収を抑えることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだや
かにする機能がある

カバヤ食品株式会社 研究レビュー

C8 アクエリアス　エスボディ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能がある

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

C9 回鍋肉（ホイコーロー） EPA・DHA
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、注意力、判断力、空間
認識力を維持する

日本水産株式会社 研究レビュー

C10 ＢＯＯＳＴ（ブースト）　毎日腸活 グアーガム分解物（食物繊維）
グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届き、排便回数・
排便量を増やし便通を改善する

ネスレ日本株式会社 研究レビュー

C11 血糖ファイバー グアーガム分解物（食物繊維）
本品にはグアーガム分解物（食物繊維）が含まれるの
で、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を
抑える

株式会社ディーエイチシー 臨床試験

C12 イチョウ葉タブレットＴ
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（見聞
きしたことを思い出す力）を維持する機能がある

株式会社東洋新薬 研究レビュー

C13 ＤＨＡ（ディーエイチエー）の極み　１０００ｍｇプラス（記憶） DHA
DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機
能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記
憶をサポートする機能がある

備前化成株式会社 研究レビュー



C14 ヘルス　スイッチ　視界クリア ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには、網膜の黄斑部の色素
量を増やすことによって、ブルーライトなどの光の刺激
から目を守る機能や、コントラスト感度の低下（ぼやけ）
を改善することによって目の調子を整える機能がある

株式会社協和 研究レビュー

C15 充実野菜　１本で１日分の緑黄色野菜 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは同時に摂取した糖質の吸収を
抑えるため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機
能がある

森永乳業株式会社 研究レビュー

C16 ヘルスエイド　ビフィーナＲ（レギュラー） ビフィズス菌（ロンガム種BB536）
ビフィズス菌（ロンガム種BB536）には腸内フローラを良
好にし、便通を改善する機能がある

森下仁丹株式会社 研究レビュー

C17 ヘルスエイド　ビフィーナＳ（スーパー） ビフィズス菌（ロンガム種BB536）
ビフィズス菌（ロンガム種BB536）には腸内フローラを良
好にし、便通を改善する機能がある

森下仁丹株式会社 研究レビュー

C18 ヘルスエイド　ビフィーナＥＸ（エクセレント） ビフィズス菌（ロンガム種BB536）
ビフィズス菌（ロンガム種BB536）には腸内フローラを良
好にし、便通を改善する機能がある

森下仁丹株式会社 研究レビュー

C19 ヘルスエイド　ビフィーナＳ（スーパー）Ｐｅａｒｌ（パール） ビフィズス菌（ロンガム種BB536）
ビフィズス菌（ロンガム種BB536）には腸内フローラを良
好にし、便通を改善する機能がある

森下仁丹株式会社 研究レビュー

C20 フローラサポート イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整える

フジ日本精糖株式会社 研究レビュー

C21 ギャバ醤油 ＧＡＢＡ（ギャバ）
ＧＡＢＡ（ギャバ）には、血圧が高めの方の血圧を下げ
る機能がある

ヤマモリ株式会社 研究レビュー

C22 イチョウリーフ
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テル
ペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部であ
る記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維
持する

株式会社健康家族 研究レビュー

C23 ＤＨＡ ＤＨＡ・ＥＰＡ
ＤＨＡ・ＥＰＡには血中の中性脂肪値を低下させる機能
がある

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

C24 オプティバリアレチナサポート
ルテイン ビルベリー果実由来アントシアニ
ン

ルテインには加齢により減少する網膜の黄斑色素量を
維持し、視機能（コントラスト感度など）を守る。ビルベ
リー果実由来アントシアニンにはＶＤＴ作業（パソコンや
スマートフォンなどのモニター作業）で目を酷使すること
によるピント調節機能の低下を緩和する

日東メディック株式会社 研究レビュー

C25 ビフィコロン ビフィズス菌（BB536株）
ビフィズス菌（BB536株）には腸内環境を良好にし、腸
の調子を整える機能がある

日清ファルマ株式会社 研究レビュー

C26 血圧が高めの方のファインコーヒー GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ファイン 研究レビュー

C27 ローヤルＱ１０（キューテン）ゴールド 還元型コエンザイムQ10
細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

C28 フィッシュソーセージ EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪を下げる機能がある イオントップバリュ株式会社 研究レビュー



C29 瞳にルテイン ルテインエステル（ルテインとして）
ルテインエステル（ルテインとして）には、ブルーライト
などの光の刺激から目を保護する黄斑色素量を補う機
能がある

株式会社全国通販 研究レビュー

C30 血圧が高めの方の金時しょうが紅茶 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ファイン 研究レビュー

C31 アスタビータｅ（イー） アスタキサンチン

本品にはアスタキサンチンが含まれるので、日常生活
における仕事や勉強などのデスクワークと運動の両方
の組み合わせによって生じる一過性の疲労感を軽減
する機能がある

アスタリール株式会社 研究レビュー

C32 イチョウ葉　脳内α（アルファ）
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

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加齢によって低下する脳の血流を
改善し、認知機能の一部である記憶力（言葉・物のイ
メージ・体験を覚え、思い出す能力）の維持や判断の
正確さを向上させる

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

C33 ビフィズスＢＢ（ビービー） ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能がある

株式会社タケイ 研究レビュー

C34 良眠生活 L-テアニン

L-テアニンには、健やかな睡眠（起床時の疲労感や眠
気を軽減する機能）をもたらす。また、L-テアニンには、
一過性の作業によるストレス（精神的負担）をやわらげ
る機能がある

株式会社ハッピーヘルツ 研究レビュー

C35 ケフィアプラス ビフィズス菌（BB536）
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能がある

有限会社中垣技術士事務所 研究レビュー

C36 ＧＩＮＫＧＯ　ＢＩＬＯＢＡ（ギンコビロバ）
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持する

株式会社天真堂 研究レビュー

C37 快腸肌潤（かいちょうきじゅん）
パイナップル由来グルコシルセラミド、ビ
フィズス菌BB536

パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃しにくくする機能がある。ビフィズス菌
BB536には、腸内環境を良好にし、便通・お通じを改善
する

株式会社ユーキャン 研究レビュー

C38 ＨＡＥＭＡＴＯＰ（ヘマトップ） アスタキサンチン
アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンなどのＶＤＴ作業による
疲労感を軽減する

株式会社ＮＲＬファーマ 研究レビュー

C39 脂肪や糖においしい青汁 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値
を抑える機能がある

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

C40 フラボンベリーα（アルファ）
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉
テルペンラクトンおよびビルベリー由来ア
ントシアニン

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、中高年の方の認知機能の一部である記憶力
（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維
持する機能が、ビルベリー由来アントシアニンには、パ
ソコンをよく使う方の目のピント調節機能の低下を緩和
し、目の疲労感を軽減する機能がある

株式会社元気プロジェクト 研究レビュー

C41 ヘルス　スイッチ　血圧 GABA GABAは血圧が高めな方に適した機能がある 株式会社協和 研究レビュー

C42 タカナシ無脂肪乳　脂肪ゼロプラス１０００ｍｌ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖の吸収を抑える機能がある

高梨乳業株式会社 研究レビュー



C43 タカナシ無脂肪乳　脂肪ゼロプラス５００ｍｌ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖の吸収を抑える機能がある

高梨乳業株式会社 研究レビュー

C44 ターミナリアベリリカタブレット ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪の
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

株式会社東洋新薬 研究レビュー

C45 青い瞳 ルテイン
ルテインには黄斑色素光学密度を増やし、ブルーライ
トの刺激から目を保護し、コントラスト感度を改善する

フジワラ化学株式会社 研究レビュー

C46 歩むチカラ　レモン味
ＨＭＢ（別呼称として、β-ヒドロキシ-β-メ
チル酪酸）およびグルコサミン塩酸塩

ＨＭＢは、力がかかる足の曲げ伸ばしなどの運動を併
用することで、足の筋肉機能（立つ・歩くなどの動作に
必要な筋力）の維持に役立つ。グルコサミン塩酸塩は、
膝関節の曲げ伸ばし（動きのスムーズさ）をサポートす
る

ライオン株式会社 研究レビュー

C47 歩むチカラ　アップル味
ＨＭＢ（別呼称として、β-ヒドロキシ-β-メ
チル酪酸）およびグルコサミン塩酸塩

ＨＭＢは、力がかかる足の曲げ伸ばしなどの運動を併
用することで、足の筋肉機能（立つ・歩くなどの動作に
必要な筋力）の維持に役立つ。グルコサミン塩酸塩は、
膝関節の曲げ伸ばし（動きのスムーズさ）をサポートす
る

ライオン株式会社 研究レビュー

C48 歩むチカラ　フルーツヨーグルト味
ＨＭＢ（別呼称として、β-ヒドロキシ-β-メ
チル酪酸）およびグルコサミン塩酸塩

ＨＭＢは、力がかかる足の曲げ伸ばしなどの運動を併
用することで、足の筋肉機能（立つ・歩くなどの動作に
必要な筋力）の維持に役立つ。グルコサミン塩酸塩は、
膝関節の曲げ伸ばし（動きのスムーズさ）をサポートす
る

ライオン株式会社 研究レビュー

C49 還元型ＣｏＱ１０（コエンザイムキューテン）１５０ 還元型コエンザイムQ１０

細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減することで、
日々の軽い身体的活動量（1日の歩行数）を維持する
機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

C50 ＤＥＳＫ　ＲＡＫＵ（デスクラーク）　～デスクラーク～ ルテイン

ルテインは、眼の黄斑色素量(黄斑色素光学密度)を維
持する働きがあり、パソコンやスマートフォン、電子
ゲームなどから発せられるブルーライトなど光刺激か
らの眼の保護や、コントラスト感度改善によるぼやけの
解消に役立つ

日本ケフィア株式会社 研究レビュー

C51 おふろＴｉｍｅ（タイム）カクテルテイスト　ソルティドッグ味 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能がある

キング醸造株式会社 研究レビュー

C52 おふろＴｉｍｅ（タイム）カクテルテイスト　カシスオレンジ味 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、末梢血流を保ち、冬
の寒さや夏の冷房などで室内の温度が低い時の末梢
体温（手足）を温かく保つ機能がある

キング醸造株式会社 研究レビュー

C53 からだにやさしい水　レモン味 ヒアルロン酸Ｎａ ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能がある メロディアン株式会社 研究レビュー

C54 からだにやさしい水　ピーチ味 難消化性デキストリン（食物繊維）
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、食後の中性脂肪の上昇を抑
える機能がある

メロディアン株式会社 研究レビュー

C55 からだにやさしい水　グレープフルーツ味 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食
後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある

メロディアン株式会社 研究レビュー

C56 富士山のきれいな水　レモン味 ヒアルロン酸Ｎａ ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能がある メロディアン株式会社 研究レビュー



C57 富士山のきれいな水　グレープフルーツ味 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食
後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある

メロディアン株式会社 研究レビュー

C58 富士山のきれいな水　ピーチ味 難消化性デキストリン（食物繊維）
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、食後の中性脂肪の上昇を抑
える機能がある

メロディアン株式会社 研究レビュー

C59 イチョウ葉
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持する

京都薬品工業株式会社 研究レビュー

C60 ＤＨＡ（ディーエイチエー）の極み　１０００ｍｇプラス DHA、EPA
DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があ
る

備前化成株式会社 研究レビュー

C61 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　フィッシュオイル DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある 三生医薬株式会社 研究レビュー

C62 骨・骨健康イソフラボン 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能
がある

協和薬品株式会社 研究レビュー

C63
ＤＨＡ（ディーエイチエー）の極み　１０００ｍｇプラス　Ｗ（ダブ
ル）

DHA、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、数字・文字・図形・空間など情報の記
憶をサポートする機能がある。DHAとEPAには血中の
中性脂肪を低下させる機能がある

備前化成株式会社 研究レビュー

C64 ヘルス　スイッチ　エナジー 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10は細胞のエネルギー産生を助
け、日常の生活で生じる一過性の身体的疲労感を軽
減する機能がある

株式会社協和 研究レビュー

C65 えがお　ＧＡＢＡ（ギャバ）ストレスケア GABA（γ-アミノ酪酸）
GABA（γ-アミノ酪酸）には事務的作業時の精神的スト
レスによる一時的な疲労感を緩和する機能がある

株式会社えがお 研究レビュー

C66 ネオラクタス・フローラ 難消化性デキストリン（食物繊維）
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

株式会社ピーエス 研究レビュー

C67 いちょう葉エキス
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常
生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す
力）を維持する

株式会社インシップ 研究レビュー

C68 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ビフィズス菌 ビフィズス菌BB536
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

三生医薬株式会社 研究レビュー

C69 ゆめみん Ｌ-テアニン
L-テアニンには、夜間の睡眠の質を高める（起床時の
疲労感や眠気を軽減）事をサポートする

株式会社しまのや 研究レビュー

C70 明治　ＧＡＢＡ　ＣＯＦＦＥＥ（ギャバコーヒー） GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を低減する機能がある

株式会社明治 研究レビュー

C71 グルコサミン２０００　快歩（かいほ） グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、日常生活における膝を動かす
際のわずらわしさの緩和に役立つ

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

C72 イチョウ葉エキス
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ
葉由来テルペンラクトンが含まれます。これらの成分に
は認知機能の一部である短期的な記憶の維持をサ
ポートする

ユウキ製薬株式会社 研究レビュー



C73 すっきり玄米スープ　中華スープ 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇
を抑える機能や、食後の血糖値の上昇をゆるやかにす
る機能がある

食協株式会社 研究レビュー

C74 すっきり玄米スープ　たまごスープ 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇
を抑える機能や、食後の血糖値の上昇をゆるやかにす
る機能がある

食協株式会社 研究レビュー

C75 イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力
（言葉や図形を記憶し、思い出す能力）を維持する

森下仁丹株式会社 研究レビュー

C76 冴玉　極
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年齢者において、認知機能の
一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す
力）を維持する

株式会社全日本通販 研究レビュー

C77 おなか想いのビフィズス菌 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改
善する（排便回数を増やす）

グリーンハウス株式会社 研究レビュー

C78 ルテイン ルテイン
ルテインは、見え方の質に関わるコントラスト感度を改
善する

協和発酵バイオ株式会社 研究レビュー

C79 ＨＥＳＰＥＲＩＤＩＮ（ヘスペリジン） モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには血流（末梢血流）を維
持する機能があり、冬期や冷房などで気温の低い時に
体温（手足）を保つ

株式会社天真堂 研究レビュー

C80 ペプチドメンテ 大豆由来セリルチロシン
大豆由来セリルチロシンは、健康な中高年の方の認知
機能の一部である記憶力（認識したことを正しく思い出
す力）を維持する機能がある

不二製油株式会社 研究レビュー

C81 オボエール
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断の正確さを向上させる

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

C82 ｅ－ｍａ（イーマ）のど飴　ＧＡＢＡ（ギャバ）　和柑橘 GABA
 GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを
緩和する機能がある

味覚糖株式会社 研究レビュー

C83 手足ぽかぽかゆず生姜味 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンは血流を保ち、冬期や冷
房などで室内の温度が低い時の体温（手足）を維持す
る機能がある

養命酒製造株式会社 研究レビュー

C84
ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメトマトジュース高リコピントマト使用
食塩無添加

リコピン、GABA
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

カゴメ株式会社 研究レビュー

C85 シャンソン　ビルベリープラス ビルベリー果実由来アントシアニン
ビルベリー果実由来アントシアニンには、VDT作業（パ
ソコンやスマートフォンなどのモニター作業）の目の疲
れによるピント調節機能の低下を緩和する

株式会社シャンソン化粧品 研究レビュー

C86
毎日これ１本ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）ソーセージ５０

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー



C87
毎日これ１本ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）１２６０ｍｇソーセージ

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

C88
毎日これ１本ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）チーズ味３５

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

C89
毎日これ１本ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）入りおさかなソーセージ５０

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

C90 ＨｅａｌｔｈＦｉｔ（ヘルスフィット）茶
難消化性デキストリン（食物繊維）、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）には、食事に含まれ
る脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値
を抑える機能がある。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）を減らすのを助ける機能
がある

銀座ステファニー化粧品株式会社 研究レビュー

C91 ＳＡＧＥＲＵ（サゲル） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

Creare株式会社 研究レビュー

C92 ＧＡＢＡＸ（ギャバックス） GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能がある

Creare株式会社 研究レビュー

C93 ＤＨＣ　カラダ対策茶Ｗ 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収
を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が
ある

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

C94 梅宝水プラス ヒアルロン酸Na ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能がある 株式会社岡畑農園 研究レビュー

C95 すっきりブルーベリー酢キャンディ 酢酸 酢酸は、内臓脂肪の減少を促す 味覚糖株式会社 研究レビュー

C96 コタラエキス粒 ネオコタラノール
ネオコタラノールには、食後血糖値の上昇を抑制する
機能がある

富士産業株式会社 研究レビュー

C97 グッスミン　ＧＡＢＡ（ギャバ）のちから ＧＡＢＡ ＧＡＢＡには健やかな眠り（寝つきの向上）に役立つ ライオン株式会社 研究レビュー

C98 海苔茶漬　サラシア入り

サラシア由来サラシノール ※サラシア由
来サラシノールとは、サラシアエキス（サラ
シア属植物熱水抽出物）に含まれるサラシ
ノールを指す。

サラシア由来サラシノールには糖質の吸収をおだやか
にし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある

森下仁丹株式会社 研究レビュー

C99 プレミアリッチ　パーフェクトアスタヒアルロン酸パウダー ヒアルロン酸Ｎａ ヒアルロン酸Ｎａには肌のうるおいをサポートする アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

C100 サプリメント　スリープ L-テアニン L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減する 株式会社メディプラス 研究レビュー

C101 オールレーズンプラス GABA
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

株式会社東ハト 研究レビュー

C102 オールクランベリープラス GABA
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

株式会社東ハト 研究レビュー

C103 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　セラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃しにくくする機能がある

三生医薬株式会社 研究レビュー

C104 はつらつ元気 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10 には細胞のエネルギー産生を
助け、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な
疲労感の軽減に役立つ

サニーヘルス株式会社 研究レビュー

C105 アイガード ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の
増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、色
コントラスト感度の改善により、眼の調子を整える機能
がある

株式会社ナチュラリー・ヘルスフーズ 研究レビュー



C106 タテ型　かるしお認定　だしの旨みで減塩　鶏かき玉うどん GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある エースコック株式会社 研究レビュー

C107 タテ型　かるしお認定　だしの旨みで減塩　鶏南蛮そば GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある エースコック株式会社 研究レビュー

C108 活寿源 DHA・EPA

DHAには中高年の方の、認知機能の一部である数・こ
とば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする機能
がある。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機
能がある

株式会社Kyo Tomo 研究レビュー

C109 有機遠赤ケール GABA（γ-アミノ酪酸）
ＧＡＢＡ（γ-アミノ酪酸）には高めの血圧を下げる機能
がある

遠赤青汁株式会社 研究レビュー

C110 ペプ牛
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには、食
後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある

株式会社吉野家 研究レビュー

C111 大豆ペプチド減塩しょうゆ（だし入り） 大豆ペプチド
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

キッコーマン食品株式会社 研究レビュー

C112 クリアルテイン ルテイン
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

株式会社やずや 研究レビュー

C113 カラダへ野菜汁
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

株式会社市川園 研究レビュー

C114 ラクトウェル 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる
機能がある

アサヒカルピスウェルネス株式会社 研究レビュー

C115 記憶マネージメント
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常
生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す
力）を維持する

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

C116 上デキスムージー 難消化性デキストリン（食物繊維）

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、食後の血中中性脂肪の上昇
を穏やかにする機能がある。また、食事から摂取した
糖の吸収をおだやかにすることにより、食後の血糖値
の上昇を穏やかにする。さらに、おなかの調子を整え
る

水橋保寿堂製薬株式会社 研究レビュー

C117 イチョウ葉ドリンク２１世紀
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言
葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する

大成栄養薬品株式会社 研究レビュー

C118 特麺　讃岐うどん 難消化性デキストリン(食物繊維)

難消化性デキストリン(食物繊維)は食事から摂取した
脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中
性脂肪の上昇をおだやかにする。また、食事から摂取
した糖の吸収を穏やかにするため、食後の血糖値の上
昇を穏やかにする

株式会社久保田麺業 研究レビュー

C119 ＧＡＢＡ（ギャバ）牛 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社吉野家 研究レビュー

C120 スープ用糸寒天 寒天由来ガラクタン（食物繊維）
寒天由来ガラクタン（食物繊維）はおなかの調子を整え
てお通じを改善する

伊那食品工業株式会社 研究レビュー



C121 イチョウ葉エキス粒
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

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
トンの成分には、認知機能の一部である記憶力（加齢
により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）を維持する機能がある

株式会社エーエフシー 研究レビュー

C122 イチョウ葉ＧＯＬＤ（ゴールド）
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

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
トンの成分には、認知機能の一部である記憶力（加齢
により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）を維持する機能がある

株式会社エーエフシー 研究レビュー

C123 ヒアルロン酸Ｃゼリー ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわら
げる機能がある

アース製薬株式会社 研究レビュー

C124 ビュークレール ルテイン・ゼアキサンチン
ルテイン・ゼアキサンチンは加齢などに伴って減少する
黄斑色素密度を上昇させ、光刺激からの保護および、
視機能（色のコントラスト感度の改善）をサポートする

公益財団法人体質研究会 研究レビュー

C125 植物性乳酸菌　匠乃（たくみの）キムチ Q-1乳酸菌（L. plantarum TK61406）
Q-1乳酸菌は、生きて腸まで届き、善玉菌を増やすこと
で腸内環境を改善する

東海漬物株式会社 研究レビュー

C126 難消化性デキストリン配合　発酵つばき茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値
を抑える機能がある

株式会社やまちや 研究レビュー

C127 記憶力宣言
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能
の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記憶
をサポートする機能がある

株式会社愛しとーと 研究レビュー

C128 Ｑ１０　ＡＸＩＳ（キューテン　アクシス） 還元型コエンザイムQ10
細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ

株式会社心美寿有夢 研究レビュー

C129 ＧＡＢＡ（ギャバ）アソート GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的・心理的なストレス
を低減する機能がある

株式会社三幸 研究レビュー

C130 ロイテリ　ヨーグルト ロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938株)
口腔内フローラを良好にするL.reuteri DSM 17938株は
歯ぐきを丈夫で健康に保つ機能がある

オハヨー乳業株式会社 研究レビュー

C131 みんなの健康を考えた野菜たち 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事の脂肪の吸
収を抑える機能がある。さらに、おなかの調子を整える

らでぃっしゅぼーや株式会社 研究レビュー

C132 ＳＵＮＫＩＮＯＵ　ＧＡＢＡ（サンキノウ　ギャバ） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
る

三生医薬株式会社 研究レビュー

C133 ビーナスナイト L-テアニン
「L-テアニン」には、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートする

株式会社エバーライフ 研究レビュー

C134 ビフィストック
ビフィズス菌HN019（Bifidobacterium
lactis）

ビフィズス菌HN019（Bifidobacterium lactis）は腸内環
境を整えることで、便秘気味な方の便通を改善する

株式会社エバーライフ 研究レビュー



C135 イチョウ葉
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、脳の血の巡りを改善し、脳の認知機
能の一部である記憶力（少し前に見聞きしたことを思い
出す力）を維持する

森川健康堂株式会社 研究レビュー

C136 飲む肌の潤い　おいしい有機青汁 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、肌の乾燥を
緩和する機能がある

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

C137 大人のカロリミット　ａ

ギムネマ酸・桑の葉由来イミノシュガー
（ファゴミンとして）・エピガロカテキンガレー
ト・キトサン・インゲン豆由来ファセオラミ
ン・ペンタメトキシフラボン

本品にはギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファ
ゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン、イン
ゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含
まれます。本品は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、
食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能
があります。また日常活動時のエネルギー代謝におい
て、脂肪を代謝する力を高める機能があります。

株式会社ファンケル 臨床試験

C138 歩くミカタ 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性
をサポートする

株式会社ハルメク 研究レビュー

C139 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメトマトジュース食塩無添加１９０ｇ リコピン、GABA
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

カゴメ株式会社 研究レビュー

C140 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）カゴメトマトジュース低塩１９０ｇ リコピン、GABA
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

カゴメ株式会社 研究レビュー

C141 絹とうふ 難消化性デキストリン（食物繊維）
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

株式会社ヤマダフーズ 研究レビュー

C142
ダイドーブレンド　スマートブレンドブラック　世界一のバリス
タ監修

難消化性デキストリン（食物繊維として）
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

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

C143 黒豆黒酢 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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、食後の血中中性脂肪
の上昇を抑える機能がある

養命酒製造株式会社 研究レビュー

C144 健眠サプリ L-テアニン
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（疲れやだるさの感覚）を軽減する

株式会社宇治田原製茶場 研究レビュー

C145 ポークソーセージ DHA・EPA DHA･EPAには中性脂肪を低下させる機能がある ニチロ畜産株式会社 研究レビュー

C146 骨サポート 大豆イソフラボン（アグリコンとして）
大豆イソフラボン（アグリコンとして）には、女性の骨の
成分の維持に役立つ機能がある

株式会社宇治田原製茶場 研究レビュー

C147 玄米と麦のぞうすい　まめ入り 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する
機能がある。また、おなかの調子を整える

東洋水産株式会社 研究レビュー

C148 玄米と麦のぞうすい　きのこ入り 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する
機能がある。また、おなかの調子を整える

東洋水産株式会社 研究レビュー



C149 玄米と麦のぞうすい　ひじき入り 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する
機能がある。また、おなかの調子を整える

東洋水産株式会社 研究レビュー

C150 キノウケアシリーズ　イチョウ葉
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方の記
憶機能（記憶の保持・検索・再生）の向上を助ける

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

C151 アカポリアプラス アカシア樹皮由来プロアントシアニジン

本品にはアカシア樹皮由来プロアントシアニジンが含
まれるので、血糖値が高め、あるいは血糖値が高くな
りやすい方の糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を
穏やかにする機能がある

株式会社ｍｉｍｏｚａｘ 臨床試験

C152 ミルクキャラメルプラス 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中
性脂肪の上昇をおだやかにする。また、糖の吸収をお
だやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかに
する。さらに、おなかの調子を整える

森永製菓株式会社 研究レビュー

C153 サプリメント　セラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃しにくくする機能がある

株式会社メディプラス 研究レビュー

C154 プレミアム　ルテイン２５ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の
増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コ
ントラスト感度の改善により、目の調子を整える機能が
ある

株式会社エーエフシー 研究レビュー

C155 ＥＰＡ＆ＤＨＡ（イーピーエーアンドディーエイチエー） EPA・DHA
EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる機能
がある

株式会社ファイン 研究レビュー

C156 記憶サポート
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テル
ペンラクトンは、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（言葉や図形などを覚え、
思い出す能力）を維持する

株式会社ファンケル 研究レビュー

C157 ぱぱゼリーＡミックス（６個入） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑えることで、食後の血糖値や
血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある

伊那食品工業株式会社 研究レビュー

C158 楽関節サポート 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートする

芳香園製薬株式会社 研究レビュー

C159 カプシＥＸ（イーエックス） カプシノイド
本品にはカプシノイドが含まれるので、基礎代謝の向
上をサポートする機能がある

味の素株式会社 臨床試験

C160 ファインファイバー 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を
整える機能がある

株式会社ファイン 研究レビュー

C161 ＨＭＢ（エイチエムビー）１００
３－ヒドロキシー３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシー３－メチルブチレート（HMB)には、筋肉
量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常
生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立
つ機能がある

株式会社ファヴールマルシェ 研究レビュー



C162 毎日酪農ヨーグルト＜低脂肪＞ ビフィズス菌BB-12 (B.lactis)
ビフィズス菌BB-12(B.lactis)は、生きて腸まで届くこと
で腸内環境を改善し、便通を改善する機能がある

日本酪農協同株式会社 研究レビュー

C163 コーヒーＧＡＢＡ（ギャバ）配合　微糖 γ-アミノ酪酸（GABA）
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がある

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

C164 ヘルス　スイッチ　記憶力
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持する

株式会社協和 研究レビュー

C165 イチョウ葉ＦＦ（イチョウハエフエフ）
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持する

京都薬品ヘルスケア株式会社 研究レビュー

C166 ヘルシープラス　　さらさらむぎ茶 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温
（末梢体温）を維持する機能がある

株式会社伊藤園 研究レビュー

C167 海老あんかけ焼そば DHA
DHAには中高年の認知機能の一部である、数に関す
る情報の記憶をサポートする機能がある

マルハニチロ株式会社 研究レビュー

C168 ３つの国産素材　おいしい青汁 難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪
を抑える機能がある。GABAには、血圧が高めの方の
血圧を下げる機能がある

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

C169 ビフィミン ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能がある

株式会社ビオメディクス 研究レビュー

C170 メモリーフ
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見
たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力）を維持す
る機能がある

日清ファルマ株式会社 研究レビュー

C171 さがりんぼう GABA GABAは血圧が高めの方に適した機能がある 株式会社ソシア 研究レビュー

C172 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能がある 三生医薬株式会社 研究レビュー

C173 ＭＩＥＸ（ミエックス） ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上
昇させ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの解消に
よってはっきりと見る力（色のコントラスト感度）をサ
ポートすることで、目の調子を整える機能がある

Creare株式会社 研究レビュー

C174 玄米と麦のぞうすい　鯛入り 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する
機能がある。また、おなかの調子を整える

東洋水産株式会社 研究レビュー

C175 玄米と麦のぞうすい　たけのこ入り 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する
機能がある。また、おなかの調子を整える

東洋水産株式会社 研究レビュー

C176 すやすやリラック睡
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ

株式会社メディワン 研究レビュー



C177 えがお　イチョウ葉　記憶サポート
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、脳の血流を良くすることにより、中高
年の方において認知機能の一部である記憶力（言葉
や経験を記憶し、思い出す力）を維持する

株式会社えがお 研究レビュー

C178 クレシェール活歩（クレシェールかっぽ） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートする

クレシェール化粧品株式会社 研究レビュー

C179 瞳マネージメント ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはパソコンやスマート
フォンなど目をよく使う方のピント調節機能をサポート
し、目の疲労感を緩和する

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

C180 ルテインひとみの輝き ルテイン
ルテインには、コントラスト感度(かすみやぼやけを解
消してはっきりと物を識別する感度）を上昇させ、視覚
機能を維持するはたらきがある

株式会社皇漢薬品研究所 研究レビュー

C181 一目瞭然Ｗ（ダブル） ルテイン

ルテインは網膜の黄斑色素を増やしてコントラスト感度
（はっきり、くっきりと見えているかの目の視認性の指
標）を改善することで目の調子を整えることと、ブルー
ライトなどの光の刺激から目を守る機能がある

株式会社ソシア 研究レビュー

C182 青汁三昧　暁 L-テアニン

L－テアニンには、睡眠の質を改善（すっきりとした目覚
め、起床時の疲労感や眠気の軽減）する機能がある。
また、一時的な事務作業などで起こるストレスを和らげ
る機能もある

株式会社テレビショッピング研究所 研究レビュー

C183 はちみつしょうが黒酢 酢酸
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

株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

C184 はちみつしょうが黒酢　ストレート 酢酸
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

株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

C185 ヘルスエイド　テアニン L-テアニン
L-テアニンには質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートする機能がある。また、一
過性の作業にともなうストレスをやわらげる機能がある

森下仁丹株式会社 研究レビュー

C186 イチョウ葉ドリンク健寿康
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言
葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する

大成栄養薬品株式会社 研究レビュー

C187 イチョウ葉ドリンク宝宝心
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言
葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する

大成栄養薬品株式会社 研究レビュー

C188 歩コレシピ
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役
立つ機能がある

ビタリア製薬株式会社 研究レビュー

C189 ゆずしょうがキャンデー モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い際に低下した末端部分（手指）の血流を回復させ、
末端部分（手指）の温度を保つ機能がある

株式会社扇雀飴本舗 研究レビュー

C190 飲む体脂肪サポートグリーンスムージー
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー



C191 飲む体脂肪サポートアサイースムージー
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
がある

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

C192 乳酸菌ショコラ
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は腸内環境を改善する

株式会社ロッテ 研究レビュー

C193 乳酸菌ショコラ　ビター
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は腸内環境を改善する

株式会社ロッテ 研究レビュー

C194 乳酸菌ショコラ　デイリーパック
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は腸内環境を改善する

株式会社ロッテ 研究レビュー

C195 歩っぷアシスト 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートする

株式会社プラスワン 研究レビュー

C196 リラックスココア　１８０Ｇ GABA
GABAには事務的作業による一時的・心理的なストレス
を低減する機能がある

名糖産業株式会社 研究レビュー

C197 広島みかん β―クリプトキサンチン
β―クリプトキサンチンは骨代謝の はたらきを助ける
ことにより、骨の健康維持に役立つ

広島県果実農業協同組合連合会 研究レビュー

C198 モチベーション　還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10

細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感を軽減する
機能がある

株式会社センス・イット・スマート 研究レビュー

C199 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10

細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感を軽減する
機能がある

株式会社センス・イット・スマート 研究レビュー

C200 ボディチャレンジ アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体
脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI
値の改善に役立つ

株式会社龍泉堂 研究レビュー

C201 無洗米ＧＡＢＡ（ギャバ）コシヒカリ γ‐アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）には血圧が高めな方に適した
機能がある

全農パールライス株式会社 研究レビュー

C202 イソフラボン煎り黒豆 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
ある

フジッコ株式会社 研究レビュー

C203 乳酸菌ショコラボール
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は腸内環境を改善する

株式会社ロッテ 研究レビュー

C204 ＥＰＡ（イーピーエー）チャージ　グレープフルーツ味 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある 日本水産株式会社 研究レビュー

C205 おいしい腸活　流々茶 イヌリン
腸の動き（ぜん動運動）を活発にする成分であるイヌリ
ンは、お通じの習慣を改善する

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

C206 「アミール」やさしい発酵乳仕立て 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「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ある

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー



C207 イチョウ葉ＥＸ（イーエックス）
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活にお
いて認知した言葉や数字、物のイメージ、位置情報を
覚え、思い出す力）を維持する機能がある

日本アムウェイ合同会社 研究レビュー

C208
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜ビター＞モバ
イルタイプ

γ-アミノ酪酸
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

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

C209 メラックスｅｙｅ（アイ） ルテイン

ルテインには目の黄斑部の色素量を維持する働きが
あり、ブルーライトなど光の刺激からの保護やぼやけ
やかすみの解消（コントラスト感度の改善）によって、目
の調子を整える機能がある

八幡物産株式会社 研究レビュー

C210 マイサイズいいね！プラス　糖質が気になる方の親子丼 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）は食事由来の
糖質の吸収を抑制することにより、食後の血糖値の上
昇をおだやかにする機能がある

大塚食品株式会社 研究レビュー

C211 食事の刻の国産緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするた
め、食事と一緒に摂取することで、食後の血中中性脂
肪や血糖値の上昇をおだやかにする。さらに、おなか
の調子を整える

日本薬剤株式会社 研究レビュー

C212 ルテインプラス ルテイン

ルテインは健康な方の眼の黄斑色素量(黄斑色素光学
密度)を維持する働きがあり、ブルーライトなどの光刺
激からの眼の保護や、コントラスト感度改善によるぼや
けの解消に役立つ

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

C213 アミノミンＮ GABA
GABAは、睡眠の質（寝つき、眠りの深さ、すっきりとし
た目覚め）の改善に役立つことや、仕事や勉強などに
よる一過性の精神的なストレスや疲労感を緩和する

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

C214 リファイン　ＭＦＧＭ（エムエフジーエム） 乳由来スフィンゴミエリン

本品は、乳由来スフィンゴミエリンを含みます。50代以
上の方が、ウォーキングなどの運動と併用することで、
加齢によって衰える、踏み出す、止まるといった、足の
動きをサポートして、歩行能力の維持に役立ちます

花王株式会社 臨床試験

C215 ＳＢＩ（エスビーアイ）　イチョウ葉
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下する脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じ
る行動や判断を記憶し思い出す力）を維持する

ＳＢＩアラプロモ株式会社 研究レビュー

C216 キオクル
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、健常な中高齢者の認知機能の一部である記憶
力（言葉や見た物の思い出す力）の維持をサポートす
る機能がある

株式会社サプリプラスファミリー 研究レビュー

C217 思言力
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、健常な中高齢者の認知機能の一部である記憶
力（言葉や見た物の思い出す力）の維持をサポートす
る機能がある

西江　高之 研究レビュー

C218 イージータブレット　ターミナリア ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪の
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

株式会社ECスタジオ 研究レビュー



C219 ビルベリープレミアム ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和する

株式会社ウエルネスライフサイエンス 研究レビュー

C220 匠の糖煎坊 難消化性デキストリン(食物繊維)
難消化性デキストリンは糖の吸収をおだやかにし、食
後の血糖値の上昇を抑える

ハウザー食品株式会社 研究レビュー

C221 Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ　Ｆｌｏｒｉｚｅｒ（サプリ　フローライザー） ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能がある

株式会社資生堂 研究レビュー

C222 Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ　Ｊｏｉｎｅｒ（サプリ　ジョイナー） サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートする

株式会社資生堂 研究レビュー

C223 脚きゅっと！ 赤ブドウ葉由来ポリフェノール
赤ブドウ葉由来ポリフェノールが含まれるので、夕方の
脚のむくみを軽減する。

株式会社リフレ 臨床試験

C224 ＤＨＣ（ディーエイチシー）　飲む野菜１日３５０ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整え、便通・お通じを改善する機能がある

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

C225 おやすみ　Ｂｌｅｎｄ　ｔｅａ（ブレンドティー） L-テアニン

L-テアニンは、健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の
疲労感（疲れやだるさの感覚）を軽減する。また、一過
性の作業にともなうストレス（精神的負担）をやわらげ
る

オルビス株式会社 研究レビュー

C226 ビルベリーみると ビルベリー果実由来アントシアニン
ビルベリー果実由来アントシアニンは、ＶＤＴ作業（パソ
コンやスマートフォンなどのモニター作業）の目の疲れ
によるピント調節機能の低下を緩和することができる

ユニキス株式会社 研究レビュー

C227 大豆イソフラボン　小大豆もやし 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能
がある

九州ジージーシー株式会社 研究レビュー

C228 潤いプラスハニーブッシュブレンドティー N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌
のうるおいに役立つ

昭和製薬株式会社 研究レビュー

C229
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
ドリンクタイプ　ベリーミックス　１００ｇ

ガセリ菌SP 株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

C230 目神 アスタキサンチン
アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による
疲労感を軽減する

株式会社サン・クロレラ 研究レビュー

C231 飲む寒天　すっきりせんい 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は食後の脂肪や糖
の吸収を抑える、さらに、お腹の調子を整える

宝ヘルスケア株式会社 研究レビュー

C232 ヨクシボン ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸は食後に上がる中
性脂肪を抑える

株式会社オンライフ 臨床試験

C233 メヂカラサプリ ルテイン

ルテインには、スマートフォンやパソコンなどから発生
するブルーライトなどの光刺激から目を保護する網膜
の黄斑色素量を増やす働きがあり、コントラスト感度
（ぼやけやかすみを解消し、くっきりと見る力）を改善す
る

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー



C234 ブルーベリー ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能を改善
し、目の疲労感を緩和します。

オルビス株式会社 研究レビュー

C235 プロテオグリカン　機能性表示食品 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

株式会社ユーグレナ 研究レビュー

C236 カナダドライ　ジンジャーエール　ダブル 難消化性デキストリン（食物繊維）
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、食後の血中中性脂肪
の上昇をおだやかにします。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

C237 ＨＥＲＢ　ＷＡＴＥＲ　（ハーブ　ウォーター） L-テアニン
L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減しま
す。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげ
ます。

ハルナプロデュース株式会社 研究レビュー

C238 キョーリック　還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる身体
的な疲労感の軽減に役立つます。

湧永製薬株式会社 研究レビュー

C239 食事にススメルお茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

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、食後の血中中性脂肪の上昇
をおだやかにします。また、食事から摂取した糖の吸
収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の上昇
をおだやかにします。さらに、おなかの調子を整えま
す。

ハルナプロデュース株式会社 研究レビュー

C240 イヌリンバランス イヌリン
イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは
食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。

フジ日本精糖株式会社 研究レビュー

C241 ＨＭＢ（エイチエムビー）ＴＡＢＬＥＴ（タブレット）３６０００ 3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート（HMB）

3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート（HMB）には、筋肉量
や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生
活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ
機能があります。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

C242 健康べにふうき茶
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ｏ-
（3-Ｏ-メチル）ガレート）

メチル化カテキンには、ハウスダストやほこりなどによ
る鼻や目の不快感を軽減します。

八幡物産株式会社 研究レビュー

C243 ミウ炭酸水プラス 難消化性デキストリン（食物繊維として）

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て食後の血糖値や血
中中性脂肪の上昇を抑える機能と、おなかの調子を整
える機能があります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

C244
ｕｎｏ‐ｓａｎｏ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｄｉｒｅｃｔ（ウノサノ　リラクゼーショ
ン　ダイレクト）＜マンゴー＞

GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。

株式会社ミル総本社 研究レビュー

C245
ｕｎｏ‐ｓａｎｏ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｄｉｒｅｃｔ（ウノサノ　リラクゼーショ
ン　ダイレクト）＜バナナ＞

GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。

株式会社ミル総本社 研究レビュー

C246
ｕｎｏ‐ｓａｎｏ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｄｉｒｅｃｔ（ウノサノ　リラクゼーショ
ン　ダイレクト）＜グレープ＞

GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。

株式会社ミル総本社 研究レビュー

C247 ロイテリ　お口のサプリメント ロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938株)
ロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938株)には口腔内フロー
ラを良好にするL.reuteri DSM 17938株は歯ぐきを丈夫
で健康に保つ機能があります。

オハヨーバイオテクノロジーズ株式会
社

研究レビュー



C248 ＭＯＤＥＲＮＯ　ＪＥＬＬＹ（モデルノ　ジェリー） パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

株式会社宇治森徳 研究レビュー

C249 新　おいしい蒸し豆　蒸しサラダ豆 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには成人女性の骨の成分維持に役
立つ機能があります。

株式会社マルヤナギ小倉屋 研究レビュー

C250 ボスリンサラシア サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を抑
える機能があります。

ボンビックス薬品株式会社 研究レビュー

C251 グルコサミン　２０００ グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩にはひざ関節の曲げ伸ばし（動き
のスムーズさ）をサポートし、ひざの違和感を軽減しま
す。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

C252 ＧＡＢＡ（ギャバ）ゼリー GABA
GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があることがあります。

株式会社エースベーカリー 研究レビュー

C253 骨の健康が気になる方の絹とうふ 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンは、骨の成分を維持する働きによっ
て、骨の健康に役立ちます。

四国化工機株式会社 研究レビュー

C254 生きて届くビフィズス菌ＢＢ（ビービー）５３６ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

C255 黒烏龍茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪
や血糖値の上昇を抑える機能があります。

四国乳業株式会社 研究レビュー

C256 さんま蒲焼Ｎ（エヌ） DHA、EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 マルハニチロ株式会社 研究レビュー

C257 快腸もずく（三杯酢） 難消化性デキストリン（食物繊維として）

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、中高年の方の加齢に伴い低下する
脳の認知機能の一部である記憶力（少し前に見聞きし
たことを思い出す力）を維持します。

カネリョウ海藻株式会社 研究レビュー

C258 快腸もずく（黒酢） 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）は、おなかの
調子を整える機能があります。

カネリョウ海藻株式会社 研究レビュー

C259 イチョウ葉エキス
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、中高年の方の加齢に伴い低下する
脳の認知機能の一部である記憶力（少し前に見聞きし
たことを思い出す力）を維持します。

株式会社てまひま堂 研究レビュー

C260 プラズマローゲンＥＸ（イーエックス） 鶏由来プラズマローゲン

鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加
齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置
情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があり
ます。

株式会社ピーソリューション 臨床試験

C261 こんにゃくゼリー　マキベリー 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）はお腹の調子
を整えます。

雪国アグリ株式会社 研究レビュー

C262 遠赤β－クリプトキサンチン β-クリプトキサンチン
β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることに
より骨の健康維持に役立ちます。

遠赤青汁株式会社 研究レビュー



C263 コレスナイン
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
が含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる
機能があります。

株式会社オンライフ 臨床試験

C264 クエン酸パウダー クエン酸
クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身
体的疲労感を軽減する機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

C265 国産玄米仕込み　まろやか黒酢 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体
温）を維持する機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

C266 ミルクティー　ＧＡＢＡ（ギャバ）２８ｍｇ配合　５本入 GABA
GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレ
スや、疲労感を緩和する機能があります。

日本ヒルスコーヒー株式会社 研究レビュー

C267 カフェオレ　ＧＡＢＡ（ギャバ）２８ｍｇ配合　５本入 GABA
GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレ
スや、疲労感を緩和する機能があります。

日本ヒルスコーヒー株式会社 研究レビュー

C268 プラズマローゲンＰｌｕｓ（プラス） 鶏由来プラズマローゲン

鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加
齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置
情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があり
ます。

株式会社マリーヌ 臨床試験

C269 アイアイベリープレミアム ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能を改善
し、目の疲労感を緩和します。

株式会社宇治田原製茶場 研究レビュー

C270 さば水煮Ｎ（エヌ） DHA、EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 マルハニチロ株式会社 研究レビュー

C271 ＧＡＢＡ（ギャバ）芽ぐみ米（特殊三分づき米） ＧＡＢＡ（γーアミノ酪酸）
ＧＡＢＡ（γーアミノ酪酸）は、血圧が高めの方に適した
機能があります。

東京フーズクリエイト株式会社 研究レビュー

C272 血圧が高めの方の発酵黒ウーロン茶 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社ファイン 研究レビュー

C273 セラミＤｏ（ドゥ）？ 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の水分を逃しにくく
し、肌の潤いを守るのを助けます。

フェイスラボ株式会社 研究レビュー

C274 カガエ　ビフィズス ビフィズス菌　BB536
ビフィズス菌BB536には腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

薬日本堂株式会社 研究レビュー

C275 キューサイ　ライラック００（ゼロワン）乳酸菌
有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans)
lilac-01

生きた有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01が
含まれています。便秘傾向の方の便の状態（便の色、
臭い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善し
ます。

キューサイ株式会社 研究レビュー

C276 届く強さの乳酸菌９９
「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri
CP2305）

「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ります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

C277 さばみそ煮Ｎ（エヌ） DHA、EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 マルハニチロ株式会社 研究レビュー

C278 モリモリビフィ ビフィズス菌BB-12（B.lactis）
ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届きビ
フィズス菌を増やすことで腸内環境を改善し、便通を改
善する機能性があります。

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー



C279 スーパーアイベリーⅠⅠⅠⅠ（フォー） ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。

薬糧開発株式会社 研究レビュー

C280 プラズマローゲン極 鶏由来プラズマローゲン

鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加
齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置
情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があり
ます。

入交クリエイト株式会社 臨床試験

C281 血圧が高めの方の日本の青汁 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社ファイン 研究レビュー

C282 藻類ＤＨＡ（ディーエイチエー）カプセル オーランチオキトリウム由来DHA

オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において
認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状
況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶
にとどめる力）があります。

株式会社日健総本社 研究レビュー

C283 銀燦樹ＤＸ（ディーエックス）
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。

セコム医療システム株式会社 研究レビュー

C284
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜塩ミルク＞モ
バイルタイプ

γ-アミノ酪酸
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ります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

C285 サプリズム　ブルーベリーＡ（エース） ビルベリー果実由来アントシアニン

ビルベリー果実由来アントシアニンには、ＶＤＴ作業（パ
ソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で目をよく
使うことによって生じるピント調節機能の低下を緩和し
ます。

ヤクルトヘルスフーズ株式会社 研究レビュー

C286 食事のい・ろ・は・す 還元難消化性デキストリン（食物繊維）

還元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作用があるため、食
後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があ
ります。また、糖の吸収をおだやかにするため、食後の
血糖値の上昇をおだやかにします。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

C287 ＨＭＢ（エイチエムビー）プラス
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、筋
肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日
常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役
立つ機能があります。

つじトレーニングジム 研究レビュー

C288
マグマＥＰＡ（イーピーエー）＆（アンド）ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。 日本薬品開発株式会社 研究レビュー

C289 オメガエイド ＤＨＡ、ＥＰＡ、ＡＲＡ（アラキドン酸）

ＤＨＡ、ＥＰＡ、ＡＲＡ（アラキドン酸）の３成分の組み合わ
せには、健康な高年齢者において、認知機能の一部で
ある注意機能（重要な物事に素早く気づけることや、複
数の物事に注意を払えること）の維持に役立ちます。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

C290 ＤＨＡ（ディーエイチエー）１０００Ｓ（エス） DHA、EPA
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ります。
中性脂肪を減らす機能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

C291 やずやの毎日快眠 L-テアニン
L-テアニンは、夜間の良質な眠り（朝目覚めたときの
疲労感や眠気を軽減）をもたらします。また、一過性の
作業による精神的なストレスを緩和します。

株式会社やずや 研究レビュー

C292 高純度！グルコサミン粒 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポー
トし、膝の違和感を軽減します。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー



C293 瞳ルテイン ルテイン

ルテインは健康な方の目の黄斑色素量（黄斑色素光
学密度）を維持する働きがあり、光刺激からの目の保
護や、ぼやけやかすみの改善（コントラスト感度の改
善）により、視覚機能を維持します。

株式会社生活総合サービス 研究レビュー

C294 セラミドレモネード パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

今岡製菓株式会社 研究レビュー

C295 忘れるもんか 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

株式会社イムノス 研究レビュー

C296 潤（うるる） N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌
のうるおいに役立ちます。

昭和製薬株式会社 研究レビュー

C297 葛の花タブレットＣ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含
まれるので、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内
臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助
ける機能があります。

株式会社東洋新薬 臨床試験

C298 やずやの記憶のイチョウ葉
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

イチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ
葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラ
クトンは、健常な中高年齢者の認知機能の一部である
記憶力（言葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力）
を維持する機能があります。

株式会社やずや 研究レビュー

C299 煌宮烏龍茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血中中
性脂肪値や血糖値の上昇を穏やかにする機能があり
ます。さらに、おなかの調子を整えます。

株式会社中一メディカル 研究レビュー

C300 ヘラスリム　タブレットタイプ
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含
まれるので、肥満ぎみの方の内臓脂肪（おなかの脂
肪）を減らすのを助ける機能があります

株式会社ステップワールド 臨床試験

C301 食事と飲むお茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

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、食後の血中中性脂肪の上昇
をおだやかにします。また、食事から摂取した糖の吸
収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の上昇
をおだやかにします。さらに、おなかの調子を整えま
す。

ハルナプロデュース株式会社 研究レビュー

C302 ＤＨＡ　ＥＰＡ（ディーエイチエー　イーピーエー） DHA・EPA

DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶と数やことばに関する
情報の判断や読み書きをサポートする機能がありま
す。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

C303 ナイシゲン酢 酢酸
酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪（内臓脂
肪）を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機
能があります。

西江　高之 研究レビュー

C304 ルックウェイト
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社ネイチャーシード 研究レビュー



C305 キオキープ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

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、認知機能の一部である記憶力（言
葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。

プリンシパルヘルスケア株式会社 研究レビュー

C306 アスタリールひとみ アスタキサンチン
アスタキサンチンは眼のピント調節機能を助けること
と、パソコンなどによる眼の疲労感を軽減することに適
しています。

富士化学工業株式会社 臨床試験

C307 健骨サポート 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能
があります。

健骨サポート 研究レビュー

C308 善玉菌のチカラ
クレモリス菌FC株（L. lactis subsp.
cremoris FC）

乳酸菌クレモリス菌FC株（L. lactis subsp. cremoris
FC）が含まれます。クレモリス菌FC株（L. lactis subsp.
cremoris FC）は、お通じを改善します。

フジッコ株式会社 臨床試験

C309 クロスタニン　藻類ＤＨＡ（ディーエイチエー）カプセル・プラス オーランチオキトリウム由来DHA

オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において
認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状
況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶
にとどめる力）があります。

株式会社日健総本社 研究レビュー

C310 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレ
スを軽減させる機能や、血圧が高めの方の血圧を下げ
る機能があります。

株式会社富山常備薬グループ 研究レビュー

C311 無洗米ＧＡＢＡ（ギャバ）ライス γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）
γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めな方に適した機
能があります。

ホクレン農業協同組合連合会 研究レビュー

C312 ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピーエー） DHA、EPA

DHAには中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶と、数やことばに関す
る情報の判断や読み書きをサポートする機能がありま
す。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能が
あります。

名古屋製酪株式会社 研究レビュー

C313 葛の花タブレットＲ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

C314 よかとと　薩摩カンパチどん DHA・EPA DHA･EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 マルハニチロ株式会社 研究レビュー

C315 パイナップルセラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

丸善製薬株式会社 研究レビュー

C316 おやすみサプリ熟みん粒 L-テアニン
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンに
は、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。

株式会社ティアンドエスラボラトリー 研究レビュー

C317 ＤＥＬＣＯ（デルコ） ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

Creare株式会社 研究レビュー

C318 マッタンサーモ モノグルコシルヘスペリジン

モノグルコシルヘスペリジンには、寒い季節や強い冷
房により減少した末梢（手・足の指先）の血流を正常に
整え、末梢（手・足の指先）の体温の低下を軽減する機
能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー



C319 ペプチドのちから
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

C320 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10

細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感を軽減する
機能があります。

株式会社センス・イット・スマート 研究レビュー

C321 神授米 GABA GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。 株式会社米ト産業 研究レビュー

C322 大豆イソフラボン　小大豆もやし 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能
があります。

名水美人ファクトリー株式会社 研究レビュー

C323 だしの旨みで減塩　鶏炊きうどん GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 エースコック株式会社 研究レビュー

C324 だしの旨みで減塩　小海老天そば GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 エースコック株式会社 研究レビュー

C325 ヘルスディフェンスＰｌｕｓ（プラス） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血中中
性脂肪値や血糖値の上昇を穏やかにする機能があり
ます。さらに、おなかの調子を整えます。

大和薬品株式会社 研究レビュー

C326 だしの旨みで減塩　中華そば GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 エースコック株式会社 研究レビュー

C327 日田天領水烏龍茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血中中
性脂肪値や血糖値の上昇を穏やかにする機能があり
ます。さらに、おなかの調子を整えます。

株式会社日田天領水 研究レビュー

C328 モチベーション　還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10
細胞のエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる身
体的な疲労感を軽減します。

株式会社センス・イット・スマート 研究レビュー

C329
ＳＷＥＥＴＳ　ＤＡＹＳ（スイーツデイズ）　乳酸菌ショコラボー
ル

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

C330 記憶生活 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

株式会社セニエ 研究レビュー

C331 食べるアスタキサンチンパン アスタキサンチン
アスタキサンチンは、肌の保湿力を高め、乾燥を緩和
する機能があります。

富士化学工業株式会社 研究レビュー

C332 ウェバー・ナチュラルズ　ルテインプラス ルテイン

ルテインには眼の黄斑部の色素量を維持する働きが
あり、ブルーライトなど光の刺激からの保護や、コントラ
スト感度の改善によって、見る力＊を維持する機能が
あります。

Factors Group　Japan　合同会社 研究レビュー

C333 ゆうあい　ＤＨＡ（ディーエイチエー） ＤＨＡ、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、数字・文字・図形・空間など情報の
記憶をサポートする機能があります。ＤＨＡとＥＰＡには
血中の中性脂肪を低下させる機能があります。

株式会社健康生活グループ友愛 研究レビュー

C334 ヘスペリジン＆（アンド）コラーゲン
モノグルコシルヘスペリジン、魚由来低分
子コラーゲンペプチド

モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した
末梢血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温度の低
下を軽減する機能があります。魚由来低分子コラーゲ
ンペプチドには、肌の水分量を保持し、肌の潤いに役
立つ機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー



C335 米由来セラミド 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の水分を逃しにくく
し、肌の潤いを守るのを助けます。

株式会社てまひま堂 研究レビュー

C336 ＤＨＡ（ディーエイチエー）１０００プラスＷ（ダブル） DHA、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、数字・文字・図形・空間など情報の
記憶をサポートする機能があります。ＤＨＡとＥＰＡには
血中の中性脂肪を低下させる機能があります。

株式会社ビタポール 研究レビュー

C337 メディスリム（１２粒）　タブレット
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

C338 メディスリム（４粒）　タブレット
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

C339 ごま豆乳仕立てのみんなのみかたＤＨＡ（ディーエイチエー） EPA・DHA
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、判断力を維持する機
能があります。

日本水産株式会社 研究レビュー

C340 毎朝ビフィヨーグルト ビフィズス菌BB-12（B. lactis）
ビフィズス菌BB-12（B. lactis）は、生きて腸まで届くこと
で腸内環境を改善し、お通じを改善する機能がありま
す。

四国乳業株式会社 研究レビュー

C341 ヤクルトのねむりナビ L-テアニン
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンに
は、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。

ヤクルトヘルスフーズ株式会社 研究レビュー

C342 キオクリア
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

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、認知機能の一部である記憶力（言
葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。

小林製薬株式会社 研究レビュー

C343 食塩無添加トマトジュース GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 キッコーマン飲料株式会社 研究レビュー

C344 食塩無添加野菜ジュース GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 キッコーマン飲料株式会社 研究レビュー

C345 やずやの整腸ビフィズス菌 ビフィズス菌　BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

株式会社やずや 研究レビュー

C346 りんご黒酢　カロリーゼロ 酢酸
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。

株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

C347 ブルーベリー黒酢　カロリーゼロ 酢酸
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。

株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

C348 レモン黒酢　ストレート 酢酸
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。

株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

C349 レモン黒酢 酢酸
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。

株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー



C350 クロワールアイ・プロ ルテイン・ゼアキサンチン
ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素密度
を上昇させる機能があり、ブルーライトなどの光による
刺激を軽減します。

株式会社エーエルジャパン 研究レビュー

C351 ビフィズス菌 ビフィズス菌BB-12 (B.lactis)
ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届くこと
で腸内環境を改善し、便通を改善する機能がありま
す。

株式会社てまひま堂 研究レビュー

C352 脂肪や糖の吸収を抑えるシロップ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血中中
性脂肪値や血糖値の上昇を穏やかにする機能があり
ます。さらに、おなかの調子を整えます。

メロディアン株式会社 研究レビュー

C353
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
ベリーミックス　１００ｇ

ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055

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ります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

C354 快糖茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値
を抑える機能があります。

株式会社オンライフ 研究レビュー

C355 爽健美茶　健康素材の麦茶１Ｌ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

C356 キリン　ホップホップ 熟成ホップ由来苦味酸
熟成ホップ由来苦味酸が含まれるので、体脂肪を減ら
す機能があります。

麒麟麦酒株式会社 臨床試験

C357 Ｂｒｉｏ　Ｃｌｅａｒ（ブリオ　クリア） DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を下げる機能があります。 オーム乳業株式会社 研究レビュー

C358 毎日歩幸 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサ
ポートします。

株式会社ダイセイコー 研究レビュー

C359 ルテイン ルテイン

ルテインには網膜の黄斑色素量を補い、ブルーライト
などの光の刺激から眼を保護する機能があります。さ
らに、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）の改善
によって、眼の調子を整える機能があります。

株式会社てまひま堂 研究レビュー

C360 ナイトスリープ L-テアニン
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートします。また、一過性の作業
にともなうストレスをやわらげます。

パシフィック薬品株式会社 研究レビュー

C361 ヘルス　スイッチ　コレステロール
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
が含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる
機能があります。

株式会社協和 臨床試験

C362 茶の間の葛の花サポート
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含
まれるので、肥満気味な方の内臓脂肪（おなかの脂
肪）を減らすのを助ける機能があります。

株式会社宇治田原製茶場 臨床試験

C363 メモリーサポート
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、健常高齢者の認知機能の一部であ
る記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚
え、思い出す力）を維持することができます。

株式会社ウエルネスライフサイエンス 研究レビュー



C364 毎日くっきり　ルテイン　１００ｍｌ ルテイン
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、目の調子を整えます。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

C365 インシップ　いちょう葉エキス
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持する
ことができます。

株式会社インシップ 研究レビュー

C366
ベリエストＺ　のむＤＨＡ＋ＥＰＡ（ディーエイチエープラスイー
ピーエー）５００

EPA・DHA
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、判断力を維持する機
能があります。

株式会社ノーベル 研究レビュー

C367
のむＤＨＡ＋ＥＰＡ（ディーエイチエープラスイーピーエー）９０
０

EPA・DHA
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、判断力を維持する機
能があります。

株式会社ノーベル 研究レビュー

C368 いたわりみそ汁 γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）
γ-アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）には血圧が高めの方の血圧を
下げる機能があります。

株式会社永谷園 研究レビュー

C369 ギャバつゆ ＧＡＢＡ（ギャバ）
ＧＡＢＡ（ギャバ）には、血圧が高めの方の血圧を下げ
る機能があります。

ヤマモリ株式会社 研究レビュー

C370 べにふうき緑茶
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-
(3-O-メチル）ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

丸山製茶株式会社 研究レビュー

C371 べにふうき緑茶（国産）
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-
(3-O-メチル）ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

丸山製茶株式会社 研究レビュー

C372 お茶の力　べにふうき　ティーバッグ
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο-
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

株式会社市川園 研究レビュー

C373 コレステ対策
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
が含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる
機能があります。

株式会社ハーブ健康本舗 臨床試験

C374 プラス豆腐ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA GABAは血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社アサヒコ 研究レビュー

C375 テクノＨＭＢ（エイチエムビー）
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、筋
肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日
常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役
立つ機能があります。

株式会社テクノフーズ 研究レビュー

C376 Ｃ１０００　ＧＲＥＥＮ　ＬＥＭＯＮＡＤＥ（グリーンレモネード） クエン酸
クエン酸は、継続摂取により日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

C377 グッとナイト
ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリンは
睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立ちます。

株式会社健康家族 研究レビュー

C378 ヘルシア　茶カテキンの力　緑茶風味 茶カテキン
茶カテキンには、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機
能があります。

花王株式会社 研究レビュー



C379 ぐっナイト
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は眠りの質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。

フォーデイズ株式会社 研究レビュー

C380 べにふうき釜炒り茶ティーバッグ
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο-
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

株式会社製茶問屋山梨商店 研究レビュー

C381 フラバンジェノール
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
が含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる
機能があります。

富士フイルム株式会社 臨床試験

C382 ｇｏｏｄ　ｊｏｂ（グッジョブ） クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

株式会社エコファームみかた 研究レビュー

C383 健康イクラ DHA,EPA
樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）が
含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機
能があります。

井原水産株式会社 臨床試験

C384 フラボンゴールド
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持する
ことができます。

薬糧開発株式会社 研究レビュー

C385 プライムアップル！（ふじ） リンゴ由来プロシアニジン
リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機
能があります。

つがる弘前農業協同組合 研究レビュー

C386 ひざグッド サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

株式会社ディーエムジェイ 研究レビュー

C387 信州生まれのおいしいトマト（食塩無添加） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社ナガノトマト 研究レビュー

C388 ビフィズス菌チョコレート＜ミルク＞ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

C389 ファイバーケーキ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能があります。

株式会社コモ 研究レビュー

C390 ファイバーケーキチョコ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能があります。

株式会社コモ 研究レビュー

C391 特濃ミルク８．２　白桃 パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌のうるおい
を守るのを助ける機能があります。

味覚糖株式会社 研究レビュー

C392 記憶のきらめき
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、脳の血の巡りを改善し、認知機能の一部である
記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す
力）を維持する機能があります。

アロハージャパン株式会社 研究レビュー

C393 パインピア パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃しにくくする機能があります。

株式会社アトピーレスキュー 研究レビュー



C394 「届く強さの乳酸菌」ゼリー
「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri
CP2305）

「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ります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

C395 ロッテ　乳酸菌ショコラ
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

C396 ロッテ　乳酸菌ショコラビター
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

C397 ロッテ　乳酸菌ショコラボール
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

C398 ロッテ　乳酸菌ショコラ　アソートパック
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

C399 ヘルス　スイッチ　＜血糖値＞＜中性脂肪＞ 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪
を抑える機能が報告されています。また難消化性デキ
ストリン（食物繊維）には、便通を改善する機能があり
ます。

株式会社協和 研究レビュー

C400 歩くサプリ

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

ロイシン40％配合必須アミノ酸※は、脚の曲げ伸ばし
などの筋肉に負荷がかかる軽い運動との併用で、60代
以上の方の加齢によって衰える筋肉をつくる力をサ
ポートすることにより、歩行機能の改善に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー

C401 緑の習慣　ビフィズス菌 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

武田コンシューマーヘルスケア株式会
社

研究レビュー

C402 ヒザ潤滑源 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、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（スムーズな動き）をサポートします。

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

C403 サラダに！まめ 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

カネハツ食品株式会社 研究レビュー

C404 記憶サプリ
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、脳の認知機能の一部である記憶力
（見聞きしたことを思い出す力）を維持する機能があり
ます。

株式会社宇治田原製茶場 研究レビュー

C405 だいず水煮 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

カネハツ食品株式会社 研究レビュー

C406 ノンシュガーＧＡＢＡ（ギャバ）レモンのど飴 GABA
GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレ
スや疲労感を緩和する機能があります。

春日井製菓株式会社 研究レビュー

C407 無洗米ＧＡＢＡ（ギャバ）ライス γ-アミノ酪酸(GABA)
γ-アミノ酪酸(GABA)には血圧が高めな方に適した機
能があります。

幸南食糧株式会社 研究レビュー



C408 食後の血糖値が気になる方のタブレット（粒タイプ） サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食
後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

C409 ブルーベリーエキス粒 ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和させます。

株式会社健美舎 研究レビュー

C410 ＮＥＷ（ニュー）グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）を
サポートし、膝の不快感をやわらげます。

プロテインケミカル株式会社 研究レビュー

C411 セラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

三興物産株式会社 研究レビュー

C412 うるおい素肌ＥＸ（イーエックス） N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌
のうるおいに役立ちます。

株式会社ウエルネスライフサイエンス 研究レビュー

C413
ダイドーブレンド　スマートブレンド微糖　世界一のバリスタ
監修

難消化性デキストリン（食物繊維として）

難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事や軽
食から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の
血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がありま
す。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

C414 ヘルシア　クロロゲン酸の力　コーヒー風味 コーヒー豆由来クロロゲン酸類
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、高めの血圧を下
げる機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

C415 ヘルシア　クロロゲン酸の力　黒豆茶風味 コーヒー豆由来クロロゲン酸類
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、高めの血圧を下
げる機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

C416 富良野ラベンダーティーＲｅｌａｘ（リラックス） GABA
GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があります。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

C417 ＧＡＢＡ（ギャバ）もろみ酢 GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があります。

崎山 和章 研究レビュー

C418 ウィルキンソン　タンサン　エクストラ　レモン 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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します。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

C419 「アミール」やさしい発酵乳仕立て１０００ 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「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あります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

C420 有田みかん β-クリプトキサンチン
β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康に役立ちます。

ありだ農業協同組合 研究レビュー

C421 ＧＡＢＡ（ギャバ）ココア　１８０Ｇ GABA
GABAには事務的な作業による一時的・心理的なストレ
スを低減する機能があります。

名糖産業株式会社 研究レビュー

C422 ＨＭＢ　ｆｏｒ（エイチエムビー　フォー）シニア
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役
立つ機能があります

株式会社つうはん本舗 研究レビュー



C423 スーパーＣ．Ｃ．レモン クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活の疲労感を軽減
させます。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

C424 ＮａｔｕｒｅＳｈａｐｅ（ネイチャーシェイプ）１３５００ アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味の方の体
脂肪率や血中中性脂肪、BMIの低下、および体重やウ
エスト周囲径の減少を助ける機能があります

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

C425 メタプラス青汁 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収
を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇
を抑えます。また、便通を改善します。

東久漢方薬品株式会社 研究レビュー

C426 ボディファースト アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味な方の
体重や体脂肪、ウエスト周囲径および中性脂肪を減ら
すのを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社GT 研究レビュー

C427 ナチュラルケア　ヒハツ茶 ヒハツ由来ピペリン
ヒハツ由来ピペリンには、血圧低下により血圧が高め
の方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する機能があ
ります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

C428 澄みきるヒハツ茶 ヒハツ由来ピペリン
ヒハツ由来ピペリンには、血圧低下により血圧が高め
の方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する機能があ
ります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

C429 健康きらり　ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や事
務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機
能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

C430 ｅ－ｍａ（イーマ）のど飴　ＧＡＢＡ（ギャバ）　白桃 GABA
GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを
緩和する機能があります。

味覚糖株式会社 研究レビュー

C431 ヘルス　スイッチ　筋力 HMB（3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）

HMB（3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）には加齢によ
る筋肉の減少を軽減し、日常生活をスムーズに行うた
めに必要な筋肉量や筋力の維持、歩行能力の改善を
サポートする機能があります。

株式会社協和 研究レビュー

C432 快眠プラス L-テアニン

L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起きた時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニン
には、一過性の作業にともなうストレスをやわらげま
す。

株式会社新広社 研究レビュー

C433 記憶のとびら　サプリ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年の方の加齢に伴い
低下する認知機能の一部である記憶力（言葉や図形な
どを覚え、思い出す能力）を維持させます。

日水製薬医薬品販売株式会社 研究レビュー

C434 楽ひざ
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン サケ鼻
軟骨由来Ⅱ型コラーゲン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ
型コラーゲンにはひざ関節の動きをサポートし違和感
を和らげる機能があります。

株式会社ファンケル 臨床試験

C435 チチヤス健康サポートヨーグルト ビフィズス菌BB-12（B.lactis BB-12）
ビフィズス菌BB-12（B.lactis BB-12）は、生きて腸まで
届くことで腸内環境を改善し、便通を改善する機能が
あります。

チチヤス株式会社 研究レビュー

C436 サトウグルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和し
ます。

佐藤製薬株式会社 研究レビュー



C437 サロメグルコ グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和し
ます。

佐藤製薬株式会社 研究レビュー

C438
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
ドリンクタイプ　マスカット　１００ｇ

ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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ります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

C439 Ｂｉｆｉｒｉｇｏ（ビフィリゴ）１００００Ｐｌｕｓ（プラス） ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改
善します。（排便回数を増やします）

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

C440 ＨＭＢ（エイチエムビー）チャージ
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役
立つ機能があります。

株式会社佐藤園 研究レビュー

C441 ＹＵＵＫＩ（ユウキ）グルコサミン２０００ グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の動きの悩みを緩和
します。

ユウキ製薬株式会社 研究レビュー

C442 からだ十六茶
難消化性デキストリン（食物繊維として）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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
あります。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します。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

C443 からだ十六茶　６３０
難消化性デキストリン（食物繊維として）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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
あります。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します。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

C444 ウィルキンソン　タンサン　エクストラ　ドライ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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します。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

C445 からだ巡茶Ａｄｖａｎｃｅ（アドバンス）１Ｌ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

C446 ＧＡＢＡ（ギャバ）１００ ＧＡＢＡ
GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる
機能があることがあります。

株式会社てまひま堂 研究レビュー

C447 宮崎育ちのほうれんそう ルテイン
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）色素を増加させます。

株式会社ジェイエイフーズみやざき 研究レビュー

C448 おなかの脂肪が気になる方のタブレット（粒タイプ）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪
と皮下脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）を減ら
すのを助ける機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

C449 ファットケア　タブレット（粒タイプ）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪
と皮下脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）を減ら
すのを助ける機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー



C450 わたしケア体脂肪 アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体
脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI
値の改善に役立ちます。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

C451 ウィルキンソン　タンサン　エクストラ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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します。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

C452 ゆめみんプラス L-テアニン
L-テアニンには、夜間の睡眠の質を高めます（起床時
の疲労感や眠気を軽減）。

株式会社しまのや 研究レビュー

届出番号 商品名 関与成分 機能性の項目 届出者名 科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）

D1 ララ　ウォーク
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役
立つ機能があります。

株式会社キャネット 研究レビュー

D2 ＧＡＢＡ（ギャバ）　機能性表示食品 GABA（ギャバ）
GABA（ギャバ）には事務的作業に伴う一時的な精神的
ストレスを緩和する機能があります。

株式会社ユーグレナ 研究レビュー

D3 黒糖アーモンド　くつろぎＧＡＢＡ（ギャバ）仕立て GABA
GABAは勉強や仕事による一時的な精神的ストレスを
緩和する機能があります。

株式会社海邦商事 研究レビュー

D4 遊歩のチカラ
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役
立つ機能があります。

株式会社ラッシャーマン 研究レビュー

D5
ニッスイごま豆乳仕立てのみんなのみかたＤＨＡ（ディーエイ
チエー）

EPA・DHA

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させます。※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。

日本水産株式会社 研究レビュー

D6 プレスケ γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）は、血圧が高めの方の血圧を下
げる機能や、仕事や勉強などによる一過性の精神的ス
トレスを緩和する機能があります。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

D7 記憶プロ
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、GABA

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加齢によって低下した脳の血流を
改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見
聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持さ
せます。GABAには事務的作業による一時的な心理的
ストレスを緩和する機能があります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

D8 すっきり爽快どこでもファイバー 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン(食物繊維として)は、食後の血糖値の
上昇をおだやかにします。また、お通じがとどこおりがちな方
に対し便通改善機能を有します。

株式会社トキワ漢方製薬 研究レビュー

D9 ルテイン＆（アンド）ゼアキサンチン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量
を上昇させ、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、
ぼやけの解消によりはっきり見る力（コントラスト感度）
を改善する機能があります。

森下仁丹株式会社 研究レビュー



D10 アロエステロールドリンクヨーグルト
アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロ
アルタノール

アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノールには
肌の潤いを保つ機能があります。

森永乳業株式会社 臨床試験

D11 ナチュラルケア　タブレット（粒タイプ） ヒハツ由来ピペリン
ヒハツ由来ピペリンには、血圧が高めの方の血圧を改
善し、正常な血圧を維持する機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D12
中性脂肪やコレステロールが気になる方のタブレット（粒タイ
プ）

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、健康な方の中性脂肪
やLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能、HDL(善玉)コ
レステロールを上昇させる機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D13
コレス＆（アンド）ミドルケア　タブレット（粒タイプ）Ｗ（ダブ
ル）

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、健康な方の中性脂肪
やLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能、HDL(善玉)コ
レステロールを上昇させる機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D14 つづける生姜黒酢 GABA GABAは血圧が高めの方に適した機能があります。 養命酒製造株式会社 研究レビュー

D15 難消化性デキストリン入り玄米茶Ｒ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、お腹の調子を
整える機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

D16 イヌリン～中性脂肪が気になる方に～ イヌリン イヌリンは血中中性脂肪を下げます。 株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

D17 クルクミン＆ビサクロン　ドリンク クルクミン、ビサクロン
クルクミンとビサクロンには健康な人の肝機能を評価
する指標である酵素値の一部の改善に役立つ機能が
あります。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 臨床試験

D18 ＧＡＢＡ　Ｓｅｌｅｃｔ（ギャバセレクト） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

カゴメ株式会社 研究レビュー

D19 グルコケア　粉末スティック 難消化性デキストリン（食物繊維）
消化性デキストリン（食物繊維）には、糖の吸収を抑
え、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D20 グルコケア　粉末スティック　濃い茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
消化性デキストリン（食物繊維）には、糖の吸収を抑
え、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D21 ルナラボ　コエナ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

日本ルナ株式会社 研究レビュー

D22 ＨＭＢ　Ｄｒｉｎｋ（エイチエムビードリンク）レモン味
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、筋
肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日
常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役
立つ機能があります。

株式会社スマートヘルス 研究レビュー

D23 腸まで届ける　ナイスリムエッセンス　ラクトフェリン ラクトフェリン
ラクトフェリンは、内臓脂肪を減らすのを助け、高めの
BMIの改善に役立ちます。

ライオン株式会社 臨床試験

D24 ＨＭＢ　Ｄｒｉｎｋ（エイチエムビードリンク）アップル味
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、筋
肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日
常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役
立つ機能があります。

株式会社スマートヘルス 研究レビュー



D25 ＨＭＢ　Ｄｒｉｎｋ（エイチエムビードリンク）ブルーベリー味
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、筋
肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日
常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役
立つ機能があります。

株式会社スマートヘルス 研究レビュー

D26 お肌の潤いサプリ 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、
背中、足の甲）の肌の潤いを逃しにくくする機能があり
ます。

株式会社銀座・トマト 研究レビュー

D27 血圧サポートＧＡＢＡ（ギャバ）国産十六穀米 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げるのをサ
ポートする機能があります。

株式会社種商 研究レビュー

D28 ８０２０（はちまるにいまる）ヨーグルト
ラムノーザス菌Ｌ８０２０株（ラクトバチルス
ラムノーザスＫＯ３株）

ラムノーザス菌Ｌ８０２０株（ラクトバチルス　ラムノーザ
スＫＯ３株）には口腔内環境を良好に保つ働きを助ける
機能があります。

四国乳業株式会社 臨床試験

D29 Ｎ－アセチルグルコサミン顆粒　ピンクグレープフルーツ N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌
のうるおいに役立ちます。

株式会社NI PI KI 研究レビュー

D30 ＡＦＲＩＣＡＮ　ＭＡＮＧＯ（アフリカンマンゴ） アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方の
体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのＢ
ＭＩ値の改善に役立

株式会社天真堂 研究レビュー

D31 ヤクルトのおつとめＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには、オフィスワークに伴う一時的な精神的スト
レスや疲労感を緩和する機能があります。

ヤクルトヘルスフーズ株式会社 研究レビュー

D32 黒酢飲料　ゆず味 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

D33 ＧＯＬＤＡＹ（ゴールデイ） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

日水製薬医薬品販売株式会社 研究レビュー

D34 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）ラブレα（アルファ）プレーン ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)
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します。

カゴメ株式会社 研究レビュー

D35 骨の健康サポート 大豆イソフラボン 骨の成分の維持に役立つ機能があります。 株式会社自然舘 研究レビュー

D36 起床サポート L-テアニン
L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減させま
す。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうス
トレスをやわらげます。

株式会社自然舘 研究レビュー

D37 健康体　ヘスペリジン モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体
温）を維持する機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

D38 ヘスペリジンＺ モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温
が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体
温）を保つ機能があります。

株式会社三昧生活 研究レビュー

D39 リセットレモンキャンディ クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減させます。

味覚糖株式会社 研究レビュー



D40 みまもる ルテイン
ルテインには目の黄斑色素を補う働きがあり、コントラ
スト感度（色の濃淡を判別する力）を改善させます。

株式会社オーガランド 研究レビュー

D41 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持させます。

三生医薬株式会社 研究レビュー

D42 メタ－プラス　アフリカマンゴノキゴールド アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味（肥満1
度）な方の、体重（BMI）や体脂肪やウエスト周囲径およ
び血中中性脂肪を減らすのを助けます。

株式会社メタボリック 研究レビュー

D43 リセットレモンタブレット クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減させます。

味覚糖株式会社 研究レビュー

D44 ま～るい形のねぎとろ丼用（たれ付） DHA、EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 マルハニチロ株式会社 研究レビュー

D45 イチョウでＧＯＯ！（グー）
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持させます。

株式会社バイオ・サプリ 研究レビュー

D46 えんきん　ａ
ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-
グルコシド・DHA

ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・
DHAは手元のピント調節機能を助けると共に、目の使
用による一時的な肩・首筋への負担を和らげます。ま
た、ルテインは光の刺激から目を保護するとされる黄
斑部の色素を増やすことや、コントラスト感度が改善し
ます（ぼやけの緩和によりはっきりと見る力を助ける）。

株式会社ファンケル 臨床試験

D47 α（アルファ）の輝 ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。

α（アルファ）の輝 研究レビュー

D48 美食家の知恵　プレーン イヌリン

イヌリンは血中中性脂肪を下げること、食後の血糖値
の上昇をゆるやかにします。さらに、イヌリンは善玉菌
として知られているビフィズス菌を増やすことで、お腹
の調子を整えます。

美食家の知恵　プレーン 研究レビュー

D49 ギンコロンプレミアム
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

ギンコロンプレミアム 研究レビュー

D50 チョコラＢＢ（ビービー）リッチ・セラミド 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿
力）を高めます。

チョコラＢＢ（ビービー）リッチ・セラミド 研究レビュー

D51 ＧＡＢＡ（ギャバ）ケール GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

ＧＡＢＡ（ギャバ）ケール 研究レビュー

D52 ウエイトン　葛の花
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

ウエイトン　葛の花 研究レビュー



D53 ｎｏｉ　ノイ　モノグルコシルヘスペリジン モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時に、低下した末端部分（手指）の血流を回復さ
せ、末端部分（手指）の温度を保つ機能があります。

ｎｏｉ　ノイ　モノグルコシルヘスペリジン 研究レビュー

D54
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
生乳仕立てプレーン　１００ｇ

ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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ります。

恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ
（エスピー）株ヨーグルト　生乳仕立て
プレーン　１００ｇ

研究レビュー

D55 血圧が高めの方のサプリメントＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

血圧が高めの方のサプリメントＧＡＢＡ
（ギャバ）

研究レビュー

D56 アラプラス　糖ダウン　リッチ 5-アミノレブリン酸リン酸塩（ALA）
ALAは高めの空腹時血糖値を正常に近づけることをサ
ポートし、食後血糖値の上昇を穏やかにします。

ＳＢＩアラプロモ株式会社 研究レビュー

D57 尿酸サポート アンペロプシン・キトサン
アンペロプシン・キトサンには尿酸値が高め（尿酸値6.0～
7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社ファンケル 臨床試験

D58 メイス　ビオラクティ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通・お通じを
改善します

ハリウッド株式会社 研究レビュー

D59 うるおい宣言セラミドプラス　マンゴー味 こんにゃく由来グルコシルセラミド
こんにゃく由来グルコシルセラミドには、肌から水分を
逃がしにくくする機能があります。

株式会社愛しとーと 研究レビュー

D60 うるおい宣言セラミドプラスα　マンゴー味 こんにゃく由来グルコシルセラミド
こんにゃく由来グルコシルセラミドには、肌のうるおいを
守る(水分を逃がしにくくする)機能があります。

株式会社愛しとーと 研究レビュー

D61 血圧サポート GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社自然舘 研究レビュー

D62 養命酒製造　甘酒 パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

養命酒製造株式会社 研究レビュー

D63 花摘青汁＋ＧＡＢＡ（プラスギャバ）
GABA、葛の花由来イソフラボン（テクトリ
ゲニン類として）

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。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）を減らすのを助ける機能があります。

株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 研究レビュー

D64 ひなとま　ＧＡＢＡ（ギャバ）ミディとまと（フルティカ） ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能が
あります。

Tファームいしい株式会社 研究レビュー

D65 アルークＨＭＢ（エイチエムビー）
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役
立つ機能があります。

ワダカルシウム製薬株式会社 研究レビュー

D66 Ｎ（エヌ）－アセチルグルコサミンＺ（ゼット） Ｎ－アセチルグルコサミン

Ｎ－アセチルグルコサミンには関節軟骨成分の分解を
抑えることで関節軟骨（※）の維持に役立つ機能があり
ます。※関節軟骨は膝・股・肘・足首・手指などの関節
に存在します。

キューサイ株式会社 臨床試験

D67 パパフレ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪の
吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能
があります。

株式会社はぐくみプラス 研究レビュー



D68 ＧＡＢＡ　ＤＯＵＢＬＥ（ギャバダブル）３７００ GABA
GABAには、デスクワークによる仕事の疲労感を軽減
する機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能が
あります。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

D69 健康きらり　ブルーベリー ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソ
コン等を長時間使用することによって低下するピント調
節力を維持することで、スマートフォンやパソコン等を
使用することによる目の疲労感の緩和に役立つ機能が
あります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

D70 関節源 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）を
サポートし、膝の不快感をやわらげます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

D71 げんび
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社ボーテサンテラボラトリーズ 研究レビュー

D72 アルケルトＥＸ（イーエックス）
３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート
（HMB）

３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自
立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の
維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役
立つ機能があります。

株式会社シーナコーポレーション 研究レビュー

D73 ファイテン　ヒザシャキ 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには、関節の柔軟性、可動性を
サポートします。

ファイテン株式会社 研究レビュー

D74 ファイテン　シボヘリーナ アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方の
体重・体脂肪・ウエストサイズの緩やかな減少をサポー
トします。

ファイテン株式会社 研究レビュー

D75 ネルノダ GABA
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の向上に役立つ機能があります。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

D76 ＧＯＯＤ　Ｎｉｇｈｔ（グッドナイト）　２７０００　Ｐｌｕｓ（プラス） L-テアニン、GABA

L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートすることや、またGABAには、
仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を
緩和する機能があります。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

D77 大人の胚芽ブレッド 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能のあります。

フジパン株式会社 研究レビュー

D78 大人のレーズンブレッド 難消化性デキストリン(食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能のあります。

フジパン株式会社 研究レビュー

D79 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）毎日飲む野菜 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

カゴメ株式会社 研究レビュー

D80 ビルベリープレミアム ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

D81 リラックスＧＡＢＡ（ギャバ）国産十六穀米 GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を低減する機能があります。

株式会社種商 研究レビュー



D82 Ｎ（エヌ）－アセチルグルコサミン N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節
の悩みを改善します。

UMIウェルネス株式会社 研究レビュー

D83 日ノ茜ＰＬＵＳ（ひのあかねプラス）スティック２０Ｐ エピガロカテキンガレート（EGCG） EGCG は、食後血糖値の上昇を緩やかにします。 日本製紙株式会社 研究レビュー

D84 黒酢希釈用飲料 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

株式会社メロディアンハーモニーファ
イン

研究レビュー

D85 グルコサミン健脚粒 グルコサミン塩酸塩

グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和し
ます。また、グルコサミン塩酸塩は運動や歩行などに
おける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟
骨を維持します。

株式会社ディーエムジェイ 研究レビュー

D86 ＳＡＬＡ　ＣＨＯＣＯ（サラチョコ）

サラシア由来サラシノール ※サラシア由
来サラシノールとは、サラシアエキス（サラ
シア属植物熱水抽出物）に含まれるサラシ
ノールを指す。

株式会社サロンドロワイヤル 研究レビュー

D87 糖脂ケア ターミナリアベリリカ由来没食子酸
サラシア由来サラシノールには糖質の吸収をおだやかにし、
食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。

株式会社全日本通販 研究レビュー

D88 極　赤汁 硝酸塩（硝酸イオンとして）
硝酸塩は、水に溶けると硝酸イオンとなり、硝酸イオン
には、血圧（拡張期血圧）を下げる機能があります。

レッドファーム株式会社 研究レビュー

D89 モイストバリアＷ
アスタキサンチン パイナップル由来グルコ
シルセラミド

アスタキサンチンは、肌のうるおいを保ち、乾燥を和ら
げる機能があります。パイナップル由来グルコシルセラ
ミドは、肌の水分を逃がしにくくする機能があります。

株式会社ファンケル 研究レビュー

D90 ｇｇ　ＭＥＧＵＲＵ（ジージー　メグル） モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した
末梢血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温度の低
下を軽減する機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D91 「カルピス健康通販　ラクトウェル」 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には、末梢の血管の抵
抗を下げることにより、血圧を低下させる機能がありま
す。

アサヒカルピスウェルネス株式会社 研究レビュー

D92 健骨計画 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があり
ます。

三生医薬株式会社 研究レビュー

D93
ＮＩＳＳＡＮ　ＧＥＮＩＥ（ニッサン　ジェニー）　ホスファチジルセ
リン（ＰＳ（ピーエス））

大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

日油株式会社 研究レビュー

D94 銚子のおちょうしサバ DHA・EPA
DHA・EPAには血液中の中性脂肪値を下げる機能があ
ります。

特定非営利活動法人ちょうしがよくな
るくらぶ

研究レビュー

D95 ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピーエー）オメガ DHA・EPA

DHAには中高年の認知機能の一部である、数に関す
る情報の記憶をサポートする機能があることが報告さ
れています。また、DHA・EPA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。

株式会社ティー・マーク 研究レビュー

D96 血圧対策 γ-アミノ酪酸
γ-アミノ酪酸には血圧が高めの方に適した機能があ
ります。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー



D97 イヌリン　～おいしいレシピ～　おなかの調子を整える イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えます。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

D98 ターミナリアベリリカタブレットＲ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇をおだやか
にする機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

D99 ラクトフェリンＳ ラクトフェリン

ラクトフェリンには、お通じがとどこおりがちで、かつ睡
眠の質が気になる方に対し、硬めの便の状態をなめら
かにする機能と、起床時の眠気や疲労感を軽減する機
能があります。

サンスター株式会社 臨床試験

D100
ＰＯＭ（ポン）　アシタノカラダ　河内晩柑（かわちばんかん）
ジュース

オーラプテン
オーラプテンには、中高年の方の、認知機能の一部で
ある記憶力（言葉を記憶し、思い出す力）を維持する機
能があります。

株式会社えひめ飲料 臨床試験

D101 黒酢希釈用飲料　りんご味 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります

メロディアン株式会社 研究レビュー

D102 ＬＫＭ（エルケイエム）５１２ヨーグルト１００ｇ
ビフィズス菌LKM512(Bifidobacterium
animalis subsp. lactis )

ビフィズス菌 LKM512は、生きて腸まで届き腸内で増え
ることで腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する機
能があります。

協同乳業株式会社 研究レビュー

D103 キトサンタブレットＴ キトサン
キトサンには、コレステロールの吸収を抑え、悪玉
（LDL）コレステロールや総コレステロールを低下させる
機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

D104 島の太陽と潮風で育った青汁 ボタンボウフウ由来クロロゲン酸
ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血
糖値を抑える機能があります。

株式会社喜界島薬草農園 研究レビュー

D105 ＲｅＳＥ（リセ）
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪
と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機
能があります。

オハヨー乳業株式会社 研究レビュー

D106 ＲｅＳＥ（リセ）のむヨーグルト
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪
と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機
能があります。

オハヨー乳業株式会社 研究レビュー

D107 紀南みかん β－クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立ちます。

紀南農業協同組合 研究レビュー

D108 「届く強さの乳酸菌」Ｗ（ダブル）
「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri
CP2305）

「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ります。「プレミアガセリ菌
CP2305」（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に
役立つ機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D109 ヘルシア　プロシアニジン　ポリフェノールの力
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
には、LDL（悪玉）コレステロールを下げる機能がありま
す。

花王株式会社 研究レビュー



D110 サントリー　オメガエイド ＤＨＡ、ＥＰＡ、ＡＲＡ（アラキドン酸）

ＤＨＡ、ＥＰＡ、ＡＲＡ（アラキドン酸）の３成分の組み合わ
せには、健康な高年齢者において、認知機能の一部で
ある注意機能（重要な物事に素早く気づけることや、複
数の物事に注意を払えること）の維持に役立ち、また、
前向きな気分（頭がさえわたること、生き生きすること、
積極的な気分でいること、活気がわいてくることなど）を
維持する機能があることが報告されています。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

D111 ダイエットのみかた アフリカマンゴノキ由来エラグ酸

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、太り気味（肥満１
度：BMI 25～30未満）の方の体脂肪や血中中性脂肪を
低下させ、体重やウエストサイズを減少させる機能が
報告されています。

株式会社リフレ 研究レビュー

D112 Ｌｏｖｅｔ（ラヴェット） ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後に上がる中性脂肪
や血糖値をおだやかにする機能が報告されています。

ピルボックスジャパン株式会社 研究レビュー

D113 えがお　良眠サポート L-テアニン
L-テアニンは目覚めたときの疲労感や眠気を軽減する
といった夜間の良質な眠りをもたらすことが報告されて
います。

株式会社えがお 研究レビュー

D114 おなかのパートナー ビフィズス菌BB536
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。

ラクトライフ株式会社 研究レビュー

D115 ＧＡＢＡ（ギャバ）クロクロ GABA
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。

フジッコ株式会社 研究レビュー

D116 サキナ　ローズヒップ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があることが報告されています。

株式会社フヨウサキナ 研究レビュー

D117 体脂肪マネージメント アフリカマンゴノキ由来エラグ酸

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方の
体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めの
BMI値の改善とウエスト周囲径の減少につながること
が報告されています。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

D118 爽健Ｂｉ水（そうけんびすい） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能があることが報告されています。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

D119 ｐｕｌｕｏ（プルオ） ヒアルロン酸Na
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

株式会社アビストＨ＆Ｆ 研究レビュー

D120 国産グルコサミン
グルコサミン塩酸塩、サケ軟骨由来コンド
ロイチン硫酸、ヒアルロン酸Na

グルコサミン塩酸塩、サケ軟骨由来コンドロイチン硫
酸、ヒアルロン酸Naには、ひざ関節の違和感を緩和す
ることで、ひざの曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能
があります。

八幡物産株式会社 臨床試験

D121 テーブルラボ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪の
吸収を抑えて、食後に上がる中性脂肪を抑える機能が
あります。

日水製薬医薬品販売株式会社 臨床試験

D122 ＩＮＮＥＲ（インナー）　Ｈｅａｔ（ヒート）　３３０００ モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冬期や冷房などで気
温の低い時に血流（末梢血流）を維持する機能があり、
体温（手足）を保つ機能があります。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

D123 糖調唐辛子 ルテオリン
ルテオリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があ
る

Wismettacフーズ株式会社 研究レビュー



D124 うるるんクロワッサン N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌
のうるおいに役立ちます。

株式会社コモ 研究レビュー

D125 エクサスリムファイバープラス イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は血糖値のあがり
やすい方の食後の血糖値の上昇をおだやかにする機
能があります。また、おなかの調子を整える機能があり
ます。

株式会社グローバル伸和製薬 研究レビュー

D126 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　クリルオイルプラス クリルオイル由来EPA・DHA
クリルオイル由来EPA・DHAには、靴下をはいたり脱い
だりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。

三生医薬株式会社 臨床試験

D127 金の菊芋 イヌリン
イヌリンには、食後の血糖値の上昇を抑える機能があ
ります。

株式会社グランデ 研究レビュー

D128 黒酢はちみつ クエン酸
クエン酸は毎日の飲用により、日常生活の疲労感を軽
減します。

アピ株式会社 研究レビュー

D129 ビルベリープレミアムプラス ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時
的な首・肩の負担を軽減します。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

D130 養命酒製造　黒豆黒酢 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後の
血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。

養命酒製造株式会社 研究レビュー

D131 エーコープ緑茶ｐｌｕｓ（プラス） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能が
あります。

全国農業協同組合連合会 研究レビュー

D132 健果青汁（すこやかあおじる） ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 研究レビュー

D133
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜ミルク＞ちょ
い食べパック

γ‐アミノ酪酸
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ります

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D134 おいしいにんじん　機能性表示食品 モノグルコシルへスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体
温）を保つ機能があります。

株式会社ユーグレナ 研究レビュー

D135 Ｂｅｅ　ａｃｔｉｖｅ（ビーアクティブ）黒酢はちみつ クエン酸
クエン酸は継続的な摂取により、日常生活の疲労感や
運動後の一時的な疲労感を軽減させます。

アピ株式会社 研究レビュー

D136 日ノ茜ＰＬＵＳ（ひのあかねプラス）ティーバッグ２０Ｐ エピガロカテキンガレート（EGCG) EGCG は、食後血糖値の上昇を緩やかにします。 日本製紙株式会社 研究レビュー

D137 クルクミン＆ビサクロン クルクミン、ビサクロン
クルクミンとビサクロンは、健康な人の肝機能を評価す
る指標である酵素値の一部の改善に役立つ機能があ
ります。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

D138 セラミドゼリー パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

株式会社エースベーカリー 研究レビュー

D139 マイニチケア　血圧が高めの方のミントタブレット モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧
を下げる機能があります。

株式会社ロッテ 研究レビュー



D140 幸せの玄うどん 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食後血糖値の上
昇を抑制する機能があります。また、おなかの調子を
整えます。

株式会社フラット・フィールド・オペレー
ションズ

研究レビュー

D141 ひとみにルテイン ルテイン、ゼアキサンチン
ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度の増
加によりブルーライトなどの光の刺激から目を守る機
能や、コントラスト感度の低下（ぼやけ）を改善します。

株式会社スマイル・ジャパン 研究レビュー

D142 シボヘールＧＯＬＤ（ゴールド） アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味の方の体
脂肪や体重、中性脂肪およびウエスト周囲径を減らす
のを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

D143 腸ごきげん ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

株式会社三昧生活 研究レビュー

D144 Ｃｅｒａｍｉｄｅ＋ＧＡＢＡ（セラミドプラスギャバ）
パイナップル由来グルコシルセラミド
GABA

パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があることがあります。
GABAには、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレ
スを緩和します。

株式会社天真堂 研究レビュー

D145 オプティエイドＭＬ　ＭＡＣＵＬＡＲ（エムエル　マキュラ） ルテイン
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）
を改善します。

わかもと製薬株式会社 研究レビュー

D146 Ｃｅｒａｍｉｄｅ＋Ｂｉｆｉｄｕｓ（セラミドプラスビフィダス）
パイナップル由来グルコシルセラミド、ビ
フィズス菌BB536

パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。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
る機能があります。

株式会社天真堂 研究レビュー

D147 骨の健康　大豆イソフラボンの力 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能
があります。

株式会社シーナコーポレーション 研究レビュー

D148 ルリビオ　コレナイト L-テアニン
L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減させま
す。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうス
トレスをやわらげます。

株式会社聖凰 研究レビュー

D149 おいしいコラーゲンドリンク＜ピーチ味＞ コラーゲンペプチド

コラーゲンペプチドを含みますので、肌の水分を逃しに
くくし、潤いを守るのを助ける機能があります。また、膝
関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする
機能があります。

森永製菓株式会社 臨床試験

D150 薬日本堂　イヌリン イヌリン
イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは
食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。

薬日本堂株式会社 研究レビュー

D151 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。
また、GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ス
トレスを緩和する機能があります。

名古屋製酪株式会社 研究レビュー

D152 ラクゼット 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサ
ポートします。

クレス薬品株式会社 研究レビュー

D153 グルコサミン１６００ グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はひざ関節の可動域の改善、ひざ
関節の違和感を軽減します。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー



D154 リ・ティーン 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

岩谷産業株式会社 研究レビュー

D155 中性脂肪サポート モノグルコシルヘスペリジン
中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリ
ジンは、中性脂肪が高めの方の健康に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー

D156 シュワーベギンコ　イチョウ葉エキスａ
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

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、健常な高齢者の加齢によって低
下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶
力（言葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力）を維
持する機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

D157 健康きらり　ブルーベリー＆（アンド）ルテイン ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンにはスマートフォンやパ
ソコン等の使用により低下するピント調節力を改善する
ことでスマートフォンやパソコン等を使用することによる
目の疲労感の緩和に役立つ機能が、ルテインにはブ
ルーライトなどの光の刺激から目を保護するとされる
網膜の黄斑色素を補う機能や、コントラスト感度（かす
みやぼやけの解消により物をくっきり見る力）を改善す
る機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

D158 ラフマさん。
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

D159 ９枚　ギャバプラス　ウエハース ＧＡＢＡ ＧＡＢＡには血圧が高めの方に適した機能があります。 ハマダコンフェクト株式会社 研究レビュー

D160 杜仲源ＧＸ（ジーエックス） 杜仲葉由来ゲニポシド酸
杜仲葉由来ゲニポシド酸には高めの血圧を改善し、健
康な血圧を維持する機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

D161 特濃ミルク８．２　紅茶 GABA
GABAは、仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
を軽減すること、すっきりとした目覚めを促す機能があ
ります。

味覚糖株式会社 研究レビュー

D162 塩ぬき屋　食塩不使用　中華ドレッシング GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社ノルト 研究レビュー

D163 キックＵＣーⅡ（ユーシーツー） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざの関節の柔軟性、可動
性をサポートします。

株式会社生き生き創健館 研究レビュー

D164 イージータブレット　ターミナリア　ダブル ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

D165 視生活ブルーベリー ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソ
コン等の使用により低下するピント調節力を維持するこ
とで、スマートフォンやパソコン等を使用することによる
眼の疲労感を緩和する機能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

D166 自然に感謝ＤＨＡ（ディーエイチエー）極 DHA・EPA
DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能がありま
す。

ジャパンメディック株式会社 研究レビュー

D167 血圧ＧＡＢＡ（ギャバ）粒 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社全日本通教 研究レビュー



D168 伊右衛門プラスａコレステロール対策
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がありま
す。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

D169 伊右衛門プラスコレステロール対策
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がありま
す。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

D170 伊右衛門プラス３５０コレステロール対策
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がありま
す。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

D171 リファイン　動き軽やかサポート 乳由来スフィンゴミエリン

健常な方がウォーキングなどの運動と併用すると、足
の筋肉への神経伝達を助けるので、加齢によって衰え
る足の動き(踏み出す、止まるなど)をサポートして、歩
行能力の維持に役立ちます。

花王株式会社 臨床試験

D172 黒酢飲料＜希釈用＞りんご味 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

D173 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ビフィズス菌Ｓ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

D174 ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イーピーエー） DHA・EPA
DHAには中高年の認知機能の一部である、数に関す
る情報の記憶をサポートする機能があります。DHA・
EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。

マルハニチロ株式会社 研究レビュー

D175 だし香るごまあえの素４９ｇ GABA
ABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社真誠 研究レビュー

D176 ハナエール乳酸菌 「L-92乳酸菌」（L. acidophilus L-92）
「L-92乳酸菌」は、ホコリやハウスダストなどによる鼻
の不快感を軽減します。

アサヒカルピスウェルネス株式会社 研究レビュー

D177 ネルノダ　粒タイプ GABA
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の向上に役立つ機能があります。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

D178 ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イーピーエー）プラス ＤＨＡ・ＥＰＡ

ＤＨＡには、加齢とともに低下する認知機能の一部であ
る、日常生活における数に関する情報の記憶と、数や
ことばに関する情報を判断し読解する力をサポートす
る機能があります。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
ります。

株式会社はぴねすくらぶ 研究レビュー

D179 アスタブライトＥＸ（イーエックス） アスタキサンチン
アスタキサンチンは、一時的な眼の疲労感を軽減しま
す。

ナチュラス株式会社 研究レビュー

D180 まぐろのチカラ粒
DHA（ドコサヘキサエン酸）・EPA（エイコサ
ペンタエン酸）

DHA・EPAには血中の中性脂肪の値を低下させる機能
があります。

株式会社健康増進 研究レビュー

D181 酔わないウメッシュ クエン酸
クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽
減します。

チョーヤ梅酒株式会社 研究レビュー

D182 サラシアスマートゼリー サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇をゆ
るやかにする機能があります。

赤穂化成株式会社 研究レビュー

D183 香る薔薇のど飴 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMI値が高めな
方の体脂肪及び体重の減少を促す機能があります。

味覚糖株式会社 研究レビュー



D184 ちょう！スッキリサラシアゼリー サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇をゆ
るやかにする機能があります。

赤穂化成株式会社 研究レビュー

D185 ルナラボ　エニローズ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
おなかについた体脂肪を減らす機能があります。

日本ルナ株式会社 研究レビュー

D186
えがお　ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエー　アンド　イーピー
エー）

DHA、EPA

DHA は、年齢とともに低下する認知機能の一部である
判断力（情報を適切に判断する力）や記憶力（数字を
覚える力）を維持する機能があります。DHA・EPA は血
中中性脂肪を低下させる機能があります。

株式会社えがお 研究レビュー

D187 えがお　歩行力サポート
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社えがお 研究レビュー

D188 ウエスト気になる アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体
脂肪、中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサ
ポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D189 健脳ヘルプ クルクミン

クルクミンは、年齢とともに低下する認知機能の一部で
ある記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、
思い出す力）や注意力（注意を持続させて、一つの行
動を続ける力）を維持する機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

D190 ＧＡＢＡ（ギャバ）でリラックス　りんご酢 ＧＡＢＡ（ギャバ）
ＧＡＢＡ（ギャバ）には仕事や勉強による一時的な精神
的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。

ヤマモリ株式会社 研究レビュー

D191 ロコモア
グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、
ケルセチン配糖体、アンセリン

グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン
配糖体、アンセリンの4成分の組み合わせは、ひざ関
節と脚の筋肉に働きかけ、加齢により衰えるひざ関節
機能を維持すること、歩行機能の一部である日常生活
における歩く速さを維持します。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

D192 えがお　健康黒酢 酢酸
酢酸には、肥満気味で内臓脂肪が気になる方の内臓
脂肪を減少させる機能があります。

株式会社えがお 研究レビュー

D193 ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）のＰＳ（ピーエス） 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー

D194 ピント一番　ゴールド ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンには目のピント調節機能
をサポートし、目の疲労感を軽減する機能があります。

ティーライフ株式会社 研究レビュー

D195 オリーブのちから オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

東洋カプセル株式会社 研究レビュー

D196
Ｄｏｌｅ　Ｈａｎｄｙ　Ｃｈａｒｇｅ　Ｂｅｒｒｙ　Ｍｉｘ　（ドール　ハンディ
チャージ　ベリーミックス）　１８０ｇ

ルテイン
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、目の調子を整えます。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー



D197
Ｄｏｌｅ　Ｈａｎｄｙ　Ｃｈａｒｇｅ　Ｌｅｍｏｎ　Ｍｉｘ　（ドール　ハンディ
チャージ　レモンミックス）　１８０ｇ

GABA
GABAには、デスクワークによる一時的な精神的ストレ
スや、疲労感を緩和する機能があります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

D198 ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）の黒酢 酢酸
酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪（内臓脂
肪）を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機
能があります。

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー

D199 イソフラボーノ 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社三昧生活 研究レビュー

D200 タテ型　だしの旨みで減塩　鶏かき玉うどん GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 エースコック株式会社 研究レビュー

D201 タテ型　だしの旨みで減塩　鶏南蛮そば GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 エースコック株式会社 研究レビュー

D202
はぴねすくらぶ　ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イーピー
エー）プラス

DHA・EPA

ＤＨＡには、加齢とともに低下する認知機能の一部であ
る、日常生活における数に関する情報の記憶をサポー
トする機能があります。ＤＨＡ・ＥＰＡには、中性脂肪を
低下させる機能があります。

株式会社はぴねすくらぶ 研究レビュー

D203 自然に感謝海からの恵み極 DHA・EPA

DHAには、中高年の認知機能の一部である、数・こと
ば・図形の情報の記憶をサポートする機能がありま
す。DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があり
ます。

ジャパンメディック株式会社 研究レビュー

D204 おやすみナイト
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。

株式会社全日本通販 研究レビュー

D205 アサヒスタイルバランス完熟パインサワーテイスト パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを
守るのを助ける機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

D206 幸せの健康ご飯 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食後血糖値の上
昇を抑制する機能があります。また、おなかの調子を
整えます。

株式会社フラット・フィールド・オペレー
ションズ

研究レビュー

D207 ベネトロン２５プラス
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立つちます。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

D208 ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）あったかケア＜ミルク＞ モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した
末梢（指先）血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温
度の低下を軽減する機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D209 北の大地の夢しずく
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。

株式会社北の達人コーポレーション 研究レビュー

D210 ビフィ・乳のおかげ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整えます。

株式会社パールエース 研究レビュー

D211 藏光農園ゆらわせみかん β－クリプトキサンチン
β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることに
より骨の健康維持に役立ちます。

藏光俊輔 研究レビュー

D212 森隆みかん β－クリプトキサンチン
β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることに
より骨の健康維持に役立ちます。

森幹也 研究レビュー



D213 食事と一緒に十六茶　粉末 難消化性デキストリン（食物繊維として）

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
の中性脂肪値の上昇をおだやかにします。また、食後
の血糖値の上昇をおだやかにします。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

D214 瀧本農園温州みかん β－クリプトキサンチン
β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることに
より骨の健康維持に役立ちます。

瀧本　雅史 研究レビュー

D215 ルテイン　アイズ ルテイン
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）
を改善します。

株式会社はぴねすくらぶ 研究レビュー

D216 ピントプラスＶ ビルベリー由来アントシアニン、GABA
ビルベリー由来アントシアニンは、ピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。GABAは、仕事や
勉強などによる一過性の疲労感を緩和します。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

D217
Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐａｒｔｎｅｒ　ＧＡＢＡ　ＣＡＦＥＬＡＴＴＥ　（オフィスパート
ナー　ギャバ　カフェラテ）　２００ｇ

GABA
GABAには、デスクワークによる一時的な精神的ストレ
スや、疲労感を緩和する機能があります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

D218
Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐａｒｔｎｅｒ　ＧＡＢＡ　ＣＯＣＯＡ　（オフィスパートナー
ギャバ　ココア）　２００ｇ

GABA
GABAには、デスクワークによる一時的な精神的ストレ
スや、疲労感を緩和する機能があります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

D219 アカポリ糖ケア アカシア樹皮由来プロアントシアニジン

アカシア樹皮由来プロアントシアニジンには、血糖値が
高め、あるいは血糖値が高くなりやすい方の糖の吸収
を抑える機能があり、食後血糖値の上昇を穏やかにす
る機能があります。

株式会社ｍｉｍｏｚａｘ 臨床試験

D220 ピントプラスＧＯＬＤ（ゴールド） ビルベリー由来アントシアニン、GABA

ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節機能を
サポートする事、目の疲労感を緩和する事、目の使用
による首･肩の負担を軽減する機能があります。GABA
は、仕事や勉強などによる一過性の疲労感を緩和しま
す。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

D221 ルテオリン　尿酸ダウン ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5㎎/dL超～7.0㎎/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社ディーエイチシー 臨床試験

D222 Ｌａｄｙ　Ｂｏｒｄｅｎ　Ｌｉｆｅ（レディーボーデン　ライフ）＜バニラ＞ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後の
血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑えます。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D223 蒼楽 難消化性デキストリン(食物繊維)
難消化性デキストリン(食物繊維)は食後の血糖値の上
昇をおだやかにする機能があります。また、食後の中
性脂肪の上昇をおだやかにする機能もあります。

しまね有機ファーム株式会社 研究レビュー

D224 小粒大豆もやし 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨成分の維持に役立つ機能が
あります。

富士食品工業株式会社 研究レビュー

D225 ルテインゴールド ルテイン
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）
を改善します。

エコアライブ株式会社 研究レビュー



D226 善玉菌のチカラＥＸ（イーエックス）
クレモリス菌FC株（L.lactis subsp.
cremoris FC） ビフィズス菌BB536

クレモリス菌FC 株（L.lactis subsp. Cremoris FC）はお
通じを改善する機能が、ビフィズス菌BB536 は腸内環
境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。

フジッコ株式会社 研究レビュー

D227 ＮＥＯ（ネオ）スパイス　ブラックジンジャー
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすく
する機能があります。

ヱスビー食品株式会社 研究レビュー

D228 フラットケア
トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリ
ン）

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）を下げる機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

D229 のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）　甘くない　レモン＆ライム 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中
性脂肪の上昇を抑える機能があります。

サントリースピリッツ株式会社 研究レビュー

D230 のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）　甘くない　オレンジ＆ライム 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中
性脂肪の上昇を抑える機能があります。

サントリースピリッツ株式会社 研究レビュー

D231 Ｂｒｉｏ　Ｍｅｍｏｒｙ（ブリオ　メモリ） ＤＨＡ
ＤＨＡには、中高年の方の加齢に伴い低下する認知機
能の一部である作業記憶をサポートします。

オーム乳業株式会社 研究レビュー

D232 ブラックジンジャーＥＸ（イーエックス）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは日常活
動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすく
する機能があります。

丸善製薬株式会社 研究レビュー

D233 ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）のボタンボウフウ ボタンボウフウ由来クロロゲン酸
ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血
糖値を抑える機能があります。

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー

D234 健康きらり　イチョウ葉
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

イチョウ葉由来テルペンラクトンには中高年者におい
て、認知機能の一部である記憶力（少し前に覚えたこと
を思い出す力）を維持する機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

D235 記憶の小箱 バコパサポニン
バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力
（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚
え、思い出す力）を維持する機能があります。

日本新薬株式会社 研究レビュー

D236 血糖サポート バナバ葉由来コロソリン酸
バナバ葉由来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血
糖値を下げる機能があります。

株式会社ファンケル 研究レビュー

D237 生はと麦茶 難消化性デキストリン　(食物繊維)
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後に上がる
血糖値や血中中性脂肪を抑える機能があります。

株式会社フードアルティメイトネット
ワーク

研究レビュー

D238 ハーブドリンク
ウィンターセイボリー由来カルバクロール、
ウィンターセイボリー由来チモール

ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセ
イボリー由来チモールは、肌寒く手足の体表温が徐々
に低下していく環境下において、体（末梢）をあたたかく
保つ機能があります。

小川香料株式会社 研究レビュー

D239 濃厚ビルベリー ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時
的な首・肩の負担を軽減します。

グリーンハウス株式会社 研究レビュー



D240 眠りの品質　テアニンナイト L-テアニン、米由来グルコシルセラミド

L-テアニンには、睡眠の質を高める（起床時の疲労感
を軽減する）ことに役立つ機能があります。米由来グル
コシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の
甲）の肌の潤いを逃しにくくする機能があります。

シックスセンスラボ株式会社 研究レビュー

D241 八ヶ岳高原プレーンヨーグルト生乳１００
ビフィズス菌 （Bifidobacterium lactis, BB-
12）

ビフィズス菌（Bifidobacterium lactis, BB-12）は、生き
て腸まで届くことで、腸内環境を改善し（善玉菌を増や
し悪玉菌を減らす）、便通を改善する機能があります。

八ヶ岳乳業株式会社 研究レビュー

D242
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　カラダ対策ファイバー・イン・カ
レーＷ

難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収
を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が
あります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D243 アイノウ　ＥＸ　（イーエックス）
ビルベリー由来アントシアニン、イチョウ葉
由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトン

ビルベリー由来アントシアニンは、目のピント調節機能
を助け、目の疲労感を緩和する機能があります。イチョ
ウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペン
ラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、
認知機能の一部である、記憶力を維持します。

株式会社エバーライフ 研究レビュー

D244 スラサラＤＨＡ　ＥＰＡ（ディーエイチエー　イーピーエー） DHA、EPA

DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する
情報の判断や読み書きをサポートする機能がありま
す。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能が
あります。

ワダカルシウム製薬株式会社 研究レビュー

D245 カゴメラブカロン
ラブレ菌（Lactobacillus brevis KB290） β-
カロテン

ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)とβ-カロテンに
は、お腹のつらさを和らげ、お腹の調子を整える機能
があります。

カゴメ株式会社 臨床試験

D246
フィッシュオイル（ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチ
エー））入りちくわ

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。 日本水産株式会社 研究レビュー

D247
毎日これ１本ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）ソーセージ５０Ｋ（ケー）

EPA・DHA
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、判断力を維持します。

日本水産株式会社 研究レビュー

D248 協和発酵バイオ　ルテイン ルテイン
ルテインは、コントラスト感度（ぼやけの解消によりはっ
きり見る力）を改善する機能があります。

協和発酵バイオ株式会社 研究レビュー

D249 ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）のヒアルロン酸 ヒアルロン酸Ｎａ
ヒアルロン酸Naは、肌の水分を保持し、乾燥を緩和す
る機能があります。

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー

D250 トリプルヨーグルト　ドリンクタイプ
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）

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あります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

D251 ＬＥＶＩＧＡ（レヴィーガ）　米由来グルコシルセラミド 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の水分を逃しにくく
する機能があります。

株式会社LEVIGA 研究レビュー

D252 シリョクル ルテイン
ルテインには目の黄斑色素を補う働きがあり、コントラ
スト感度（色の濃淡を判別する力）を改善させます。

株式会社サプリプラスファミリー 研究レビュー

D253 きなり　極 ＤＨＡ・ＥＰＡ EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。 さくらフォレスト株式会社 研究レビュー



D254 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時
的な活気・活力感の低下を軽減します。

三和酒類株式会社 研究レビュー

D255
イヌリン　～ふたつのおいしいレシピ～　中性脂肪　食後血
糖値

イヌリン
イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは
食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

D256 食後の血糖値の上昇が気になる方のパパッとライス イソマルトデキストリン（食物繊維）
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ります。

はごろもフーズ株式会社 研究レビュー

D257 ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエー　アンド　イーピーエー） DHA,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、判断力を維持します。（記憶
力：数に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：数
字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。）
DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があ
ります。

UMIウェルネス株式会社 研究レビュー

D258 めにサプリ　ビルベリー ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。

株式会社メニコン 研究レビュー

D259 トリプルヨーグルト
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）

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あります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

D260 ヨーグルト黒酢　ストレート 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。

株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

D261 ヨーグルト黒酢 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。

株式会社Ｍｉｚｋａｎ 研究レビュー

D262 すごいネギトロ EPA・DHA
EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。
また中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の
一部である記憶力を維持します。

日本水産株式会社 研究レビュー

D263 Ｅｌｌａｇｉｃ　Ａｃｉｄ（エラジックアシッド） アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方の
体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのＢ
ＭＩ値の改善に役立ちます。

東京化粧品株式会社 研究レビュー

D264 ヘルス　スイッチ　手足ぽかぽか モノグルコシルヘスペリジン

モノグルコシルヘスペリジンには、寒い季節や強い冷
房により減少した末梢(手・足の指先)の血流を正常に
整え、皮膚表面温度の低下を軽減する機能がありま
す。

株式会社協和 研究レビュー

D265 グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰
な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促す
のに役立ちます。

甲陽ケミカル株式会社 研究レビュー

D266 血圧ゼリー バリルチロシン（イワシ由来）
バリルチロシン（イワシ由来）は、高めの血圧を低下さ
せる機能があります。

株式会社ベストフード 研究レビュー

D267 アイソカルサポートファイバー７．２ｇ×３０ グアーガム分解物（食物繊維）

グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届いて有用菌
（善玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を
増やし便通を改善します。グアーガム分解物（食物繊
維）は、食後の血糖値の上昇を抑えます。

ネスレ日本株式会社 研究レビュー



D268 アイソカルサポートファイバー８００ｇ グアーガム分解物（食物繊維）

グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届いて有用菌
（善玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を
増やし便通を改善します。グアーガム分解物（食物繊
維）は、食後の血糖値の上昇を抑えます。

ネスレ日本株式会社 研究レビュー

D269
ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）のＥＰＡ（イーピーエー）＆（アンド）Ｄ
ＨＡ（ディーエイチエー）

ＥＰＡ・ＤＨＡ

健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉や見たものを思い出す力）を維持する機能がありま
す。また、DHA・EPAには健康な成人の血中の中性脂
肪値を低下させる機能があります。

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー

D270 ソフトケールＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社増田採種場 研究レビュー

D271 ロジックエース 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

クレス薬品株式会社 研究レビュー

D272 メタバリアＥＸａ（イーエックスエー）
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

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の複合品
には、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）・体重を減らすことで高めのBMIを
改善する機能があります。
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、また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）機能性があります。

富士フイルム株式会社 臨床試験・研究レビュー

D273 イージータブレット　葛の花
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）、米由来グルコシルセラミド

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）を減らすのを助ける機能があります。米由
来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける
機能があります。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

D274 ＦＢ３　エフビースリー フォルスコリン
フォルスコリンには体脂肪率を減少させるのを助ける
機能があります。

BIO　ACTIVES　JAPAN株式会社 研究レビュー

D275 コレスケア　キトサン青汁 キトサン
キトサンには、コレステロールの吸収を抑え、LDL(悪
玉)コレステロールを低下させる機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D276 ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）アイサポート＜ミルク＞ アスタキサンチン
アスタキサンチンは目のピント調節機能を助けること
で、パソコン作業などによる目の疲労感を軽減します。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D277 ダイドーブレンド　スマートラテ　世界一のバリスタ監修 難消化性デキストリン（食物繊維として）

難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事や軽
食から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の
血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がありま
す。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

D278 「カラダカルピス」５００
乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオ
クタデカン酸（10-HOA）

乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸
（10－HOA）には体脂肪を減らす機能があります。

アサヒ飲料株式会社 臨床試験

D279 Ｙａｋｕｌｔ（ヤクルト）１０００ 乳酸菌 シロタ株（L．カゼイ YIT 9029）

乳酸菌 シロタ株（Ｌ．カゼイ YIT 9029）には、一時的な
精神的ストレスがかかる状況でのストレスをやわらげ、
また、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を
高める機能があります。さらに、乳酸菌 シロタ株（Ｌ．カ
ゼイ YIT 9029）には、腸内環境を改善する機能があり
ます。

株式会社ヤクルト本社 臨床試験・研究レビュー



D280 ＧＡＢＡ（ギャバ）３０ GABA
GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があります。

株式会社てまひま堂 研究レビュー

D281 １２０ｇしょうがココア モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンは、冬期や夏の冷房など
で気温が低い時に健やかな血流（末梢血流）を保ち、
体温（末梢体温）を維持します。

株式会社ブルボン 研究レビュー

D282
毎日これ１本ＥＰＡ（イーピーエー）＋ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）チーズ味３５Ｒ

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。 日本水産株式会社 研究レビュー

D283 米粉のココナッツクッキー DHA・EPA
DHA・EPA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します。

株式会社サンラヴィアン 研究レビュー

D284 米粉の和三盆クッキー DHA・EPA
DHA・EPA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します。

株式会社サンラヴィアン 研究レビュー

D285 米粉のむらさき芋クッキー DHA・EPA
DHA・EPA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します。

株式会社サンラヴィアン 研究レビュー

D286 コカ・コーラ　ダブル２７０ｍｌ 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリンには、食後の血中中性脂肪の上
昇をおだやかにする機能があることが報告されていま
す。また、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能
があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

D287 スマートプロ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

D288 日ノ茜ＰＬＵＳ（ひのあかねプラス）無農薬栽培２０Ｐ エピガロカテキンガレート（EGCG) EGCGは、食後血糖値の上昇を緩やかにします。 日本製紙株式会社 研究レビュー

D289 りんご味　黒酢希釈用飲料 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

D290 ハーベストオレンジプラス・オレンジショコラ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、同時に摂取し
た糖の吸収を抑え、摂取後に上がる血糖値を抑える機
能があります。さらに、お腹の調子を整えます。

株式会社東ハト 研究レビュー

D291 コカ・コーラ　ダブル 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンには、食後の血中中性脂肪の上
昇をおだやかにする機能があります。また、食後の血
糖値の上昇をおだやかにする機能があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

D292 大人のカロリミット　すっきり無糖紅茶 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

D293 アクエリアス　スパークリングプラス クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

D294 大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶２８０ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー



D295 ヘルス　スイッチ　睡眠 L-テアニン
L-テアニンは起床時の疲労感や眠気の軽減をサポー
トします。また、L-テアニンは一過性の作業などによる
ストレス（精神的負担）を和らげる機能があります。

株式会社協和 研究レビュー

D296 ９枚　ファイバーイン　ウエハース 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ハマダコンフェクト株式会社 研究レビュー

D297 アスタキサンチン アスタキサンチン
アスタキサンチンはパソコンやスマートフォンの使用に
よる一時的な眼の疲労感やぼやけを軽減し、眼の使用
による腰や肩の負担を和らげます。

株式会社元気生活 研究レビュー

D298 ペプチドメンテ・チュアブル 大豆由来セリルチロシン
大豆由来セリルチロシンには、健康な中高年の方の認
知機能の一部である注意力（物事に一時的に集中する
力）を維持する機能があります。

不二製油株式会社 研究レビュー

D299 モノワスレンゾ 鶏由来プラズマローゲン

鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加
齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置
情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があり
ます。

株式会社ピーソリューション 臨床試験

D300 ブルーベリーα（アルファ） ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはパソコンやスマート
フォンなどの使用により低下する眼のピント調節機能を
サポートし、眼の疲労感を軽減します。

名古屋製酪株式会社 研究レビュー

D301 めざめ爽快Ｌ－テアニン L-テアニン
L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減しま
す。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうス
トレスをやわらげます。

ワダカルシウム製薬株式会社 研究レビュー

D302 クエン酸ＰＯＷＥＲ（パワー） クエン酸
クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身
体的疲労感を軽減する機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

D303 森永ココア　カカオ９０スティック カカオフラバノール、カカオリグニン

カカオフラバノールは、血流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あります。また、運動時
の身体の柔軟性や筋力、バランス感覚を維持する機能
があります。カカオリグニンは、便通が気になる方のお
なかの調子を整える機能があります。

森永製菓株式会社 臨床試験・研究レビュー

D304 コアブレイン DHA・EPA

DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶をサポートする機能が
あります。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる
機能があります。

ドクタープロラボジャパン株式会社 研究レビュー

D305 プロテウォーク サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、軟骨成分の分
解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、ひざ関節の曲げ
伸ばしをサポートします。

株式会社アイ・ピー・シー 研究レビュー

D306 ５００億個のビフィズス菌 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

日本予防医薬株式会社 研究レビュー

D307 メイス　ビオラクティ　プラス ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通・お
通じを改善します。

ハリウッド株式会社 研究レビュー



D308 おいしいコラーゲンドリンク＜レモン味＞ コラーゲンペプチド
コラーゲンペプチドには、肌の水分を逃しにくくし、潤い
を守る機能があります。また、膝関節の違和感で制限
される普段の活動をサポートする機能があります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

D309 お食事マネージメント　コーヒー味 難消化性デキストリン(食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪や糖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ります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

D310 お食事マネージメント　緑茶味 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪や糖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ります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

D311 健康体　ＧＡＢＡ（ギャバ）トマト GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

D312 シボヘールＷケア ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、炭水化物の一
部である糖質や、脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値
や中性脂肪の上昇を抑える機能があります。

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

D313 ＢＲＡＩＮ　ＭＥＭＯＲＹ（ブレインメモリー）
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。

株式会社ホワイズ 研究レビュー

D314 特濃ミルク８．２　マンゴー ルテイン
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
下したコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善
します。

味覚糖株式会社 研究レビュー

D315 コタラエキス＋（プラス） ネオコタラノール
ネオコタラノールには、食後血糖値の上昇を抑制する
機能があります。

富士産業株式会社 研究レビュー

D316
液切りいらずのしっとりツナ　ＥＰＡ・ＤＨＡ（イーピーエー・
ディーエイチエー）のチカラ

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪を下げる機能があります。
株式会社ホテイフーズコーポレーショ
ン

研究レビュー

D317 健眠計画 GABA

GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時
的な活気・活力感の低下を軽減すること、および一時
的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠り
の深さ）の向上に役立つ機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

D318 ビフィコロンＳ（エス） ビフィズス菌（BB536株）
ビフィズス菌（BB536株）には腸内環境を良好にし、腸
の調子を整える機能があります。

日清ファルマ株式会社 研究レビュー

D319 タヒボＮＦＤ（エヌエフディ）プレミアム タヒボ由来ポリフェノール
タヒボ由来ポリフェノールは、日常の生活により生じる
一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ機能があり
ます。

タヒボジャパン株式会社 臨床試験

D320 アンセリンＥＸ（イーエックス） アンセリン
アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5
～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。

UMIウェルネス株式会社 研究レビュー

D321 ヒアルチャージ肌潤粒 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naは、肌の水分を保持し、乾燥を緩和す
る機能があります。

株式会社全日本通販 研究レビュー



D322
ＣＡＬＯＢＹＥ＋　Ｐｅｒｆｅｃｔ　Ｌｉｇｈｔ（カロバイ＋　パーフェクト
ライト）

ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る糖や脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値や
中性脂肪の上昇を抑える機能があります。

Moyobara Beauty Line株式会社 研究レビュー

D323
ＣＡＬＯＢＹＥ＋　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｌｉｇｈｔ（カロバイ＋　スペシャル
ライト）

葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

Moyobara Beauty Line株式会社 研究レビュー

D324 ピントマン ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンが含まれるので、VDT作
業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）によ
る眼のピント調節機能の低下を緩和する機能がありま
す。

株式会社ディーエイチシー 臨床試験

D325 新あさひ豆腐プラス 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖分の吸収を抑えることにより、食後の血
中中性脂肪値や血糖値の上昇をおだやかにする機能
があります。

旭松食品株式会社 研究レビュー

D326 食事の刻の炭酸水 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えるため、食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにします。また、食事から摂取した糖
の吸収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の
上昇をおだやかにします。さらに、おなかの調子を整え
ます。

富永貿易株式会社 研究レビュー

D327 野菜でルテイン　ちぢみほうれんそう ルテイン
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）色素を増加させます。

有限会社三菜寿 研究レビュー

D328 ヘルシーＤＥＬＩ（デリ）リゾット　トマト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血
糖値の上昇を抑える機能があります。

株式会社メロディアンハーモニーファ
イン

研究レビュー

D329 ヘルシーＤＥＬＩ（デリ）リゾット　チーズ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血
糖値の上昇を抑える機能があります。

株式会社メロディアンハーモニーファ
イン

研究レビュー

D330 ヘルシーＤＥＬＩ（デリ）リゾット　カレー 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血
糖値の上昇を抑える機能があります。

株式会社メロディアンハーモニーファ
イン

研究レビュー

D331 おやすみオルニチン　良眠サポート
L-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとし
て） GABA L-テアニン

L-オルニチン一塩酸塩は、体内の水分に溶けてL-オ
ルニチンとなり、L-オルニチンは起床時の主観的な睡
眠感を評価する一部の指標（長く眠った感覚）を改善
し、より良い気分の目覚めをサポートする機能がありま
す。GABAは、事務的な作業に伴う一時的な精神的スト
レスによる疲労感を緩和する機能があります。L-テア
ニンは、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を
軽減）をサポートします。

協和発酵バイオ株式会社 研究レビュー

D332 アンセリン アンセリン
アンセリンには、尿酸値が高め（尿酸値5.5～
7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。

富士フイルム株式会社 臨床試験

D333
ＯＣＥＡＮ　ＢＲＩＧＨＴ　ＳＵＰＥＲ　ＤＨＡ（オーシャンブライト
スーパーディーエイチエー）

DHA・EPA
DHA・EPA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します。

日産化学株式会社 研究レビュー

D334 夜つくるわたし　ピンクグレープフルーツ味 L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を高めます（起床時の疲労
感を軽減すること）。

森永乳業株式会社 研究レビュー



D335 夜つくるわたし　ブルーベリー味 L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を高めます（起床時の疲労
感を軽減すること）。

森永乳業株式会社 研究レビュー

D336 夜つくるわたし　ゆずジンジャー味 L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を高めます（起床時の疲労
感を軽減すること）。

森永乳業株式会社 研究レビュー

D337
ＥＰＡ（イーピーエー）・ＤＨＡ（ディーエイチエー）シームレスカ
プセル

EPA・DHA
EPA・DHAには血中の中性脂肪値を低下させる機能が
あります。

興和株式会社 研究レビュー

D338 黒酢飲料　ブルーベリー味 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

D339 マイニチケアガム＜ストレスや疲労感を軽減するタイプ＞ GABA
GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なスト
レスや疲労感を軽減します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D340 カガエ　イヌリン イヌリン
イヌリンは血中中性脂肪を下げ、食後の血糖値の上昇
をゆるやかにします。

薬日本堂株式会社 研究レビュー

D341 陽紅寿ａｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（アイ　ファンクション） アスタキサンチン

アスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、乾燥を
緩和する機能があります。また、アスタキサンチンは、
眼のピント調節機能を維持し、日常的なパソコンなどに
よる眼の疲労感や、眼の使用による肩や腰の負担を軽
減します。

株式会社ダイアナ 研究レビュー

D342 「届く強さの乳酸菌」Ｗ（ダブル）ゼリー
「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri
CP2305）

「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ります。また、「プレミアガセリ菌
CP2305」（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に
役立つ機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D343 ミックスルテインアイ ルテイン

ルテインはブルーライトなどの光の刺激から目を保護
するとされる網膜の黄斑色素量を補う機能と、コントラ
スト感度（かすみやぼやけの解消により、ものをくっきり
と見る力）を改善する機能があります。

株式会社プラスワン 研究レビュー

D344 ロコマリン N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りに
おけるひざ関節の悩みを改善します。

UMIウェルネス株式会社 研究レビュー

D345 ルテインｂ（ビー） ルテイン
ルテインには、目の黄斑部の色素量を増やすこと、コン
トラスト感度（色の濃淡を判別し、くっきりと物を識別す
る感度）を正常に保ち視覚機能を維持します。

小林製薬株式会社 研究レビュー

D346 ヘルシーキッチングリーンラベル減塩ロース生ハム GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 日本ハム株式会社 研究レビュー

D347 摩擦音ケアにひざ年齢 コラーゲントリペプチド(GPHyp)
コラーゲントリペプチド（GPHyp）には、日常生活で生じ
る膝関節の違和感（摩擦音）を軽減する機能がありま
す。

ゼライス株式会社 研究レビュー

D348 ピント・モイスト５０００ アスタキサンチン

アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による
目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減
します。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るの
を助ける機能性があります。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー



D349 四季爽快
大豆発酵多糖類（大豆水溶性食物繊維と
して）

大豆発酵多糖類（大豆水溶性食物繊維として）はハウ
スダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を緩和しま
す。

ヒガシマル醤油株式会社 臨床試験

D350 記憶スイッチ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンには、中高年の方の、認知機能の一
部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能
力）を維持します。

キューサイ株式会社 研究レビュー

D351 強炭酸水プラス 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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します。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D352 オリザ　黒ショウガエキス
黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよ
び黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシ
フラボン

黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび黒ショウガ
由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンには，現代生活で
低下するものを握る力ならびに加齢に伴って低下する
立ち上がる力および自転車運動をサポートする機能が
あります。

オリザ油化株式会社 研究レビュー

D353 ミラクルそいぐると 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社ミラクルソイグルト 研究レビュー

D354 ＤＨＡ　ＥＰＡ（ディーエイチエー　イーピーエー） DHA・EPA

DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。
DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶と数やことばに関する
情報の判断や読み書きをサポートする機能がありま
す。

株式会社ミヤマ漢方製薬 研究レビュー

D355 スルフォラファン スルフォラファングルコシノレート
スルフォラファングルコシノレートには、健康な中高年
世代の方の健常域でやや高めの血中肝機能酵素
（ALT）値を低下させる機能があります。

カゴメ株式会社 研究レビュー

D356 健康体　Ｌ－テアニン L-テアニン

L-テアニンには、良質な眠り（翌朝起床時の疲労感や
眠気を軽減）をもたらします。また、L－テアニンには、
デスクワーク時などに伴うストレス（精神的負担）をや
わらげます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

D357 ルテインプラチナアイ ルテイン

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（はっきりとした輪郭をもたず、
濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）を改善しま
す。

アイリンクス株式会社 研究レビュー

D358 血圧サポート バリルチロシン
バリルチロシンは、血圧が高めの方の血圧を下げる機
能があります。

株式会社ファンケル 研究レビュー

D359 からだ応援サラシア茶ほうじハトムギ茶 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
性があります。

タカノ株式会社 研究レビュー

D360 大正ブルーベリー　ヒトミクリア ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D361 栃の実茶 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン(食物繊維として)には、食後の血
中中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。

壽製菓株式会社 研究レビュー



D362
料理と一緒に食べられる高濃度ＤＨＡ（ディーエイチエー）パ
ウダー

ＤＨＡ、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、数字・文字・図形・空間に関する情
報の記憶をサポートする機能があります。ＤＨＡとＥＰＡ
には血中の中性脂肪を低下させる機能があります。

株式会社ＳＨソリューションズ 研究レビュー

D363 からだ応援サラシア茶ジャスミン烏龍茶 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
性があります。

タカノ株式会社 研究レビュー

D364 Ｃ１０００　ビタミンレモン　クエン酸 クエン酸
クエン酸は、継続摂取により日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

D365 まいにち青魚 DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を下げる機能があります。 プリセプト株式会社 研究レビュー

D366 プラズマローゲンＰＭ（ピーエム） 鶏由来プラズマローゲン

鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加
齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置
情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があり
ます。

株式会社マリーヌ 臨床試験

D367 ファインふしぶしの恵グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の違和感を緩和しま
す。

株式会社ファイン 研究レビュー

D368 グルコサミン１５００健歩（けんぽ） グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰
な分解を抑えることで、関節軟骨を維持します。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

D369 糖脂にターミナリアファースト　プロフェッショナル ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や中性脂
肪の上昇を抑える機能があります。

株式会社ビタブリッドジャパン 研究レビュー

D370 からだ応援サラシア茶紅茶 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
性があります。

タカノ株式会社 研究レビュー

D371 ロッテ　乳酸菌ショコラ　ボール
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D372 ロッテ　乳酸菌　ショコラ
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D373 ロッテ　乳酸菌　ショコラ　アソートパック
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D374 ロッテ　乳酸菌　ショコラビター
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D375 休息伝説 GABA
ＧＡＢＡには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があります。また、ＧＡＢＡには睡眠の
質(起床時の眠気)の改善に役立つ機能があります。

有限会社沖縄長生薬草本社 研究レビュー



D376 タカナシ　ｆｌｏｒａ（フローラ）ドリンクヨーグルト　１００ｇ
乳酸菌ラクトバチルスGG株（Lactobacillus
rhamnosus GG）

乳酸菌ラクトバチルスGG株には、肌の潤いを保ち、肌
の乾燥を緩和する機能があります。

高梨乳業株式会社 研究レビュー

D377 タカナシ　ヨーグルトｆｌｏｒａ（フローラ）　１００ｇ
乳酸菌ラクトバチルスGG株（Lactobacillus
rhamnosus GG）

乳酸菌ラクトバチルスGG株には、肌の潤いを保ち、肌
の乾燥を緩和する機能があります。

高梨乳業株式会社 研究レビュー

D378 ｇｇ　ＮＥＭＵＲＩ（ジージーネムリ） L-テアニン
Ｌ-テアニンには、夜間の睡眠の質を高め（起床時の疲
労感や眠気を軽減する）ます。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D379 ブラックジンジャー（カプセル）
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
が含まれるので、腹部の脂肪および血中の中性脂肪
を減らすのを助ける機能があります。

丸善製薬株式会社 臨床試験

D380 イチョウ葉　機能性表示食品
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社ユーグレナ 研究レビュー

D381 いきいきクロワッサン N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節
の違和感を軽減します。

株式会社コモ 研究レビュー

D382 健康歩行 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートします。

翠松堂製薬株式会社 研究レビュー

D383 ラッキーｅｙｅ（アイ）マヨネーズタイプ ルテイン
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
下したコントラスト感度を改善します。

丸和油脂株式会社 研究レビュー

D384 空腹時血糖値が気になる方のタブレット（粒タイプ） ナリンジン
ナリンジンには、健康な方の高めの空腹時血糖値を低
下させる機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D385 グルコケア　タブレット（粒タイプ） ナリンジン
ナリンジンには、健康な方の高めの空腹時血糖値を低
下させる機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D386
ＳＯＦＩＮＡ　ｉＰ（ソフィーナ　アイピー）クロロゲン酸　飲料　Ｅ
Ｘ（イーエックス）

コーヒー豆由来クロロゲン酸類
コーヒー豆由来クロロゲン酸類は肌の水分量を高め、
乾燥を緩和する機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

D387 イチョウ葉エキス　リネアンギンコ
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社健美舎 研究レビュー

D388 テアニン　アンド　ラフマ葉　機能性表示食品
L-テアニン、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ
由来イソクエルシトリン

L-テアニンには夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートすること、ラフマ由来ヒペロシ
ド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの
深さ）の向上に役立ちます。

株式会社ユーグレナ 研究レビュー

D389 大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶　カフェインゼロ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー



D390 大人のカロリミット　ほうじ茶２８０ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

D391 北のぴりかＶ（ブイ） サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

株式会社らてら 研究レビュー

D392 エラスチン カツオ由来エラスチンペプチド
カツオ由来エラスチンペプチドには、膝関節の動きをサ
ポートし、軽い違和感を和らげる機能があります。

株式会社インシップ 研究レビュー

D393 ひなたごこち カルバクロール、チモール
カルバクロール、チモールは、冷えた環境下で、手足
（手首、足首）の温度低下を軽減し、温かさを保つ機能
があります。

大塚食品株式会社 研究レビュー

D394 からだを想うＡＬＬ－ＦＲＥＥ（オールフリー） ローズヒップ由来ティリロサイド
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）を減らす機能があります。

サントリービール株式会社 研究レビュー

D395 大麦パンケーキミックス 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやか
にする機能があります。

吉原食糧株式会社 研究レビュー

D396 お抹茶ラテ
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

株式会社小谷穀粉 研究レビュー

D397 キオクリーフ
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

新日本製薬株式会社 研究レビュー

D398 ミルキーチャージ（ＧＡＢＡ（ギャバ）） ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには事務的作業による一時的な精神的ストレス
を軽減する機能があります。

株式会社不二家 研究レビュー

D399 プライムアップル！（王林） リンゴ由来プロシアニジン
リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機
能があります。

つがる弘前農業協同組合 研究レビュー

D400 肌の潤いに役立つ　ヒアルロン酸　ヨーグルト風味 ヒアルロン酸Ｎａ
ヒアルロン酸Ｎａは肌の水分量を増加させ、肌の潤いに
役立ちます。

株式会社エルビー 研究レビュー

D401 びわの葉入り　まるごと発酵茶

びわ葉混合発酵茶葉由来ガレート型カテ
キン類（EGCgとして） びわ葉混合発酵茶
葉由来カテキン重合ポリフェノール（EGCg
として）

びわ葉混合発酵茶葉由来カテキン重合ポリフェノール
（EGCgとして）には、内臓脂肪（おなかの脂肪）を減らす
機能があります。

株式会社シャルレ 臨床試験

D402 大豆イソフラボン　北海道大豆もやし 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能
があります。

名水美人ファクトリー株式会社 研究レビュー

D403 ぷちぷち食感蒸し大麦 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやか
にする機能があります。

株式会社山清 研究レビュー

D404 お～いお茶濃い茶　６００ｍｌ ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がありま
す。

株式会社伊藤園 研究レビュー



D405 健康体ブルーベリーミックス アスタキサンチン
アスタキサンチンは眼のピント調節機能を助け、パソコ
ンなどによる眼の疲労感を軽減します。

株式会社伊藤園 研究レビュー

D416 ＥＰＡ　ＤＨＡ（イーピーエー　ディーエイチエー） ＥＰＡ・ＤＨＡ
ＥＰＡ・ＤＨＡには血中中性脂肪を減らす機能がありま
す。

小林製薬株式会社 研究レビュー

D417 サーモンソーセージ イミダゾールジペプチド
イミダゾールジペプチドには、日常生活によって生じる
一過性の疲労感を軽減する機能があります。

マルハニチロ株式会社 研究レビュー

D418 すっきりサラシアキュート サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
性があります。

タカノ株式会社 研究レビュー

D419 ヴァームスマートフィットウォーター
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、身体
活動との併用により脂肪の分解と消費する力を高める
働きがあります。身体活動を増やすことによる脂肪の
代謝をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があるの
で、BMIが高めの方に適しています。

株式会社明治 研究レビュー

D420 ルテイン２５ＥＸ（イーエックス） ルテイン、ゼアキサンチン

。ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度
の増加によりブルーライトなどの光のストレスを軽減
し、コントラスト感度を改善する（ぼやけ・かすみを和ら
げくっきり見る力を助ける）機能があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

D421 キリン　カラダフリー 熟成ホップ由来苦味酸
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。

麒麟麦酒株式会社 臨床試験

D422 ウルハナ 大豆イソフラボンアグリコン
大豆イソフラボンアグリコンには肌の潤いを保つ機能
があります。

ドクターリセラ株式会社 臨床試験

D423 パインセラミドドリンク　モイストキープ パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

大和製罐株式会社 研究レビュー

D424 エバーライフ　［コレステロール・中性脂肪］ リコピン、DHA・EPA
リコピンにはLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機
能があります。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機
能があります。

株式会社エバーライフ 研究レビュー

D425 アラプラス　深い眠り 5-アミノレブリン酸リン酸塩
5-アミノレブリン酸リン酸塩には睡眠の質を改善する機
能があります。

ＳＢＩアラプロモ株式会社 臨床試験

D426 高純度！グルコサミン顆粒 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポー
トし、膝の違和感を軽減します。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

D427 やずやの血圧習慣 GABA
GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、仕
事や勉強に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機
能があります。

株式会社やずや 研究レビュー

D428 血圧伝説 GABA
ＧＡＢＡには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。

有限会社沖縄長生薬草本社 研究レビュー

D429 森永アロエヨーグルト　アロエの力
アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロ
アルタノール

アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノー
ルは、肌の保湿力を高め、水分量を増やします。

森永乳業株式会社 臨床試験



D430 ＧＡＢＡＸ　ｓｌｅｅｐ（ギャバックススリープ） GABA

GABAには眠りの深さ、起床時の眠気といった睡眠の
質の改善に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一
時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があり
ます。

Creare株式会社 研究レビュー

D431 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　セラミド・テアニン
パイナップル由来グルコシルセラミド、L-テ
アニン

パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃しにくくする機能があります。L-テアニンに
は、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽
減）をサポートします。

三生医薬株式会社 研究レビュー

D432 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　モノグルコシルヘスぺリジンＳ モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温
が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体
温）を保つ機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

D433 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　クリルオイルα（アルファ） クリルオイル由来EPA・DHA
クリルオイル由来EPA・DHAには、靴下をはいたり脱い
だりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

D434 乳酸発酵の麹あまさけＧＡＢＡ（ギャバ）１１８ｇ GABA
GABAにはデスクワークに伴う短時間の精神ストレスの
軽減およびリラックス作用や，血圧が高めの方の血圧
を下げる機能があります。

八海醸造株式会社 研究レビュー

D435 「はたらくアタマに」抹茶ラテ
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意
力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効
率維持に役立ちます。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D436 「はたらくアタマに」ラクトノナデカペプチドドリンク
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意
力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効
率維持に役立ちます。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D437 キトサンと葉酸がとれる　よくばり明日葉青汁 キトサン
トサンには、コレステロールの吸収を抑え、悪玉（LDL）
コレステロールや総コレステロールを低下させる機能
があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D438 ビフィズスプレーンヨーグルト ビフィズス菌BB-12 （B.lactis）
ビフィズス菌BB-12 （B.lactis）は、生きて腸まで届くこと
で腸内環境を改善し、お通じを改善する機能がありま
す。

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

D439 脂肪をひかえたビフィズスプレーンヨーグルト ビフィズス菌BB-12 （B.lactis）
ビフィズス菌BB-12 （B.lactis）は、生きて腸まで届くこと
で腸内環境を改善し、お通じを改善する機能がありま
す。

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

D440 ブレインアシスト　イチョウ葉エキスα
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、中高年の加齢によって低下する脳の血流を
改善し、認知機能の一部である記憶力（見たり、聞いた
りした情報を覚え、思い出す力）を維持します。

大木製薬株式会社 研究レビュー

D441 活〆黒瀬ぶりロイン２００ｇ EPA・DHA
。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します。

日本水産株式会社 研究レビュー



D442 ルテイン＆アントシアニン ルテイン、ビルベリー由来アントシアニン

ルテインにはブルーライトなどの光の刺激から眼を保
護するとされる網膜の黄斑色素量を補う機能がありま
す。また、ビルベリー由来アントシアニンにはピント調
節機能の低下を軽減し、眼の疲労感を緩和する機能
があることがあります。

株式会社てまひま堂 研究レビュー

D443 ＧＡＢＡ　ＭＡＸ（ギャバマックス）玄氣 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

川島正光 研究レビュー

D444 Ｊチャージ（ジェイチャージ） サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

フォーデイズ株式会社 研究レビュー

D445 イヌリン　～おいしいレシピ～　食後血糖値に イヌリン イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。 株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

D446 カフェオーレゆるリセット 難消化性デキストリン（食物繊維）
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
抑える機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D447 マイルドカフェオーレゆるリセット 難消化性デキストリン（食物繊維）
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
抑える機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D448 カフェオーレゆるリリース γ-アミノ酪酸
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ります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D449 パワープロダクション　エキストラアミノアシッドテアニン L-テアニン
Ｌ-テアニンには、睡眠の質を向上（起床時の疲労感や
眠気を軽減）する機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D450 「はたらくアタマに／サポートカルピス」
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意
力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効
率維持に役立ちます。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D451 ワンダ　はたらくアタマに　アシストブラック
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意
力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効
率維持に役立ちます。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D452 「はたらくアタマに」抹茶ラテ２６０
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意
力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効
率維持に役立ちます。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D453 内緒の黒醋 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

有限会社マイケア 研究レビュー

D454 ＣＡＣＡＲＮＡ（カカルナ）チョコビスケット 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、同時に摂取した
糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上
昇をおだやかにする機能や、同時に摂取した脂肪の吸
収を抑えることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだや
かにする機能があります。

カバヤ食品株式会社 研究レビュー



D455 サンアムラパウダー エラグ酸
エラグ酸は、冷えにより低下した末梢血流を上昇させ、
皮膚表面温度（末梢体温）を回復させる機能がありま
す。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

D456 Ａｕｒｏｒａ（アウローラ）１２０粒 L-テアニン、ヒアルロン酸Na

L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートする機能、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りま
す。

株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 研究レビュー

D457 リファイン　動き軽やかサポートａ 乳由来スフィンゴミエリン

乳由来スフィンゴミエリンは健常な方がウォーキングな
どの運動と併用すると、足の筋肉への神経伝達を助け
るので加齢によって衰える足の動き(踏み出す、止まる
など)をサポートして、歩行能力の維持に役立ちます。

花王株式会社 臨床試験

D458 ターミナリアベリリカタブレットＮ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、肥満気味な方
の内臓脂肪（おなかの脂肪）とBMIを減らすのを助ける
機能があります。

株式会社東洋新薬 臨床試験

D459 アルビータ　アスタキサンチン アスタキサンチン
アスタキサンチンには、日常生活や運動後の一時的な
疲労感を軽減する機能があります。

株式会社アルビータ 研究レビュー

D460 つくば山﨑農園産あじかん焙煎ごぼう茶 イヌリン、クロロゲン酸
イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ（便量）を改善する
機能があります。

株式会社あじかん 研究レビュー

D461 国産焙煎ごぼう茶ごぼうのおかげ イヌリン、クロロゲン酸
イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ（便量）を改善する
機能があります。

株式会社あじかん 研究レビュー

D462 Ｇｉｖｅ　Ｍｉｎ’（ギブミン） Ｌ－テアニン
L-テアニンには、朝目覚めたときの疲労感を軽減し、
一過性の作業などによる精神的なストレス感をやわら
げます。

株式会社メディカルラボ 研究レビュー

D463 スティック温巡りルイボスティー３０本 モノグルコシルヘスペリジン

モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の冷
房など室内の温度が低い時に健やかな血流（末梢血
流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能がありま
す。

株式会社小谷穀粉 研究レビュー

D464 Ｃｅｒａｍｉｄｅ＋Ｖｅｎｅｔｕｍ（セラミドプラスベネーツム）
パイナップル由来グルコシルセラミド、ラフ
マ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシ
トリン

パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。肌が乾燥し
がちな人に適しています。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ
由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の
向上に役立ちます。

株式会社天真堂 研究レビュー

D465 関節グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はひざ関節の可動性（曲げ伸ばし）
をサポートし、ひざの不快感をやわらげます。

株式会社宇治田原製茶場 研究レビュー

D466 からだ十六茶α
難消化性デキストリン（食物繊維として）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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
あります。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、また
は血糖値の上昇をおだやかにします。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー



D467 からだ十六茶６３０α
難消化性デキストリン（食物繊維として）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

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
あります。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、また
は血糖値の上昇をおだやかにします。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D468 シボゲン アフリカマンゴノキ由来エラグ酸

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味な方の体
重や体脂肪、ウエスト周囲径および中性脂肪を減ら
し、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されてい
ます。

株式会社しまのや 研究レビュー

D469
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）ｆｏｒ　Ｓｌｅｅｐ
（フォースリープ）＜まろやかミルク＞

γ-アミノ酪酸
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ります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D470 揉一ひとえ粉末茶 茶カテキン
茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させ
る機能があります。

静岡県経済農業協同組合連合会 研究レビュー

D471 ねむるナイト L-テアニン

Ｌ-テアニンには、健やかな睡眠（起床時の疲労感や眠
気を軽減）をもたらします。また、Ｌ-テアニンには、一過
性の作業にともなうストレス（精神的負担）をやわらげ
ます。

株式会社クロレラサプライ 研究レビュー

D472 藻類ドナリエラベータカロチンカプセル ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテン
ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテンは目のピン
ト調節機能の向上を助けます。

株式会社日健総本社 臨床試験

D473 ブルーベリー＆ルテインα（アルファ） ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンおよびルテインには、①
目のピント調整機能を改善する。②眼の疲労感を改善
する。③ブルーライトなどの光刺激から目の健康を守
るとされる黄斑色素を増やす。④コントラスト感度を改
善することで、視野のかすみやぼやけを改善する。と
いう機能があります。

株式会社リフレ 臨床試験

D474 脂肪や糖を抑える青汁 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、以下の機能が
あります。①食事の脂肪の吸収を抑え排出を増加させ
ることで食後の血中中性脂肪の上昇を抑える。②糖の
吸収を抑えることで、食後の血糖値の上昇を抑える。
③おなかの調子を整え便通を改善する。

株式会社リフレ 研究レビュー

D475 「健美麺」食後の血糖値上昇を抑えるうどん アルギン酸Ca
アルギン酸Caには食後の血糖値上昇を抑える機能が
あります。

シマダヤ株式会社 臨床試験

D476 血圧ケア γ-アミノ酪酸(GABA)
γ-アミノ酪酸(GABA)は、血圧が高めの方の血圧を下
げる機能があります

株式会社ファンケル 研究レビュー

D477 「健美麺」食後の血糖値上昇を抑える中華めん アルギン酸Ca
アルギン酸Caには食後の血糖値上昇を抑える機能が
あります。

シマダヤ株式会社 臨床試験

D478 「健美麺」食後の血糖値上昇を抑えるそば アルギン酸Ca
アルギン酸Caには食後の血糖値上昇を抑える機能が
あります。

シマダヤ株式会社 臨床試験

D479 ＧＡＢＡ（ギャバ）リズム ＧＡＢＡ GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社シンギー 研究レビュー

D480 紫キャベツドレ 酢酸 酢酸には、内臓脂肪を減少させる機能があります。 株式会社ピックルスコーポレーション 研究レビュー

D481 ポン酢ドレ 酢酸 酢酸には、内臓脂肪を減少させる機能があります。 株式会社ピックルスコーポレーション 研究レビュー



D482 塩ダレ 酢酸 酢酸には、内臓脂肪を減少させる機能があります。 株式会社ピックルスコーポレーション 研究レビュー

D483 イチオシキムチゴールド ミヤビスLB (Lactobacillus brevis LB27)
ミヤビスLB （Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤い
を守るのを助ける機能があります。

株式会社美山 研究レビュー

D484 肌キサンチン アスタキサンチン
アスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、乾燥を
緩和する機能があります。

三洋薬品HBC株式会社（旧 三洋薬品
株式会社）

研究レビュー

D485 ブルーベリーソフト粒ルテインプラス ビルベリー由来アントシアニン ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンは眼のピント調節機能を
サポートし、パソコンなどのVDT作業による眼の疲労感
を軽減します。ルテインはブルーライト光の刺激から眼
を保護するとされる網膜の黄斑色素を増やす働きがあ
り、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善さ
せます。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

D486
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　イヌリン配合　アーモンドチョコ
抹茶

イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子
を整えます。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D487
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　イヌリン配合　アーモンドチョコ
ビター

イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子
を整えます。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D488 ＤＨＣ（ディーエイチシー）　腸内サポート　コーンポタージュ イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子
を整えます。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D489 純国産理想のトマト GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

D490 尿酸値対策 アンセリン
アンセリンには血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5
～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制し、下げる機
能があります。

株式会社日本薬師堂 臨床試験

D491 クルクミン＆ビサクロン　ドリンクタイプ クルクミン、ビサクロン
クルクミンとビサクロンは、健康な人の肝機能を評価す
る指標である酵素値の一部の改善に役立つ機能があ
ります。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

D492 発酵コエンザイムＱ１０ＥＸ（キューテンイーエックス） コエンザイムＱ１０
コエンザイムＱ１０は、細胞のエネルギー産生を助け、
日常の生活で生じる疲労感を軽減する機能がありま
す。

協和発酵バイオ株式会社 研究レビュー

D493 明治プロビオヨーグルト　ＰＡ―３（ピーエースリー） PA-3乳酸菌 PA-3乳酸菌は食後の尿酸値の上昇を抑制します。 株式会社明治 研究レビュー

D494
明治プロビオヨーグルト　ＰＡ－３（ピーエースリー）ドリンクタ
イプ

PA-3乳酸菌 PA-3乳酸菌は食後の尿酸値の上昇を抑制します。 株式会社明治 研究レビュー

D495 ＧＡＢＡ　Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ（ギャバスパークリング） GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。

株式会社友桝飲料 研究レビュー

D496 目の疲労感ケア ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソ
コンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のう
るおい感の維持や目の焦点を合わせやすくすることに
よって、目の疲労感の緩和に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー



D497 インシップいちょう葉エキス
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社インシップ 研究レビュー

D498 深眠源
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

D499 クリアサポート イヌリン

イヌリンは、善玉菌として知られているビフィズス菌を
増やすことで、おなかの調子を整えます。イヌリンは、
血中中性脂肪を下げます。イヌリンは、食後の血糖値
の上昇をゆるやかにします。

三井農林株式会社 研究レビュー

D500 クロレラ＋イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力
（言葉や図形を記憶し、思い出す能力）を維持します。

株式会社クロレラサプライ 研究レビュー

D501 ＬａｃＦｉｔ（ラクフィット） 乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌BB536
乳酸菌S-PT84は、おなかの脂肪を減らす機能があり
ます。ビフィズス菌BB536は、腸内フローラを良好にす
ることでおなかの調子を整える機能があります。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

D502 イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力
（言葉や図形を記憶し、思い出す能力）を維持します。

株式会社クレアル・ジャパン 研究レビュー

D503 すっきりサラシアピュア サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
があります。

タカノ株式会社 研究レビュー

D504 思い出の助け
ビルベリー由来アントシアニン、イチョウ葉
由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトン

ビルベリー由来アントシアニンは、目のピント調節機能
を助け、目の疲労感を緩和します。イチョウ葉由来フラ
ボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加
齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一
部である、記憶力を維持します。

銀座ステファニー化粧品株式会社 研究レビュー

D505 パワープロダクション　エキストラバーナー ヒドロキシクエン酸（HCA）
ヒドロキシクエン酸（HCA）には、運動中の脂肪の燃焼
を高める機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

D506 ポリデキファイバーＴ ポリデキストロース（食物繊維）
ポリデキストロース（食物繊維）には食後に上がる血糖
値を抑える機能があります。また、お腹の調子を整える
機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

D507 難消化性α（アルファ）オリゴ糖 α‐シクロデキストリン
α‐シクロデキストリンは食後の血糖値上昇を抑えま
す。

株式会社コサナ 研究レビュー

D508 梅エキス　うめ効果 クエン酸
本品にはクエン酸が含まれるので、肥満気味の方の高
めの血圧（拡張期血圧）を下げる機能があります。

中野BC株式会社 臨床試験

D509 ぱっくん茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血
中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー



D510 おやすみオルニチン　良眠プラス

L-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとし
て）
GABA
L-テアニン

L-オルニチン一塩酸塩は、体内の水分に溶けてL-オ
ルニチンとなり、L-オルニチンは起床時の主観的な睡
眠感を評価する一部の指標（長く眠った感覚）を改善
し、より良い気分の目覚めをサポートする機能がありま
す。
GABAは、事務的な作業に伴う一時的な精神的ストレ
スによる疲労感を緩和する機能があります。
L-テアニンは、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や
眠気を軽減）をサポートします。

協和発酵バイオ株式会社 研究レビュー

D511 北海道生まれの乳酸菌　スッキリラ
有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans)
lilac-01

生きた有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01に
は便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を
整え、お通じ（回数、残便感）を改善します。

株式会社フレージュ 研究レビュー

D512 ロッテ　乳酸菌　ショコラカカオ７０
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D513 ピュアペリラ 赤シソ由来ロスマリン酸
赤シソ由来ロスマリン酸には目の不快感を軽減しま
す。

日農化学工業株式会社 研究レビュー

D514 みやびのルテインプレミアム ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の
増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コ
ントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善させま
す。

株式会社みやび 研究レビュー

D515 記憶の維持にセラクルミン クルクミン

クルクミンは、脳の記憶や感情を司る部位の一部（視
床下部）への、老化に伴うアミロイドベータやタウタンパ
ク質の蓄積を抑え、加齢により低下する認知機能の一
部である記憶力（言葉や図形を覚え思い出す能力）の
維持に役立ちます。

株式会社セラバリューズ 臨床試験

D516 ぐっすりＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）を向上する機能が
あります。

富士産業株式会社 研究レビュー

D517 サフランのリズム
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには
睡眠の質が低いと感じている方の活動時の眠気を軽
減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させる
機能があります。

株式会社ＳＢＳ 臨床試験

D518 パセノールドリンクα（アルファ） ピセアタンノール
ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守
ります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

D519 パセノールカプセルα（アルファ） ピセアタンノール
ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守
ります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

D520 大麦若葉青汁　大麦のちから GABA
GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする
（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、や
る気にするなどの）機能があります。

三和酒類株式会社 研究レビュー

D521 ＧＡＢＡ（ギャバ）眠 GABA
GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があり
ます。

イワキ株式会社 研究レビュー

D522 ちっこいあごだしにゅうめん イヌリン
イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにし、ビフィ
ズス菌を増やしてお腹の調子を整えます。

五木食品株式会社 研究レビュー



D523 リズムウォーク
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

D524 ちっこいごま豆乳うどん イヌリン
イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにし、ビフィ
ズス菌を増やしてお腹の調子を整えます。

五木食品株式会社 研究レビュー

D525 ＢｉｏＧａｉａ　ＰｒｏＤｅｎｔｉｓ（バイオガイアプロデンティス）
L. reuteri Prodentis（Lactobacillus reuteri
DSM 17938株、Lactobacillus reuteri
ATCC PTA 5289株）

L. reuteri Prodentis（Lactobacillus reuteri DSM 17938
株、Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289株）には、口
腔環境を良好に保ち、歯肉の健康を維持するのを助け
る機能があります。

バイオガイアジャパン株式会社 研究レビュー

D526 アマニ習慣 α－リノレン酸
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ります。

日本製粉株式会社 研究レビュー

D527
のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）　甘くない　ライムクリア　ジン
テイスト

難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中
性脂肪の上昇を抑える機能があります。

サントリースピリッツ株式会社 研究レビュー

D528 うる肌守り 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、
背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤い
を守るのに役立つ機能があります。

株式会社協和 研究レビュー

D529 大井川みかん βークリプトキサンチン
βークリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立ちます。

大井川農業協同組合 研究レビュー

D530 ルテインくっきり粒 ルテイン
ルテインはブルーライトなどの光の刺激から眼を守ると
される網膜の黄斑色素を増やすことや、コントラスト感
度（ぼやけを改善し、くっきりと見る力）を改善します。

株式会社ディーエムジェイ 研究レビュー

D531 シェイプライフティー　トリプル 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能があります。また、食事から摂取した糖の
吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をお
だやかにする機能があります。さらに、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中
性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社ミル総本社 研究レビュー

D532 プロテオグリカン　ひざスムーズ サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感が気になる方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨
の保護に役立ち、膝関節の可動性（スムーズな動き）を
サポートします。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D533 インシップＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる
作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。

株式会社インシップ 研究レビュー

D534 ホットケーキミックス　極もち　ザ・ブラン イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えます。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

D535 フジッコ　蒸し大豆 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

フジッコ株式会社 研究レビュー

D536 減塩粒入りコーンスープ　ＧＡＢＡ（ギャバ）配合 ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、血圧が高めの方に適した機能がありま
す。

日本生活協同組合連合会 研究レビュー



D537 おだやかプラス　わかめスープ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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
の血中中性脂肪値の上昇をおだやかにします。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

D538 ワタナベオイスターＤＨＭＢＡ（ディーバ）ゼリー
牡蠣肉抽出上清由来3,5-dihydroxy-4-
methoxybenzyl alcohol

本品には、牡蠣肉抽出上清由来3,5-dihydroxy-4-
methoxybenzyl alcoholが含まれるので、日常生活で生
じる中高年の方の一過性の疲労感を軽減する機能が
あります。

株式会社渡辺オイスター研究所 臨床試験

D539 プロテオグリカンＥＸ（イーエックス） サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

株式会社桜 研究レビュー

D540 めぐる温活　十六茶 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低いときなどの末梢（手指）血流を改善し、手先の体温
を温かく維持します。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D541 アサヒスタイルバランスヨーグルトサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を
整える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

D542 ハイナンみかん β－クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立ちます。

ハイナン農業協同組合 研究レビュー

D543 １日分の食物繊維　ホットケーキミックス イヌリン イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。 日清フーズ株式会社 研究レビュー

D544 イミューズ　アイ　ＫＷ（ケーダブリュ）乳酸菌 KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）
KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）は目の疲れを感じて
いる方の目の疲労感を軽減します。

キリン株式会社 研究レビュー

D545 プラズマローゲンＳ粉末カプセル ホタテ由来プラズマローゲン
ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部で
ある、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶
力を維持する機能があります。

株式会社ビーアンドエス・コーポレー
ション

研究レビュー

D546 おいしく解けるショコラ
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の
認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作
業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認
知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報
を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて
記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能
の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維
持します。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

D547 おいしく解けるショコラ　キューブ
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の
認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作
業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認
知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報
を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて
記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能
の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維
持します。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー



D548 ＨＭＢ（エイチエムビー）トリプル抹茶味
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）には、自立した日
常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低
下抑制に役立つ機能があります。また、この機能と共
に運動との併用により腹部の脂肪の減少に役立つ機
能があります。

小林香料株式会社 研究レビュー

D549 サフランの和み
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールに
は、一時的な不安感、気分の落ち込み、困惑感を軽減
させ、一時的な活気・活力の低下を軽減させる機能が
あります。

株式会社ＳＢＳ 臨床試験

D550 鹿児島産べにふうき緑茶
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο-
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

株式会社山麓園 研究レビュー

D551 ＧＡＢＡ（ギャバ）バランス ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、
仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスを緩和
します。

株式会社アイビー化粧品 研究レビュー

D552 Ｗ（ダブル）の健康青汁 アフリカマンゴノキ由来エラグ酸、GABA

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体
脂肪や中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサ
ポートし、高めのBMI値の改善を助ける機能が、GABA
は血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。

新日本製薬株式会社 研究レビュー

D553 黒豆でつくったクッキー 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

フジッコ株式会社 研究レビュー

D554 国産プロテオグリカン
サケ軟骨由来プロテオグリカン、サケ軟骨
由来II型コラーゲン

サケ軟骨由来プロテオグリカン、サケ軟骨由来II型コ
ラーゲンには、中高年健常者のひざ関節の曲げ伸ばし
を伴う動きを改善する機能があります。

八幡物産株式会社 研究レビュー

D555 ローズヒップ唐辛子 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドは、体脂肪を減らす機
能があります。

株式会社吉野家 研究レビュー

D556 アラプラス　からだ元気 5-アミノレブリン酸リン酸塩
5-アミノレブリン酸リン酸塩（ALA）は加齢に伴い低下す
る運動効率を上げ、運動量（運動する時間や量）の増
進をサポートします。

ＳＢＩアラプロモ株式会社 研究レビュー

D557 コロ＋Ｐｌｕ（プラ） カツオ由来エラスチンペプチド
カツオ由来エラスチンペプチドにはひざ関節の動きを
サポートし、軽い違和感を和らげる機能があります。

株式会社ユニバーサルトランセンドプ
ランニング

研究レビュー

D558 もち麦リゾット　完熟トマトソース 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を
整える機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

D559 もち麦リゾット　ポルチーニクリーム 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を
整える機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

D560 ごぼうと香味野菜のミートソース 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後血糖値の
上昇を抑制する機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

D561 ３種のきのこの和風ソース 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後血糖値の
上昇を抑制する機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー



D562 セラミドモイスト パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

ラシェル製薬株式会社 研究レビュー

D563 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）ラブレα（アルファ）プレーン（３本パック） ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)
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します。

カゴメ株式会社 研究レビュー

D564 ｓｌｉｍｏ（スリモ） アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体
脂肪率や血中中性脂肪、BMIの低下、および体重やウ
エスト周囲径の減少を助ける機能があります。

株式会社アビストＨ＆Ｆ 研究レビュー

D565 ながみねみかん βークリプトキサンチン
βークリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康に役立ちます。

ながみね農業協同組合 研究レビュー

D566 ミルテイン
ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチ
ン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を
増やし、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、
ぼやけ解消によりはっきり見る力（コントラスト感度）を
改善する機能があります。
アスタキサンチンは、眼のピント調節機能を維持し、パ
ソコンやスマートフォンの使用による眼の疲労感を軽減
します。

株式会社FORDELソリューションズ 研究レビュー

D567 ナイシダウン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

D568
マイニチケア＜ストレスや疲労感を軽減するタイプ＞ベリー
ミント味タブレット

GABA
GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なスト
レスや疲労感を軽減します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D569
マイニチケア＜ストレスや疲労感を軽減するタイプ＞エナ
ジードリンク味タブレット

GABA
GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なスト
レスや疲労感を軽減します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D570 うらべの血圧生活 ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機
能があります。

占部大観堂製薬株式会社 研究レビュー

D571 ブルーベリー　ミエルネ ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソ
コンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のう
るおい感の維持や目の焦点を合わせやすくすることに
よって、目の疲労感の緩和に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー

D572 ファットケア　スティックカフェ　モカ・ブレンド コーヒー豆マンノオリゴ糖

コーヒー豆マンノオリゴ糖には、BMIが高めの方のおな
かの脂肪（腹部脂肪面積、内臓脂肪面積）や体脂肪
率、ウエスト周囲径（ウエストサイズ）を低下させる機能
があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D573 「骨こつケア」 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株

本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102
株が含まれており、加齢とともに低下する骨密度を高
める働きがあります。骨の健康が気になる健常な方に
適した食品です。

アサヒカルピスウェルネス株式会社 臨床試験

D574 新あさひ豆腐煮プラス GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

旭松食品株式会社 研究レビュー



D575 キョーリック　イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言
葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。

湧永製薬株式会社 研究レビュー

D576 ラクトフェリンＧＰ（ジーピー） ラクトフェリン
ラクトフェリンは、腸内環境を改善する機能がありま
す。また、睡眠感（起床時の眠気と疲労感）を改善する
機能があります。

株式会社アップウェル 研究レビュー

D577 ヘルス　スイッチ　筋力Ⅱ
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）には加齢による筋
肉の減少を軽減し、日常生活をスムーズに行うために
必要な筋肉量や筋力の維持をサポートする機能があり
ます。

株式会社協和 研究レビュー

D578 血糖・血圧サポート GABA、サラシア由来サラシノール

GABAには、高めの血圧を低下させ、正常の範囲内に
維持するのを助ける機能があります。サラシア由来サ
ラシノールには、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖
値の上昇をゆるやかにする機能があります・

エイボン・プロダクツ株式会社 研究レビュー

D579 ひざらくライト グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はひざ関節の違和感を軽減するこ
とが報告されています。

エイボン・プロダクツ株式会社 研究レビュー

D580 大麦β（ベータ）グルカン（毎日腸活） 大麦β－グルカン
大麦β-グルカンには、健康な５０歳以上の中高齢者
のおなかの調子を整える機能があります。

株式会社サプリプラスファミリー 研究レビュー

D581
ＥＰＡ＆ＤＨＡα（イーピーエーアンドディーエイチエーアル
ファ）

DHA、EPA

DHAには中高年の方の認知機能の一部である記憶力
（数・ことば・図形などの情報を記憶し、思い出す力）を
維持する機能があります。また、DHA・EPAには中性脂
肪を低下させる機能があります。

佐藤製薬株式会社 研究レビュー

D582 Ｏｌｉｇｏｎｏｌ　ＰＲＯ（オリゴノール　プロ）
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する
機能があります。

ピルボックスジャパン株式会社 研究レビュー

D583 Ｍｏｉｓｔ　ｃｈａｒｇｅ（モイストチャージ） エリオジクチオール-6-C-グルコシド
エリオジクチオール-6-C-グルコシドは、体の内側から
水分分泌を促すことにより、目のうるおいを保つととも
に、口や肌の乾燥を緩和しうるおいを保ちます。

ライオン株式会社 臨床試験

D584 「カラダカルピス」スパークリング５００
乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオ
クタデカン酸（10-HOA）

乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸
（10－HOA）には体脂肪を減らす機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D585 カントリーマアムチョコチップス GABA
ＧＡＢＡには事務的作業による一時的な精神的ストレス
を軽減する機能があります。

株式会社不二家 研究レビュー

D586 機能性伊勢の卵 EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。 イセ食品株式会社 研究レビュー

D587 千寿記憶
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、中高年の脳血流を改善することで、加齢に伴
い低下する認知機能の一部である記憶力（言語や図
形を思い出す力）を維持します。

株式会社イッティ 研究レビュー

D588 有機ケール青汁 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

ヱスビー食品株式会社 研究レビュー



D589 ＢＦ－１（ビーエフワン）
B．ビフィダム Y株（B．ビフィダム YIT
10347）

B. ビフィダム Y株（B. ビフィダム YIT 10347）には食後
の胃の負担をやわらげる機能があります。

株式会社ヤクルト本社 臨床試験

D590 ワイルドマンゴーの力 アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方の
BMIの低下、体脂肪率、中性脂肪、および体重やウエ
スト周囲径を減らすのを助ける機能があります。

株式会社健やか総本舗亀山堂 研究レビュー

D591 キレートレモンクエン酸２７００ クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

D592
ＩＮＮＥＲ　ＢＥＡＵ　Ｆｉｂｅｒ　Ｇｒｅｅｎ（インナービュー　ファイ
バーグリーン）

難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事と共に摂
取することにより「糖の吸収を抑え、食後に上がる血糖
値を抑える機能」、「脂肪の吸収を抑え、脂肪の排出を
増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える
機能」がそれぞれ報告されています。さらに、難消化性
デキストリン（食物繊維）には、「おなかの調子を整え、
便通を改善する機能」があります。

株式会社えがお 研究レビュー

D593 静岡県産べにふうき釜炒り茶ティーバッグ
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο-
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

株式会社製茶問屋山梨商店 研究レビュー

D594
ＭＥＡＬ　ＣＡＲＥ　Ｆｉｂｅｒ　Ｇｒｅｅｎ（ミールケア　ファイバーグ
リーン）

難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事と共に摂
取することにより「糖の吸収を抑え、食後に上がる血糖
値を抑える機能」、「脂肪の吸収を抑え、脂肪の排出を
増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える
機能」がそれぞれ報告されています。さらに、難消化性
デキストリン（食物繊維）には、「おなかの調子を整え、
便通を改善する機能」があります。

株式会社えがお 研究レビュー

D595 潤和華 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、肌の乾燥を
緩和する機能があります。

湧永製薬株式会社 研究レビュー

D596 プラズマローゲンクリア 鶏由来プラズマローゲン

鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加
齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置
情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があり
ます。

入交クリエイト株式会社 臨床試験

D597 サフラ眠
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールに
は、睡眠の質が低いと感じている方の活動時の眠気を
軽減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させ
る機能があります。

株式会社ＳＢＳ 研究レビュー

D598 ＨＭＢ（エイチエムビー）ゼリー梅干風味
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があり
ます。

小林香料株式会社 研究レビュー

D599 ぽん酢プラス ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには体脂肪を減らす機
能があります。

ヤマサ醤油株式会社 研究レビュー

D600 Ｌ‐テアニン Ｌ‐テアニン
Ｌ‐テアニンには、夜間の睡眠の質を高め（起床時の疲
労感や眠気を軽減する）ます。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー



D601 シャンピニオン爽粒 マッシュルーム由来ポリフェノール
マッシュルーム由来ポリフェノールには、腸内腐敗産物
として知られているアンモニア、p-クレゾールを減らす
ことで、腸内環境を良好にします。

株式会社リコム 研究レビュー

D602 キトヘルス
エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リ
ノレン酸）

エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）に
は、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・ＢＭＩを減少させ
る機能があります。

株式会社エムディエフ 研究レビュー

D603 金印肉用きざみわさび ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには体についた脂肪を
減らす機能があります。

金印株式会社 研究レビュー

D604 ミニッツメイド　ぽかぽかごこち　はちみつゆず
ウィンターセイボリー由来カルバクロール、
ウィンターセイボリー由来チモール

ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセ
イボリー由来チモールは、肌寒く手足の体表温が徐々
に低下していく環境下において、体（末梢）をあたたかく
保つ機能があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

D605 巡優　ＬＫＭ（エルケイエム）５１２
ビフィズス菌 LKM512 (Bifidobacterium
animalis subsp. lactis)

ビフィズス菌 LKM512は、生きて腸まで届き増えること
で腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する機能が
あります。

アロン化成株式会社 研究レビュー

D606 フジッコ　大豆で作ったヨーグルト 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

フジッコ株式会社 研究レビュー

D607 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、事
務的作業に伴う一時的な精神的ストレス、疲労感を緩
和する機能があります。

株式会社オーガランド 研究レビュー

D608 おやすみラフマ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。

株式会社ベンチャーバンク 研究レビュー

D609 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　Ｋ－１（ケイワン） 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持
する機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

D610 リアルゴールド　アスタパワー アスタキサンチン
アスタキサンチンには、目の疲労感や目の使用による
肩・腰の負担を軽減する機能があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

D611 センドナウ潤いセラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

スノーデン株式会社 研究レビュー

D612 健康家族のルテイン・ゼアキサンチンプラス ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上
昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光刺激からの
保護やコントラスト感度（ぼやけを解消して、くっきりと
物を識別する感度）の改善によって、目の調子を整え
ます。

株式会社健康家族 研究レビュー

D613 うまみ搾り アンセリン
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ます。

サッポロビール株式会社 研究レビュー

D614 ヨーグルスタンドＫ－１乳酸菌 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維
持する機能があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー



D615 静岡県産べにふうき釜炒り茶粉末スティック
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο-
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

株式会社製茶問屋山梨商店 研究レビュー

D616 まるごと黒豆茶 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

D617 高たんぱくＨＭＢ（エイチエムビー）パウダー
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D618 活き活き花茶 難消化性デキストリン(食物繊維)
難消化性デキストリン(食物繊維)は、食後の血糖値や
血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。

丸成商事株式会社 研究レビュー

D619 温＋ヘスペリジン モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の血
流を維持し、末梢の体表温を維持する機能がありま
す。

日本ケフィア株式会社 研究レビュー

D620 「はたらくアタマに／Ｗｅｌｃｈ’ｓ（ウェルチ）」スマートスタート
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意
力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効
率維持に役立ちます。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

D621 タヒボＮＦＤ（エヌエフディ）ニューエッセンス タヒボ由来ポリフェノール
タヒボ由来ポリフェノールは、抗酸化作用により日常の
生活により生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に
役立つ機能があります。

タヒボジャパン株式会社 研究レビュー

D622 リフレッシュ　カロリーゼロ　ＧＡＢＡ（ギャバ） ＧＡＢＡ
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ります。

日本生活協同組合連合会 研究レビュー

D623 アクティブエール
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立ちます。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

D624 パルスイートおなかすこやかオリゴ フラクトオリゴ糖
フラクトオリゴ糖はお通じが気になる方の腸内のビフィ
ズス菌を増やし、おなかの調子を整えます。

味の素株式会社 研究レビュー

D625 グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）を
サポートし、膝の不快感をやわらげます。

株式会社リード 研究レビュー

D626
ＤＨＡ＆ＥＰＡ　ＤＸ（ディーエイチエー　アンド　イーピーエー
デラックス）

DHA・EPA

DHA・EPA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します。※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。
DHA・EPAには、中性脂肪値を下げる機能があることが
報告されています。

ヤクルトヘルスフーズ株式会社 研究レビュー

D627 鶏肉の豆乳スープの素 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂
肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。

株式会社ダイショー 研究レビュー



D628 いちょう葉＆ルテイン
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラクトン、ルテイン、ゼア
キサンチン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。ルテイン、ゼアキサンチンには加齢など
によって減少する目の黄斑色素密度を上昇させる働き
により、目をブルーライトなどの光の刺激から保護し、
コントラスト感度の低下（ぼやけ）を改善します。

日本製粉株式会社 研究レビュー

D629 玉ねぎスープの素オニオンコンソメ味 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能があります。

株式会社ダイショー 研究レビュー

D630 きのこスープの素中華しょうゆ味 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能があります。

株式会社ダイショー 研究レビュー

D631 牛肉のテール風スープの素 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂
肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。

株式会社ダイショー 研究レビュー

D632 ウインナーのポトフスープの素 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂
肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。

株式会社ダイショー 研究レビュー

D633 ＨＭＢシニア（エイチエムビーシニア）
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

株式会社つうはん本舗 研究レビュー

D634 葛タブレット
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

D635 葛の花粒
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

D636 葛花粒
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

D637 タブレット
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

D638 「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）大根漬 γ－アミノ酪酸（GABA） GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。 株式会社もり 研究レビュー

D639 「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）胡瓜漬 γ-アミノ酪酸（GABA) GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。 株式会社もり 研究レビュー

D640 「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）人参漬 γ -アミノ酪酸（GABA） GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。 株式会社もり 研究レビュー

D641 「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）茄子漬 γ -アミノ酪酸（GABA） GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。 株式会社もり 研究レビュー

D642 「森の恵み」ＧＡＢＡ（ギャバ）南瓜漬 γ -アミノ酪酸（GABA） GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。 株式会社もり 研究レビュー



D643 睡眠マネージメント
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠の深さ）の向上に役立ちます。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

D644 すっきりサラシアプレミアム サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
性があります。

タカノ株式会社 研究レビュー

D645 トリプルスタイル
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸、ブラック
ジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パイ
ナップル由来グルコシルセラミド

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味な方の
体重や体脂肪、ウエスト周囲径および中性脂肪を減ら
すのを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。ブラッ
クジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、中高年齢
者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立ち
ます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の
潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。

株式会社ピーチ・ジョン 研究レビュー

D646 日本人の快眼 ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンはピント調整力を改善す
ることで眼の疲労感を軽減する機能、ルテインはブ
ルーライトなどの光の刺激から眼を保護するとされる
網膜の黄斑色素量を補うことや、コントラスト感度（か
すみやぼやけの解消によりはっきりものを見る力）を改
善します。

プレマ株式会社 研究レビュー

D647 日本人の快眠 L-テアニン
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートし、一過性の作業にともなう
ストレスをやわらげます。

プレマ株式会社 研究レビュー

D648 ブルーベリー ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンには健康な人の眼の潤
いを保ちます。なお、本品はドライアイ（一般的に10秒
間瞬きをせずにいられない方はドライアイと言われて
います。）を改善するものではありません。

株式会社元気生活 研究レビュー

D649 マイクポップコーン　プラスファイバーうすしお味 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子
を整える機能があります。

ジャパンフリトレー株式会社 研究レビュー

D650 プリンケア　粉末スティック アンセリン
アンセリンは、健康な方の高めの血清尿酸値（5.5～
7.0mg/dL）を低下させる機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

D651 ターミナリアベリリカタブレットＴＲ（ティーアール） ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や
糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を
おだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMI
を減らすのを助ける機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

D652 緑のイチョウ葉粒
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の認知機能の一部で
ある記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を
維持する機能があります。

株式会社三昧生活 研究レビュー

D653 おなかにエール カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）
本品にはカゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）が含ま
れ、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。

ホワイト食品工業株式会社 臨床試験

D654 サフランの恵み
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナールが含まれるので、一時的なストレスや疲労感を
軽減させる機能があります。

株式会社ＳＢＳ 臨床試験



D655 目のぼやけを軽減　ルテイン＋ゼアキサンチン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上
昇させる働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光の
刺激からの保護や、コントラスト感度（ぼやけの解消に
よりくっきり見る力）を改善する機能があります。

株式会社世田谷自然食品 研究レビュー

D656
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　カラダ対策ファイバー・イン・ミート
ソースＷ

難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収
を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が
あります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D657 茶Ｗ（ダブル） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑え、食後に上がる中性脂肪や
血糖値を抑える機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

D658 お～いお茶濃い茶　２Ｌ ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がありま
す。

株式会社伊藤園 研究レビュー

D659 お～いお茶濃い茶　１Ｌ ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がありま
す。

株式会社伊藤園 研究レビュー

D660 ラクフィット 乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌BB536
乳酸菌S-PT84は、おなかの脂肪を減らす機能があり
ます。ビフィズス菌BB536は、腸内フローラを良好にす
ることでおなかの調子を整える機能があります。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

D661 ＳＷＩＭＩＮ（スイミン） L-テアニン
L-テアニンは、夜間の健やかな眠り（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンに
は、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。

株式会社オーガランド 研究レビュー

D662 岩下の新生姜 ショウガ由来ポリフェノール
ショウガ由来ポリフェノールには、寒い季節や冷房条件
下において末梢（手の指先）の体温を維持する機能が
あります。

岩下食品株式会社 研究レビュー

D663 ＤＨＡ（ディーエイチエー）　ｗ DHA・EPA
DHA・EPAには血中の中性脂肪値を低下させる機能が
あります。また、中高年の方の加齢に伴い低下する、
認知機能の一部である記憶力を維持します。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

D664 アイソカルサポートファイバー７．２ｇ×１４ グアーガム分解物（食物繊維）

グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届いて有用菌
（善玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を
増やし便通を改善します。グアーガム分解物（食物繊
維）は、食後の血糖値の上昇を抑えます。

ネスレ日本株式会社 研究レビュー

D665 アルビータ　アスタキサンチンアイ アスタキサンチン
アスタキサンチンには、パソコンやスマートフォンなど
の使用による、目の疲労感や肩の負担を軽減する機
能があります。

株式会社アルビータ 研究レビュー

D666 ＨＭＢ（エイチエムビー）チャレンジ
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）には、自立した日
常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低
下抑制に役立つ機能があります。また、この機能と共
に運動との併用により腹部の脂肪の減少に役立つ機
能があります。

日本ケフィア株式会社 研究レビュー

D667 ダイエタリーファイバー イソマルトデキストリン(食物繊維)
イソマルトデキストリン(食物繊維)には、おなかの調子
を整える機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー



D668 シボリズム アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体
重・中性脂肪・体脂肪率・ウエスト周囲径を減らすこと
をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社ファインアップ 研究レビュー

D669 サポートプラス　クロセチン クロセチン

クロセチンは、良質な眠りをサポートし（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）ま
す。また、目のピント調節をサポートし（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）ます。

理研ビタミン株式会社 研究レビュー

D670 あなた想い乳酸菌飲料 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能があります。

ホワイト食品工業株式会社 研究レビュー

D671 グルコサミン　エラスチン　プラス
グルコサミン塩酸塩、カツオ由来エラスチ
ンペプチド

グルコサミン塩酸塩、カツオ由来エラスチンペプチドに
はひざ関節の動きの悩みを緩和し、「階段の昇り降り」
や「しゃがみ込みや立ち上がり」時のひざ関節の動きを
助ける機能があります。

株式会社はぴねすくらぶ 臨床試験

D672 快腸週間
ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マン
ギフェリン

ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンに
は、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。

アピ株式会社 研究レビュー

D673 ＬＫＭ（エルケイエム）５１２スティック
ビフィズス菌ＬＫＭ５１２(Bifidobacterium
animalis subsp. lactis)

ビフィズス菌 LKM512は、生きて腸まで届き腸内で増え
ることで腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する機
能があります。

協同乳業株式会社 研究レビュー

D674 カイテキオリゴ
ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリ
ゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキ
ストリン

ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマ
ルトオリゴ糖、α-シクロデキストリンが含まれているの
で、便秘傾向者の便通を改善する（排便量・排便回数
を増やす）機能があります。

株式会社北の達人コーポレーション 臨床試験

D675 快腸週間ＥＸ（イーエックス）
ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マン
ギフェリン

ゲンクワニン5- O-β-プリメベロシド、マンギフェリンに
は、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。

アピ株式会社 臨床試験

D676 トキワ　メタテクト DHA･EPA、サラシア由来サラシノール
DHA･EPAには、中性脂肪を低下させる機能がありま
す。サラシア由来サラシノールには、食後の血糖値の
上昇をゆるやかにする機能があります。

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

D677 メタバリアプレミアムＥＸ（イーエックス）
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

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。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。

富士フイルム株式会社 臨床試験

D678 ＧＡＢＡ（ギャバ）子大豆もやし GABA

GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。本品を1/2袋食べると機能性が報告されている
一日当たりの機能性関与成分(GABA)の量の50％を摂
取できます。

株式会社サラダコスモ 研究レビュー

D679 大豆イソフラボンプラス 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

三生医薬株式会社 研究レビュー



D680 ＡＯ＋　ＰＧ　ＴＡＢＬＥＴ（エーオープラスピージータブレット） サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

株式会社マキュレ 研究レビュー

D681 インシップ　ブルーベリー粒 ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。

株式会社インシップ 研究レビュー

D682 マイニチケアガム＜血圧が高めの方のミントガム＞ モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧
を下げる機能があります。

株式会社ロッテ 研究レビュー

D683 ディアナチュラゴールド　アンセリン アンセリン
アンセリンには、血清尿酸値が正常域で高め（尿酸値
5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑えます。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

D684 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　セラミドＰｎ（ピーエヌ） パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃しにくくする機能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

D685 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　Ｌ－テアニン L-テアニン
L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減しま
す。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

D686 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

D687 アローマメロン GABA
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ります。

静岡県温室農業協同組合 研究レビュー

D688 クラウンメロン GABA
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ります。

静岡県温室農業協同組合 研究レビュー

D689 ファイバイタル　肉野菜みそスープ イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリンは、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
あります。

エースコック株式会社 研究レビュー

D690 シンデレラスリープ L-テアニン

Ｌ-テアニンには、夜間の良質な眠り（寝起きの疲労感
や眠気を軽減）をサポートする機能があります。また、
一過性の作業にともなう精神的なストレスをやわらげま
す。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

届出番号 商品名 関与成分 機能性の項目 届出者名 科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）

E1 ＭＡＮＧＯＳＴＩＡ（マンゴスティア） ロダンテノンB
ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌
の潤いを保持する機能があります。

日本新薬株式会社 臨床試験

E2 ぎゅっとルテイン　きらきらケール ルテイン

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

日本山村硝子株式会社 研究レビュー

E3 健康体国産りんご 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を
整える機能や、同時に摂取した糖質の吸収を抑えて食
後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー



E4 おなか快調宣言α
難消化性デキストリン(食物繊維として)、ガ
ラクトオリゴ糖

本品には難消化性デキストリン(食物繊維として)、ガラ
クトオリゴ糖が含まれるので、腸内のビフィズ
ス菌を増加させ、腸内環境（腸内フローラ）を良好にし、
便通（お通じ）を改善する機能があります。
また、難消化性デキストリン(食物繊維として)は、食事
から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる事
により、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。

株式会社愛しとーと 臨床試験

E5 アカポリ肌ケア アカシア樹皮由来プロアントシアニジン

本品にはアカシア樹皮由来プロアントシアニジンが含
まれるので、肌（顔）の乾燥による不快感（ムズムズ感）
がある成人において、肌（顔）の乾燥を緩和して肌（顔）
の潤いを守るのを助け、肌（顔）の保湿力（バリア機能）
を守る機能があり、不快感を改善する機能がありま
す。

株式会社アカシアの樹（旧社名：株式
会社mimozax）

臨床試験

E6 スマートブラック　世界一のバリスタ監修 難消化性デキストリン（食物繊維として）

難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事や軽
食から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の
血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がありま
す。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

E7 睡眠ミイン GABA

GABAは健康な方の睡眠の質（眠りの深さ、起床時の
眠気）の改善に役立つ機能や、仕事や作業による一過
性の精神的なストレスや疲労感を緩和する機能があり
ます。

アモーレパシフィックジャパン株式会
社

研究レビュー

E8 尿酸値が気になる方のアンセリン アンセリン
アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）
の方の尿酸値を下げる機能があります。

日清ファルマ株式会社 研究レビュー

E9 乳酸菌ヘルベヨーグルト　ドリンクタイプ　１００ｇ L. helveticus SBT2171（乳酸菌ヘルベ）
L. helveticus SBT2171（乳酸菌ヘルベ）は目や鼻の不
快感を緩和します。

雪印メグミルク株式会社 臨床試験

E10 ウィルキンソン　タンサン　エクストラ　グレープフルーツ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の
脂肪の吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E11 こまめにコツコツ黒豆茶 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E12 ・はじめのグルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、膝の曲げ伸ばしを滑らかにし、
膝を動かす際の不快な違和感を和らげます。

株式会社リフレ 研究レビュー

E13 ルテインＵＱ（ユーキュー）２０ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪
郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機
能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改
善、睡眠の質、眼の疲労感の軽減に役立つ機能があり
ます。

ユニキス株式会社 研究レビュー

E14 「ラクトスマート」
乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオ
クタデカン酸（10-HOA）

乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸
（10－HOA）には、体脂肪を減らす機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E15 お～いお茶濃い茶　５００ｍｌ ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がありま
す。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E16 グルコサミン＋（プラス）コンドロイチン
グルコサミン
サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸

グルコサミンとサメの軟骨由来コンドロイチン硫酸に
は、ひざ関節の軟骨を保護する働きにより、歩く、立
つ、座るなど、移動機能の低下を感じている方のひざ
の曲げ伸ばしを円滑にし、歩行能力の向上を助ける機
能があります。

株式会社世田谷自然食品 臨床試験



E17 アスタ・アイ・プレミアム アスタキサンチン
アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による
疲労感を軽減します。

ハマリ産業株式会社 研究レビュー

E18 海の恵オメガⅢ（スリー） DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 株式会社ヨネキチ 研究レビュー

E19 ハートライフコーヒー GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げ、正常な血
圧を維持する機能があります。

株式会社ミル総本社 研究レビュー

E20 桃屋のいつもいきいき
熟成にんにくエキス
（指標成分：S-アリルシステイン、アルギニ
ン）

熟成にんにくエキスには睡眠の質を向上する機能があ
ります。また、日常生活で生じる疲労感を軽減する機
能があります。

株式会社桃屋 臨床試験

E21 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ヒアルロン酸Ｎａ（ナトリウム） ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能がありま
す。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

E22
ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーア
ンドイーピーエー）

DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

E23 ＧＡＢＡｍｉｎ（ギャバミン） GABA
GABA には、血圧が高めの方に適した機能がありま
す。また、デスクワークなどに伴う一時的な精神的スト
レスを緩和する機能があります。

沖縄ハム総合食品株式会社 研究レビュー

E24 のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）レモン＆ライム 難消化性デキストリン（食物繊維）
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ります。

サントリースピリッツ株式会社 研究レビュー

E25 のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）オレンジ＆ライム 難消化性デキストリン（食物繊維）
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ります。

サントリースピリッツ株式会社 研究レビュー

E26 はちみつバーモントドリンク 酢酸
酢酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社山田養蜂場 研究レビュー

E27 のんある気分　ＤＲＹ（ドライ）　ライムクリア　ジンテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
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ります。

サントリースピリッツ株式会社 研究レビュー

E28 水肌 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、
背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤い
を守るのに役立つ機能があります。

ピルボックスジャパン株式会社 研究レビュー

E29 天使のララ 魚うろこ由来コラーゲンポリペプチド
魚うろこ由来コラーゲンポリペプチドには顔肌の水分量
を保ち、顔肌の潤いに役立つ機能があります。

株式会社エミネット 臨床試験

E30 休眠習慣
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。

グリーンハウス株式会社 研究レビュー

E31
ＺＥＲＯ（ゼロ）　ｋｃａｌ（キロカロリー）　Ｃｉｄｅｒ（サイダー）　Ｔｒｉ
ｐｌｅ（トリプル）

難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑える機能があります。また、食後の血
糖値の上昇を抑える機能があります。さらに、おなかの
調子を整える機能があります。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

E32 セラミド１．２ グルコシルセラミド
グルコシルセラミドは肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾
燥から守る機能（バリア機能）を維持します。

日本製粉株式会社 研究レビュー

E33 ベータプラス ベータコングリシニン
ベータコングリシニンは血中中性脂肪を低下させるとと
もに、高めのBMIを低下させる機能があります。

富士産業株式会社 研究レビュー



E34 グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰
な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促し
ます。

株式会社ケイ・エム・シー 研究レビュー

E35 キオクのミカタ（認知機能） DHA

DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機
能の一部である記憶力、判断力をサポートします。（記
憶力：数に関する情報を記憶し、思い出す力。 判断
力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす
力。）

株式会社サン・クラルテ製薬 研究レビュー

E36 ヘルサポ（中性脂肪低下） DHA、EPA
DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があ
ります。

株式会社サン・クラルテ製薬 研究レビュー

E37 歩くたすけ
HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒ
ドロキシ－３－メチルブチレートモノハイド
レート）

HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３
－メチルブチレートモノハイドレート）には、運動との併
用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・
歩くための筋力）の低下抑制に役立つ機能がありま
す。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E38 伊右衛門　おいしい糖質対策 難消化性デキストリン（食物繊維）
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ります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

E39 伊右衛門プラス　おいしい糖質対策 難消化性デキストリン（食物繊維）
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ります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

E40 サポートタブレット セイタカミロバラン果実由来没食子酸
セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や
血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

E41 サプリメント セイタカミロバラン果実由来没食子酸
セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や
血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

E42 杜仲源ＧＸ（ジーエックス）ａ 杜仲葉由来ゲニポシド酸
杜仲葉由来ゲニポシド酸には末梢血管に作用すること
で、高めの血圧を改善し、健康な血圧を維持する機能
があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E43 ＬＫＭ（エルケイエム）５１２のむヨーグルト
ビフィズス菌LKM512(Bifidobacterium
animalis subsp. lactis )

ビフィズス菌 LKM512は、生きて腸まで届き腸内で増え
ることで腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する機
能があります。

協同乳業株式会社 研究レビュー

E44 マンゴスティア ロダンテノンB
ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌
の潤いを保持する機能があります。

日本新薬株式会社 臨床試験

E45 ターミナリア ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇をおだやか
にする機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E46 ＧＡＢＡ＋（ギャバプラス） GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。

株式会社プロントコーポレーション 研究レビュー

E47 葛の花
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー



E48 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ビフィズス菌ＢＢ（ビービー）５３６ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

E49 伊右衛門プラス３２５コレステロール対策 プロシアニジンB1及びB3
プロシアニジンB1及びB3には悪玉（LDL）コレステロー
ルを下げる機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

E50 伊右衛門プラス５００コレステロール対策 プロシアニジンB1及びB3
プロシアニジンB1及びB3には悪玉（LDL）コレステロー
ルを下げる機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

E51 葛花＋（プラス）クエン酸スポーツドリンクＲ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)、クエン酸

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。クエン酸には、日常生活や運動後の疲労
感を緩和させる機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E52 睡眠渼潤 GABA、ヒアルロン酸Na
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、起床時の眠気）の改
善に役立つ機能があります。ヒアルロン酸Naは肌の水
分を保持する機能があります。

日本ケフィア株式会社 研究レビュー

E53 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　クリルオイル クリルオイル由来EPA・DHA
クリルオイル由来EPA・DHAには靴下をはいたり脱いだ
りする時の膝の違和感を軽減する機能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 臨床試験

E54 肌のうるおいサプリメント パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

株式会社エフアイコーポレイション 研究レビュー

E55 ロコアタックＥＸ（イーエックス）　ａ
サケ軟骨由来プロテオグリカン・非変性II
型コラーゲン

サケ軟骨由来プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コラーゲン
には日常のひざの動き（正座などの曲げ伸ばし、階段
の昇り降り、しゃがむ、立つ、歩くなど）の改善をサポー
トします。

新日本製薬株式会社 研究レビュー

E56 葛の花茶
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

E57 葛花茶
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

E58 ダイエタリーＦ（エフ）乳酸菌５０００億個
乳酸菌エンテロコッカス・フェカリス菌（EC-
BabyM）、難消化性デキストリン（食物繊
維）

乳酸菌エンテロコッカス・フェカリス菌（EC-BabyM）と難
消化性デキストリン（食物繊維）は腸内環境と便通を改
善します。

エム・フーズ株式会社 臨床試験

E59
ベリエストＺ　のむＤＨＡ＋ＥＰＡ（ディーエイチエーイーピー
エー）５００

EPA・DHA

EPA・DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認
知機能の一部である記憶力を維持することが報告され
ています。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思
い出す力をいいます。

株式会社ノーベル 研究レビュー

E60 アミノエールゼリータイプ　ロイシン４０

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

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

味の素株式会社 研究レビュー



E61 クリルオイルＥＸ（イーエックス） クリルオイル由来EPA・DHA
クリルオイル由来EPA・DHAには靴下をはいたり脱いだ
りする時の膝の違和感を軽減する機能があります。

三生医薬株式会社 臨床試験

E62 森永ビースリー　カプセル ビフィズス菌B-3（B. breve）
ビフィズス菌B-3（B. breve）には、BMIが高めの方のウ
エスト周囲径を減らす機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E63 Ａ・Ｅ・Ｄ（エーイーディ）クリルオイル クリルオイル由来EPA・DHA
クリルオイル由来EPA・DHAには靴下をはいたり脱いだ
りする時の膝の違和感を軽減する機能があります。

グランドサン株式会社 臨床試験

E64 クランチチョコレート　ＧＡＢＡ（ギャバ） ＧＡＢＡ
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ります。

日本生活協同組合連合会 研究レビュー

E65 記憶のみかた
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。

フォーデイズ株式会社 研究レビュー

E66 キョーリック　セラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力を
高めます。

湧永製薬株式会社 研究レビュー

E67 やすらぎ生活 SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）
SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）は、日常生活で
自覚するストレスを減少させ、精神的・肉体的疲労感を
軽減します。

ゼリアヘルスウエイ株式会社 研究レビュー

E68 ＬＵＴＥＩＮ＆ＭＥ（ルテインアンドミー）　ドリップコーヒー ルテインエステル（ルテインとして）

ルテインエステル（ルテインとして）には長時間のコン
ピューター作業などによって低下した目のコントラスト
感度（ぼやけの解消によってはっきりと見る力）を改善
する機能があります。

株式会社メニコンネクト 研究レビュー

E69
ＬＵＴＥＩＮ＆ＭＥ（ルテインアンドミー）　ドリップコーヒー　デカ
フェ

ルテインエステル（ルテインとして）

ルテインエステル（ルテインとして）には長時間のコン
ピューター作業などによって低下した目のコントラスト
感度（ぼやけの解消によってはっきりと見る力）を改善
する機能があります。

株式会社メニコンネクト 研究レビュー

E70 ぱぱゼリーＡミックス（３０個入） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑えることで、食後の血糖値や
血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。

伊那食品工業株式会社 研究レビュー

E71 皇潤　歩
HMBカルシウム（別名として、カルシウム
ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート モノ
ハイドレート）

HMBカルシウムには、自立した日常生活に必要な筋肉
量と筋力を維持し低下を抑えること、健常者の歩く力を
助けます。

株式会社エバーライフ 研究レビュー

E72 ショコラワーク　ヒスチジン ヒスチジン

ヒスチジンは日常生活で疲労を感じる方の疲労感を軽
減し、頭が冴えない・注意力低下といった疲労に伴う感
覚の緩和、単純な記憶や判断を必要とする作業の効
率（パフォーマンス）向上に役立つ機能があります。

株式会社ロッテ 研究レビュー

E73 キューサイＨＭＢ（エイチエムビー）タブレット
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があり
ます。

小林香料株式会社 研究レビュー



E74 ｇｇＮＥＭＵＲＩ（ジージーネムリ） γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）には、睡眠の質（眠りの深さ）の
改善に役立つ機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

E75 伊右衛門プラス　おいしい糖質対策ａ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖質の吸収を抑える機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

E76 葛花サプリ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E77 葛花巡サプリメント
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E78 大人のカロリミット　烏龍茶プラス 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

E79 ＫＵＺＵＨＡＮＡ（クズハナ）
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E80 ＫＵＺＵｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ（クズサプリメント）
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E81 アスタキサンチン肌潤い アスタキサンチン
アスタキサンチンは肌の水分保持に役立ち、肌の潤い
を守るのを助ける機能があります。

株式会社元気生活 研究レビュー

E82 ワンワールドＣｏｆｆｅｅ（コーヒー） 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血
中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。また、お
なかの調子を整える機能があります。

シオノケミカル株式会社 研究レビュー

E83
肥満気味の方の体重・体脂肪・ウエストサイズを減らすこと
をサポートし、高めのＢＭＩ（ビーエムアイ）値の改善に役立
つサプリメント

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体
重、体脂肪、ウエストサイズを減らすことをサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

E84 冷えケア ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類には、寒さにより低下した血流
（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）を保つ機能が
あります。

株式会社ファンケル 臨床試験

E85 イチオシキムチ ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）
ミヤビスLB （Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤い
を守るのを助ける機能があります。

株式会社美山 研究レビュー

E86 イチオシキムチ辛口 ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）
ミヤビスLB （Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤い
を守るのを助ける機能があります。

株式会社美山 研究レビュー

E87 イチオシ焼肉屋の味キムチ ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）
ミヤビスLB （Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤い
を守るのを助ける機能があります。

株式会社美山 研究レビュー



E88 イチオシ４００億個×３個パック ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）
ミヤビスLB （Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤い
を守るのを助ける機能があります。

株式会社美山 研究レビュー

E89 イチオシキムチ２個パック ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）
ミヤビスLB （Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤い
を守るのを助ける機能があります。

株式会社美山 研究レビュー

E90
おいしい蒟蒻ゼリー　ＰＲＥＭＩＵＭ＋（プレミアムプラス）白桃
＆黄金桃

難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の中性脂
肪や血糖値の上昇を抑えます。さらに、おなかの調子
を整えます。

株式会社たらみ 研究レビュー

E91
おいしい蒟蒻ゼリー　ＰＲＥＭＩＵＭ＋（プレミアムプラス）ぶど
う＆マスカット

難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の中性脂
肪や血糖値の上昇を抑えます。さらに、おなかの調子
を整えます。

株式会社たらみ 研究レビュー

E92 ブラックジンジャーＤＸ（デラックス）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

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ります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

E93 ヘル酢ケアサポート 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

ティーライフ株式会社 研究レビュー

E94 ファインの巡（めぐ）み
EPA・DHA、GABA、モノグルコシルヘスペ
リジン

EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる機能
があります。GABAには血圧が高めの方に適した機能
があります。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や
室温が低い時に血流（末梢血流）を維持し、体温（末梢
体温）を保つ機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

E95 お～いお茶濃い茶　５２５ｍｌ 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ります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E96 ＣＯＣＯＲＯ（ココロ）うる肌セラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃しにくくする機能があります。

ＣｏＣｏＲｏ株式会社 研究レビュー

E97 アルケルトＥＸ　（イーエックス）
カルシウム　ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があり
ます。

株式会社シーナコーポレーション 研究レビュー

E98 アラプラス　からだアクティブ 5-アミノレブリン酸リン酸塩
5-アミノレブリン酸リン酸塩（ALA）は加齢に伴い低下す
る運動効率を上げ、運動量（運動する時間や量）の増
進をサポートします。

ＳＢＩアラプロモ株式会社 研究レビュー

E99
「届く強さの乳酸菌」Ｗ（ダブル）「プレミアガセリ菌ＣＰ２３０
５」

ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）

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
役立つ機能があります。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
あります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E100
「届く強さの乳酸菌」Ｗ（ダブル）ゼリー「プレミアガセリ菌ＣＰ
２３０５」

ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）

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
役立つ機能があります。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
あります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー



E101 きずな屋のだし バリルチロシン
バリルチロシンは、高めの血圧を低下させる機能を持
ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

E102
Ｗｏｒｋｅｒ’ｓ　Ｂｉｓｃｕｉｔ　ＧＡＢＡ（ワーカーズ　ビスケット　ギャ
バ）×アールグレイ

GABA
GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレス
や疲労感を軽減する機能があります。

前田製菓株式会社 研究レビュー

E103 アスタリフト　ホワイト　ドリンク　ホワイトシールド アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

富士フイルム株式会社 研究レビュー

E104 スイッチ乳酸菌 Lactobacillus brevis SBC8803(SBL88)
Lactobacillus brevis SBC8803(SBL88)には、睡眠の質
を改善(起床時の疲労感や眠気を軽減)する機能があり
ます。

サッポロウエルネスラボ株式会社 臨床試験

E105 イチョウ葉
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

この2つの成分には、認知機能の一部である記憶力
（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚
え、思い出す力）を維持する機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

E106 ルテイン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の
増加によりブルーライトなどの光のストレスから目を守
る機能や、コントラスト感度（ぼやけ・かすみを和らげ
くっきり見る力）を改善する機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

E107 飲む寒天　すっきりせんい 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の中性脂
肪や糖の吸収を抑えることにより、食後の中性脂肪の
上昇や血糖値の上昇を抑えます。さらに、お腹の調子
をすっきり整えます。

シオノギヘルスケア株式会社 研究レビュー

E108 十六穀でつくった麹あま酒ＰＬＵＳ（プラス） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収を抑える
ことにより、食後の血糖値の上昇を抑えます。また、お
なかの調子を整えます。

菊水酒造株式会社 研究レビュー

E109 十六穀でつくった麹あま酒豆乳ブレンドＰＬＵＳ（プラス） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収を抑える
ことにより、食後の血糖値の上昇を抑えます。また、お
なかの調子を整えます。

菊水酒造株式会社 研究レビュー

E110 健康生活　ファイバー イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に
血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂
肪の上昇をおだやかにします。

五洲薬品株式会社 研究レビュー

E111 ノエビア　ルテインプラスツー
ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチ
ン

ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量
を増やす働きがあり、ブルーライト光の刺激からの保
護や、コントラスト感度（はっきり見る力）の改善によっ
て、ぼやけを解消します。アスタキサンチンには、目の
ピント調節機能を維持し、パソコンやスマートフォンの
使用による一時的な目の疲労感を軽減します。

株式会社ノエビア 研究レビュー

E112 イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。

株式会社クレアル・ジャパン 研究レビュー



E113 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　グッドボン 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

E114 健康きらり　アルコサミンＤＸ（ディーエックス） グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝の可動域の改善、膝の違和感
を軽減します。

明治薬品株式会社 研究レビュー

E115 のむリセヨーグルト
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪
と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機
能があります。

オハヨー乳業株式会社 研究レビュー

E116 スッキリ快腸 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を
整える機能があります。

ちゅら花株式会社 研究レビュー

E117
ヒザ関節の動きの悩みを緩和　グルコサミン　乳酸菌飲料
風味

グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和し
ます。

株式会社エルビー 研究レビュー

E118 尿酸キクＡ（エー）錠 ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社はつらつ堂 研究レビュー

E119 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ルテイン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテインおよびゼアキサンチンには、高齢者の加齢に
伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一つの
事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能
力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応じ
て適切に考え方を修正し対処する能力）を維持する機
能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

E120 アルークα（アルファ）ＨＭＢ（エイチエムビー）プレミアム
カルシウム　ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

ワダカルシウム製薬株式会社 研究レビュー

E121 ＧＡＢＡ（ギャバ）牛ミニ ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能や仕
事や勉強による一時的な精神的ストレスを軽減する機
能があります。

株式会社吉野家 研究レビュー

E122 ペプ牛ミニ
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは、食後
の中性脂肪の吸収を減らす機能があります。

株式会社吉野家 研究レビュー

E123 やずやの歩行能力維持サプリ　すこやかウォーク
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、中高年
齢者の加齢により衰える歩行能力維持に役立ちます。

株式会社やずや 研究レビュー

E124 瞳ケア　カプセル アスタキサンチン

アスタキサンチンは目のピント調節機能を助け、パソコ
ンやスマートフォンなどの使用による一時的な目の疲
労感を軽減し、目の使用による肩や腰の負担を軽減す
る機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

E125 リセヨーグルト
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪
と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機
能があります。

オハヨー乳業株式会社 研究レビュー

E126 オリゴの王様 ガラクトオリゴ糖
ガラクトオリゴ糖は、ビフィズス菌を増やして、腸内環境
を良好に保ちます。

日新製糖株式会社 研究レビュー



E127 ＧＡＢＡ（ギャバ）配合ポット用ルイボスティー GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社国太楼 研究レビュー

E128 ＧＡＢＡ（ギャバ）配合ポット用掛川茶 ＧＡＢＡ ＧＡＢＡには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社国太楼 研究レビュー

E129 アイサポートプラス クロセチン、ルテイン、ゼアキサンチン

クロセチンは目のピント調節をサポートし（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）ま
す。ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素量を維
持し、光刺激によるストレスから目を保護する機能があ
ります。

日清ファルマ株式会社 研究レビュー

E130 ターミナリアタブレット　ブラック ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E131 葛の花タブレット　ブラック
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E132 ターミナリアベリリカ　タブレットＷ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E133 ターミナリアベリリカ　サプリ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E134 わたしケア血圧 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

E135 やすらかナイト
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

プリセプト株式会社 研究レビュー

E136 スローカロリーシュガー パラチノース
パラチノースには軽食から摂取した糖の吸収速度を抑
え、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。

三井製糖株式会社 臨床試験

E137 ＲＡＹＤＥＬ　Ｐｏｌｉｃｏｓａｎｏｌ１０（レイデル　ポリコサノール１０） キューバ産サトウキビ由来ポリコサノール
ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がありま
す。

株式会社レインボーアンドネイチャー
ジャパン

研究レビュー

E138 北の国から届いた　ブルーベリー ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンには目の疲労感の緩和
やピント調節力を改善することで、目の調子を整える機
能があります。

八幡物産株式会社 臨床試験

E139 イチョウ葉エキス
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには加齢により認知機能の一部である記憶機能
（情報を記憶し、これをスムーズに思い出して判断する
機能）が低下することを緩和します。

マルマンＨ＆Ｂ株式会社 研究レビュー

E140 菊芋のイヌリン イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E141 プロテオの恵み サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

株式会社皇漢薬品研究所 研究レビュー



E142 皇漢グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）を
サポートし、膝の不快感をやわらげます。

株式会社皇漢薬品研究所 研究レビュー

E143 ＭＯＮＯ　ＯＢＯＥ（モノオボエ）
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社ファストアイ 研究レビュー

E144 オメガＬＩＦＥ（ライフ）３ー６ー９ DHA、EPA

DHAには中高年の認知機能の一部である、数に関す
る情報の記憶をサポートする機能があります。また、
DHA・EPAには血中の中性脂肪値を低下させる機能が
あります。

日誠マリン工業株式会社 研究レビュー

E145 あい楽 アスタキサンチン

アスタキサンチンには摂取量により、目のピント調節機
能を維持し、パソコンやスマートフォンの使用による一
時的な目の疲労感を緩和したり、ぼやけを軽減しま
す。さらに目の使用による腰や肩の負担を和らげま
す。

株式会社だいにち堂 研究レビュー

E146
ごま豆乳仕立てのみんなのみかたＤＨＡ（ディーエイチエー）
１２５

EPA・DHA
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します。※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。

日本水産株式会社 研究レビュー

E147 クエン酸たっぷり梅干 クエン酸 クエン酸は日常生活や運動後の疲労感を軽減します。 株式会社トノハタ 研究レビュー

E148 快腸びより ビフィズス菌BB-12（B.lactis）
ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届くこと
で腸内環境を改善し、便通を改善する機能がありま
す。

株式会社てまひま堂 研究レビュー

E149 シンデレラ乳酸菌
乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp.
cremoris H61）

乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris
H61）には、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにく
くする肌のバリア機能を高めます。

アピ株式会社 研究レビュー

E150 みんなの健康を考えた野菜たち 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪の上昇を
抑える機能があります。さらに、おなかの調子を整えま
す。

オイシックス・ラ・大地株式会社 研究レビュー

E151 ルテインプラス ルテイン、ゼアキサンチン

ルテインおよびゼアキサンチンには、高齢者の加齢に
伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一つの
事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能
力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応じ
て適切に考え方を修正し対処する能力）を維持する機
能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

E152 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）あまいトマトＧＡＢＡ（ギャバ）＆リラックス GABA
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ります。

カゴメ株式会社 研究レビュー

E153 ＳＬＩＬＩＮ　Ｗ（スリリン　ダブル） ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

E154 ごぼルーツ 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収
を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇
を抑えます。また、便通を改善します。

Natural Beauty株式会社 研究レビュー



E155 毎日アップル（シナノゴールド） リンゴ由来プロシアニジン
リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機
能があります。

森食品工業株式会社 研究レビュー

E156 日本山人参ＹＮ―１（ワイエヌ　ワン）
YN-1（イソエポキシプテリキシン）、イソプ
テリキシン

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

有限会社メイゲン 臨床試験

E157 はっきりルテイン ルテイン
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）
を改善します。

プリセプト株式会社 研究レビュー

E158 魚のＤＨＡ・ＥＰＡ（ディーエイチエー・イーピーエー） DHA・EPA DHA･EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

E159 歩くサプリａ

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

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

株式会社ファンケル 研究レビュー

E160 瀬戸内かあちゃんの食べる小魚 EPA・DHA
魚由来のEPA・DHAには、中性脂肪を下げる機能があ
ります。

株式会社オカベ 研究レビュー

E161 運動サポートゼリー　ライチの恵み
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する
機能があります。

赤穂化成株式会社 研究レビュー

E162
イマーク　ＥＰＡ（イーピーエー）ａｎｄ（アンド）ＤＨＡ（ディーエ
イチエー）シームレスカプセル

EPA・DHA EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。 日本水産株式会社 研究レビュー

E163 サピオプラス　ホスファチジルセリン 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

中北薬品株式会社 研究レビュー

E164 スマートラテ　世界一のバリスタ監修５００ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事や軽
食の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

E165 寒じめほうれんそう ルテイン
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）色素を増加させます。

新岩手農業協同組合 研究レビュー

E166 充実野菜　１日分の緑黄色野菜１２０ｇ分使用 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは糖や脂肪の吸収を抑え、食後
の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制すること、お腹
の調子を整える機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E167 ブラックジンジャー代謝粒
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

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ります。

株式会社ディーエムジェイ 研究レビュー

E168 お腹の脂肪に黒しょうが
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

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ります。

株式会社つうはん本舗 研究レビュー



E169 森永ビヒダスヨーグルト　便通改善 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便
秘気味の方の便通を改善します。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E170 イミューズ　アイ　ＫＷ（ケーダブリュ）乳酸菌 KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）
KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）は目の疲れを感じて
いる方の目の疲労感を軽減します。

キリンホールディングス株式会社 研究レビュー

E171 のむＤＨＡ＋ＥＰＡ（ディーエイチエーイーピーエー）９００ EPA・DHA
EPA・DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認
知機能の一部である記憶力を維持します。※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。

株式会社ノーベル 研究レビュー

E172 ＬＰ４３２（エルピーヨンサンニ）ドリンクタイプ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中
性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。

南日本酪農協同株式会社 研究レビュー

E173 ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）　Ｌ－テアニン L-テアニン
L-テアニンには、夜間の睡眠の質を高める（起床時の
疲労感や眠気を軽減する）。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

E174 ロッテ　乳酸菌　ショコラ　３種アソートパック
乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus
brevis NTT001）

乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）
は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

E175 骨カラキレイ 大豆イソフラボン（アグリコンとして）
大豆イソフラボン（アグリコンとして）には骨の成分の維
持に役立つ機能があります。

キューサイ株式会社 研究レビュー

E176 北国の恵みｐｕｒｅ（ピュア） サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには膝関節の違和感
を和らげる機能があります。

株式会社ウェルヴィーナス 臨床試験

E177 安眠ヘルプ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E178 カロリミットみそ汁 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事か
ら摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。

株式会社永谷園 研究レビュー

E179 おやすみテアニン L-テアニン
L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減しま
す。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげ
ます。

株式会社市川園 研究レビュー

E180 ＨＭＢ（エイチエムビー）ライフサポート
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があり
ます。

イワキ株式会社 研究レビュー

E181 ミヤジマ紫黒米酢 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があ
ります。

宮島醤油株式会社 研究レビュー

E182 ＢＡＵＭ（バウム） イソマルトデキストリン（食物繊維）
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ります。

株式会社ダイシン 研究レビュー

E183 パフォス　イチョウ葉エキス粒
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。

有限会社パフォス 研究レビュー



E184 ヘルプリ ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

E185 サラシア サラシア由来ネオコタラノール
サラシア由来ネオコタラノールには、糖の吸収を抑え、
食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E186 ヘルスイッチ アフリカマンゴノキ由来エラグ酸

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味の方の体
脂肪、中性脂肪を低下させ、体重やウエストサイズを
減少させる機能により、高めのBMI値の改善に役立ち
ます。

株式会社オーガランド 研究レビュー

E187 ｓｐｅｆｌｕ（スペフル） 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃しにくくす
る機能があります。

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

E188 キレートレモンスパークリングクエン酸３０００ クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

E189 健温計画 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温
が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体
温）を保つ機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

E190 コレステ新習慣ＥＸ（イーエックス） アントロキノノール
アントロキノノールには、LDL（悪玉）コレステロール値
を下げる機能があります。

株式会社Golden Biotechnology Japan 研究レビュー

E191 骨コツプロ 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

E192 ＨＭＢ（エイチエムビー）プラス
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水
和物（HMBカルシウム）

3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物（HMBカ
ルシウム）には、自立した日常生活を送る上で必要な
筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能、歩
行能力の維持に役立つ機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

E193 讃岐もち麦ダイシモチ 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやか
にする機能があります。また、おなかの調子を整える
機能があります。

株式会社まんでがん 研究レビュー

E194 ねむみの執事ａｎｍｉｅ（アンミィ） L-テアニン
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートします。また、一過性の作業
にともなうストレスをやわらげます。

株式会社ドリーム 研究レビュー

E195 南インド由来茶ゾネ（ＺＯＮＥ） Ｌ-テアニン
Ｌ-テアニンには、良質な眠り（朝目覚めたときの疲労
感を軽減）をもたらします。また、一過性の作業ストレス
（精神的負担）をやわらげます。

株式会社エモテント 研究レビュー

E196 うらべのイチョウ葉記憶力生活
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

占部大観堂製薬株式会社 研究レビュー

E197 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ヘスペリジン モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温
が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体
温）を保つ機能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー



E198 ファイバーゼリー（グレープフルーツ味） 難消化性デキストリン(食物繊維)
難消化性デキストリン(食物繊維)は、食後の血糖値の
上昇を抑える機能があります。また、おなかの調子を
整える機能があります。

株式会社オースターフーズ 研究レビュー

E199 もっちり麦ポーションタイプ 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかに
します。

永倉精麦株式会社 研究レビュー

E200 ビフィズス菌 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E201 クレアピュア クレアチンモノハイドレート

クレアチンモノハイドレートは、適度な運動と併用するこ
とで、加齢によって衰える筋肉をつくる力を助けること
によって、筋肉量および筋力の維持に役立つ機能があ
ります。

兼松ケミカル株式会社 研究レビュー

E202 レアシュガースウィート
希少糖含有シロップ由来の希少糖（プシ
コース、ソルボース、タガトース、アロース）

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

松谷化学工業株式会社 臨床試験

E203 ビフィズス菌 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

株式会社インシップ 研究レビュー

E204 サラシア サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
があります。

株式会社吉野家ホールディングス 研究レビュー

E205 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
ＧＡＢＡは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。

株式会社吉野家ホールディングス 研究レビュー

E206 ペプチド
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは、食後
の中性脂肪の吸収を減らす機能があります。

株式会社吉野家ホールディングス 研究レビュー

E207 ローズヒップ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドは、BMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社吉野家ホールディングス 研究レビュー

E208 菊芋のおかげ（顆粒） イヌリン

イヌリンには食後の血糖値の上昇を緩やかにする機能
があります。また、イヌリンには血中中性脂肪を減らす
機能はあります。さらに、イヌリンには腸内のビフィズス
菌を増やし、特に便秘傾向者において排便回数・排便
量を増やす機能があります。

日本糖尿食研株式会社 研究レビュー

E209 血圧が高めの方の小粒納豆 γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めの方に適した機
能があります。

あづま食品株式会社 研究レビュー

E210 ＨＭＢ（エイチエムビー）
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があり
ます。

株式会社インシップ 研究レビュー

E211 血圧ヘルプ γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）には、血圧が高めの方の血圧を
下げる機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E212 伊藤園　お～いお茶濃い茶　５００ｍｌ ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がありま
す。

株式会社伊藤園 研究レビュー



E213 イチョウ葉ＵＱ（ユーキュー）
イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョ
ウ葉テルペンラクトン

イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペン
ラクトンは認知機能の一部である記憶力（日常生活で
生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する
機能があります。

ユニキス株式会社 研究レビュー

E214 スティックパン　りんごと野菜３本入 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能があります。

敷島製パン株式会社 研究レビュー

E215 スティックパン　レーズンと玄米入り３本入 イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えます。

敷島製パン株式会社 研究レビュー

E216 健康きらり　アンセリン アンセリン
アンセリンは血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～
7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。

明治薬品株式会社 研究レビュー

E217
ＤＨＡ（ディーエイチエー）の極み　１０００ｍｇプラスＷ（ダブ
ル）　ａ

DHA、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、数字・文字・図形・空間に関する情報
の記憶をサポートする機能があります。DHAとEPAに
は血中の中性脂肪を低下させる機能があります。

備前化成株式会社 研究レビュー

E218 ＤＨＡ（ディーエイチエー）の極み　５００ｍｇプラスＷ（ダブル） DHA、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、判断力をサポートします。（記
憶力：数字に関する情報を記憶し、思い出す力。判断
力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす
力。）DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機
能があります。

備前化成株式会社 研究レビュー

E219 らーめん応援茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値
を抑える機能があります。

株式会社富多屋生麺 研究レビュー

E220
骨密度の維持に役立つ　オリゴ糖酸Ｃａ（カルシウム）（マル
トビオン酸Ｃａ含有）

マルトビオン酸Ｃａ
マルトビオン酸Ｃａには、骨密度の維持に役立つ機能
があります。

サンエイ糖化株式会社 臨床試験

E221 サケグリカン サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

王子サーモン株式会社 研究レビュー

E222 イチョウ葉
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方に適
した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）がありま
す。

株式会社オーガランド 研究レビュー

E223 藻類ＤＨＡ（ディーエイチエー）ドレッシング オーランチオキトリウム由来DHA

オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において
認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状
況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶
にとどめる力）があります。

株式会社三田屋総本家 研究レビュー

E224 ネルケア
ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社健康家族 研究レビュー

E225 ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）の緑茶 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）

茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味
の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、体重
を減らすことで、高めのＢＭＩを低下させる機能がありま
す。

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー



E226 極み生姜の力ジンジャーシロップ ６－ジンゲロール、６－ショウガオール
６－ジンゲロール、６－ショウガオールは、気温や室温
が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能がありま
す。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E227 黒酢飲料　ブルーベリー味　果汁２％ 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E228 やずやの血圧さらり GABA
GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、仕
事や勉強に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機
能があります。

株式会社やずや 研究レビュー

E229 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

E230 シンデレラスリープボタニカル
ラフマ由来ヒペロシド
ラフマ由来イソクエルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

E231 ヘルシア　ＭＹ（マイ）リズム 茶カテキン、クエン酸

茶カテキンには、肥満気味の方の体脂肪を減らす機能
があります。クエン酸には、日常生活の疲労感や運動
により生じる一時的な疲労感を軽減する機能がありま
す。

花王株式会社 研究レビュー

E232 国内産もち麦（米粒麦） 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかに
します。

永倉精麦株式会社 研究レビュー

E233 国内産もち麦（丸麦） 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかに
します。

永倉精麦株式会社 研究レビュー

E234 ペプシ　デラックスゼロ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸
収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにします。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

E235 菊の花ドリンク ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

オリザ油化株式会社 研究レビュー

E236 うるおいラクト パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

株式会社光英科学研究所 研究レビュー

E237 水肌２ 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、
背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤い
を守るのに役立つ機能があります。

ピルボックスジャパン株式会社 研究レビュー

E238 サトウイチョウ葉
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

これらの成分には中高年者において、認知機能の一
部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉・数字・図
形・位置情報を覚え、思い出す力）を維持・サポートす
る機能があります。

佐藤製薬株式会社 研究レビュー

E239 イヌリンＧＯＬＤ（ゴールド） イヌリン
イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは
食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。

株式会社エーエフシー 研究レビュー



E240 血中中性脂肪と食後の血糖値が気になる方のケア習慣 イヌリン
イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは
食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。

本草製薬株式会社 研究レビュー

E241 うるおいコラーゲン 魚由来低分子コラーゲンペプチド

魚由来低分子コラーゲンペプチドには、肌の水分量を
保持し、肌の潤いに役立つ機能があります。
※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とし
た平均分子量が1,000以下になるまで細かく分解された
コラーゲンペプチドのことです。

株式会社ナウカコーポレーション 研究レビュー

E242 賢人の珈琲
イソマルトデキストリン（食物繊維）
GABA

イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりや
すい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が
高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにす
る機能があります。GABAには血圧が高めの方に適し
た機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

E243 賢人の青汁
イソマルトデキストリン（食物繊維）
GABA

イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりや
すい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が
高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにす
る機能があります。GABAには血圧が高めの方に適し
た機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

E244 ローズヒップゼリー ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社エースベーカリー 研究レビュー

E245 大人のチョコプリン 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、同時に摂取し
た糖や脂肪の吸収を抑え、摂取後に上がる血糖値や
血中中性脂肪を抑える機能があります。

株式会社ルーヴ 研究レビュー

E246 モリンガＧＡＢＡ（ギャバ）＜パウダータイプ＞ ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
を緩和する機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる
機能があります。

株式会社アマーサ 研究レビュー

E247 Ｃｌｅａｒ　Ｐｌｕｓ（クリアプラス） クロセチン

クロセチンは、良質な眠りをサポートし（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）ま
す。また、目のピント調節をサポートし（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）ます。

株式会社エル・ローズ 研究レビュー

E248 ノエビア　ピーセリン　ＥＸ（イーエックス）
大豆由来ホスファチジルセリン、イチョウ葉
由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトン

大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）を維持する機能があります。イチョウ
葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラ
クトンは、加齢により低下した脳血流を改善し、健康な
中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉や見
た物の思い出す力）を維持します。

株式会社ノエビア 研究レビュー

E249 葛茶　烏龍茶風味
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E250 葛茶　紅茶風味
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E251 フラバンサプリメントＲ
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がありま
す。

株式会社東洋新薬 研究レビュー



E252 フラバンタブレットＲ
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がありま
す。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E253 ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）＜カカオ５０＞ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリンは、同時に摂取した糖や脂肪の
吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の
上昇を抑える機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

E254 極み生姜の力 6-ジンゲロール、6-ショウガオール
6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が
低い際に、末梢部位の体温を維持する機能がありま
す。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E255 新　おいしい蒸し豆　蒸し黒豆 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには成人女性の骨の成分維持に役
立つ機能があります。

株式会社マルヤナギ小倉屋 研究レビュー

E256 サラ牛ミニ サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
があります。

株式会社吉野家 研究レビュー

E257 ＡＦＣ（エーエフシー）　ルテインＧＯＬＤ（ゴールド） ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、目の黄斑部の色
素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの
軽減、コントラスト感度（ぼやけ・かすみを和らげくっきり
見る力）の改善をします。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E258 ネムケア テアニン、米由来グルコシルセラミド

テアニンは、眠りの質を高めること（起床時の疲労感や
眠気を軽減）と、一過性作業にともなうストレスをやわら
げます。また、米由来グルコシルセラミドには、肌のバ
リア機能（保湿力）を高めます。

エーザイ株式会社 研究レビュー

E259 ルテオリンＧＯＬＤ（ゴールド） ルテオリン
尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の
尿酸値を下げる機能があります。

株式会社エーエフシー 臨床試験

E260 ルテオリンＳＴＡＲＴ（スタート） ルテオリン
尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の
尿酸値を下げる機能があります。

株式会社エーエフシー 臨床試験

E261 菊の花（ルテオリン）プレミアム ルテオリン
尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の
尿酸値を下げる機能があります。

株式会社エーエフシー 臨床試験

E262 尿酸値の高めの方のケア習慣 ルテオリン
尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の
尿酸値を下げる機能があります。

本草製薬株式会社 臨床試験

E263 ＳＵＹＡＲｉ（すやり） GABA
GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の改善に役立つ機能があり
ます。

さくらフォレスト株式会社 研究レビュー

E264 おいしく解けるショコラ　カカオ７０
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）
は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の
認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作
業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認
知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報
を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて
記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能
の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維
持します。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー



E265 おいしく解けるショコラ　カカオ７０　キューブ
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）
は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の
認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作
業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認
知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報
を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて
記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能
の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維
持します。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E266 メタプラス　ウエスト
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

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ります。

株式会社メタボリック 研究レビュー

E267 ルテインＵＱ（ユーキュー） ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪
郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機
能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改
善、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能があ
ります。

ユニキス株式会社 研究レビュー

E268 サンテルタックス２０Ｖ ルテイン

ルテインは、網膜の黄斑色素量（黄斑色素光学密度）
を増加させるとともに、抗酸化作用により、ブルーライト
などの光刺激から目を保護することや、加齢によって
低下する視覚機能の一部であるコントラスト感度を改
善（ぼやけ・かすみの緩和）します。

参天製薬株式会社 研究レビュー

E269 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ホヤプラス ホヤ由来プラズマローゲン
ホヤ由来プラズマローゲンは、人の顔や物を置いた場
所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一
部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。

三生医薬株式会社 臨床試験

E270 入れたくなるコーヒーフレッシュ３０個 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、ＢＭＩが高めの方
のお腹の脂肪を減らす機能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E271 ギャバＧＯＬＤ（ゴールド） ＧＡＢＡ
GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E272 菊芋のイヌリン　イヌリン７５０ｍｇ（ミリグラム） イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E273 血圧が高めの方のケア習慣 GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

本草製薬株式会社 研究レビュー

E274 ギャバＳＴＡＲＴ（スタート） ＧＡＢＡ
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E275 ＧＡＢＡ（ギャバ）プレミアム GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E276 ｍｙＨＭＢ（マイエイチエムビー）パウダー
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（ＨＭＢカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（ＨＭＢカルシウム）は、運動と併用す
る事により、健康で自立した生活を続けるために欠か
せない筋肉量や筋力の低下を抑制または維持するの
に役立ちます。

兼松ケミカル株式会社 研究レビュー



E277 整腸のプロバイオ ビフィズス菌BB-12（B.lactis）
ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届いて
腸内環境を改善し、お通じを改善する機能があります。

雪印ビーンスターク株式会社 研究レビュー

E278 「カラダカルピス」４３０
乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオ
クタデカン酸（10-HOA）

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）には体脂肪を減らす機能があり、肥満気味
の方に適しています。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E279 もち麦米粒タイプもっちり麦 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかに
します。

永倉精麦株式会社 研究レビュー

E280 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　おなかのＫ－１（ケイワン） 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、お通じを改善す
る機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

E281 スティック温巡りルイボスティー モノグルコシルヘスペリジン

モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の冷
房など室内の温度が低い時に健やかな血流（末梢血
流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能がありま
す。

株式会社小谷穀粉 研究レビュー

E282 ルテインゼリー ルテイン
ルテインは、長時間のコンピューター作業などによって
低下した目のコントラスト感度（ぼやけやかすみを軽減
し、くっきりと見る力）を改善します。

株式会社エースベーカリー 研究レビュー

E283 はかた地どり（胸肉） アンセリン、カルノシン
アンセリン、カルノシンは加齢により衰えがちな認知機
能の一部である、個人が経験した比較的新しい出来事
に関する記憶をサポートする機能があります。

農事組合法人福栄組合 研究レビュー

E284 食物繊維入りルイボスティー 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事から摂取し
た脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値
の上昇を抑制する機能があります。

株式会社国太楼 研究レビュー

E285 ＷＡＩＳ　ＲＥＢＡＵＴＥ（ウエス・リボーテ） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

ゲンキー株式会社 研究レビュー

E286 爽健美茶　健康黒素材の麦茶　カフェインゼロ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

E287 メタボメ青汁スッキリーナ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

ティーライフ株式会社 研究レビュー

E288 アミノエールａ

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

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

味の素株式会社 研究レビュー

E289
ＰＲＯＴＥＣＴ　ＨＭＢ　ＰＲＯ（プロテクト　エイチエムビー　プ
ロ）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立ちます。

株式会社bonds 研究レビュー



E290 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA

GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる
作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。ま
た、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能がありま
す。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

E291 お肌うるうる甘酒 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドは肌の水分を逃しにくくし、肌
の潤いを守るのを助けます。

有限会社樽の味 研究レビュー

E292 プレジア
ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マン
ギフェリン

ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンに
は、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。

株式会社白木屋 臨床試験

E293 みかん日和 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

静岡県経済農業協同組合連合会 研究レビュー

E294 カロリミット　ａ
桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポ
ニン

食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血
中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。

株式会社ファンケル 臨床試験

E295 ミラクルそいぐると（無糖） 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社ミラクルソイグルト 研究レビュー

E296 森永ビヒダスのむヨーグルト脂肪ゼロ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、腸
の調子を整える機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E297 みそ汁 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社日本薬業 研究レビュー

E298 ブラックジンジャーエール
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは中高年
齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役
立ちます。

大和製罐株式会社 研究レビュー

E299 スプライト　シトラスリフレッシュ クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

E300 ＰＳ（ピーエス） 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

E301 眠りメンテ GABA
GABAは、一時的な疲労感やストレスを感じている方の
睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。

三和酒類株式会社 研究レビュー

E302 ＳＵＲＵＲＵ（スルル） グアーガム分解物（食物繊維）
グアーガム分解物（食物繊維）は、便秘気味の方のお
通じを改善する機能があります。

株式会社グリフィン 研究レビュー

E303 圧×糖×脂
γ-アミノ酪酸、サラシア由来サラシノー
ル、グロビン由来バリン-バリン-チロシン-
プロリン

γ-アミノ酪酸には、血圧が高めの方の血圧を下げる
機能があります｡サラシア由来サラシノールには、糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
があります。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リンには、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能が
あります。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

E304 ＧＡＢＡ（ギャバ）みそ GABA
GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があります。また、血圧が高めの方の
血圧を低下させる機能があります。

新庄みそ株式会社 研究レビュー



E305 ぷる肌蒟蒻　アセロラ パインアップル由来グルコシルセラミド
パインアップル由来グルコシルセラミドには、肌の水分
を逃がしにくくする機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

E306 ぷる肌蒟蒻　アロエ＆白ぶどう パインアップル由来グルコシルセラミド
パインアップル由来グルコシルセラミドには、肌の水分
を逃がしにくくする機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

E307 黒しょうが
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能
があります。

株式会社イムノス 研究レビュー

E308 よるグルト L-テアニン
L-テアニンは、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や
眠気を軽減）をサポートします。

サツラク農業協同組合 研究レビュー

E309 もち麦リゾット　チーズクリーム 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を
整える機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

E310 水溶性ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イーピーエー） クリルオイル由来EPA・DHA
クリルオイル由来EPA・DHAには、靴をはいたり脱いだ
りする時の膝の違和感を軽減する機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

E311 ニチレイ　超アセロラ クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活の疲労感を軽減
します。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

E312 記憶の小箱ｓ バコパサポニン
バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力
（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚
え、思い出す力）を維持する機能があります。

日本新薬株式会社 研究レビュー

E313 ヴァームスマートフィットゼリー
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身
体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝
（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をよ
り減らす機能があります。

株式会社明治 研究レビュー

E314 ヴァームスマートフィット顆粒
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身
体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝
（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をよ
り減らす機能があります。

株式会社明治 研究レビュー

E315 ヴァームスマートフィットウォーターパウダー
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身
体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝
（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をよ
り減らす機能があります。

株式会社明治 研究レビュー

E316 ポリデキファイバーＴＲ（ティーアール） ポリデキストロース（食物繊維）
ポリデキストロース（食物繊維）には食後に上がる中性
脂肪や血糖値を抑える機能があります。また、お腹の
調子を整える機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E317 アミノエールｂ

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

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

味の素株式会社 研究レビュー



E318 イチョウ葉ａ
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知
機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判
断を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E319 スマートブラック　世界一のバリスタ監修５００ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事や軽
食の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

E320 ＭＡＮＧＯＳＴＩＡ（マンゴスティア）ｔ ロダンテノンB
ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌
の潤いを保持する機能があります。

日本新薬株式会社 研究レビュー

E321 頭脳チョコ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年の方の、認知機能
の一部である記憶力（単語や図形などを覚え、思い出
す力）を維持します。

味覚糖株式会社 研究レビュー

E322 糖カット　サラシア サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
があります。

株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 研究レビュー

E323
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭＢ（エイチエムビー）抹茶×
豆乳（１４本入）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（ＨＭＢカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（ＨＭＢカルシウム）には、運動との併
用で、毎日の生活の中で欠かせない筋肉量や筋力の
低下の抑制に役立つ機能があります。

株式会社リオラージュ 研究レビュー

E324
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭＢ（エイチエムビー）抹茶×
豆乳（３０本入）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（ＨＭＢカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（ＨＭＢカルシウム）には、運動との併
用で、毎日の生活の中で欠かせない筋肉量や筋力の
低下の抑制に役立つ機能があります。

株式会社リオラージュ 研究レビュー

E325 イヌリンシロップ イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E326 ＭｙＦｉｔ＋ＢｏｄｙＭａｋｅ（マイフィットプラスボディメイク）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすく
する機能があります。また、腹部の脂肪（内臓脂肪及
び皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社Ｒｉｓｅ ＵＰ 研究レビュー

E327 ラフマナイトＲ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは
睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）
の向上に役立ちます。

ラシェル製薬株式会社 研究レビュー

E328 小林ＨＭＢ（エイチエムビー）カルシウムタブレット
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があり
ます。

小林香料株式会社 研究レビュー

E329 十勝のむヨーグルト　プレーン 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

E330 「『十六茶』プラス」３つのはたらき６３０
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）

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
あります。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
あります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー



E331 梅丹　梅肉エキスａ クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E332 梅丹　梅肉エキスｂ クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。さらに、クエン酸は継続的な摂取
により、日常生活の疲労感を軽減します。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E333 ターミナリアタブレットＧＴ（ジーティー） ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E334 ＰａｐｒｉＸ（パプリックス）パプリカスタイル 赤パプリカ由来キサントフィル

赤パプリカ由来キサントフィルには、肥満気味の方（体
脂肪が気になる方、BMIが高めの方）の体脂肪（皮下
脂肪および総脂肪）を減らすのを助け、BMI値を改善す
る機能があります。

グリコ栄養食品株式会社 研究レビュー

E335 ピーチセラミド モモ由来グルコシルセラミド
モモ由来グルコシルセラミドには、肌から水分を逃がし
にくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能があり
ます。

株式会社インシップ 研究レビュー

E336 尿酸ヘルプ アンセリン
アンセリンには血清尿酸値が健常域で高め(尿酸値5.5
～7.0mg/dL)の方の尿酸値の上昇を抑制し、下げる機
能があります。

株式会社全日本通販 臨床試験

E337 アイファインクリア ルテイン
ルテインは、加齢により減少する目の黄斑部の色素量
を補い、コントラスト感度を改善する（ぼやけを解消し
くっきりと見る力を助ける）機能があります。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

E338 健康きらり　サラシアプラス サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには糖の吸収をおだやかに
し、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がありま
す。

明治薬品株式会社 研究レビュー

E339 世田谷自然食品　グルコサミン＋（プラス）コンドロイチン
グルコサミン塩酸塩
サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸

ひざ関節の軟骨を保護する働きにより、歩く、立つ、座
るなど、移動機能の低下を感じている方のひざの曲げ
伸ばしを円滑にし、歩行能力の向上を助ける機能があ
ります。

株式会社世田谷自然食品 臨床試験

E340 桃のセラミドドリンク モモ由来グルコシルセラミド
モモ由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを逃しにくく
する機能があります。

オカヤス株式会社 研究レビュー

E341 え～と 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートすします。

白鳥薬品株式会社 研究レビュー

E342 クリルキング ＥＰＡ・ＤＨＡ
EPA・DHAには中性脂肪値を低下させる機能がありま
す。

三洋薬品HBC株式会社 研究レビュー

E343 黒豆イソフラボンあん 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

有限会社ベーカリーミキ 研究レビュー

E344 健脚ヘルプ
HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒ
ドロキシ－３－メチルブチレートモノハイド
レート）

HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３
－メチルブチレートモノハイドレート）には、運動との併
用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・
歩くための筋力）の低下抑制に役立つ機能がありま
す。

小林製薬株式会社 研究レビュー



E345 森永ビヒダスヨーグルト　便通改善　ドリンクタイプ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便
秘気味の方の便通を改善する機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E346 乳酸菌革命プレミアム ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改
善(排便回数を増や)します。

株式会社健康いきいき倶楽部 研究レビュー

E347 ヒハツ ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢の皮膚表面温
度の低下を軽減する機能があります。

丸善製薬株式会社 研究レビュー

E348 Ｒの美力 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす
機能があります。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

E349
ＢＩＯ　ＡＣＴＩＶＥＳ　ＪＡＰＡＮ　ＬＵＴＥＩＮ　バイオ　アクティブズ
ジャパン　ルテイン

ルテイン
ルテインは血中ルテイン濃度を増加させる働きがあり、
目の黄斑部の色素量を増加させ、目のコントラスト感
度を改善します。

BIO　ACTIVES　JAPAN株式会社 研究レビュー

E350 粒こんにゃくのヘルシーリゾット　チーズ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血
糖値の上昇を抑える機能があります。

山代フーズ協同組合 研究レビュー

E351 粒こんにゃくのヘルシーリゾット　トマト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血
糖値の上昇を抑える機能があります。

山代フーズ協同組合 研究レビュー

E352 林原トレハロースＧＴ（ジーティー） トレハロース
トレハロースには、食後に上昇した血糖値を元に戻し
やすくする機能があります。

株式会社林原 研究レビュー

E353 マスリンゼリー　ｆｏｒ　ｃａｒｅ（フォーケア）６０ マスリン酸
筋肉に軽い負荷がかかる日常的な運動と併用すること
で、加齢によって衰える筋肉を維持する機能がありま
す。

日本製粉株式会社 臨床試験

E354 スリーダウン
エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リ
ノレン酸）

エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）に
は、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・ＢＭＩを減少させ
る機能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E355 ナイトヘル酢 酢酸
酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪（内臓脂
肪）を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機
能があります。

株式会社日本薬業 研究レビュー

E356 お好みソース糖類７０％オフ　２００ｇ 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上
昇をおだやかにする機能や、食事から摂取した脂肪の
吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性
脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。

オタフクソース株式会社 研究レビュー

E357 ＤＥＲＵＮＯ　Ⅱ（デルーノ　２）　青りんご味 サイリウム種皮由来の食物繊維
サイリウム種皮由来の食物繊維にはお通じの回数や
量を増やす便通改善機能があります。

日清食品株式会社 研究レビュー

E358 毎日グレープ（ナガノパープル） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

全国農業協同組合連合会 研究レビュー



E359 ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）　イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

E360 ピルクルＢｏｄｙｃａｒｅ（ボディケア） イヌリン イヌリンは中性脂肪を減らします。 日清ヨーク株式会社 研究レビュー

E361 お茶の力　べにふうき　粉末茶
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο-
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

株式会社市川園 研究レビュー

E362 オメガ３クリル－エス DHA・EPA（クリルオイル由来）
DHA・EPA（クリルオイル由来）には、認知機能の一部
である記憶を維持する機能や、注意力を維持する機能
があります。

白鳥薬品株式会社 研究レビュー

E363 エッセンスオブノース　スイミナイト L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を高め（起床時の疲労感や
眠気を軽減し）ます。また、L-テアニンには、一過性の
作業にともなうストレスをやわらげます。

レッドホースウェルネス株式会社 研究レビュー

E364 えがお　関節サポート
さけ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、さ
け鼻軟骨由来プロテオグリカン

さけ鼻軟骨由来の「非変性Ⅱ型コラーゲン」「プロテオ
グリカン」は、階段の昇り降りや曲げ伸ばしといった、ひ
ざ関節の動きに役立ちます。

株式会社えがお 研究レビュー

E365 歩ひざ王
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

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非
変性Ⅱ型コラーゲンは、ひざの曲げ伸ばし・階段昇降・
歩行をサポートします。

株式会社サンセリテ札幌 研究レビュー

E366 シュガバリア サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖
の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機
能があります。

株式会社しまのや 研究レビュー

E367 ・リフレのグルコサミンプレミアム グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩には、膝関節の可動域を広げて膝
の曲げ伸ばしの動きを助け、膝の不快な違和感を和ら
げます。

株式会社リフレ 研究レビュー

E368 食後の血糖値の上昇が気になる方へのご飯 イソマルトデキストリン（食物繊維として）
イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が
上がりやすい方の食後の血糖値の上昇をおだやかに
する機能があります。

アイリスオーヤマ株式会社 研究レビュー

E369 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ホヤα（アルファ） ホヤ由来プラズマローゲン

人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えてお
くなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持
する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認
識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形
や空間的表現の処理能力のことをいいます。

三生医薬株式会社 研究レビュー

E370 Ｃｌｅａｒｆｕｌ（クリアフル） クロセチン

クロセチンは、良質な眠りをサポートし（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）ま
す。また、目のピント調節をサポートし（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）ます。

株式会社エル・ローズ 研究レビュー

E371 カロバリア ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。

ティーライフ株式会社 研究レビュー

E372 ｍｉｎｉｎａｌ（ミニナル）発芽アーモンド GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

東洋ナッツ食品株式会社 研究レビュー



E373 尿酸サポート　ａ アンペロプシン・キトサン
高めの尿酸値（尿酸値6.0～7.0mg/dL）を下げる機能が
あります。また、食事のプリン体による尿酸値の上昇を
抑える機能があります。

株式会社ファンケル 臨床試験

E374 菊芋のイヌリン イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

六甲牛乳株式会社 研究レビュー

E375 ブラックジンジャーＧＯＬＤ（ゴールド）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E376 ブラックジンジャーＳＴＡＲＴ（スタート）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E377 ブラックジンジャープレミアム
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E378 歩く力を維持したい中高年の方のケア習慣
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

本草製薬株式会社 研究レビュー

E379 記憶の泉 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力(言葉
を思い出す力)の維持をサポートします。

株式会社よつ葉のサプリ 研究レビュー

E380 長野県ＪＡ（ジェイエー）産えのきたけ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

全国農業協同組合連合会 研究レビュー

E381 ポリピュアＥＸ（イーエックス）　ナイトチャージ
GABA、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来
イソクエルシトリン

GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。ラフマ由来ヒペ
ロシド、ラフマ由来イソクエルシトルリンは睡眠の質（眠
りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役
立ちます。

シーエスシー株式会社 研究レビュー

E382 国産野菜のおろしぽん酢 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に
血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂
肪の上昇をおだやかにします。

長工醤油味噌協同組合 研究レビュー

E383 国産たまねぎのノンオイルドレッシング イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に
血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂
肪の上昇をおだやかにします。

長工醤油味噌協同組合 研究レビュー

E384 「『十六茶』プラス」３つのはたらき
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）

葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)は、肥
満気味な方の内臓脂肪を減らすのを助けます。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あります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E385 和菓子のようなもち麦パンケーキミックス 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやか
にする機能があります。また、おなかの調子を整える
機能があります。

吉原食糧株式会社 研究レビュー



E386 低温製法米のおいしいごはん　ヘルシーごはん イソマルトデキストリン（食物繊維として）
イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が
上がりやすい方の食後の血糖値の上昇をおだやかに
する機能があります。

アイリスオーヤマ株式会社 研究レビュー

E387 大人のＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピーエー） DHA、EPA

DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。
また、DHAには、中高年の認知機能の一部である、日
常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに
関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があ
ります。

雪印ビーンスターク株式会社 研究レビュー

E388 記憶の極み
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。

フォーデイズ株式会社 研究レビュー

E389 尿酸値が高めの方のタブレット（粒タイプ） アンセリン
健康な方の高めの血清尿酸値（5.5～7.0mg/dL）を低下
させる機能があります。

大正製薬株式会社 臨床試験

E390 プリンケア　タブレット（粒タイプ） アンセリン
健康な方の高めの血清尿酸値（5.5～7.0mg/dL）を低下
させる機能があります。

大正製薬株式会社 臨床試験

E391 ジンウォーム モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下する
末梢血流を正常に整え、皮膚温度を維持する機能が
あります。

株式会社健美舎 研究レビュー

E392 ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）　ルテイン ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには眼の黄斑部の色素量を
増加させ、ブルーライト光などの光ストレスから保護
し、コントラスト感度（ぼやけの解消によりものをくっきり
見る力）を改善する機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

E393 アロエのサプリ
アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロ
アルタノール

アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノー
ルには肌の保湿力を高めまた、水分量を増やす機能
があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E394 ブルーベリーＥＸ（イーエックス） ビルベリー果実由来アントシアニン
ビルベリー果実由来アントシアニンは、VDT作業（パソ
コンやスマートフォンなどのモニター作業）の目の疲れ
によるピント調節機能の低下を緩和します。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E395 おはだうるおう　ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

E396 プラズマローゲンプラス ホヤ由来プラズマローゲン

人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えてお
くなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持
する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認
識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形
や空間的表現の処理能力のことをいいます。

三生医薬株式会社 臨床試験

E397 ドリエル　ナチュラルスリープ GABA
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の向上に役立つ機能があります。

エスエス製薬株式会社 研究レビュー



E398 記憶の維持にセラクルミン　粒タイプ クルクミン

クルクミンは、MCI（軽度認知障害）の方を含む中高年
の健常域者の方の、脳の記憶や感情を司る部位の一
部（視床下部）への、老化に伴うアミロイドベータやタウ
タンパク質の蓄積を抑え、加齢に伴い低下する認知機
能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉を
覚え、思い出す力）と注意力（一つの物事に注意を払
い、持続する力）を維持します。

株式会社セラバリューズ 研究レビュー

E399 Ｊｅｌｌｓｙ（ジェルシー）　カベルネ・ソーヴィニヨン ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドは、BMIが高めの方の
体脂肪を減らします。

伊那食品工業株式会社 研究レビュー

E400 健菜青汁　糖脂対策 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）には食後の血糖値
が上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中
中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を
おだやかにする機能があります。

株式会社えがお 研究レビュー

E401 サゲケア GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。

株式会社京福堂 研究レビュー

E402 中脂サポーター アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味の方の体
脂肪、中性脂肪、及び体重やウエスト周囲径を減らす
ことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社健美舎 研究レビュー

E403 イソフラボンＧＯＬＤ（ゴールド） 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E404 イソフラボンＳＴＡＲＴ（スタート） 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E405 キョーリック　リラックスＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。

湧永製薬株式会社 研究レビュー

E406 保湿源 ヒアルロン酸
ヒアルロン酸には皮膚水分量を保持させる働きがあ
り、乾燥を緩和します。

株式会社三昧生活 研究レビュー

E407 ディアレ 酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)、GABA
酢酸菌GK-1は、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる
鼻の不快感を軽減します。 GABAは、仕事や勉強によ
る一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減します。

キユーピー株式会社 研究レビュー

E408 ビルベリープレミアム　ゴールド ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能とVDT
作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で
不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩
和します。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

E409 毎日海菜　海苔ペプチド
海苔オリゴペプチド[ノリペンタペプチド
(AKYSY)として]

海苔オリゴペプチド[ノリペンタペプチド(AKYSY)として]
は血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。

株式会社白子 研究レビュー

E410 ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭＢ（エイチエムビー）ゼリー
ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチル
ブチレート）

ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）
には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠
かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能が
あります。

株式会社リオラージュ 研究レビュー

E411 オサエル ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

株式会社マッチバンク 研究レビュー



E412 しょうが入り酒粕甘酒 6-ジンゲロール、6-ショウガオール
6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が
低い際に、末梢部位の体温を維持する機能がありま
す。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E413 オリーブ葉ヘルス オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

E414 朝にぎゅっとね！緑の野菜＆りんごジュレ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン(食物繊維）にはおなかの調子を
整えます。

安曇野食品工房株式会社 研究レビュー

E415 パルフェックス
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

デルソル株式会社 研究レビュー

E416 アルークα（アルファ）イソフラボンプレミアム 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

ワダカルシウム製薬株式会社 研究レビュー

E417 コタラの木 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
があります。

株式会社盛光 研究レビュー

E418 Ａｓｔａｘａｎｔｈｉｎ　Ｐｌａｉｎ（アスタキサンチンプレーン） アスタキサンチン
アスタキサンチンには肌の潤いを守るのを助ける機能
があります。

株式会社いぶき 研究レビュー

E419 脂肪減 アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体
重、体脂肪、ウエストサイズを減らすことをサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

E420 ジオスゲニン・ゴールド ジオスゲニン
ジオスゲニンには、健常な中高年の方の加齢に伴い低
下する認知機能を維持する機能があります。

レジリオ株式会社 臨床試験

E421 オールブラン　ブランリッチ 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

E422 オールブラン　フルーツミックス 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

E423 オールブラン　ナッツミックス 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

E424 オールブラン　ブランフレーク 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー



E425 おなかサイズ
乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオク
タデカン酸(10-HOA)

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）は、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を減
らす機能があります。

アサヒカルピスウェルネス株式会社 研究レビュー

E426 シンジムンの力　発酵シークヮーサー モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時に低下した末梢血流を改善し、手・足指先の皮
膚表面温度を維持する機能があります。

株式会社カタリスト琉球 研究レビュー

E427 Ｊｅｌｌｓｙ（ジェルシー）　シャルドネ パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

伊那食品工業株式会社 研究レビュー

E428 ナップル　抑糖サプリ サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後
の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

E429 夜つくるわたし　ピンクグレープフルーツ風味 L-テアニン
L-テアニンは、睡眠の質を高め（起床時の疲労感を軽
減し）ます。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E430 夜つくるわたし　ブルーベリー風味 L-テアニン
L-テアニンは、睡眠の質を高め（起床時の疲労感を軽
減し）ます。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E431 夜つくるわたし　ゆずジンジャー風味 L-テアニン
L-テアニンは、睡眠の質を高め（起床時の疲労感を軽
減し）ます。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E432 ギャバ＋（プラス） GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社ファイン 研究レビュー

E433 枝豚肉氷温熟成氷室豚　１４日熟成 イミダゾールジペプチド

イミダゾールジペプチド２００ｍｇ（本品４０ｇ）には、一過
性の疲労感を軽減する機能があります。
また、イミダゾールジペプチド１，０００ｍｇ（本品２００ｇ）
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（言葉を覚え、思い出す能力）を維持し
ます。

株式会社クリマ 研究レビュー

E434 リセットうめグミ クエン酸
クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を緩
和します。

味覚糖株式会社 研究レビュー

E435 ブルーベリープレミアム ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。

ラシェル製薬株式会社 研究レビュー

E436 朝にぎゅっとね！トマト＆りんごジュレ リコピン
リコピンには血中ＬＤＬ（悪玉）コレステロールを低下さ
せる機能があります。

安曇野食品工房株式会社 研究レビュー

E437 潤歩美Ｐｒｅｍｉｕｍ（プレミアム）
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻
軟骨由来Ⅱ型コラーゲン、N-アセチルグ
ルコサミン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ
型コラーゲンは、中高年男女のひざ関節の動きをサ
ポートし、違和感をやわらげます。またＮ-アセチルグ
ルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役
立ちます。

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

E438 ぐっすり＆くっきり クロセチン

クロセチンは、良質な眠りをサポートし（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）ま
す。また、目のピント調節をサポートし（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）ます。

マルマンＨ＆Ｂ株式会社 研究レビュー



E439 いきなりステーキ黒烏龍茶５００ｍｌ イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン(食物繊維)は食後に血糖値が上
昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血
中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪
の上昇をおだやかにすします。

株式会社ライフドリンクカンパニー 研究レビュー

E440 お米由来の乳酸菌Ｋ－１（ケイワン） 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持
する機能があります。

マルマンＨ＆Ｂ株式会社 研究レビュー

E441 きらベジ　ルテインケール ルテイン

ルテインを10mg/日摂取すると、ブルーライトなどの光
による刺激から目を保護するとされ、年齢とともに減少
する網膜黄斑部の色素量を増加させることで目の調子
を整えます。本品を85g食べると、機能性が報告されて
いる一日当たりのルテインの量の50%を摂取できます。

日本山村硝子株式会社 研究レビュー

E442 ヒアルロンサン＋（プラス） ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩
和する機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

E443 快朝ハーブ
ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マン
ギフェリン

ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンに
は、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。

株式会社ヴェントゥーノ 研究レビュー

E444 かぼすのチカラ クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

株式会社ジェイエイフーズおおいた 研究レビュー

E445 ナチュラルメディスン　ギンコ　１２０
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、脳の血の巡りを改善し、認知機能の一部で
ある記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出
す力）を維持する機能があります。

ナチュラルメディスン株式会社 研究レビュー

E446 グッドナイトＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAは、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、
すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能がありま
す。

株式会社ブレインスリープ 研究レビュー

E447 腸Ｂｅａｕｔｙ（ビューティー）クィーン イヌリン

イヌリンは、善玉菌として知られているビフィズス菌を
増やすことで、おなかの調子を整えます。（整腸作用）
イヌリンは、食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。
（血糖上昇抑制作用）

日英物産株式会社 研究レビュー

E448 ファイトリッチ　フルティカ（ＧＡＢＡ） ＧＡＢＡ GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 Tファームいしい株式会社 研究レビュー

E449 グリネルジュレ ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の向上に役立ちます。

株式会社ファイン 研究レビュー

E450 ルテイン　光対策　ａ ルテイン

ルテインは眼の黄斑色素量を高める働きがあり、ブ
ルーライトなどの光の刺激から眼を守り、かすみやぼ
やけ（コントラスト感度）を改善し、眼の調子を整える機
能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

E451 脂肪に黒酢 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があ
ります。

アピ株式会社 研究レビュー

E452 ゆめピーりんご リンゴ由来プロシアニジン

リンゴ由来プロシアニジンを110㎎／日摂取すると、内
臓脂肪を減らす機能があります。本品を可食部180g
（約1個）食べると一日当たりの機能性関与成分（リンゴ
由来プロシアニジン）の量の50％を摂取できます。

松本ハイランド農業協同組合 研究レビュー



E453 ヘルスエイド　カシスアイ
カシスアントシアニン、ルテイン・ゼアキサ
ンチン

カシスアントシアニンは、夕方・夜間（暗い場所）での見
る力を助ける機能や、目のまわりの血流量を増やすこ
とでピント調節機能の低下を和らげる働きがあります。
ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量
を増やす機能、ブルーライトなどの光ストレスから目を
保護する機能、ぼやけを緩和しはっきり見る力（コント
ラスト感度）を助ける機能があります。

森下仁丹株式会社 研究レビュー

E454 フェニックスコーワ クエン酸
クエン酸には運動や日常生活により生じる疲労感を軽
減する機能があります。

興和株式会社 研究レビュー

E455 メノウ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは目の黄斑部の色素量を上
昇させ、ブルーライトなどの光ストレスから目を保護し、
ぼやけの解消によりはっきり見る力（コントラスト感度）
をサポートします。また高齢者の加齢にしたがい低下
する認知機能の一部である、注意力（物事に集中して
取り組む力、2つ以上の物事に注意を向ける力）、認知
の柔軟性（周りの環境変化に自分をうまく順応させる、
前の仕事から新しい仕事へ効率的に移行する力）を維
持する機能があります。

株式会社天真堂 研究レビュー

E456 手足の冷えが気になる方にしょうが入り酒粕甘酒 6-ジンゲロール、6-ショウガオール
6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が
低い際に、末梢部位の体温を維持する機能がありま
す。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E457 サラシアｄｅ（デ）カット サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を緩
やかにする機能があります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

E458 グルコサミンＥＸ（イーエックス） グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の違和感を緩和しま
す。

株式会社ファイン 研究レビュー

E459 ＤＨＡ・ＥＰＡ（ディーエイチエー・イーピーエー）プレミアム DHA・EPA DHA･EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 株式会社エーエフシー 研究レビュー

E460 ＥＰＡ（イーピーエー） EPA・DHA
EPA・DHAには血中の中性脂肪値（TG値）を低下させ
る機能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

E461
ＨＭＢ　ＴＡＢＬＥＴ（エイチエムビータブレット）　３６０００＋（プ
ラス）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があり
ます。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

E462 記憶の守 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

株式会社晴活堂 研究レビュー

E463 プロシア８（エイト）
りんご由来プロシアニジンB2、オレアノー
ル酸

肥満気味の女性の体重・BMIやウエスト周囲径を減ら
すのを助ける機能があります。

株式会社アイケイ 臨床試験

E464 ＨＭＢ（エイチエムビー）カルシウム
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

日本予防医薬株式会社 研究レビュー



E465 ロコモダブル
グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由
来ポリメトキシフラボン

グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の動きの悩みを緩和
します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは
年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、
中高年の方の歩く力を維持します。

株式会社世田谷自然食品 研究レビュー

E466 ＣＯ・ＯＰ野菜がおいしい１日分２００ｍｌ ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、血圧が高めの方に適した機能がありま
す。

日本生活協同組合連合会 研究レビュー

E467 ＣＯ・ＯＰ濃いトマトジュース食塩無添加２００ｍｌ ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、血圧が高めの方に適した機能がありま
す。

日本生活協同組合連合会 研究レビュー

E468 サラダボウルのごちそうトマト（ファイトリッチ） リコピン

リコピンを22mg/日摂取すると、血中LDLコレステロー
ルを低下させる機能があります。本品を200g(2～5個)
食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性
関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社サラダボウル 研究レビュー

E469 インシップ　ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA

GABAは、一時的な疲労感やストレスを感じている方の
睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきり
とした目覚めをサポートする機能、一時的に落ち込ん
だ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生き
とした気分にする、やる気にするなどの）機能、デスク
ワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生
じる一時的な疲労感を緩和する機能があります。

株式会社インシップ 研究レビュー

E470 おなかスマート
乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオク
タデカン酸(10-HOA)

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を
減らす機能があります。

アサヒカルピスウェルネス株式会社 研究レビュー

E471 ＣＯ・ＯＰ濃いトマトジュース食塩無添加９００ｇ ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、血圧が高めの方に適した機能がありま
す。

日本生活協同組合連合会 研究レビュー

E472 ビーミラク
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

デルソル株式会社 研究レビュー

E473 オリゴスマートミルクチョコレート フラクトオリゴ糖
フラクトオリゴ糖は、善玉菌として知られているビフィズ
ス菌を増やして腸内フローラを整え、お通じが気になる
方のおなかの調子を良好に保つ働きがあります。

株式会社明治 研究レビュー

E474 認知機能の一部を維持したい中高年のケア習慣
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。

本草製薬株式会社 研究レビュー

E475 エラグ酸 アフリカマンゴノキ由来エラグ酸
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体
重、体脂肪、中性脂肪、ウエスト周囲径を減らすことを
サポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社インシップ 研究レビュー

E476 ブライテン　キトヘルス
エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リ
ノレン酸）

エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）に
は、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・ＢＭＩを減少させ
る機能があります。

ゼリアヘルスウエイ株式会社 研究レビュー

E477 サン・アンセリン アンセリン
アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5
～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。

株式会社サン・クロレラ 研究レビュー



E478 大人の１粒習慣 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇をゆるやか
にする機能があります。

株式会社協和 研究レビュー

E479 血圧が高めの方の血圧測低ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デス
クワークに伴う短時間の精神的ストレスの軽減および
リラックス作用があります。

株式会社日本薬業 研究レビュー

E480
青魚バランスケア　ＥＰＡ（イーピーエー）＋（プラス）ＤＨＡ
（ディーエイチエー）

ＥＰＡ・ＤＨＡ

ＥＰＡ・ＤＨＡには、加齢に伴い低下する健康な中高齢
者の認知機能の一部である記憶力（言葉や見たものを
思い出す力）を維持する機能があります。また、ＥＰＡ・
ＤＨＡには健康な成人の血中の中性脂肪値を低下させ
る機能があります。

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー

E481 ディアナチュラゴールド　松樹皮由来ポリフェノール
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）
には、悪玉（LDL）コレステロールが正常域で高めの方
の悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がありま
す。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E482 ボコス 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があ
ります。

アピ株式会社 研究レビュー

E483 快糖茶＋ 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑え、食後に上がる中性脂肪や
血糖値を抑える機能があります。また、お腹の調子を
整える機能があります。

株式会社マッチバンク 研究レビュー

E484 ３２種類の発芽ＧＡＢＡ雑穀米 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能のあります。 ベストアメニティ株式会社 研究レビュー

E485 サラッとＧＡＢＡ（ギャバ）シア GABA、サラシア由来サラシノール

GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。
サラシア由来サラシノールには、糖の吸収をおだやか
にし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があり
ます。

銀座ステファニー化粧品株式会社 研究レビュー

E486 イミダの力パウダー イミダゾールジペプチド
イミダゾールジペプチドには、日常生活によって生じる
一過性の疲労感を軽減する機能があります。

日本ハム株式会社 研究レビュー

E487 クロワールアイ・Ｑ ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素密度
を上昇させる機能があり、ブルーライトなどの光による
刺激を軽減すること、コントラスト感度（ぼやけやかす
みを軽減しくっきり見る力）を改善すること、高齢者の加
齢に伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一
つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる
能力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応
じて適切に考え方を修正し対処する能力）を維持する
機能があります。

株式会社エーエルジャパン 研究レビュー

E488 機能性表示食品　賢人の緑茶
イソマルトデキストリン
GABA

イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりや
すい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が
高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにす
る機能があります。
GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー



E489 ＧＡＢＡ（ギャバ）トリプル GABA

GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる
作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。ま
た、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能がありま
す。さらに、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする
（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、や
る気にするなどの）機能があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

E490
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）ｆｏｒ　Ｓｌｅｅｐ
（フォースリープ）＜ミルク＞

γ-アミノ酪酸
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ります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

E491 鰹頭ＤＨＡ（ディーエイチエー） ＤＨＡ・ＥＰＡ ＤＨＡ・ＥＰＡには、中性脂肪を減らす機能があります。 株式会社こちら南国便 研究レビュー

E492 ナップル　抑脂サプリ
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
事の脂肪の吸収を抑えるとともに吸収された脂肪の分
解を高めることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を
抑えます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

E493 血圧サポートａ
トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリ
ン）・γ-アミノ酪酸（GABA）

トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）とγ-アミ
ノ酪酸（GABA）は、高めの血圧を下げ、正常な血圧を
維持する機能があります。

株式会社ファンケル 研究レビュー

E494 日ノ茜ＰＬＵＳ（ひのあかねプラス）　ＴＢ２０Ｐ エピガロカテキンガレート（EGCG) EGCG は、食後血糖値の上昇を緩やかにします。 吾妻化成株式会社 研究レビュー

E495 昆布つゆプラス イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えます。

ヤマサ醤油株式会社 研究レビュー

E496 ビルベリー晴活 ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時
的な首・肩の負担を軽減します。

株式会社晴活堂 研究レビュー

E497 尿酸セーブ ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め(5.5 mg/dL超～7.0
mg/dL未満)な方の尿酸値を下げる機能があります。

富士産業株式会社 研究レビュー

E498 おやすみＧＡＢＡ（ギャバ） GABA（γ-アミノ酪酸）
GABA（γ-アミノ酪酸）には、睡眠の質（眠りの深さ）の
向上に役立つ機能があります。

株式会社ベンチャーバンク 研究レビュー

E499 マイニチケア　おやすみタブレット L-テアニン
L-テアニンには睡眠の質を向上（起床時の疲労感を軽
減）する機能があります。

株式会社ロッテ 研究レビュー

E500 プリンセスパプリカ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社スマートアグリカルチャー磐
田

研究レビュー

E501 養蜂堂ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA（γ-アミノ酪酸）
GABA（γ-アミノ酪酸）には、睡眠の質（眠りの深さ）の
向上に役立つ機能や、血圧が高めの方の血圧を下げ
る機能があります。

株式会社ベンチャーバンク 研究レビュー

E502 丈夫な骨を維持したい方のケア習慣 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

本草製薬株式会社 研究レビュー

E503 ニップン　アマニ油プレミアムリッチ α－リノレン酸
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ります。

日本製粉株式会社 研究レビュー



E504 ＣＯＦＦＥＥ（コーヒー）ライフＣＡＮＤＹ（キャンディ） 菊の花エキス由来ルテオリン
菊の花エキス由来ルテオリンには尿酸値が高めの男
性の方（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の尿酸値を下げる働き
があります。

味覚糖株式会社 研究レビュー

E505 ニップン　アマニ油 α－リノレン酸
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ります。

日本製粉株式会社 研究レビュー

E506 アカポリ肌ムズケア アカシア樹皮由来プロアントシアニジン

肌（顔）の乾燥による不快感（ムズムズ感）がある成人
において、肌（顔）の乾燥を緩和して肌（顔）の潤いを守
るのを助け、肌（顔）の保湿力（バリア機能）を守る機能
があり、不快感（ムズムズ感）を改善する機能がありま
す。

株式会社アカシアの樹 臨床試験

E507 やずやのすっきり、するっと 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ食後の血中中
性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を
抑えて食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が
あり、便通を改善します。

株式会社やずや 研究レビュー

E508 大人のＣＯＬＡ　ＣＡＮＤＹ（コーラ　キャンディ） 菊の花エキス由来ルテオリン
菊の花エキス由来ルテオリンには尿酸値が高めの男
性の方（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の尿酸値を下げる働き
があります。

味覚糖株式会社 研究レビュー

E509 クルビサ クルクミン、ビサクロン

クルクミンとビサクロンは、健康な人の肝機能酵素（ＡＳ
Ｔ、ＡＬＴ）値の改善に役立つ機能があります。ＡＳＴ値と
ＡＬＴ値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。な
お、本品は肝機能酵素値の異常の値を改善するもの
ではありません。これらの値が異常を示した場合は医
療機関の受診をお勧めします。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

E510 睡眠体験
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、GABA

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つこと、GABA
にはすっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

グリーンハウス株式会社 研究レビュー

E511 葛プロ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E512 カントリーマアムグラノラビスケット 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリンは、食事による脂肪の吸収を抑
えることにより、食後の中性脂肪の上昇を抑制します。
また、食事による糖の吸収を抑えることにより、食後の
血糖値の上昇を抑制することが報告されています。

株式会社不二家 研究レビュー

E513 健康きらり　ＧＡＢＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ（ギャバ　プレミアム） GABA
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の改善に役立つ機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

E514
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）塩＜焦がしミル
クテイスト＞

γ-アミノ酪酸
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ります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

E515 歩みのゼリー根のちから
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社再春館製薬所 研究レビュー

E516 生きて腸まで届く乳酸菌ＧＯＬＤ（ゴールド）
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は便通を
改善する機能があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー



E517 生きて腸まで届く乳酸菌ＳＴＡＲＴ（スタート）
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は便通を
改善する機能があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E518 ネナイト　ジュレ Ｌ－テアニン
Ｌ－テアニンには、睡眠の質を高め（起床時の疲労感
や眠気を軽減し）ます。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E519 お通じの気になる方のケア習慣
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は便通を
改善する機能があります。

本草製薬株式会社 研究レビュー

E520 ピント・モイスト５５００ アスタキサンチン

アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による
目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減
します。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るの
を助けます。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

E521 スリムケア　プラス ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社アイビー化粧品 研究レビュー

E522 ホップの力 熟成ホップ由来苦味酸
熟成ホップ由来苦味酸には体脂肪を減らす機能があり
ます。

キリンホールディングス株式会社 研究レビュー

E523 バナバ葉 バナバ葉由来コロソリン酸
バナバ葉由来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血
糖値を下げる機能があります。

丸善製薬株式会社 研究レビュー

E524 ネスレ　ウェルネスミルク　ＧＡＢＡ（ギャバ） γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）は、健康な方の一時的な精神的
ストレスの緩和や、血圧が高めの方の血圧を下げる機
能があります。

ネスレ日本株式会社 研究レビュー

E525 ウエストサポート
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社フォーマルクライン 研究レビュー

E526 お腹の内臓脂肪とウエストサイズが気になる方の黒酢 酢酸
酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪（内臓脂
肪）を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機
能があります。

株式会社ゴールド黒酢本舗 研究レビュー

E527 まめどん 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分維持をサポートする機
能があります。

成田食品株式会社 研究レビュー

E528 まめどん１ 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分維持をサポートする機
能があります。

成田食品株式会社 研究レビュー

E529 ＭＢＰ（エムビーピー）ドリンク　１００ｇ ＭＢＰ（乳塩基性タンパク質）
ＭＢＰ（乳塩基性タンパク質）には骨密度を高める機能
があります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

E530 ファイバリクサ顆粒 イソマルトデキストリン（食物繊維）

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
する機能があります。また、おなかの調子を整える機
能があります。

株式会社林原 研究レビュー

E531 Ｃ．Ｄ．（シーディー）ファイバー α‐シクロデキストリン
α‐シクロデキストリンは食後の血糖値上昇を抑えま
す。

株式会社健美舎 研究レビュー



E532 健快のススメ！ イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に
血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂
肪の上昇をおだやかにします。また、おなかの調子を
整える機能があります。

株式会社健美舎 研究レビュー

E533 パンケーキ大麦パウダー 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやか
にする機能があります。また、おなかの調子を整える
機能があります。

株式会社山清 研究レビュー

E534 Ｔｈｅ　ＣＨＯＹＡ（ザチョーヤ）とどけ梅のちから クエン酸
クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽
減します。

チョーヤ梅酒株式会社 研究レビュー

E535 讃岐もち麦ダイシモチ　ゆで麦 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやか
にする機能があります。

株式会社まんでがん 研究レビュー

E536 もち麦ごはん 大麦由来β-グルカン
大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだや
かにします。

株式会社マエダ 研究レビュー

E537 リセットゼリー　マンゴー味
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑えます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

E538 リセットゼリー　グレープ味
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑えます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

E539 リセットゼリー　アップル味
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑えます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

E540 養命酒製造　つづける生姜黒酢 GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

養命酒製造株式会社 研究レビュー

E541 「強炭酸水プラス」 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の
脂肪の吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E542 Ｈｉｐｓ（ヒップス） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMI高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社エヌワイビー 研究レビュー

E543 アサヒスタイルバランスプラスレモンサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

E544 歩く力ａ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢と
ともに低下する脚の筋力に作用し、中高年の方の歩く
力を維持します。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

E545 ナチュラルスーパーキナーゼⅡ 納豆菌由来ナットウキナーゼ
納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善す
ることで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がありま
す。

株式会社日本生物科学研究所 研究レビュー

E546 明治スキンケアヨーグルト　素肌のミカタ

L. delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1247
株およびS. thermophilus 3078株（SC-2乳
酸菌）
コラーゲンペプチド

紫外線刺激から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
があります。

株式会社 明治 臨床試験



E547 アクエリアス　アクティブボディ プシコース 運動時の体脂肪の燃焼を促進します。 日本コカ・コーラ株式会社 臨床試験

E548 身体的疲労感サポート
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する
機能があります。

名古屋製酪株式会社 研究レビュー

E549 コレで中性脂肪をステロール リコピン、DHA・EPA
リコピンにはLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機
能があります。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機
能があります。

銀座ステファニー化粧品株式会社 研究レビュー

E550 飲むこんにゃくゼリー　ピーチ味 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、ＢＭＩが高めの方
のお腹の脂肪を減らす機能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E551 飲むこんにゃくゼリー　塩レモン味 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、ＢＭＩが高めの方
のお腹の脂肪を減らす機能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E552 尿酸ケア習慣 ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社和漢 研究レビュー

E553 さよなら中性生活プレミアムｅｘ（イーエックス） DHA、EPA
DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があ
ります。

株式会社プロモートアクト 研究レビュー

E554 ＳＯＦＩＮＡ　ｉＰ（ソフィーナ　アイピー）クロロゲン酸　飲料　Ｃ コーヒー豆由来クロロゲン酸類
気温や室温が低い時などの冷えにより低下した血流
（末梢血流）を改善し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）
の回復を助ける機能があります。

花王株式会社 臨床試験

E555 メンタルサポート　ココカラケア CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）
健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込
み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を
高め、腸内環境を改善する機能があります。

アサヒカルピスウェルネス株式会社 臨床試験

E556 スリーダウンゼリー　レモン味
エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リ
ノレン酸）

エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）に
は、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・ＢＭＩを減少させ
る機能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E557 濃ーいブルーベリー　アイプラス ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには眼の黄斑色素量を増加
する働きがあり、くっきりと見る力（色コントラスト感度）
の改善やスマートフォンやパソコンなどから発せられる
ブルーライトなどの光刺激からの保護により、眼の調
子を整えます。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E558 クロスタニン　ひざガード グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰
な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促す
のに役立ちます。

株式会社日健総本社 研究レビュー

E559 アップルフェノン りんご由来プロシアニジン
りんご由来プロシアニジンには内臓脂肪を減らす機能
があります。

株式会社元気生活 研究レビュー

E560 スリーダウンゼリー　りんご味
エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リ
ノレン酸）

エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）に
は、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・ＢＭＩを減少させ
る機能があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー



E561 筋快（きんかい）サポーター
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水
和物（HMBカルシウム）

HMBカルシウムには、自立した日常生活を送るうえで
必要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機
能、歩行能力の維持に役立つ機能があります。

株式会社健美舎 研究レビュー

E562 ３品目の芽ぐみ　ナムルサラダ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社サラダコスモ 研究レビュー

E563 ＪＯＩＮＴ　ＧＵＡＲＤＩＡＮ（ジョイントガーディアン） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンはひざ関節の柔軟性、可動性を
サポートします。

日本新薬株式会社 研究レビュー

E564 養命酒製造　生姜黒酢 GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

養命酒製造株式会社 研究レビュー

E565 きおく元気
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、加齢により低下した脳内の血の巡りを良くし（血
流改善）、健常なご年配の方の記憶力（言葉や見た物
を忘れずに思い出す力：認知機能の一部）を維持する
機能があります。

ティーライフ株式会社 研究レビュー

E566 天使の健康　おいしいコラーゲンドリンク＜ピーチ味＞ コラーゲンペプチド

肌の水分を逃しにくくし、潤いを守るのを助ける機能、
膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートす
る機能、骨をつくるはたらきをサポートする機能があり
ます。

森永製菓株式会社 臨床試験

E567 天使の健康　おいしいコラーゲンドリンク＜レモン味＞ コラーゲンペプチド

コラーゲンペプチドには肌の水分を逃しにくくし、潤いを
守るのを助ける機能や、膝関節の違和感で制限される
普段の活動をサポートする機能があります。また本品
は、骨をつくるはたらきをサポートする機能がありま
す。

森永製菓株式会社 臨床試験

E568
セイユーＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピー
エー）

DHA、EPA

DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する
情報の判断や読み書きをサポートする機能がありま
す。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がありま
す。

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

E569 エクストラファイバー極繊 イソマルトデキストリン(食物繊維)

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値
が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中
性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をお
だやかにする機能があります。また、おなかの調子を
整える機能があることがあります。

株式会社リードヘルスケア 研究レビュー

E570
「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ　ピンクグレープフルー
ツ

難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の
脂肪の吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E571 ＩＮＮＥＲ（インナー）　Ｈｅａｔ（ヒート）　３００００ モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冬期や冷房などで気
温の低い時に血流（末梢血流）を維持する機能があり、
体温（手足）を保ちます。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

E572 ロートＶ５粒ＡＣＴ‐ＶＩＳＩＯＮ（アクトビジョン） ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、加齢とともに減少するこ
とが知られている網膜の黄斑色素を増やすことで、色
コントラスト感度を改善します。色コントラスト感度と
は、加齢とともにぼやけて見えがちな、色の濃淡（物の
輪郭）をはっきり識別する力（見る力）です。

ロート製薬株式会社 研究レビュー



E573 低分子化ライチポリフェノール配合飲料
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する
機能があります。

大和製罐株式会社 研究レビュー

E574 ワンダー　ブルーベリー＆ルテイン
ビルベリー由来アントシアニン
ルテイン・ゼアキサンチン

ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。
ルテイン・ゼアキサンチンには眼の黄斑部の色素量を
増加させ、ブルーライト光などの光ストレスから保護
し、コントラスト感度（ぼやけの解消によりものをくっきり
見る力）を改善する機能があります。

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

E575 活き活きアイベリー ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンを43.2㎎/日摂取すると
ピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和するこ
と、さらに、57.6㎎/日摂取すると目の使用による一時
的な首・肩の負担を軽減することがあります。

薬糧開発株式会社 研究レビュー

E576 サプリｄｅ（デ）グミ　セラミド　ジューシーピーチ味 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌のうるおいを維持す
る機能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

E577 ＳＡＧＥＲＵ（サゲル）飴 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

Creare株式会社 研究レビュー

E578
楽美健快ＥＰＡ＆ＤＨＡ（イーピーエーアンドディーエイチ
エー）

EPA・DHA
EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる機能
があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

E579 サヤカ　プロテオグリカン サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感
を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護
に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

株式会社サンプラネット 研究レビュー

E580 ｍｙＨＭＢ（マイエイチエムビー）ドリンク
ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチル
ブチレート）

ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）
には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠
かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能が
あります。

兼松ケミカル株式会社 研究レビュー

E581 ｂｒｅｅｚｅ（ブリーズ） リンゴ由来プロシアニジン

リンゴ由来プロシアニジンを110ｍｇ／日摂取すると、内
臓脂肪を減らす機能があります。本品を可食部135ｇ
（約１個）食べると機能性が報告されている一日当たり
の機能性関与成分（リンゴ由来プロシアニジン）の量の
５０％を摂取できます。

アクティブインターナショナル株式会社 研究レビュー

E582 Ｓｏｎｙａ（ソニア） リンゴ由来プロシアニジン

リンゴ由来プロシアニジンを１１０㎎/日摂取すると、内
臓脂肪を減らす機能があります。本品を220g（約１個）
食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性
関与成分（リンゴ由来プロシアニジン）の量の５０％を
摂取できます。

アクティブインターナショナル株式会社 研究レビュー

E583 赤の恵 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

日本オーガニック株式会社 研究レビュー

E584 ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株カプセル
ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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ります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

E585 ＰａｐｒｉＸ（パプリックス）パプリカスキンヴェール 赤パプリカ由来キサントフィル
抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、
紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があり
ます。

グリコ栄養食品株式会社 研究レビュー



E586 フラボス
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常生
活における身体活動時のエネルギー代謝において、脂
肪の消費を促す作用により腹部の脂肪（内臓脂肪およ
び皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ニコリオ 研究レビュー

E587 メダリスト５００ｍＬ用×１２袋 クエン酸
クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」に
よる疲労感を軽減します。

株式会社アリスト 研究レビュー

E588 うるすやリッチ
GABA、パイナップル由来グルコシルセラミ
ド

GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があり
ます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の
潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。

東久漢方薬品株式会社 研究レビュー

E589 葛の花茶
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋ウェルネス 研究レビュー

E590 スーパーＳＰ（エスピー）１００エキストラ バリルチロシン
バリルチロシンは、高めの血圧を低下させる機能を持
ちます。

株式会社インターテクノ 研究レビュー

E591 クリアアイサポート ルテイン
ルテインには目のコントラスト感度（色の濃淡を判別す
る力）を改善させる機能があります。

わくわく倶楽部株式会社 研究レビュー

E592 オールブラン　ブランリッチ　ショコラ 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

E593 食事で気になる　糖や脂肪！ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

株式会社グラフィコ 研究レビュー

E594 葛花ごぼう茶
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

E595 有機ケール粒タイプ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

ヱスビー食品株式会社 研究レビュー

E596 冷凍「健美麺」食後の血糖値上昇を抑えるうどん アルギン酸Ca 食後の血糖値上昇を抑える機能があります。 シマダヤ株式会社 臨床試験

E597 十勝のむヨーグルト　ブルーベリー 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

E598 おいしく解けるショコラ　箱
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）
は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の
認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作
業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認
知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報
を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて
記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能
の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維
持します。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー



E599 おいしく解けるショコラ　カカオ７０　箱
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）
は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の
認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作
業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認
知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報
を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて
記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能
の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維
持します。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E600 吉報源
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

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、認知機能の一部である記憶力（見
たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持す
る機能があります。

グッドデイ株式会社 研究レビュー

E601 Ｄｏｌｅ（ドール）バナナ GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3
本）食べると機能性が報告されている１日当たりの機
能性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E602 低糖度バナナ GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3
本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能
性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E603 Ｄｏｌｅ（ドール）バナナ　グリーンフォレスト GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3
本）食べると機能性が報告されている１日当たりの機
能性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E604 極撰バナナ GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3
本）食べると機能性が報告されている１日当たりの機
能性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E605 スウィーティオバナナ　２本パック GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~2
本）食べると機能性が報告されている１日当たりの機
能性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E606 極撰バナナ　２本パック GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~2
本）食べると機能性が報告されている１日当たりの機
能性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E607 イチョウバエキス＋（プラス）
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

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、認知機能の一部である記憶力（見
たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持す
る機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

E608 十勝のむヨーグルト　いちご 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー



E609 ローヤルゼリー　３０００
ローヤルゼリー由来ペプチド、ローヤルゼ
リー由来10-ヒドロキシ-2-デセン酸

ローヤルゼリー由来ペプチド、ローヤルゼリー由来10-
ヒドロキシ-2-デセン酸には、肌の潤い（水分）を逃がし
にくくする機能があります。

アピ株式会社 研究レビュー

E610 ６０代からのあたまサプリ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶
力（言語や図形などを覚え、思い出す能力）を維持しま
す。

株式会社わかさ生活 研究レビュー

E611 尿酸アンセリン粒 アンセリン
アンセリンには血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5
～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制し、下げる機
能があります。

株式会社全日本通販 臨床試験

E612 アスタリフト　サプリメント　ホワイトシールド アスタキサンチン

本抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激
から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた
肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

富士フイルム株式会社 研究レビュー

E613 プラセンタ１００フォルテ
豚プラセンタ由来ペプチド (グリシン-ロイ
シン、ロイシン-グリシン)

肌の水分を維持する機能があります。 銀座ステファニー化粧品株式会社 臨床試験

E614 スウィーティオバナナ GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3
本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能
性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E615 クレアチン クレアチンモノハイドレート（クレアチン）

クレアチンモノハイドレート（クレアチン）は、適度な運動
と併用することで、加齢によって衰える筋肉をつくる力
を助けることによって、筋肉量および筋力の維持に役
立つ機能があります。

日本予防医薬株式会社 研究レビュー

E616 サラシアハイパー サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食
後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。

株式会社ドクターズチョイス 研究レビュー

E617 ラフマ騎士
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは
睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）
の向上に役立ちます。

ラシェル製薬株式会社 研究レビュー

E618 良質快眠
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、GABA

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。GABAには事務的作業や勉
強に伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する
機能があります。

エフエムジー＆ミッション株式会社 研究レビュー

E619 ＥＣ－１２乳酸菌顆粒 殺菌乳酸菌EC-12株
殺菌乳酸菌EC-12株には、腸内のビフィズス菌を増や
し、腸内環境を改善する機能があります。

コンビ株式会社 研究レビュー

E620 大麦若葉のすっきり青汁 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事に含まれる
脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を
抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を
抑えます。また、便通を改善します。

東久漢方薬品株式会社 研究レビュー

E621 スイミングー L-テアニン
L-テアニンは、起床時の疲労感や眠気を軽減します。
また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげま
す。

株式会社ホワイトワンプラス 研究レビュー



E622 毎日アップル　りんごジュース（ストレート） リンゴ由来プロシアニジン
リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機
能があります。

長野興農株式会社 研究レビュー

E623 エクアドルプレミアムスウィート GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3
本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能
性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E624 ゴールデンヴェール
秋ウコンエキス（指標成分：ビサクロン、デ
ヒドロジンゲロン）

秋ウコンエキスには、肌の水分保持に役立ち、肌の乾
燥を緩和する機能があります。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

E625 Ｙ１０００ 乳酸菌 シロタ株（L．カゼイ YIT 9029）

乳酸菌 シロタ株（Ｌ．カゼイ YIT 9029）には、一時的な
精神的ストレスがかかる状況でのストレスをやわらげる
機能や睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を
高める機能があります。さらに、腸内環境を改善する機
能があります。

株式会社ヤクルト本社 研究レビュー

E626 ヒハツサーモ茶ルイボスティ味 ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢の皮膚表面温
度の低下を軽減する機能があります。

大木製薬株式会社 研究レビュー

E627 ヒハツサーモ茶はちみつレモン風味 ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢の皮膚表面温
度の低下を軽減する機能があります。

大木製薬株式会社 研究レビュー

E628 インシップブルーベリー粒 ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能と
VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作
業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感
を緩和します。

株式会社インシップ 研究レビュー

E629 果実の香り　ぎゅっとみかん GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

静岡県経済農業協同組合連合会 研究レビュー

E630 体脂エスコート ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

株式会社アデランスメディカルリサー
チ

研究レビュー

E631 目覚めエスコート L-テアニン
L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減しま
す。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうス
トレスをやわらげます。

株式会社アデランスメディカルリサー
チ

研究レビュー

E632 恵葉プレミアム アンセリン
アンセリンには血清尿酸値が高め（尿酸値5.5～
7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社コアシステム 研究レビュー

E633 ＧＡＢＡ（ギャバ）の緑茶 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社荒畑園 研究レビュー

E634 ＧＡＢＡ（ギャバ）の国産プーアール茶 ＧＡＢＡ
GABAは事務的作業に伴う一時的なストレスや疲労感
を軽減する機能があります。

株式会社荒畑園 研究レビュー

E635 ＧＡＢＡ（ギャバ）のほうじ茶 ＧＡＢＡ GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社荒畑園 研究レビュー

E636 ポモドーロ アスタキサンチン
アスタキサンチンには肌のうるおいを守るのを助ける
機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー



E637 アラビアータ アスタキサンチン
アスタキサンチンには肌のうるおいを守るのを助ける
機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

E638 プル肌エスコート ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Naには、皮膚の水分量を保持する機能が
あります。

株式会社アデランスメディカルリサー
チ

研究レビュー

E639 ＷＡＩＳＴＨＥＬＬ（ウエストヘル）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

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ります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

E640 カロリシェイプ
桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポ
ニン

食後の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血
中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。

株式会社アテニア 臨床試験

E641 いちょう葉青汁
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で必
要な情報を記憶し、思い出す力）を維持する機能があ
ります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

E642 スラリア緑茶 茶カテキン
茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させ
る機能があります。

株式会社市川園 研究レビュー

E643 かんせつスマート
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン

ひざ関節の動きをサポートし違和感を和らげる機能が
あります。

株式会社アテニア 臨床試験

E644 健腸計画　トトノエール ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536は腸内環境を良好にしお腹の調子
を整えます。

シオノギヘルスケア株式会社 研究レビュー

E645
野菜生活１００ケアプラス　アップル・ジンジャーｍｉｘ（ミック
ス）

ウィンターセイボリー由来カルバクロール
ウィンターセイボリー由来チモール

肌寒い環境下で、手足の温度低下を軽減し、体（末梢）
を温かく保つ機能があります。

カゴメ株式会社 研究レビュー

E646 野菜生活１００ケアプラス　ピーチ・アップルｍｉｘ（ミックス） パインアップル由来グルコシルセラミド 肌の潤いを守るのに役立つ機能があります。 カゴメ株式会社 研究レビュー

E647 ルテイン　ルンルン　ほうれん草 ルテイン
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）色素を増加させます。

ミチナル株式会社 研究レビュー

E648 プラズマローゲンサプリメント 鶏由来プラズマローゲン
鶏由来プラズマローゲンには、中高年の方の認知機能
の一部である、言葉を記憶し思い出す能力、「言語記
憶力」を維持する機能があriます。

丸大食品株式会社 研究レビュー

E649 イチョウ葉ブレイン錠
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

E650 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ビフィズス菌 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

E651 海のＤＨＡ・ＥＰＡ（ディーエイチエー・イーピーエー） DHA・EPA

DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能がありま
す。また、DHAには、中高年の認知機能の一部であ
る、日常生活における数に関する情報の記憶と数・こと
ばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能
があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー



E652 小麦ふすま
小麦ふすま由来難消化性多糖類（食物繊
維）

小麦ふすま由来難消化性多糖類（食物繊維）にはお通
じを改善し、お腹の調子を整える機能があります。

日本製粉株式会社 研究レビュー

E653 サラシア入りの国産プーアール茶 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、食後血糖値の上昇を
ゆるやかにする機能があります。

株式会社荒畑園 研究レビュー

E654 サラシア入りのほうじ茶 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、食後血糖値の上昇を
ゆるやかにする機能があります。

株式会社荒畑園 研究レビュー

E655 ＴＳＵＫＡ０９（ツカゼロナイン）
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は運動時に生じる一過性の身体的な疲労感を軽
減する機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

E656 ＭＯＭＯＨＡＤＡ（モモハダ） ロダンテノンＢ
ロダンテノンＢは、糖化ストレスを軽減することにより肌
の潤いを保持する機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

E657 ルテインｃ ルテイン
ルテインは、目の黄斑部の色素量を増やすこと、コント
ラスト感度（色の濃淡を判別し、くっきりと物を識別する
感度）を正常に保ち視覚機能を維持します。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E658 うる肌マネージメント ロダンテノンＢ
ロダンテノンＢは、糖化ストレスを軽減することにより肌
の潤いを保持する機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

E659 健康生活　ネルヨ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは
睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）
の向上に役立ちます。

五洲薬品株式会社 研究レビュー

E660 美味しく飲めるホンチョ　ざくろ 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。

大象ジャパン株式会社 研究レビュー

E661 ＫｕｅＰｒｏ（クエプロ） クエン酸
クエン酸には、日常生活や運動後の疲労感を緩和させ
る機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E662 賢人の食習慣　顆粒タイプ
イソマルトデキストリン
GABA

●イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がり
やすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪
が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかに
する機能があります。
●GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能が
あります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

E663 テアニンプラス L-テアニン
L-テアニンは、夜間の良質な眠り（起床時の疲労感や
眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンには、
一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。

株式会社プラスワン 研究レビュー

E664 Ｄｏｌｅ（ドール）バナナ　プレミアムスウィート GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3
本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能
性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E665 からだ巡茶　モイスティア ヒアルロン酸
ヒアルロン酸には皮膚水分量を保持する働きがあり、
乾燥を緩和させます。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー



E666 福建省・強・深発酵スティックＯＳＫ（オーエスケー）黒烏龍茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。

株式会社小谷穀粉 研究レビュー

E667 黒糖生姜ココア　くつろぎＧＡＢＡ（ギャバ）仕立て ＧＡＢＡ
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の向上に役立つ機能や、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ります。

株式会社海邦商事 研究レビュー

E668 お～いお茶濃い茶さらさら抹茶入り緑茶 ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能がありま
す。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E669 島の長命草カプセル ボタンボウフウ由来クロロゲン酸
ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食前に飲むことで
食後に上がる血糖値を抑える機能があります。

株式会社喜界島薬草農園 研究レビュー

E670 「十六茶プラス」やすらぎブレンド L-テアニン
L-テアニンは一過性の作業にともなうストレスを和らげ
ます。また、睡眠の質を高めます（起床時の疲労感を
軽減します）。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E671 セラミドＧＯＬＤ（ゴールド） パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高め
ます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E672 セラミドＳＴＡＲＴ（スタート） パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高め
ます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E673 セラミドプレミアム パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高め
ます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

E674 お肌の保湿力を高めたい方のケア習慣 パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高め
ます。

本草製薬株式会社 研究レビュー

E675 焦がしはちみつ黒酢 クエン酸
クエン酸は毎日の飲用により、日常生活の疲労感を軽
減します。

アピ株式会社 研究レビュー

E676 続けるオリゴ ガラクトオリゴ糖
ガラクトオリゴ糖はビフィズス菌を増加させ、便通を改
善します。

太子食品工業株式会社 研究レビュー

E677 ケールスルフォラファンスプラウト スルフォラファングルコシノレート

スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取する
と、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血
中肝機能酵素（ALT）値を低下させます。ALT値は肝臓
の健康状態を示す指標の一つです。本品は、中高年
世代の肝臓の健康状態を示す一指標の改善に役立ち
ます。本品30ｇで機能性関与成分（スルフォラファング
ルコシノレート）の50％を摂取できます。

株式会社サラダコスモ 研究レビュー

E678 ブロッコリースルフォラファンスプラウト スルフォラファングルコシノレート

スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取する
と、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血
中肝機能酵素（ALT）値を低下させます。ALT値は肝臓
の健康状態を示す指標の一つです。本品は、中高年
世代の肝臓の健康状態を示す一指標の改善に役立ち
ます。本品30ｇで機能性関与成分（スルフォラファング
ルコシノレート）の50％を摂取できます。

株式会社サラダコスモ 研究レビュー

E679 大塚のごはん　もち麦と玄米のごはん 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには食後の血糖値の上昇を抑える機
能があります。

大塚食品株式会社 研究レビュー



E680 ＪＡ（ジェイエー）静岡市青島みかん β－クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立ちます。

静岡市農業協同組合 研究レビュー

E681 シボヘール葛の花茶
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

E682 ＩＮＺＥＡＬ　ＩＮＵＬＩＮ（インジール　イヌリン） イヌリン
イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは
食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。

株式会社オプティル 研究レビュー

E683 ナイトミン　眠る力　快眠サポートサプリ クロセチン
クロセチンは、良質な眠りをサポート（中途覚醒回数を
減らし、眠りをより深くし、起床時の眠気や疲労感を和
らげる）します。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E684 国産大豆のまるごとヨーグルト　ソイフローラ 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社ホリ乳業 研究レビュー

E685 奄美からの贈りもの　大自然で育った島野菜　サクナ青汁 ボタンボウフウ由来クロロゲン酸
ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血
糖値を抑える機能があります。

クレス薬品株式会社 研究レビュー

E686 大麦若葉の繊維青汁Ｔ 大麦若葉由来食物繊維
大麦若葉由来食物繊維には、便通を改善する機能が
あります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

E687 福の茶 テアニン（Ｌ-テアニン）

テアニン（Ｌ-テアニン）は、夜間の良質な眠り（朝目覚
めたときの疲労感や眠気の軽減）をもたらします。ま
た、一過性の作業による精神的なストレスを緩和しま
す。

株式会社福エ門 研究レビュー

E688 ピュアセラミド＋（プラス） こんにゃく由来グルコシルセラミド
こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能
（保湿力）を高めます。

株式会社ダイセル 研究レビュー

E689 ピュアセラミドＬｉｇｈｔ（ライト） こんにゃく由来グルコシルセラミド
こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能
（保湿力）を高めます。

株式会社ダイセル 研究レビュー

E690 血圧良好 GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

E691 食後血糖値が気になる方のさぬきうどん　オリーブうどん 難消化性デキストリン（食物繊維）

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抑える機
能があります。また、おなかの調子を整える機能があり
ます。

株式会社めりけんや 研究レビュー

E692 食後血糖値が気になる方のさぬきうどん 難消化性デキストリン（食物繊維）

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抑える機
能があります。また、おなかの調子を整える機能があり
ます。

株式会社めりけんや 研究レビュー

E693 コーンポタージュ鍋の素 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂
肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。

株式会社ダイショー 研究レビュー

E694 プリヘールＥＸ（イーエックス） アンセリン
アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5
～7.0mg/dl）の方の尿酸値の上昇を抑制します。

株式会社和漢 研究レビュー



E695 アスリズムＰＧ（ピージー）
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

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非
変性Ⅱ型コラーゲンには、日常生活におけるひざの動
き（歩く、ひざの曲げ伸ばし、立ち上がる、しゃがむ、正
座する、階段の上り下り）をサポートします。

薬糧開発株式会社 研究レビュー

E696 大麦若葉のすっきり青汁 GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。また、GABAには、一時的に落ち込んだ気
分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとし
た気分にする、やる気にするなどの）機能があります。

イワキ株式会社 研究レビュー

E697 スリームーンＣｏｆｆｅｅ（コーヒー） 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た糖や脂肪の吸収を抑えるので、
食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能が
あります。
また、おなかの調子を整える機能があります。

シオノケミカル株式会社 研究レビュー

E698 コレス＆ミドルケア　カプセルＷ リコピン、ＤＨＡ・ＥＰＡ

リコピンには、ＬＤＬ（悪玉）コレステロールを低下させる
機能があります。
ＤＨＡ・ＥＰＡには、中性脂肪を低下させる機能がありま
す。

大正製薬株式会社 研究レビュー

E699 コレステロールや中性脂肪が気になる方のカプセル リコピン、ＤＨＡ・ＥＰＡ

リコピンには、ＬＤＬ（悪玉）コレステロールを低下させる
機能があります。
ＤＨＡ・ＥＰＡには、中性脂肪を低下させる機能がありま
す。

大正製薬株式会社 研究レビュー

E700 えんきんｂ
アスタキサンチン・ルテイン・ゼアキサンチ
ン

アスタキサンチンは、手元のピント調節力を維持し、日
常的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減します。ま
た、ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加さ
せ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの緩和によって
はっきりと見る力（コントラスト感度）をサポートします。

株式会社ファンケル 研究レビュー

E701 ほうれん草チーズ鍋の素 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂
肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。

株式会社ダイショー 研究レビュー

E702 ＣＯ・ＯＰ濃いトマトジュース食塩無添加１９０ｇ ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、血圧が高めの方に適した機能がありま
す。

日本生活協同組合連合会 研究レビュー

E703 プレミアムカテキンα（アルファ） 茶カテキン
茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させ
る機能があります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

E704 おからパウダー　プレーン＋（プラス）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすく
する作用により、BMIが高め(BMI24以上30未満)の方の
腹部の脂肪(内臓脂肪及び皮下脂肪)を減らす機能が
あります。

株式会社みすずコーポレーション 研究レビュー

E705 「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の
脂肪の吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E706 国内産もち麦　からだサポート 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇を抑える機
能があります。

ベストアメニティ株式会社 研究レビュー

E707 国内産もち麦十六雑穀米　からだサポート 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇を抑える機
能があります。

ベストアメニティ株式会社 研究レビュー



E708 歩っぷアシストⅡ 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンは膝関節の柔軟性、可動性をサ
ポートします。

株式会社プラスワン 研究レビュー

E709 健脳ヘルプＥＸ（イーエックス）
クルクミン、フェルラ酸、大豆由来ホスファ
チジルセリン

年齢とともに低下する認知機能の一部である記憶力
（言葉や物事の関連を記憶し、思い出す力）や注意力
（注意を持続させる力、重要な物事に素早く気づける
力、複数の物事に注意を払える力）、判断力（情報を処
理し正確に判断する力）を維持する機能があります。

小林製薬株式会社 臨床試験

E710 高純度！グルコサミン＆プロテオグリカン
グルコサミン塩酸塩
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポー
トし、膝の違和感を軽減します。
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感
を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護
に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

E711 眠主主義サフラン
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールに
は、睡眠の質が低いと感じている方の睡眠の質（活動
時の眠気）を改善する機能があります。

株式会社ＳＢＳ 研究レビュー

E712 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　グッドボンＷ 非変性Ⅱ型コラーゲン、大豆イソフラボン
非変性Ⅱ型コラーゲンは膝関節の柔軟性、可動性をサ
ポートします。大豆イソフラボンには骨の成分の維持に
役立つ機能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

E713 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ブルーベリー＆ルテイン
ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン・
ゼアキサンチン

ビルベリー由来アントシアニンは目のピント調節機能を
サポートし、眼の疲労感を緩和します。ルテイン・ゼア
キサンチンには目の黄斑部の色素量を増やし、ブルー
ライトなどの光ストレスから保護し、コントラスト感度（ぼ
やけの解消によりくっきり見る力）を改善する機能があ
ります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

E714 目の元気 ビルベリー果実由来アントシアニン
ビルベリー果実由来アントシアニンは、ＶＤＴ作業（パソ
コン、スマートフォンなどのモニター作業）の目の疲れ
からくるピント調節機能の低下を緩和します。

三浦盛秀 研究レビュー

E715 ファイバープラスヨーグルト イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に
血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂
肪の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社シャトレーゼ 研究レビュー

E716 さらさら　むぎ茶 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体
温）を維持する機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E717 賢者の尿酸対策　上昇抑制サポート フィチン酸 食事による血清尿酸値の上昇を抑えます。 大塚製薬株式会社 臨床試験

E718 歩コレシピ＋（プラス）
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

ビタリア製薬株式会社 研究レビュー



E719 エグゼアクティブ
ＨＭＢカルシウムおよびグルコサミン塩酸
塩

ＨＭＢカルシウムは、力がかかる足の曲げ伸ばしなど
の運動を併用することで、足の筋肉機能（立つ・歩くな
どの動作に必要な筋力）の維持に役立ちます。グルコ
サミン塩酸塩は、膝関節の曲げ伸ばし（動きのスムー
ズさ）をサポートし、膝の違和感を軽減します。

ライオン株式会社 研究レビュー

E720 ワサビスルフィニルＧｏｌｄ（ゴールド）
本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシ
ルイソチオシアネート（6-MSITC）

6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能
の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や
注意力を向上させる機能があります。

金印株式会社 臨床試験

E721 うるるアイ ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンには以下の機能が報告
されています。
　①パソコンやスマートフォンなどの使用により一時的
に不足しがちな目のうるおいを保つ
　②ピント調節機能を改善する
　③目の疲労感を緩和する
　④目の使用による首・肩の負担を軽減する

富士産業株式会社 研究レビュー

E722 テアニン・ゼリー L-テアニン
L-テアニンは、質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートします。

森下仁丹株式会社 研究レビュー

E723 健脳美人
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社苔善 研究レビュー

E724
ＺＥＲＯ（ゼロ）　ｋｃａｌ（キロカロリー）　Ｃｉｄｅｒ（サイダー）　Ｔｒｉ
ｐｌｅ（トリプル）ゼロキロカロリーサイダートリプルレモン

クエン酸、GABA

クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。GABAはデスクワークに伴う一時的な
精神的ストレスを緩和します。また、血圧が高めの方
の血圧を下げる機能があります。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

E725 カロリレス セイタカミロバラン果実由来没食子酸
セイタカミロバラン果実由来没食子酸は、食事に含ま
れる脂肪や糖の吸収を抑えます。

株式会社オーガランド 研究レビュー

E726 おやすみサプリ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは
睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）
の向上に役立ちます。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

E727 摩擦音ケアにひざ年齢タブレット コラーゲントリペプチド（GPHｙｐ）

コラーゲントリペプチド（GPHyp）には、日常生活で生じ
る膝関節の違和感（摩擦音）を緩和する機能がありま
す。ただし、一過性でない膝関節の違和感（摩擦音）が
続いたり、あるいは膝関節に他の異常があったりする
場合は医師の診察をお勧めします。

ゼライス株式会社 研究レビュー

E728 おだやか糖質習慣 パラチノース
パラチノースは一般的な糖と比較して吸収速度が遅く、
摂取後の血糖値の上昇をおだやかにします。

三井製糖株式会社 研究レビュー

E729 ミカレアのパラミロン
ユーグレナグラシリスＥＯＤ－１株由来パラ
ミロン（β－１，３－グルカンとして）

日常生活の身体的疲労感を軽減する機能があります。 株式会社ミカレア 臨床試験

E730 ホヤプラズマローゲン爽快 ホヤ由来プラズマローゲン

人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えてお
くなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持
する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認
識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形
や空間的表現の処理能力のことをいいます。

株式会社健幸堂 臨床試験



E731 高めの尿酸値を下げるルテオリン 菊の花由来ルテオリン
菊の花由来ルテオリンには尿酸値が高め（５．５ｍｇ／
ｄＬ～７．０ｍｇ／ｄＬ未満）な男性の尿酸値を下げる機
能があります。

東久漢方薬品株式会社 研究レビュー

E732 オールブラン　ブランリッチ　ほっとひといきショコラ 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

E733 腸活ヘルプ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E734
ミネルヴァ青魚の恵みＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンド
イーピーエー）

DHA、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、判断力をサポートします。
DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があ
ります。

京都薬品ヘルスケア株式会社 研究レビュー

E735 ハイパーケール グルコラファニン 肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげます。 ヤクルトヘルスフーズ株式会社 臨床試験

E736 ＧＡＢＡ＋　（ギャバプラス） ＧＡＢＡ
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。

株式会社プロントコーポレーション 研究レビュー

E737 ヨイネムリ L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を高めること（起床時の疲
労感や眠気を軽減すること）があります。

日本堂製薬株式会社 研究レビュー

E738 アサヒスタイルバランスプラスゆずサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

E739 アサヒスタイルバランスプラス完熟りんごスパークリング 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

E740
アサヒスタイルバランスプラスグレープフルーツサワーテイ
スト

難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

E741 あい ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量
を上昇させ、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、
コントラスト感度（ぼやけの解消によりはっきり見る力）
を改善する機能があります。

株式会社アーデンモア 研究レビュー

E742 ＬＬ（エルエル）ラクトフェリンジンジャー ラクトフェリン
ラクトフェリンは肥満気味な方の内臓脂肪の減少、高
めのBMIの改善機能があります。

サラヤ株式会社 研究レビュー

E743 ｇｇ（ジージー）ヘスペリジン＆（アンド）コラーゲン
モノグルコシルヘスペリジン、魚由来低分
子コラーゲンペプチド

モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した
末梢血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温度の低
下を軽減する機能があります。
魚由来低分子コラーゲンペプチドには、肌の水分量
（潤い）と弾力性の低下を抑え、肌の健康に役立つ機
能があります。
※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とし
た平均分子量が1,000以下になるまで細かく分解された
コラーゲンペプチドのことです。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー



E744 細切りざるうどん イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に
血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂
肪の上昇をおだやかにします。

株式会社金トビ志賀 研究レビュー

E745 メンタルサポート　ココカラケア CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）
健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込
み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を
高め、腸内環境を改善する機能があります。

ACW株式会社 臨床試験

E746 「骨こつケア」 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株 加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあります。 ACW株式会社 臨床試験

E747
マイニチケア　グレープ味タブレット＜ストレスや疲労感を軽
減するタイプ＞

GABA
GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なスト
レスや疲労感を軽減します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

E748 サラシア１００　糖質対策サポート サラシア由来ネオコタラノール
サラシア由来ネオコタラノールには、炭水化物の一部
である糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやか
にする機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

E749 スイッチ乳酸菌ドリンクタイプ Lactobacillus brevis SBC8803(SBL88)
Lactobacillus brevis SBC8803(SBL88)は睡眠の質を改
善(起床時の疲労感や眠気を軽減)します。

サッポロウエルネスラボ株式会社 研究レビュー

E750 おなかサイズ
乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオク
タデカン酸(10-HOA)

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を
減らす機能があります。

ACW株式会社 研究レビュー

E751 「カルピス健康通販　ラクトウェル」 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には、末梢の血管の抵
抗を下げることにより、血圧を低下させる機能がありま
す。

ACW株式会社 研究レビュー

E752 パセノール　らむねタブ ピセアタンノール
ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守
ります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

E753 パセノール　ゼリー ピセアタンノール
ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守
ります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

E754 イヌリンシロップ　植物由来の甘み イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E755 菊芋のイヌリン　液体タイプ イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E756 おなかの脂肪ぱっくん
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能
があります。

株式会社ネイチャーラボ 研究レビュー

E757 ノウケアベスト 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

株式会社ＨＢＣフナト 研究レビュー



E758 ブルーベリー＆（アンド）ルテイン ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンはスマホやパソコン等の
使用により低下する目の潤いと手元のピント調節機能
をサポートし目の疲労感を緩和します。ルテインはスマ
ホやパソコン等の長時間の使用により低下する目のコ
ントラスト感度（ぼやけやかすみを軽減し、くっきりと見
る力）を改善します。

味の素株式会社 研究レビュー

E759 ＳＯＦＩＮＡ　ｉＰ（ソフィーナ　アイピー）クロロゲン酸　飲料　Ｗ コーヒー豆由来クロロゲン酸類

コーヒー豆由来クロロゲン酸類は、気温や室温が低い
時などの冷えにより低下した血流（末梢血流）を改善
し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）の回復を助ける機能
と、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能がありま
す。

花王株式会社 研究レビュー

E760 茉莉花茶　ジャスミンティー イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子
を整えます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E761 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ＤＨＡ／ＥＰＡ＆脳と中性脂肪 DHA・EPA

DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数・ことば・図形に関する情報の記憶と数・こと
ばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能
があります。また、DHA・EPAは中性脂肪を低下させる
機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

E762 パルフェックス
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社アクト 研究レビュー

E763 ビーミラク
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社アクト 研究レビュー

E764 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）アンセリン＆尿酸値 アンセリン
尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値
を下げる機能があります。

株式会社三協 臨床試験

E765 キレートレモンクエン酸２７００（ゼリー） クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

E766 尿酸レスキュー アンセリン
アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）
の方の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社アール・ラウンド 研究レビュー

E767
植物性ＤＨＡ（ディーエイチエー）　ｒｉｃｈ　ｏｉｌ（リッチオイル）
＆（アンド）エキストラヴァージンオリーブオイル

オーランチオキトリウム由来ＤＨＡ

オーランチオキトリウム由来ＤＨＡは、中高年において
認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状
況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶
にとどめる力）があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

E768 トマトジュース（食塩無添加） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

ゴールドパック株式会社 研究レビュー

E769 アスタキサンチン×頭脳 アスタキサンチン
アスタキサンチンは記憶力に衰えを感じている健常な
中高年の認知機能の一部である視覚的な記憶力の維
持に役立つ機能があります。

株式会社元気生活 臨床試験

E770 野菜ジュース GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

ゴールドパック株式会社 研究レビュー



E771 北海道トマト GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

ゴールドパック株式会社 研究レビュー

E772 北海道野菜 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

ゴールドパック株式会社 研究レビュー

E773 おなかハッピー８ Ｌ．カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）
Ｌ．カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）が含まれ、腸
内環境を改善し、おなかの調子を整えます。

クロレラ食品ハック株式会社 臨床試験

E774 風神ＤＸ（デラックス） アンセリン
アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5
～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。

株式会社すこやか工房 研究レビュー

E775 陽紅寿ａｉーＦｕｎｃｔｏｎ　ａ（アイ　ファンクション　エー） アスタキサンチン

アスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、乾燥を
緩和する機能があります。また、アスタキサンチンは、
眼のピント調節機能を維持し、日常的なパソコンなどに
よる眼の疲労感や、眼の使用による肩や腰の負担を軽
減します。

株式会社ダイアナ 研究レビュー

E776 美軟珈琲 N-アセチルグルコサミン

N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りに
おけるひざ関節の悩みを改善します。
また、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちま
す。

シオノケミカル株式会社 研究レビュー

E777 飲むうるおいセラミド 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の保湿力（バリア機
能）を高め、肌の潤いを守るのを助ける機能がありま
す。

キューサイ株式会社 研究レビュー

E778 有機栽培バナナ GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3
本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能
性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社ドール 研究レビュー

E779 食の救世主 GABA、イソマルトデキストリン（食物繊維）

ＧＡＢＡには高めの血圧を低下させる機能があります。
イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後の血糖値の上昇や、食後
の血中中性脂肪が高めになる健常者の食後の血中中
性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。

八幡物産株式会社 研究レビュー

E780 ＳＯＦＩＮＡ　ｉＰ（ソフィーナ　アイピー）クロロゲン酸　タブレット コーヒー豆由来クロロゲン酸類

コーヒー豆由来クロロゲン酸類は、気温や室温が低い
時などの冷えにより低下した血流（末梢血流）を改善
し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）の回復を助ける機能
と、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能がありま
す。

花王株式会社 研究レビュー

E781 はつらつグルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の動きの悩みを緩和
します。

プリセプト株式会社 研究レビュー

E782 ビノミン
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、グルコシルセラミド

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。グルコシルセラミドは肌の水
分を逃がしにくくすることで潤いを保つのを助け、肌を
乾燥から守る機能（バリア機能）を維持します。

株式会社ビタポール 研究レビュー

E783 マグッスリ L-テアニン

L-テアニンには質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートする機能があります。ま
た、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる機能
があります。

タテホ化学工業株式会社 研究レビュー



E784 マグネル L-テアニン

L-テアニンには質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートする機能があります。ま
た、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる機能
があります。

タテホ化学工業株式会社 研究レビュー

E785 「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ　レモン 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の
脂肪の吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E786 尿酸と脂肪のダブルバスター
アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0ｍｇ/ｄＬ）
の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネ
ルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用によ
り、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂
肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ロカボワークス 研究レビュー

E787 パセノール　もちもちキャンディ ピセアタンノール
ピセアタンノールは、乾燥しがちな肌のうるおいを守り
ます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

E788 いちょう葉粒
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。

プリセプト株式会社 研究レビュー

E789 ファットダウン ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
お腹の脂肪（内臓脂肪）を減らす機能があります。

株式会社LAVA International 研究レビュー

E790 ひざコラーゲン 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンは膝関節の柔軟性、可動性をサ
ポートします。

株式会社MTG 研究レビュー

E791 アスタキサンチン アスタキサンチン

アスタキサンチンは眼のピント調節機能を維持し、パソ
コンやスマートフォンの使用による一時的な眼の疲労
感を緩和し、眼の使用による肩や腰の負担を和らげま
す。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

E792 ナイトスリープＰＲＥＭＩＵＭ（プレミアム） L-テアニン
L-テアニンは、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や
眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンは、一
過性の作業にともなうストレスをやわらげます。

パシフィック薬品株式会社 研究レビュー

E793 アリゾナの奇跡 オレイン酸

オレイン酸を32.4g/日摂取することで、正常なコレステ
ロール（LDLコレステロールおよび総コレステロール）を
サポートする機能があります。本品に含まれる個包装
を2袋食べることで、機能性が報告されている1日当た
りの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。健常
な範囲でコレステロールが高めの方に適しています。

ゴールデンピーカン株式会社 研究レビュー

E794 食事のリズム イソマルトデキストリン（食物繊維）

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
する機能があります。

五洲薬品株式会社 研究レビュー

E795 トリプルヨーグルト砂糖不使用
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）

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あります。

森永乳業株式会社 研究レビュー



E796 ＧＡＢＡ（ギャバ）黒酢 GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機
能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや
疲労感を緩和する機能、一時的な疲労感やストレスを
感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ
機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があり
ます。

ジャパンメディック株式会社 研究レビュー

E797 イージーファイバー乳酸菌プラス
難消化性デキストリン（食物繊維） 、 有胞
子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)、 フラクトオリゴ糖

本品は、腸内フローラにおけるビフィズス菌（善玉菌）
率を増やし、腸内環境を改善するとともに、お通じを改
善する機能があります。

小林製薬株式会社 臨床試験

E798 キリン　βラクトリン βラクトリン
βラクトリンは加齢に伴って低下する記憶力（手がかり
をもとに思い出す力）を維持します。

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

E799 ダブルケア
アンセリン、ブラックジンジャー由来ポリメト
キシフラボン

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あります。ブ
ラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活
動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすく
する作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能
があります。

株式会社スタープラス 研究レビュー

E800 げんびコレステ
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB１として）
には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がありま
す。

株式会社ボーテサンテラボラトリーズ 研究レビュー

E801 大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶ａ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

E802 糖脂ガードＷ セイタカミロバラン果実由来没食子酸
セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

E803 ３日寝かせ発芽玄米ごはん＋ＧＡＢＡ（ギャバ） ＧＡＢＡ
GABAは、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、
及びGABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる
一時的な活気・活力感の低下を軽減します。

ほっとコミュニケーション株式会社 研究レビュー

E804 かどやのカラダサポートごま油 セサミン・セサモリン
高めのLDLコレステロール値を低減させる機能があり
ます。

かどや製油株式会社 臨床試験

E805 お～いお茶お抹茶 テアニン、茶カテキン

テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知
機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を
続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状
況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能が
あります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E806 オリゴ糖酸カルシウム（マルトビオン酸Ｃａ含有） マルトビオン酸Ca
マルトビオン酸Caには加齢とともに低下する「骨密度」
の維持に役立つ機能や、「お通じ」を改善する機能があ
ります。

サンエイ糖化株式会社 研究レビュー

E807 モリンガ元気タブレット モリンガ種子由来グルコモリンギン
日常生活で疲れを感じやすい方の身体的な疲労感を
軽減し、腰の負担を感じやすい方の腰の不快感を和ら
げる機能があります。

株式会社タイヨーラボ 臨床試験



E808 オリーブサラサ オリーブ果実由来ヒドロキシチロソール
オリーブ果実由来ヒドロキシチロソールは、抗酸化作
用により血中LDL（悪玉）コレステロールの酸化を抑制
させます。

株式会社すこやか工房 研究レビュー

E809 ルテイン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには黄斑色素密度の増加に
よるブルーライトなどの光のストレスの軽減、色コントラ
スト感度の改善により、眼の調子を整える機能があり
ます。また、高齢者の加齢に伴い低下する、認知機能
の一部である注意力（一つの事に集中したり、複数の
物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性（変化
する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対
処する能力）を維持する機能があります。

株式会社サン・プロジェクト 研究レビュー

E810 オリーブ葉エキス オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDLコレステロール（悪玉コレステロール）が
酸化され酸化LDLコレステロールになることを抑制させ
ます。

株式会社オーガランド 研究レビュー

E811 サンテアニン２００ＶＦ（ブイエフ） L-テアニン
認知機能の一部である言語流暢性（言語情報を適切
に素早く数多く思い出す能力）をサポートする機能があ
ります。

株式会社タイヨーラボ 臨床試験

E812 ルテオリン ルテオリン
ルテオリンは、尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社オーガランド 研究レビュー

E813 こうや豆腐パウダー 大豆ベータコングリシニン
大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを
低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下
させる機能があります。

株式会社みすずコーポレーション 研究レビュー

E814 メタノン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能
があります。

株式会社オーガランド 研究レビュー

E815 燃やスリム
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

株式会社ナチュラルガーデン 研究レビュー

E816 メディパラソル アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社ニコリオ 研究レビュー

E817 ＤＨＡ＋ＥＰＡ（ディーエイチエー　プラス　イーピーエー） DHA、EPA

DHAには、加齢とともに低下する認知機能の一部であ
る、日常生活における数に関する情報の記憶と、数や
ことばに関する情報を判断し読解する力をサポートす
る機能があります。また、DHA・EPAには、中性脂肪を
低下させる機能があります。

株式会社メディワン 研究レビュー

E818 やすらぎメロン SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）
SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）は、日常生活で
自覚するストレスを減少させ、精神的・肉体的疲労感を
軽減します。

ゼリアヘルスウエイ株式会社 研究レビュー

E819 オリザのコーヒー生豆由来クロロゲン酸類 コーヒー生豆由来クロロゲン酸類
コーヒー生豆由来クロロゲン酸類は肥満度を表す体格
指数（BMI）が高めの方のBMIを軽減します。

オリザ油化株式会社 研究レビュー



E820 筋肉元気
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水
和物（HMBカルシウム）

HMBカルシウムには、筋肉量や筋力の低下を抑制す
る働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な筋
肉量及び筋力・筋持久力の維持や歩く力の維持に役
立つ機能があります。

株式会社スマイル・ジャパン 研究レビュー

E821 スパイスサプリ　サフラン
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールに
は、睡眠の質が低いと感じている方の活動時の眠気を
軽減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させ
る機能があります。

ヱスビー食品株式会社 研究レビュー

E822 お～いお茶お抹茶ＰＯＷＤＥＲ（パウダー） テアニン、茶カテキン

テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知
機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を
続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状
況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能が
あります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E823 イージーファイバー乳酸菌プレミアム
難消化性デキストリン（食物繊維） 、 有胞
子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)、 フラクトオリゴ糖

腸内フローラにおけるビフィズス菌（善玉菌）率を増や
し、腸内環境を改善するとともに、お通じを改善する機
能があります。

小林製薬株式会社 臨床試験

E824 すらすらケア
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、加齢とともに低下する認知機能の一部である注意
力（視覚性情報を一時的に記憶しながら、事務作業を
速く正確に処理していく能力）の維持と計算作業の効
率維持に役立つ機能があります。

ACW株式会社 研究レビュー

E825 なんとかしたい　お腹の脂肪！
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、肥満気味の方、BMIが高め（BMI24以上
30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）
を減らす機能があります。

株式会社グラフィコ 研究レビュー

E826 うめ効果ゼリー クエン酸
クエン酸には肥満気味の方の高めの血圧（拡張期血
圧）を下げる機能があります。

中野BC株式会社 研究レビュー

E827 しなりずむ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂
肪）を減らす機能があります。

株式会社レッドビジョン 研究レビュー

E828
ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）プレミアムプロテインバー
チョコレート

ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはＢＭＩが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

E829 マツキヨラボプレミアムプロテインバーチョコレート ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはＢＭＩが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

E830 マキベリー　うるおう瞳 デルフィニジン-3,5-ジグルコシド

長時間パソコンやスマートフォン等の画面を見ることに
よる眼の疲労感や肩の負担を軽減する機能、眼のうる
おいを維持する機能と眼の一時的な不快感を軽減す
る機能があります。

株式会社ディーエイチシー 臨床試験

E831 尿酸ガード アンセリン
尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値
の上昇を抑制する機能があります。

エーザイ株式会社 臨床試験

E832 糖カロカット サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能
があります。

株式会社ナチュラルガーデン 研究レビュー



E833 プラズマローゲンＢＯＯＣＳ（ブックス）粉末カプセル ホタテ由来プラズマローゲン
ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部で
ある、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶
力を維持する機能があります。

株式会社藤野ブレインリサ－チ 研究レビュー

E834 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ブラックジンジャー
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

E835 サラダまぐろたたき 難消化性デキストリン
難消化性デキストリンは、おなかの調子を整える機能
があります。

株式会社マリンフレッシュ 研究レビュー

E836 「アクティブカルピス」 乳酸菌CP2998株（L.curvatus CP2998）
乳酸菌CP2998株（L.curvatus CP2998）は、年齢ととも
に低下する歩行機能の向上に役立ちます。毎日をアク
ティブに過ごしたい方の歩く働きをサポートします。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

E837 小岩井βラクトリンミルク βラクトリン
βラクトリンは加齢に伴って低下する記憶力（手がかり
をもとに思い出す力）を維持します。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

E838 糖質９０％オフのど飴 イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

E839 トリプルヨーグルト砂糖不使用　ドリンクタイプ
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）

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あります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

E840 ＢＨＮ（ビーエイチエヌ）のブロッコリースプラウト スルフォラファングルコシノレート

スルフォラファングルコシノレートは、健康な中高齢者
の健常域でやや高めの血中ALT値を下げます。（血中
ALT値は、肝臓の健康状態を示すマーカーの一つで
す。）

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー

E841 思いやりのＰＱＱ（ピーキューキュー） ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩

ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩は、健康な中高齢
者に対して、認識能力の一部である注意力及びワーキ
ングメモリー(得られた視覚情報を短時間で認識し､同
時に正しく処理し行動に移す能力)の維持に役立ちま
す。

株式会社グランヒル大阪 研究レビュー

E842 Ｗ（ダブル）のひらめき
大豆由来ホスファチジルセリン、イチョウ葉
由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトン

大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）を維持する機能があります。イチョウ
葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペン
ラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する
脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日
常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度
や判断の正確さを向上させます。

雪印ビーンスターク株式会社 研究レビュー

E843 ナップルジーアイプラス粒ａ サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後
の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

E844 りんご酢 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。

久保醸造合名会社 研究レビュー

E845 丈夫な骨を維持するヨーグルト 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

四国乳業株式会社 研究レビュー



E846 ルテイン＆ＧＡＢＡ　（アンド　ギャバ）　３つのチカラ　１００ｍｌ ルテイン、GABA

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、目の調子を整えます。GABAには、血圧が
高めの方に適した機能と、事務的作業による一時的な
精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

E847 うるスルン
ビフィズス菌BB536、パイナップル由来グ
ルコシルセラミド

ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改
善する(排便回数を増やし)ます。パイナップル由来グル
コシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくす
る機能があります。

株式会社ナチュラルガーデン 研究レビュー

E848 牡丹麗和 ボタンボウフウ由来クロロゲン酸
ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血
糖値を抑える機能があります。

株式会社はつらつ堂 研究レビュー

E849 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　アスタキサンチン アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

E850 長命草さぬきうどん ボタンボウフウ由来クロロゲン酸
ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後血糖値の上
昇をおだやかにする機能があります。

株式会社おおみね 研究レビュー

E851 機能性表示食品　賢人の珈琲
イソマルトデキストリン(食物繊維)
GABA

イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりや
すい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が
高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにす
る機能があります。GABAには、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

E852 めにサプリ　クロセチン クロセチン

クロセチンは、良質な眠りをサポートし（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）ま
す。また、目のピント調節をサポートし（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）ます。

株式会社メニコン 研究レビュー

E853 めにサプリ　ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA（ギャバ）
GABA（ギャバ）にはオフィスワークによる一時的な精神
的ストレスを緩和する機能があります。

株式会社メニコン 研究レビュー

E854 充実野菜　朱衣にんじんミックス GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E855 ルテイン＆６種のベリー ルテイン

ルテインは、健康な方の目の黄斑色素量（黄斑色素光
学密度）を維持する働きがあり、コントラスト感度(ぼや
けやかすみを軽減しくっきりと見るちから)を改善しま
す。

株式会社クロレラサプライ 研究レビュー

E856 ＨＥＲＡＴＨ（ヘラス） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

ナチュラルレインボー株式会社 研究レビュー

E857 リフティングＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを
助ける機能があります。

三和酒類株式会社 研究レビュー

E858 カラダで働く　丸ごと　マスカット・ベーリーＡ（エー） ぶどう由来のプロアントシアニジン
ぶどう由来のプロアントシアニジンは、高めの血圧を低
下します。

ジット株式会社 研究レビュー



E859 ノエビア　ラクニー
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻
軟骨由来Ⅱ型コラーゲン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ
型コラーゲンには、中高齢者のひざ関節の動きをサ
ポートし、違和感をやわらげます。

株式会社ノエビア 研究レビュー

E860 おなかよろこぶ乳酸菌 Ｌ．カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株） 腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。 ホワイト食品工業株式会社 臨床試験

E861 サラッと糖ケア サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには糖の吸収をおだやかに
し、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がありま
す。

新日本化成株式会社 研究レビュー

E862 坂元のくろずイチョウ葉
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

坂元醸造株式会社 研究レビュー

E863 うらべのアイケア生活 ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上
昇させる働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光の
刺激からの保護や、コントラスト感度（ぼやけの解消に
よりくっきり見る力）を改善する機能があります。

占部大観堂製薬株式会社 研究レビュー

E864 大人のカロリミットｂ
桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポ
ニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフ
ラボン

食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血
中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。またブ
ラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代
謝を助け消費しやすくする機能、BMIが高めの方の腹
部の脂肪を減らす機能があります。

株式会社ファンケル 臨床試験

E865 食後の血糖値や中性脂肪が気になる方のごはん 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は食事から摂取した
糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中
中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があります。
さらに、おなかの調子を整える機能があります。

株式会社ファンケル 研究レビュー

E866 ぎゅっと濃厚３０品目野菜 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

E867 琉球黒もろみ酢ＧＡＢＡ（ギャバ）リッチ ＧＡＢＡ

ＧＡＢＡの継続的な摂取により、①日常生活で生じる一
時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感
(積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など)の低
下を軽減する〕機能、②デスクワークなどの事務的作
業によって生じる一時的な精神的ストレスと疲労感を
緩和する機能、③睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役
立つ機能、④すっきりとした目覚めをサポートする機
能、⑤血圧が高めの方の血圧を下げ、正常な血圧を維
持する機能があります。

株式会社はぴねすくらぶ 研究レビュー

E868 賢人の食習慣　青汁
イソマルトデキストリン（食物繊維）
GABA

イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりや
すい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が
高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにす
る機能があります。
GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

E869 氷零　カロリミット　レモン 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事か
ら摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。

麒麟麦酒株式会社 研究レビュー

E870 氷零　カロリミット　グレープフルーツ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事か
ら摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。

麒麟麦酒株式会社 研究レビュー



E871 やさしさプラス　なすのおみそ汁 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「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あります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E872 やさしさプラス　野菜のおみそ汁 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「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あります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E873 やさしさプラス　とうふのおみそ汁 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「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あります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E874 やさしさプラス　きのこのおみそ汁 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「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あります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E875 やさしさプラス　かきたまのおみそ汁 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「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あります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E876 やさしさプラス　たまごスープ 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「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あります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E877 やさしさプラス　中華スープ 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「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あります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

E878 ネスレ　ウェルネスミルク　食物繊維 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、腸に届いて有用
菌（善玉菌）と言われるビフィズス菌を増やすことによ
り、おなかの調子を整え、便通を改善する（排便回数や
便量を増やす）機能があります。また難消化性デキスト
リン(食物繊維)は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑
制し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、食事から摂取した糖の吸
収を抑制することにより食後の血糖値の上昇をおだや
かにします。

ネスレ日本株式会社 研究レビュー

E879 ミックスケール　眼にやさしいナチュラルルテイン ルテイン
ルテインは、眼のかすみやぼやけ（コントラスト感度）を
改善し、眼の調子を整えます。

エスペックミック株式会社 研究レビュー

E880 アサヒスタイルバランスプラス香り華やぐハイボールテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

E881 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）イミダゾール＆疲労感軽減 イミダゾールジペプチド
イミダゾールジペプチドには、日常生活によって生じる
一過性の疲労感を軽減する機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

E882 ハーブティー L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を高める（起床時の疲労感
を軽減する）ことに役立つ機能があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

届出番号 商品名 関与成分 機能性の項目 届出者名 科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）



F1 β（ベータ）ラクトリン β（ベータ）ラクトリン

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

協和発酵バイオ株式会社 臨床試験

F2 ３０品目野菜 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F3 烏龍茶
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB１として）
には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がありま
す。

株式会社日本薬健 研究レビュー

F4 リセットナッツ　きなこ風味
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑えます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

F5 北海道産小麦のつぶあんぱん
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。

日糧製パン株式会社 研究レビュー

F6 内脂ダウン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

パシフィック薬品株式会社 研究レビュー

F7 日清アマニ油プラス α－リノレン酸 血圧が高めの方に適した機能を持つ食用油です。 日清オイリオグループ株式会社 臨床試験

F8 ルイボスティー
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

F9 体脂肪が気になる方のプーアール茶　ヘルシーボ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

ティーライフ株式会社 研究レビュー

F10 肌潤宝石 ロダンテノンB
ロダンテノンＢは、糖化ストレスを軽減することにより肌
の潤いを保持する機能があります。

株式会社Libeiro 研究レビュー

F11 プロシアニジンプレミアム りんご由来プロシアニジン
りんご由来プロシアニジンにはBMIが高めの方の内臓
脂肪を減らす機能があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

F12 内臓脂肪を減らしたい方のケア習慣 りんご由来プロシアニジン
りんご由来プロシアニジンには内臓脂肪を減らす機能
があります。

本草製薬株式会社 研究レビュー

F13 血糖すこやか青汁 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が
上昇しやすい方の食後血糖値の上昇や、食後に血中
中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪の上昇
をおだやかにします。

株式会社あおぞらヘルスケア 研究レビュー



F14 アップルエードＦＩＢＥＲ（ファイバー） 難消化性デキストリン(食物繊維）
難消化性デキストリン(食物繊維)には、食後の血中中
性脂肪の上昇を抑える機能や、お腹の調子を整える機
能があります。

クラシエフーズ株式会社 研究レビュー

F15 プラセンタ
豚プラセンタ由来ペプチド (グリシン-ロイ
シン、ロイシン-グリシン)

肌の水分を維持する機能があります。 銀座ステファニー化粧品株式会社 臨床試験

F16 アスリートＯｌｉｇｏｎｏｌ（オリゴノール）
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

これらの成分は、運動で生じる一過性の身体的疲労感
を軽減する機能があります。

ヘルスエイジ株式会社 研究レビュー

F17 理想のトマト GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デ
スクワークなどで生じる疲労感を軽減する機能があり
ます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F18 クランベリー１００ キナ酸
キナ酸は、トイレが近いと感じている女性の日常生活
における排尿に行くわずらわしさをやわらげる機能が
あります。

マルカイコーポレーション株式会社 研究レビュー

F19 関節ゼリー カツオ由来エラスチンペプチド
カツオ由来エラスチンペプチドは、膝関節の違和感を
和らげ、膝関節の動きに役立つ機能があります。

株式会社ベストフード 研究レビュー

F20 ぬくぽか モノグルコシルヘスペリジン

モノグルコシルヘスペリジンには、寒い季節や夏の冷
房などで気温や室温が低い時に、冷えにより低下した
手先の血流量（末梢血流）を改善するとともに、手先や
足先の体温を維持する機能があります。

八幡物産株式会社 研究レビュー

F21 健脚ヘルプａ
HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒ
ドロキシ－３－メチルブチレートモノハイド
レート）

HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３
－メチルブチレートモノハイドレート）には、運動との併
用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・
歩くための筋力）の低下抑制に役立つ機能がありま
す。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F22 リジュベネーションウォーター パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

株式会社リジュベネーションシステム 研究レビュー

F23 糖や脂肪の吸収を抑える小さな新あさひ豆腐 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、糖や脂肪の吸
収を抑える効果があります。

旭松食品株式会社 研究レビュー

F24 グルコサミン＆（アンド）新サメの軟骨 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰
な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促す
のに役立ち、関節軟骨を維持します。

日英物産株式会社 研究レビュー

F25
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　カラダ対策ゼリーⅢ（トリプル）（マ
スカット風味）

難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収
を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能、
さらにおなかの調子を整え、便通・お通じを改善する機
能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

F26 ライラック　ビオ
有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans)
lilac-01

便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を整
え、お通じ（回数、残便感）を改善します。

株式会社協和 研究レビュー

F27 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）ラブレプレーン（３本パック） ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)
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します。

カゴメ株式会社 研究レビュー



F28 理想のトマト　２６５ｇ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デ
スクワークなどで生じる疲労感を軽減する機能があり
ます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F29 クエン酸プラム クエン酸 クエン酸は日常生活や運動後の疲労感を軽減します。 株式会社丸惣 研究レビュー

F30 ダービリアプラス 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社エフ・シーシー堀内 研究レビュー

F31 理想のトマト　９００ｇ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デ
スクワークなどで生じる疲労感を軽減する機能があり
ます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F32
ＩＮＮＥＲ　ＢＥＡＵ　Ｆｉｂｅｒ　Ｇｒｅｅｎ　（インナービュー　ファイ
バーグリーン）

難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。さらに、難消化
性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整
え、便通を改善する機能があります。

株式会社えがお 研究レビュー

F33 理想のトマト　１９０ｇ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デ
スクワークなどで生じる疲労感を軽減する機能があり
ます。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F34
マイニチケアガム＜ストレスや疲労感を軽減するタイプ＞ま
ろやかミント

GABA
GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なスト
レスや疲労感を軽減します。

株式会社ロッテ 研究レビュー

F35 紅茶 GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

F36 ＰｉｎｋｙＦＲＥＳＨ（ピンキーフレッシュ）
乳酸菌LS1（Lactobacillus salivarius
TI2711株）

乳酸菌LS1 は、健康な歯ぐきを維持する機能がありま
す。

株式会社湖池屋 臨床試験

F37 げんび茶
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社ボーテサンテラボラトリーズ 研究レビュー

F38 ギャバ×ラフマのすっきりサプリ
GABA、ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来
イソクエルシトリン

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ります。また、ラフマ由来ヒペロシ
ド・ラフマ由来イソクエルシトリンには、睡眠の質（眠り
の深さ）の向上に役立ちます。

LUTECIA株式会社 研究レビュー

F39 ＳＯＹ＋ＰＬＵＳ［ソイプラス］（記憶＆注意） 大豆由来セリルチロシン

大豆由来セリルチロシンには、健康な中高年の方の認
知機能の一部である記憶力(一時的に認識したことを
思い出す力)と注意力(物事に一時的に集中する力)を
維持する機能があります。

不二製油株式会社 研究レビュー

F40 ルテインＵＱ（ユーキュー）プラス＃ｉ（シャープアイ） ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識
別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復
（まぶしさから回復する視機能）のサポートや一時的な
精神的ストレス、ブルーライトなどの光ストレスを軽減
する機能があります。

ユニキス株式会社 研究レビュー



F41 オールブラン　ナッツミックスａ 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、有用
物質である酪酸を増加させることにより、腸内環境を改
善します。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します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

F42 食事のおともに食物繊維入り緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

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り
ます。

日清オイリオグループ株式会社 研究レビュー

F43 食事のおともに食物繊維入り紅茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

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り
ます。

日清オイリオグループ株式会社 研究レビュー

F44 Ｓｕｌａｌｉｏ（スラリオ）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能
があります。

サンフェルジュ株式会社 研究レビュー

F45 尿酸値の上昇を抑えるサプリ　やずやの尿酸クリア アンセリン
アンセリンは、血清尿酸値が正常域で高め（尿酸値5.5
～7.0mg/dl）の方の尿酸値の上昇を抑制する機能があ
ります。

株式会社やずや 研究レビュー

F46 イチョウ葉
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

京都薬品ヘルスケア株式会社 研究レビュー

F47 えがお　ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イーピーエー） DHA、EPA

年齢とともに低下する認知機能の一部である判断力
（情報を適切に判断する力）の維持や、血中中性脂肪
を低下させる機能、高めの血圧を下げる働きがありま
す。また、DHAには、認知機能の一部である記憶力（数
字や文字などを覚える力）を維持する機能があります。

株式会社えがお 臨床試験

F48 カラダ想いメニュー　ポテトサラダ GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

デリア食品株式会社 研究レビュー

F49 ＤＯＮＢＵＲＩ（ドンブリ）亭牛丼 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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
抑える機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

F50 ＤＯＮＢＵＲＩ（ドンブリ）亭中華丼 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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
抑える機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

F51 森永アロエヨーグルト　アロエの力ａ
アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロ
アルタノール

肌の保湿力を高め、肌の乾燥をやわらげます。 森永乳業株式会社 臨床試験

F52 ぽかぽかスープ　あんかけゆず明太味 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が
低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温
（末梢体温）を維持する機能があります。

エースコック株式会社 研究レビュー



F53 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ルテイン＆目 ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪
郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機
能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改
善、睡眠の質、眼の疲労感の軽減に役立つ機能があり
ます。

株式会社三協 研究レビュー

F54 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10
細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる身体的な疲労感の軽減に役立ちます。

株式会社インシップ 研究レビュー

F55 リラナイト ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪
郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機
能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改
善、良質な睡眠、眼の疲労感の軽減に役立つ機能が
あります。

株式会社Libeiro 研究レビュー

F56 中性脂肪ヘルプ DHA・EPA ＤＨＡ・ＥＰＡには中性脂肪を減らす機能があります。 小林製薬株式会社 研究レビュー

F57 プレミアムカテキンα（アルファ）４００ 茶カテキン
茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させ
る機能があります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

F58 ナップルジーアイプラス粒 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後
の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

F59 伊右衛門プラス　認知機能対策 L-テアニン
L-テアニンには、認知機能の一部である言語流暢性
（素早く多くの言葉を思いつき発する力）が低めの方に
対して、言語流暢性を維持する機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

F60 森永アロエヨーグルト　アロエの力ｂ
アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロ
アルタノール

肌の保湿力を高め、肌の潤いを保ちます。 森永乳業株式会社 臨床試験

F61 カテキン減脂粒 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）

茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、脂質の吸
収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわり
の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、体重を減らし、高めの
ＢＭＩを低下させる機能があります。

株式会社全日本通教 研究レビュー

F62 葛花茶ティーバッグ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

F63 ナイシボン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、ＢＭＩが
高め（ＢＭＩ24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

株式会社シーナコーポレーション 研究レビュー

F64 モイストエフェクター
アスタキサンチン
パイナップル由来グルコシルセラミド

アスタキサンチンは、肌のうるおいを保ち、乾燥を和ら
げる機能があります。パイナップル由来グルコシルセラ
ミドは、肌の水分を逃がしにくくする機能があります。

株式会社アテニア 研究レビュー

F65 ＵＣ－Ⅱ　ＰＲＯ（ユーシーツープロ） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートします。

株式会社アリスコーポレーション 研究レビュー



F66 ウエストアシスト
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社医食同源ドットコム 研究レビュー

F67 糖脂アプローチ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

株式会社医食同源ドットコム 研究レビュー

F68 美味しく飲めるホンチョ　ビーツ＆（アンド）レモン
酢酸、難消化性デキストリン（食物繊維とし
て）

酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。また、難消化性デキストリン（食物繊維とし
て）には食事由来の脂肪の吸収を抑えて排出を増加さ
せ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。

大象ジャパン株式会社 研究レビュー

F69
ＤＲＩＮＫ　ＹＯＧＵＲＴ　ＭＩＬＫ　ＲＩＣＨ　ドリンクヨーグルトミル
クリッチ

イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えることが報告されてい
ます。

日本酪農協同株式会社 研究レビュー

F70 糖脂ガード イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や食後に血
中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪
の上昇をおだやかにします。

株式会社アイケイ 研究レビュー

F71 えがお　筋力サポート
HMBカルシウム（カルシウム ビス-３-ヒド
ロキシ-３-メチルブチレートモノハイドレー
ト）

HMBカルシウム（カルシウム ビス-３-ヒドロキシ-３-メ
チルブチレートモノハイドレート）は、年齢とともに減っ
ていく筋肉を維持する働きにより、運動との併用で、立
つ・歩くなど自立した日常生活を送る上で必要な筋力
の維持・低下抑制に役立ちます。

株式会社えがお 研究レビュー

F72 えがお　歩く筋力サポート
HMBカルシウム（カルシウム ビス-３-ヒド
ロキシ-３-メチルブチレートモノハイドレー
ト）

HMBカルシウム（カルシウム ビス-３-ヒドロキシ-３-メ
チルブチレートモノハイドレート）は、年齢とともに減っ
ていく筋肉を維持する働きにより、運動との併用で、立
つ・歩くなど自立した日常生活を送る上で必要な筋力
の維持・低下抑制に役立ちます。

株式会社えがお 研究レビュー

F73 備えの食卓 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値
が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中
性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をお
だやかにします。また、おなかの調子を整える機能が
あります。

株式会社ユーワ 研究レビュー

F74 ハッキリ　イチョウ葉Ｓ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

これらの成分は、健常な中高年者の加齢によって低下
する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部で
ある記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い
出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。

株式会社島洋商会 研究レビュー

F75 ラクトリズム 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）
植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）には、おなかの調子
を整えお通じを改善する機能があります。

株式会社全日本通教 研究レビュー

F76 十勝のむヨーグルト　マスカット 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

F77 健康きらり　ＧＡＢＡ（ギャバ）納豆５０００ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

明治薬品株式会社 研究レビュー



F78 うる肌ベールマネージメント アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

F79 ＵＲＵＨＡＤＡ　ＶＥＩＬ（うるはだベール） アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

F80 ＳＵＰＰＩＮ（スッピン） 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持
する機能、お通じを改善する機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

F81 グルコサミン粒 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポー
トし、膝の違和感を軽減します。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

F82
Ｇｏｏｄ　Ｎｉｇｈｔ　＆　Ｇｏｏｄ　Ｄａｙ（グッドナイトアンドグッドデ
イ）

GABA

GABAの継続的な摂取により、一時的な疲労感やスト
レスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に
役立つこと、および日常生活で生じる一時的な活気・活
力感の低下を軽減します。

株式会社MTG 研究レビュー

F83 機能性表示食品　賢人の食習慣　青汁
イソマルトデキストリン(食物繊維)
GABA

イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりや
すい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が
高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにす
る機能があります。GABAには、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

F84 デルモンテ　ＳＯＬＡＮＯ　食塩無添加トマトジュース GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

キッコーマン飲料株式会社 研究レビュー

F85 骨メンテゼリー マルトビオン酸
マルトビオン酸には加齢とともに低下する「骨密度」の
維持に役立つ機能があります。

サンエイ糖化株式会社 研究レビュー

F86 つづけるプラス　カラダのための黒烏龍茶 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

ニットービバレッジ株式会社 研究レビュー

F87 つづけるプラス　カラダのための緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、
おなかの調子を整える機能があります。

ニットービバレッジ株式会社 研究レビュー

F88 リゲインスリープチャージα（アルファ） GABA

GABAの継続的な摂取により、一時的な疲労感やスト
レスを感じている方の睡眠の質（寝入りばなの眠りの
深さ）の向上や、すっきりとした目覚めに役立ちます。
また、日常生活で生じる一時的な活気・活力の低下を
軽減する機能があり、デスクワークなどの精神的ストレ
スがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和
します。

三生医薬株式会社 研究レビュー

F89
こころ習慣　睡眠の質の向上・すっきりとした目覚めをサ
ポート

GABA

GABAは、一時的な疲労感やストレスを感じている方の
睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきり
とした目覚めをサポートする機能、一時的に落ち込ん
だ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生き
とした気分にする、やる気にするなどの）機能、デスク
ワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生
じる一時的な疲労感を緩和する機能、血圧が高めの方
の血圧を低下させる機能があります。

株式会社フロムココロ 研究レビュー



F90 ネルノダ　粒タイプａ GABA
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の向上に役立つ機能があります。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

F91 ネルノダａ GABA
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の向上に役立つ機能があります。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

F92 ターミナリアファースト　プロフェッショナル＋ ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の糖や脂
肪の吸収を抑え、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を
抑える機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らす
のを助ける機能があります。

株式会社ビタブリッドジャパン 研究レビュー

F93 フィコナ　スキン　モイストリフティング　タブレット
フィコシアニン（C-フィコシアニン、アロフィ
コシアニン）

肌のバリア機能（保湿力）を高めて、肌のうるおいを守
る機能があります。

ＤＩＣライフテック株式会社 臨床試験

F94 ウェストコントロール
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

株式会社トレンディ 研究レビュー

F95 手摘みビルベリー ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソ
コンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のう
るおい感の維持や目の焦点を合わせやすくすることに
よって、目の疲労感の緩和に役立ちます。

ライフフーズ株式会社 研究レビュー

F96 機能性表示食品国産焙煎ごぼう茶２８包 イヌリン、クロロゲン酸
イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ（便量）を改善する
機能があります。

株式会社あじかん 研究レビュー

F97 スタコラ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、足の曲
げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用
で、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することによ
り、中高年の方の歩行能力の向上に役立ちます。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

F98 血圧ケア GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。

株式会社医食同源ドットコム 研究レビュー

F99 十勝のむヨーグルト　みかん 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

F100 生環研アイケアゴールドアルファ ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑色素密度を上昇させ、
ブルーライトなどの光の刺激を和らげ、眼のコントラス
ト感度（ぼやけの緩和によってはっきりと物を識別する
力）を改善します。

株式会社生存環境科学研究所 研究レビュー

F101 飲むうるおい 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、
背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤い
を守るのに役立つ機能があります。

株式会社医食同源ドットコム 研究レビュー

F102 アイベリーエース ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンを43.2㎎/日摂取すると
ピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和するこ
と、さらに、57.6㎎/日摂取すると目の使用による一時
的な首・肩の負担を軽減します。

薬糧開発株式会社 研究レビュー



F103 イヌリーナ イヌリン

イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、
腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調
子を整えること、血中中性脂肪を下げること、食後の血
糖値の上昇をゆるやかにします。

フジ日本精糖株式会社 研究レビュー

F104 ひざのみかた
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

ひざ関節に違和感のある健常な中高年の立ち上がる・
長く歩く・階段の昇り降り等のひざの曲げ伸ばしの改善
をサポートする機能があります。

株式会社リフレ 研究レビュー

F105 ビフィズス菌すっきりプレーン味 ビフィズス菌 BB-12 (B. animalis)

ビフィズス菌BB-12(B. animalis)は、生きて腸まで届くこ
とで腸内環境を改善し(善玉菌であるビフィズス菌や乳
酸菌を増やし、悪玉菌を減らす)、便通を改善する機能
があります。

カゴメ株式会社 研究レビュー

F106 ビフィズス菌ブルーベリー味 ビフィズス菌 BB-12 (B. animalis)

ビフィズス菌BB-12(B. animalis)は、生きて腸まで届くこ
とで腸内環境を改善し(善玉菌であるビフィズス菌や乳
酸菌を増やし、悪玉菌を減らす)、便通を改善する機能
があります。

カゴメ株式会社 研究レビュー

F107 Ｗｅｌｌｎｅｘ（ウェルネックス）肌。（マル） 魚由来低分子コラーゲンペプチド

魚由来低分子コラーゲンペプチドは肌の水分量と弾力
の低下を緩和し、肌の健康維持に役立ちます。※魚由
来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とした平均
分子量が1,000以下になるまで細かく分解されたコラー
ゲンペプチドのことです。

新田ゼラチン株式会社 研究レビュー

F108 ＵＨＡ（ユーハ）グミサプリ　クエン酸 クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。

味覚糖株式会社 研究レビュー

F109 エゴマの葉 ロズマリン酸
ロズマリン酸は、花粉やハウスダスト、ホコリなどによる
目の不快感を軽減します。

株式会社太成 研究レビュー

F110 想茶　お腹サポート　腸活美麗
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)

有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は
便通を改善する機能があります。

株式会社マインドアップ 研究レビュー

F111 健康計画　飲む寒天 難消化性デキストリン(食物繊維)

難消化性デキストリン(食物繊維)には食後の中性脂肪
や糖の吸収を抑えることにより、食後の中性脂肪の上
昇や血糖値の上昇を抑えます。さらにお腹の調子を
すっきり整えます。

シオノギヘルスケア株式会社 研究レビュー

F112 マンナンＧＯ（ゴー） 難消化性デキストリン（食物繊維）
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あり
ます。さらに、おなかの調子を整える機能もあります。

株式会社マンナンライフ 研究レビュー

F113 ヴァームスマートフィットウォーター　アップル風味
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身
体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝
（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をよ
り減らす機能があります。

株式会社明治 研究レビュー

F114
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
フルーツミックス　１００ｇ

ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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ります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

F115 プーアールン プーアール茶由来没食子酸
肥満気味の方の体脂肪（内臓脂肪）を減らす機能があ
ります。また、体重が減少することで高めのBMIを減ら
す機能があります。

株式会社日本薬業 臨床試験



F116 シンデレラ乳酸菌【Ｓ】
乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp.
cremoris H61）

乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris
H61）は、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにくく
する肌のバリア機能を高めます。

アピ株式会社 研究レビュー

F117 シンデレラ乳酸菌【Ｈ】
乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp.
cremoris H61）

乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris
H61）には、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにく
くする肌のバリア機能を高めます。

アピ株式会社 研究レビュー

F118 サラシアトライＳ（エス） サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を緩
やかにする機能性があります。

南開工業株式会社 研究レビュー

F119 美味しく飲めるホンチョ　青りんご 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。

大象ジャパン株式会社 研究レビュー

F120 美味しく飲めるホンチョ　いちご＆（アンド）グレープフルーツ 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。

大象ジャパン株式会社 研究レビュー

F121 にんにく卵黄２２９－５５ニンニクゴーゴー アリイン（L-アリイン）
血中LDL-コレステロール値を低下させる働きがありま
す。

株式会社てまひま堂 臨床試験

F122 中性脂肪が気になる方のシークヮーサー
ノビレチン、タンゲレチン、ヘスペリジン、ナ
リルチン

中性脂肪が高めの方の、中性脂肪を低下させる機能
があります。

沖縄県農業協同組合 臨床試験

F123 オールブラン　ブランチョコフレーク 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、有用
物質である酪酸を増加させることにより、腸内環境を改
善します。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します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

F124 ギャバいレモン＋（プラス） GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があります。

クラシエフーズ株式会社 研究レビュー

F125 ビルベリーハード１００ ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時
的な首・肩の負担を軽減します。

株式会社ブルーベリー 研究レビュー

F126 ミラヘルＥＸ（イーエックス）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

株式会社プレシア製薬 研究レビュー

F127 生環研メモリア
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社生存環境科学研究所 研究レビュー

F128 柔肌 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持
し、肌の健康に役立つ機能があります。

株式会社アストリム 研究レビュー



F129 ウェルナスサプリ ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）
血圧が高めの方の血圧（拡張期血圧）を改善する機能
があります。

株式会社ウェルナス 臨床試験

F130 マグマルテイン＆（アンド）アスタキサンチン
ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチ
ン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を
増やし、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、
ぼやけ解消によりはっきり見る力（コントラスト感度）を
改善する機能があります。アスタキサンチンは目のピン
ト調節機能を助け、パソコンやスマートフォンなどの使
用による一時的な目の疲労感を軽減し、目の使用によ
る肩や腰の負担を軽減する機能があります。

日本薬品開発株式会社 研究レビュー

F131 クロスタニン　きく芋イヌリンものすごい！ イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

株式会社日健総本社 研究レビュー

F132 極みの食卓 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値
が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中
性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をお
だやかにする機能があります。また、おなかの調子を
整える機能があります。

株式会社ユーワ 研究レビュー

F133 野菜一日これ一本Ｐｌｕｓ（プラス） トマト由来食物繊維
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あります。

カゴメ株式会社 研究レビュー

F134 ぎゅっとまるごとにんじんジュース ＧＡＢＡ GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 株式会社東平商会 研究レビュー

F135 リバリッチ イソマルトデキストリン（食物繊維）

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
する機能があります。

ゼリアヘルスウエイ株式会社 研究レビュー

F136 快眠ケア　カプセル クロセチン、ＧＡＢＡ

クロセチンには、良質な眠りをサポートする（睡眠の質
（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげ
る）機能があります。ＧＡＢＡには、一時的に落ち込んだ
気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きと
した気分にする、やる気にするなどの）機能がありま
す。また、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる
作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能が
あります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

F137 睡眠サポート　カプセル クロセチン、ＧＡＢＡ

クロセチンには、良質な眠りをサポートする（睡眠の質
（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげ
る）機能があります。ＧＡＢＡには、一時的に落ち込んだ
気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きと
した気分にする、やる気にするなどの）機能がありま
す。また、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる
作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能が
あります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

F138 尿酸ＳＯＳ（エスオーエス） ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL以上7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

F139 大人のカロリミット　玉露仕立て緑茶プラスａ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

F140 大人のカロリミット　すっきり無糖紅茶ａ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー



F141 大人のカロリミット　烏龍茶プラスａ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

F142 大人のカロリミット　ジャスミンティープラス 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

F143 ＲＥＭＯＲＹ（レモリー） ホヤ由来プラズマローゲン

ホヤ由来プラズマローゲンには人の顔や物を置いた場
所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一
部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。
視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後
から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能
力のことをいいます。

株式会社ムーリント 研究レビュー

F144 日々、おだやか緑茶 難消化性デキストリン(食物繊維)
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値の
上昇をおだやかにします。また、おなかの調子を整え
ます。

株式会社木屋芳友園 研究レビュー

F145 クエン酸ＰＯＷＥＲ（パワー） クエン酸
クエン酸は日常生活や運動による疲労感を軽減しま
す。

株式会社ジャコラ 研究レビュー

F146 ＨＭＢ　Ａｃｔｉｖｅ（エイチエムビー　アクティブ）
HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒ
ドロキシ－３－メチルブチレートモノハイド
レート）

HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３
－メチルブチレートモノハイドレート）は、運動との併用
で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩く
などに必要な筋力）の維持に役立ちます。

アピ株式会社 研究レビュー

F147 ＡＲＧＩ　ＳＵＰＥＲ　ＣＡＲＥ（アルギスーパーケア） Ｌ-アルギニン
Ｌ-アルギニンには高めの空腹時血糖値を低下させる
働きがあります。

有限会社ジェイエヌピー研究所 研究レビュー

F148 カラダを気づかう出汁 GABA
GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時
的な活気・活力感の低下を軽減することや、血圧が高
めの方の血圧を下げる機能があります。

株式会社ビーバン 研究レビュー

F149 菊芋の極み イヌリン

イヌリンは食後の血糖値の上昇を抑える機能がありま
す。さらに、イヌリンには腸内の善玉菌として知られて
いるビフィズス菌を増加させ腸内フローラを良好にし、
腸内環境を整え排便回数を増やす機能があります。

リタヘルス株式会社 研究レビュー

F150 オレンジティー ロダンテノンB
ロダンテノンＢは、糖化ストレスを軽減することにより肌
の潤いを保持する機能があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

F151 ヤクルト４００Ｗ
乳酸菌 シロタ株（L．カゼイ YIT 9029）、ガ
ラクトオリゴ糖

乳酸菌 シロタ株（L.カゼイ YIT 9029）とガラクトオリゴ糖
には、良い菌（乳酸菌、ビフィズス菌）を増やして腸内
の環境を改善し、お通じを改善する機能があります。

株式会社ヤクルト本社 研究レビュー

F152 はちみつクエン酸梅干 クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。

株式会社トノハタ 研究レビュー

F153 モリンガ元気タブレットＳ モリンガ種子由来グルコモリンギン

モリンガ種子由来グルコモリンギンには、日常生活で
疲れを感じやすい方の身体的な疲労感を軽減し、腰の
負担を感じやすい方の腰の不快感を和らげる機能が
あります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

F154 マンゴスチンタブレットＲ ロダンテノンＢ
ロダンテノンＢは、糖化ストレスを軽減することにより肌
の潤いを保持する機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー



F155
茶カテキンＥＧＣｇ（イージーシージー）　プラークガード　タブ
レット

エピガロカテキンガレート(EGCg)
エピガロカテキンガレート（EGCg)は、口内環境を良好
に保ち（歯垢の生成を抑え）ます。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

F156 パセノール　フルーツ＆ビネガー ピセアタンノール
ピセアタンノールは、乾燥しがちな肌のうるおいを守り
ます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

F157
マグマＥＰＡ（イーピーエー）＆（アンド）ＤＨＡ（ディーエイチ
エー）粒

EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。 日本薬品開発株式会社 研究レビュー

F158 緑茶のチカラ エピガロカテキンガレート（EGCG）
エピガロカテキンガレート(EGCG)には食後血糖値の上
昇をおだやかにする機能があります。

株式会社小谷穀粉 研究レビュー

F159 まいにちかろやか蜂蜜黒酢 クエン酸
クエン酸は毎日の飲用により、日常生活の疲労感を軽
減します。

プリセプト株式会社 研究レビュー

F160 糖と脂肪にうれしいお茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た脂肪の吸収を抑えるため、食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにします。また、食事から摂取した糖
の吸収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の
上昇をおだやかにします。さらに、おなかの調子を整え
ることも報告されています。

ゲンキー株式会社 研究レビュー

F161 貯筋習慣 マスリン酸
マスリン酸は筋肉に軽い負荷がかかる日常的な運動と
併用することで、加齢によって衰える筋肉量を維持する
機能があります。

日本製粉株式会社 研究レビュー

F162 ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピーエー）おぼえ DHA・EPA

DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する
情報の判断や読み書きをサポートする機能がありま
す。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がありま
す。

株式会社ニッセン 研究レビュー

F163 ターミナリアスリム ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や
糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を
おだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMI
を減らすのを助ける機能があります。

アミノセルス製薬株式会社 研究レビュー

F164 オメガ３習慣 DHA、EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 日本製粉株式会社 研究レビュー

F165 オリーブ オリーブ由来ヒドロキシチロソール
オリーブ由来ヒドロキシチロソールには、抗酸化作用に
より、血中のLDL コレステロール（悪玉コレステロール）
の酸化を抑制する機能があります。

丸善製薬株式会社 研究レビュー

F166 ブラックコーヒー セイタカミロバラン果実由来没食子酸
セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

F167 αーリノレン酸オイル α－リノレン酸
α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機
能があります。

カネダ株式会社 研究レビュー

F168 巡活燦ＥＸ（イーエックス） ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した手の血流
（末梢血流）を正常に整え、冷えによる手の末梢の皮膚
表面温度の低下を軽減する機能があります。

泉力株式会社 研究レビュー



F169 抑 ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や
糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を
おだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMI
を減らすのを助ける機能があります。

株式会社テキトウ 研究レビュー

F170 血圧が高めの方のサポート粒 GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

パシフィック薬品株式会社 研究レビュー

F171 ベータカロテン ベータカロテン
抗酸化作用を持つベータカロテンは、紫外線刺激から
肌を保護するのを助ける機能性があります。

マリーンバイオ株式会社 研究レビュー

F172 毎日１杯の青汁　無糖 難消化性デキストリン（食物繊維）
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します。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F173 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ルテイン＆目と睡眠 ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪
郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機
能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改
善、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機
能があります。

株式会社三協 研究レビュー

F174 レモンでキュッ！ レモン由来モノグルコシルヘスペリジン
一時的に自覚する顔のむくみ感や、脚（ふくらはぎ）の
むくみを軽減する機能があります。

サッポロウエルネスラボ株式会社 臨床試験

F175 美神青汁
モノグルコシルヘスペリジン
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の冷
房など室内の温度が低い時に健やかな血流（末梢血
流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能がありま
す。モノグルコシルヘスペリジンには、血圧が高めの方
の血圧を下げる機能があります。有胞子性乳酸菌
（Bacillus coagulans SANK70258）には、便通を改善す
る機能があります。

VanaH株式会社 研究レビュー

F176 ヒハツしょうが紅茶 ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

マルマンＨ＆Ｂ株式会社 研究レビュー

F177 メモクリア
ルテイン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖
体、イチョウ葉由来テルペンラクトン

ルテインはブルーライトなどの光刺激から眼を守るとさ
れる網膜の黄斑色素量を補い、眼のコントラスト感度
（かすみやぼやけを解消して、物をくっきりと視認する
感度）の低下を軽減します。イチョウ葉由来フラボノイド
配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは加齢に
よって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部で
ある記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い
出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。

株式会社ツバキ薬粧 研究レビュー

F178 クアトロほうじ茶
難消化性デキストリン（食物繊維として）
カボチャ由来GABA（γ-アミノ酪酸）

難消化性デキストリンには、食後血糖値の上昇を抑制
する機能があります。また、難消化性デキストリンに
は、食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する機能があ
ります。さらに、難消化性デキストリンには、おなかの
調子を整える機能があります。GABAには血圧が高め
の方の血圧を下げる機能があります。

株式会社佐藤園 研究レビュー



F179 マリーゴールドルテイン２０（ニーゼロ） ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、加齢とともに減少する網
膜の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、ぼや
け・かすみの緩和（コントラスト感度）、まぶしさから回
復する視機能（グレア回復）のサポート、眼の疲労感の
軽減に役立ちます。

プロスペリティ株式会社 研究レビュー

F180 楽炎スリム イソマルトデキストリン（食物繊維）

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
する機能があります。

株式会社日本薬業 研究レビュー

F181 キリン　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）　水 プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

F182 キリン　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）　レモン プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

F183 キリン　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）　ヨーグルトテイスト プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

F184
キリン　ｉＭＵＳＥ　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（イミューズ　プロフェッショ
ナル）　プラズマ乳酸菌サプリメント

プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

キリンホールディングス株式会社 研究レビュー

F185 機能性プロテインスムージー ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはＢＭＩが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

F186 キリン　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）　プラズマ乳酸菌サプリメント プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

キリンホールディングス株式会社 研究レビュー

F187 プロテインスムージー ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

F188 ＵＣ－ⅡＡ’ｓ（ユーシーツ―エース） 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンは膝関節の柔軟性、可動性をサ
ポートします。

株式会社アリスコーポレーション 研究レビュー

F189 やる気スイッチタブレット ヒスチジン

ヒスチジンには日常生活における疲労感を軽減し、疲
労による頭が冴えない、注意力低下といった状態を和
らげ、認知機能の一部である単純な記憶と判断力が求
められる作業効率の向上に役立つ機能があります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

F190 サンファイバーＥＸａ（イーエックスエー） グアーガム分解物（食物繊維）

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

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

F191 Ｈａｐｐｙ　Ｂｅｌｌｙ（ハッピーベリー）黒烏龍茶 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

ハルナプロデュース株式会社 研究レビュー

F192 イチョウ葉ａ
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見
たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力）を維持す
る機能があります。

日清ファルマ株式会社 研究レビュー



F193 のう楽 アスタキサンチン
アスタキサンチンは認知機能の一部である記憶力（図
形を認識し、記憶してから思い出す力）の維持に役立
つ機能があります。

株式会社だいにち堂 研究レビュー

F194 飲む冷え取り温サプリ ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

F195
ＭＥＧＡ　ＤＨＡ　ＥＰＡ（メガ　ディーエイチエー　イーピー
エー）

DHA・EPA

DHAには中高年の認知機能の一部である、数・ことば・
図形・状況などの情報の記憶と判断や読み書きをサ
ポートする機能があります。合わせてDHA・EPAには中
性脂肪を低下させる機能があります。

インフィニティー株式会社 研究レビュー

F196 クルビサａ クルクミン、ビサクロン

クルクミンとビサクロンは、健康な人の肝機能酵素（γ-
ＧＴＰ、ＡＳＴ、ＡＬＴ）値の改善に役立つ機能がありま
す。γ-ＧＴＰ値とＡＳＴ値とＡＬＴ値は肝臓の健康状態を
示す指標の一つです。なお、本品は肝機能酵素値の
異常の値を改善するものではありません。これらの値
が異常を示した場合は医療機関の受診をお勧めしま
す。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

F197 ＲＩＣＨ（リッチ）酵素処理ヘスペリジン モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧
を下げる機能があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

F198 大麦乳酸発酵ＧＡＢＡ（ギャバ）Ｒ GABA
GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを
助ける機能があります。

ラシェル製薬株式会社 研究レビュー

F199 にゅ～みん クロセチン
クロセチンは、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時
の眠気や疲労感を和らげます。

カルビー株式会社 研究レビュー

F200 ＷＡＳＡｂｉｓ（ワサビス）
本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシ
ルイソチオシアネート（6-MSITC）

6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能
の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や
注意力を向上させる機能があります。

NOMON株式会社 研究レビュー

F201 大麦食パンβ－サポート 大麦由来β-グルカン
大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだや
かにします

ネクスト株式会社 研究レビュー

F202 ナチュラスリム
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

ナチュラス株式会社 研究レビュー

F203 Ｎ－アセチルグルコサミン３００ N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の悩みを改善し
ます。

プロテインケミカル株式会社 研究レビュー

F204 くっきりエスコート ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上
昇させ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの解消に
よってはっきりと見る力（色のコントラスト感度）をサ
ポートすることで、目の調子を整える機能があります。

株式会社アデランスメディカルリサー
チ

研究レビュー

F205 もち麦おにぎり 大麦β－グルカン
大麦β－グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやか
にします。

株式会社デリカナカムラ 研究レビュー



F206 野菜生活１００ケアプラス　ベリー・ざくろｍｉｘ（ミックス） ターミナリアベリリカ果実由来没食子酸
本成分には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能が
あります。

カゴメ株式会社 研究レビュー

F207 活き活きエスコート GABA
GABAにはデスクワークによる一時的な精神的ストレス
や、疲労感を緩和する機能があります。

株式会社アデランスメディカルリサー
チ

研究レビュー

F208 血圧エスコート GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社アデランスメディカルリサー
チ

研究レビュー

F209 かんげんタブレット パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

水橋保寿堂製薬株式会社 研究レビュー

F210 ブルーベリーアイ　ＰＲＯ（プロ） ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節力を改善
することで目の疲労感を和らげます。

株式会社わかさ生活 研究レビュー

F211 シンデレラ乳酸菌【Ｇ】
乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp.
cremoris H61）

乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris
H61）には、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにく
くする肌のバリア機能を高めます。

アピ株式会社 研究レビュー

F212 ＳＬＩＬＩＮ　Ｆ（スリリン　ファイア）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン、エラグ酸

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えによ
り低下した血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の
皮膚表面温度）を回復する機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F213 みやびのブラックジンジャー極
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能
があります。

株式会社みやび 研究レビュー

F214 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）バコパ＆脳 バコパサポニン
バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力
（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚
え、思い出す力）を維持する機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

F215 Ｅ－ＴＡＢＬＥＴ　ＢＵＲＮＥＲ（イー　タブレット　バーナー） ヒドロキシクエン酸（HCA）
ヒドロキシクエン酸（HCA）には、運動中の脂肪の燃焼
を高める機能があります。

日本新薬株式会社 研究レビュー

F216 コレステヘルプ 米紅麹ポリケチド
米紅麹ポリケチドにはLDL（悪玉）コレステロールを下
げる機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F217 アサヒ「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の
脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

F218 みやざき冷凍ほうれん草 ルテイン
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）色素を増加させます。

株式会社綾・野菜加工館 研究レビュー



F219
キョーリック　ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエーアンドイーピー
エー）

ＤＨＡ・ＥＰＡ

ＤＨＡ・ＥＰＡには、中性脂肪を下げる機能があります。
また、ＤＨＡには、年齢とともに低下する認知機能の一
部である情報の判断力（得られた情報に対し、次に起
こすべき行動を判断する力）をサポートする機能があり
ます。

湧永製薬株式会社 研究レビュー

F220 お茶の実ＣＰ（シーピー） GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、事
務的作業に伴う一時的な精神的ストレス、疲労感を緩
和する機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

F221 リポビタンゼリーｎｅｏ（ネオ） クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。

大正製薬株式会社 研究レビュー

F222 ルテインプラチナアイ　マックス ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪
郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機
能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサ
ポート、睡眠の質、眼の疲労感の軽減に役立つ機能が
あります。

アイリンクス株式会社 研究レビュー

F223 ふし楽ＤＸ（デラックス）
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

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非
変性II型コラーゲンは、ひざの曲げ伸ばし・階段昇降・
歩行をサポートします。

株式会社だいにち堂 研究レビュー

F224 ルテインプラチナアイ　プラス ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪
郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機
能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサ
ポート、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能
があります。

アイリンクス株式会社 研究レビュー

F225 ｇｇ　ＳＡＢＩＮＡ（ジージー　サビナ）
赤パプリカ由来キサントフィル、ロダンテノ
ンＢ

抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、
紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があり
ます。ロダンテノンＢは、肌の潤いを保持する機能があ
ります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

F226 ＡＤＬＥＲ０４（アドラーフォー） ＧＡＢＡ
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

F227 アサヒスタイルバランスプラスシークァーサーサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

F228 ウォーキン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社健康家族 研究レビュー

F229 ＬＤＬ（エルディーエル）レスキュー オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

ゼリアヘルスウエイ株式会社 研究レビュー

F230 ファイバリクサセーブ イソマルトデキストリン（食物繊維）
イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食後に血糖値
が上昇しやすい健常者において、食事から摂取した糖
の吸収を抑える機能があります。

株式会社林原 研究レビュー



F231 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　グッドボンα
非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボン、大豆イソフラボ
ン

非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートします。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフ
ラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用するこ
とにより、中高年の方の歩く力を維持します。大豆イソ
フラボンには骨の成分の維持に役立つ機能がありま
す。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

F232 トリプルバリア　青りんご味 サイリウム種皮由来の食物繊維

食事中の脂肪、糖、塩分の便への排出を増やし、食後
の中性脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下
げる機能があります。また、お通じの回数や量を増や
す便通改善機能があります。

日清食品株式会社 臨床試験

F233 ＵＨＡ（ユーハ）グミサプリ　はちみつしょうが 6-ジンゲロール、6-ショウガオール
6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が
低い際に、末梢部位の体温を維持する機能がありま
す。

味覚糖株式会社 研究レビュー

F234 プロナミン　独立独歩
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

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非
変性II型コラーゲンは中高年健常者のひざ関節の曲げ
伸ばしを伴う動きを改善する機能や、階段昇降・歩行を
サポートします。

株式会社ソシア 研究レビュー

F235 プロテオールＧⅡ サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感
を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護
に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動
き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾
う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感
を軽減します。

株式会社アストリム 研究レビュー

F236 サキナ　グロビンペプチド
グロビン由来バリン-バリン- チロシン-プ
ロリン、サラシア由来サラシノール

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑えます。サラシア由来サラシノールに
は、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の
上昇をゆるやかにする機能性があります。

株式会社フヨウサキナ 研究レビュー

F237 でるスルン
ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マン
ギフェリン

ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンに
は、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。

株式会社ユーワ 研究レビュー

F238 ブルーベリー葉プラスルテイン ルテイン
ルテインには眼の黄斑部の色素量を補い、コントラスト
感度（ぼやけの解消によりくっきりと見る力）を改善させ
る機能があります。

株式会社SUNAO製薬 研究レビュー

F239 スットレス　眠り対策 γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）には、デスクワークに伴う一時
的な精神的ストレスを緩和する機能、睡眠の質（眠りの
深さ）の向上に役立つ機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F240 トリプルバリア　プレーン サイリウム種皮由来の食物繊維

食事中の脂肪、糖、塩分の便への排出を増やし、食後
の中性脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下
げる機能があります。また、お通じの回数や量を増や
す便通改善機能があります。

日清食品株式会社 臨床試験

F241 めぐりの結晶 エラグ酸
エラグ酸は、冷えにより低下した手の末梢血流を上昇
させ、手の表面温度(末梢体温)を回復させる機能があ
ります。

株式会社再春館製薬所 研究レビュー

F242 飲むドモホルンリンクル
GABA
パイナップル由来グルコシルセラミド

GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能があります。パイナップル由来グルコシルセラミドに
は、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。

株式会社再春館製薬所 研究レビュー



F243 ＤＨＡ＋ＥＰＡ DHA・EPA

DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する
情報の判断や読み書きをサポートする機能がありま
す。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能が
あります。

ダイト株式会社 研究レビュー

F244 こころ習慣　尿酸値を下げる アンセリン
アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）
の方の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社フロムココロ 研究レビュー

F245 パセノール　もぐもぐ食べるゼリー ピセアタンノール
ピセアタンノールは、乾燥しがちな肌のうるおいを守り
ます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

F246 肌うるおい　セラミド グルコシルセラミド
グルコシルセラミドは肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾
燥から守る機能（バリア機能）を維持します。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F247 腹部の脂肪減少サポート
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI 24 以上 30 未満）
の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす
機能があります。

名古屋製酪株式会社 研究レビュー

F248 マルトビオン酸カルシウム マルトビオン酸Ca
マルトビオン酸Caには加齢とともに低下する骨密度の
維持に役立つ機能があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F249 マルトビオン酸カルシウム＋（プラス） マルトビオン酸Ca
マルトビオン酸Caには加齢とともに低下する骨密度を
高めることをサポートする機能があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F250 オラフティ―チコロン チコリ根由来イヌリン
チコリ根由来イヌリンは善玉菌として知られているビ
フィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。

DKSHジャパン株式会社 研究レビュー

F251 寝活サプリネルエットプロ GABA

GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚
め)の改善に役立つ機能や、デスクワークに伴う一時的
な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能がありま
す。

WELLTIFUL株式会社 研究レビュー

F252 ミラグロＡＧ（エージー） ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪
郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機
能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）をサ
ポートし、睡眠の質、眼の疲労感の軽減に役立つ機能
があります。

株式会社リジュベネーションシステム 研究レビュー

F253 筋力・筋肉サポートＨＭＢ（エイチエムビー）
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（ＨＭＢカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（ＨＭＢカルシウム）には、運動と併用
する事により、健康で自立した生活を続けるために欠
かせない筋肉量や筋力の低下を抑制または維持する
のに役立つ機能があります。

ジャパンメディック株式会社 研究レビュー

F254 小岩井βラクトリンコーヒー βラクトリン
βラクトリンは加齢に伴って低下する記憶力（手がかり
をもとに思い出す力）を維持します。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

F255 美色潤使 アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー



F256 整える乳酸菌
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)

有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は
便通を改善する機能があります。

株式会社健康家族 研究レビュー

F257 コンドロイチンパワー 豚由来コンドロイチン硫酸
膝関節に軽い違和感のある方において、階段ののぼり
おり、正座をするときの違和感を和らげる機能がありま
す。

日本ハム株式会社 臨床試験

F258 からだおだやか茶Ｗ（ダブル） GABA

GABAには加齢によって低下する認知機能の一部であ
る、記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）の向
上に役立つ機能があります。また、GABAには血圧が
高めの方に適した機能があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

F259 歩みエール
HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒ
ドロキシ－３－メチルブチレートモノハイド
レート）

HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３
－メチルブチレートモノハイドレート）は、日常生活に必
要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

株式会社リフレ 研究レビュー

F260 プレミアム　無洗米使用麦ごはん 大麦由来β－グルカン
大麦由来β－グルカンは食後の血糖値の上昇をおだ
やかにします。

豊橋糧食工業株式会社 研究レビュー

F261 「カルピス健康通販　ラクトウェル」 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）
「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には、末梢の血管の抵
抗を下げることにより、血圧を低下させる機能がありま
す。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F262 「骨こつケア」 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株 加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあります。 アサヒグループ食品株式会社 臨床試験

F263 メンタルサポート　ココカラケア CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）
健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込
み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を
高め、腸内環境を改善する機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 臨床試験

F264 おなかサイズ
乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオク
タデカン酸(10-HOA)

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を
減らす機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F265 協和の脳内サポート バコパサポニン
バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力
（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚
え、思い出す力）を維持する機能があります。

協和薬品株式会社 研究レビュー

F266
ＵＣＣ（ユーシーシー）　珈琲生活　コーヒーバッグ　水出しア
イスコーヒー　４袋

コーヒー由来クロロゲン酸類
コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩
やかにする機能があります。

ユーシーシー上島珈琲株式会社 研究レビュー

F267 甘熟王バナナ　３本パック GABA

GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる
機能があります。本品を可食部120g（1～2本）食べると
機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成
分の量の50％を摂取できます。

株式会社スミフルジャパン 研究レビュー

F268 うるおい乳酸菌
乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp.
cremoris H61）

乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris
H61）は、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにくく
する肌のバリア機能を高めます。

プリセプト株式会社 研究レビュー

F269 ルテイン＆ゼアキサンチン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は黄斑色素密度の増
加により、ブルーライトなどの光ストレスの軽減、色コン
トラスト感度の改善により、目の調子を整える機能があ
ります。

株式会社インシップ 研究レビュー



F270 ＤＨＡ・ＥＰＡ（ディーエイチエー・イーピーエー） DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

F271 ＲＩＣＨ（リッチ）　ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があり
ます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

F272 りょうおもいかぼちゃ ルテイン

ルテインを10mg/日摂取すると、光による刺激から目を
保護するとされる網膜（黄斑部）色素量を増加させま
す。本品を150g食べると機能性が報告されている一日
当たりのルテインの量の50%を摂取できます。

ホクレン農業協同組合連合会 研究レビュー

F273
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　わたしメンテ　グラノーラバー
メープル

γ-アミノ酪酸（ギャバ）
γ-アミノ酪酸（ギャバ）はデスクワークなどの精神的ス
トレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を
軽減します。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

F274
ＤＨＣ（ディーエイチシー）　わたしメンテ　グラノーラバー　プ
レーン

γ-アミノ酪酸（ギャバ）
γ-アミノ酪酸（ギャバ）はデスクワークなどの精神的ス
トレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を
軽減します。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

F275 血圧が高めの方の血圧を低下させるギャバ GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

株式会社インシップ 研究レビュー

F276 糖ブロック サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食
後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。

株式会社ドクターズチョイス 研究レビュー

F277 子大豆もやし　芽ぐみ GABA、大豆イソフラボン

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

株式会社サラダコスモ 研究レビュー

F278 イチョウ葉エキスＢｒ（ビーアール）
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

アスゲン製薬株式会社 研究レビュー

F279 記憶ケアヨーグルト　βラクトリン　９０ｇ βラクトリン
βラクトリンには加齢に伴って低下する記憶力（手がか
りをもとに思い出す力）を維持します。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

F280 サンファイバーナチュラル腸活プラス グアーガム分解物（食物繊維）

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

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー



F281 セラミドフルモイスト パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃しにくくする機能があります。

株式会社エル・ローズ 研究レビュー

F282 オリーブ＆ギャバの恵み オリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABA

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。GABAは睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役
立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、
仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を
緩和する機能、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、
一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能がありま
す。

株式会社和漢 研究レビュー

F283 オリザマキベリー デルフィニジン 3,5-ジグルコシド

デルフィニジン 3,5-ジグルコシドには，スマートフォンや
パソコン，TVゲームなどのVDT作業を日常的に行う健
康な人の低下しがちな目の潤いをサポートし，VDT作
業による一時的な目の疲労感や一時的な目の不快感
を軽減する機能があります。

オリザ油化株式会社 研究レビュー

F284
プラズマローゲンＢＯＯＣＳ（ブックス）スペシャル粉末カプセ
ル

ホタテ由来プラズマローゲン
ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部で
ある、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶
力を維持する機能があります。

株式会社藤野ブレインリサ－チ 研究レビュー

F285 キオクカステラ オーランチオキトリウム由来DHA

オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において
認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状
況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶
にとどめる力）があります。

株式会社三源庵 研究レビュー

F286 記憶名人 ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩

ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩は、健康な中高齢
者に対して、認識能力の一部である注意力及びワーキ
ングメモリー(得られた視覚情報を短時間で認識し､同
時に正しく処理し行動に移す能力)の維持に役立ちま
す。

株式会社ドクターズチョイス 研究レビュー

F287 補筋のちからゴールド
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

株式会社ビリープ 研究レビュー

F288 補筋のちからＰＲＥＭＩＵＭ（プレミアム）
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

株式会社ビリープ 研究レビュー

F289 補筋のちから
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

株式会社ビリープ 研究レビュー



F290 ロコモプロａ サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには膝関節の不快感
を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護
に役立ち、膝の曲げ伸ばしをサポートする機能があり
ます。また、座った状態から立ち上がる時、身をかがめ
て床に落ちたものを拾う時、平らな場所を歩く時の膝の
違和感を軽減する機能があります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

F291 尿酸レスキュー レモン由来モノグルコシルヘスペリジン
レモン由来モノグルコシルヘスペリジンには、血清尿酸
値が健常域で高めの方の尿酸値を下げる機能があり
ます。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

研究レビュー

F292 朝のしあわせバナナ GABA

GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる
機能があります。本品を可食部120g（1～3本）食べると
機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成
分の量の50％を摂取できます。

株式会社スミフルジャパン 研究レビュー

F293 朝のしあわせバナナ　ファミリーパック GABA

GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる
機能があることがあります。本品を可食部120g（1～2
本）食べると機能性が報告されている一日当たりの機
能性関与成分の量の50％を摂取できます。

株式会社スミフルジャパン 研究レビュー

F294 毎日気にして
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があり
ます。

株式会社ディー・ジョイン 臨床試験

F295 瞳ケア　カプセルａ アスタキサンチン

アスタキサンチンは目のピント調節機能を助け、パソコ
ンやスマートフォンなどの使用による一時的な目の疲
労感を軽減し、目の使用による肩や腰の負担を軽減す
る機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

F296 ＳＨＩＺＵＫＡ　ＢＩＦＩＤＯ（シズカビフィド）
パイナップル由来グルコシルセラミド
ビフィズス菌BB536

パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。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
る機能があります。

株式会社シズカニューヨーク 研究レビュー

F297 パセノールドリンク　エラスト ピセアタンノール
肌の弾力を維持し、肌のうるおいを守ることで、 肌の健
康に役立つ機能があります。

森永製菓株式会社 臨床試験

F298 高ＧＡＢＡ（ギャバ）トマト GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品1～2個(可食部71g)を
食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性
関与成分(GABA)の量の50％を摂取できます。

カゴメ株式会社 研究レビュー

F299 ＣＡＦＥ　ＳＵＰＰＬＩ　ＧＡＢＡ（カフェ　サプリ　ギャバ） GABA

GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、デスク
ワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生
じる一時的な疲労感を緩和します。

株式会社ブルックス 研究レビュー

F300 発芽玄米甘酒 GABA GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 農事組合法人飯嶋農園 研究レビュー



F301
ディアナチュラゴールド　乳ペプチドＬＮＤＰ（エルエヌディー
ピー）

ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）
は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の
認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作
業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認
知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報
を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて
記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能
の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維
持します。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F302 ディアナチュラゴールド　乳酸菌ＣＰ（シーピー）２３０５ ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)

ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)には、精神的ス
トレスを和らげ、睡眠の質を高めます。また、ガセリ菌
CP2305株(L. gasseri CP2305)には、腸内環境の改善
に役立つ機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F303 善兵衛農園温州みかん β-クリプトキサンチン
β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることに
より骨の健康維持に役立ちます。

井上信太郎 研究レビュー

F304 有田みかん β－クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立ちます。

伊藤農産 研究レビュー

F305 大宜味村産青切りシークヮーサージュース クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。

株式会社ケレス沖縄 研究レビュー

F306 カラダにめぐみＷ イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えます。さらにイヌリン
は食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。

富山めぐみ製薬株式会社 研究レビュー

F307 甘熟王バナナ　コンビネーションパック GABA

GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる
機能があります。本品を可食部120g（1～2本）食べると
機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成
分の量の50％を摂取できます。

株式会社スミフルジャパン 研究レビュー

F308 発酵するナチュラルイヌリン イヌリン

イヌリンは、腸内のビフィズス菌による発酵・増殖に利
用され、腸内フローラが良好になることで、便秘傾向者
において排便回数・排便量を増やし、お腹の調子を整
えます。

帝人株式会社 研究レビュー

F309 ウエスト気になるｂ エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、
体重、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI
値の改善に役立ちます。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

F310 葛花茶プラス
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

F311 高知なす ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）
ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）には血圧が
高めの方の血圧（拡張期血圧）を改善する機能があリ
ます。

高知県農業協同組合 研究レビュー

F312 ひとくち茄子漬 ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）
ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）には血圧が
高めの方の血圧（拡張期血圧）を改善する機能があリ
ます。

三井食品工業株式会社 研究レビュー



F313 アスタキサンチン×抗酸化 アスタキサンチン
抗酸化作用をもつアスタキサンチンは、肌の水分保持
に役立ち、肌の潤いを守るのを助ける機能があリま
す。

株式会社元気生活 研究レビュー

F314 広貫堂ルイボス茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖の吸収を抑える機能があリます。さらに、おなか
の調子を整える機能があリます。

日本薬剤株式会社 研究レビュー

F315 Ｗ（ダブル）の健康青汁ａ エラグ酸、GABA

エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、内臓脂肪、血中
中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善を助ける機能が、GABAは血圧が
高めの方の血圧を下げる機能があリます。

新日本製薬株式会社 研究レビュー

F316 腸活・骨貯金タブレット　マルトビオン酸Ｃａ マルトビオン酸Ca
マルトビオン酸Caには「骨の成分維持」に役立つ機能
や、「お通じ」を改善する機能があリます。

サンエイ糖化株式会社 研究レビュー

F317 乳酸菌Ｈ（エッチ）６１トーア 乳酸菌Lactococcus lactis H61
乳酸菌Lactococcus lactis H61には肌の潤いを逃がし
にくくする機能があリます。

東亜薬品工業株式会社 研究レビュー

F318 ＳＬＩＬＩＮ　Ｆ　ｂ（スリリン　ファイア　ビー）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あリます。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F319 毎日ドリプシ血圧が高めの方のＧＡＢＡギャバ GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があリます。 日本酪農協同株式会社 研究レビュー

F320 みんなの乳酸菌 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、お通じを改善す
る機能があリます。また、お肌の潤いを維持する機能
があリます。

株式会社エル・ローズ 研究レビュー

F321 アサヒ「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ　レモン 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の
脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

F322
アサヒ「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ　ピンクグレープ
フルーツ

難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の
脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

F323 ルテインの力ＥＸ（イーエックス） ルテイン

ルテインにはブルーライトなどの光の刺激から眼を保
護するとされる網膜の黄斑色素量を補い、コントラスト
感度（色の濃淡を判別する力）を改善する機能があり
ます。

バブルスター株式会社 研究レビュー

F324 ＫＯＲＨＹＴＨＭ（コリズム）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社アジュバンコスメジャパン 研究レビュー

F325 甘熟王バナナ GABA
GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる
機能があります。

株式会社スミフルジャパン 研究レビュー

F326
Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｎｉｇｈｔ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ（クオリティーナイトサプリメ
ント）

パイナップル由来グルコシルセラミド、ラフ
マ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシ
トリン

パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。ラフマ由来
ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質
（眠りの深さ）の向上に役立ちます。

Skyrocket株式会社 研究レビュー



F327 アイアンボス GABA
GABAには仕事による一時的な精神的ストレスや疲労
感を軽減する機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

F328 クリーム玄米ブランプラス　豆乳＆カスタード ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)
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ります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F329 クリーム玄米ブランプラス　ごま＆塩バター ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305）
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ります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F330 三ヶ日みかん（ＧＡＢＡ・β－クリプト） ＧＡＢＡ、β-クリプトキサンチン
ＧＡＢＡには血圧が高めの方の血圧を下げる機能が、
β-クリプトキサンチンには骨代謝のはたらきを助ける
ことにより骨の健康に役立つ機能があります。

三ヶ日町農業協同組合 研究レビュー

F331 骨メンテゼリー　グレープフルーツ風味 マルトビオン酸
マルトビオン酸には加齢とともに低下する「骨密度」の
維持に役立つ機能があります。

サンエイ糖化株式会社 研究レビュー

F332 ハイサラシア　タブレット サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖
の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機
能があります。

株式会社タカマプランニング 研究レビュー

F333 令麗
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

中高年健常者のひざ関節の曲げ伸ばしを伴う動きを改
善する機能があります。

株式会社Precious 研究レビュー

F334 ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）素材たっぷり【香ばしパフ＆アーモンド】 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪
の吸収を抑える機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

F335 ＬＩＢＥＲＡ（リベラ）素材たっぷり＜香ばしパフ＆アーモンド＞ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪
の吸収を抑える機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

F336 甘熟王ゴールドプレミアムバナナ GABA
GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる
機能があります。

株式会社スミフルジャパン 研究レビュー

F337 甘熟王ゴールドプレミアムバナナ　２本パック GABA
GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる
機能があります。

株式会社スミフルジャパン 研究レビュー

F338 ワイルドマンゴーの力粒 エラグ酸
エラグ酸には、肥満気味な方のBMIの低下、体脂肪、
血中中性脂肪、内臓脂肪及びウエストサイズの減少を
助ける機能性があります。

株式会社健やか総本舗亀山堂 研究レビュー

F339 タベテイイヨ イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や食後に血
中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪
の上昇をおだやかにします。

株式会社アイケイ 研究レビュー

F340 ＭＯＷ　ｆｉｎｅ（モウ　ファイン）　バニラ ラクチュロース
ラクチュロースには、腸内環境を整える（おなかの中の
ビフィズス菌を増やす）機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F341 ＭＯＷ　ｆｉｎｅ（モウ　ファイン）　チョコレート ラクチュロース
ラクチュロースには、腸内環境を整える（おなかの中の
ビフィズス菌を増やす）機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー



F342 脳活プラス
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社ニューウェーブインターナ
ショナル

研究レビュー

F343 ハナエール乳酸菌 「L-92乳酸菌」（L. acidophilus L-92）
「L-92乳酸菌」は、ホコリやハウスダストなどによる鼻
の不快感を軽減します。

アサヒカルピスウェルネス株式会社 研究レビュー

F344 ローケア
セイヨウサンザシ由来フラボノイド（ハイペ
リンとして）、カプサイシン

末梢血流を保ち冬の寒さや夏の冷房などで室内の温
度が低い時の末梢体温を温かく保つ機能があります。

株式会社リアルネット 臨床試験

F345 リズミタス L－シトルリン
冷える時の手（手の甲中心及び手首）の体温を維持す
る機能があります。

大鵬薬品工業株式会社 臨床試験

F346 ・ダイエットのみかた エラグ酸

エラグ酸はやや太り気味（BMI25～30未満）の方の体
脂肪・血中中性脂肪・内臓脂肪を低下させ、体重やウ
エストサイズの減少をサポートしBMI値を下げる機能が
あります。

株式会社リフレ 研究レビュー

F347 こうや豆腐 大豆ベータコングリシニン
大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを
低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下
させる機能があります。

株式会社みすずコーポレーション 研究レビュー

F348 長命草茶 ボタンボウフウ由来クロロゲン酸
ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食事の時に摂取
することで食後に上がる血糖値を抑える機能がありま
す。

株式会社喜界島薬草農園 研究レビュー

F349 快眠アシスト
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社ニューウェーブインターナ
ショナル

研究レビュー

F350 カテキン ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を
減らす機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F351 「讃岐・大麦うどん」食後の血糖値上昇を抑える麺 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンには、食後の血糖値上昇を抑える機
能があります。

吉原食糧株式会社 研究レビュー

F352 ホットケーキミックス 大豆ベータコングリシニン
大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを
低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下
させる機能があります。

株式会社みすずコーポレーション 研究レビュー

F353 レスベラトロール レスベラトロール
レスベラトロールは、中高年の加齢により低下する認
知機能の一部である記憶力*を維持します。*記憶力：
見たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F354 葛の花タブレットＫ
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、日常生活活動時や運動時(3.5メッツ程度のもの)の
エネルギー消費（カロリー消費）を高める機能がありま
す。また、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓
脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助け
る機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー



F355 トリプル革命
エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リ
ノレン酸）

エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）に
は、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・ＢＭＩを減少させ
る機能があります。

日本ケフィア株式会社 研究レビュー

F356 ＳＬＩＬＩＮ　Ｓ（スリリン　エス）
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて
腸まで届き、便通を改善する機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F357 Ｈａｐｉｔｏｍａ（ハピトマ） GABA・リコピン

GABAを28mg摂取すると仕事や勉強による一時的な精
神的ストレスを緩和する機能が、リコピンを22mg摂取
すると血中LDLコレステロールを低下させる機能があり
ます。

株式会社Happy Quality 研究レビュー

F358 きらりもち麦ごはん 大麦由来β-グルカン
大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだや
かにします。

株式会社マエダ 研究レビュー

F359 マイニチケアガム＜体脂肪を減らすタイプ＞
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、BMI
が高めの方の体脂肪を減らす機能があります。

株式会社ロッテ 研究レビュー

F360 楽美健快　中脂サポーター エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社健美舎 研究レビュー

F361 美健果 ロダンテノンＢ
ロダンテノンＢは糖化ストレスを軽減することにより、肌
の潤いを保持する機能があります。

株式会社龍泉堂 研究レビュー

F362 歩みサポート
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要
な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。

株式会社ジョヴィ 研究レビュー

F363 ぐーぴたっ　豆乳おからビスケット　アドバンス　バニラ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社ナリス化粧品 研究レビュー

F364 ＳＬＩＬＩＮ　Ｓ　ａ（スリリン　エス　エー）
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通
を改善する機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F365 ボディチャレンジＺ（ゼット） エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、
内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めの
BMI値の改善に役立ちます。

株式会社龍泉堂 研究レビュー

F366 スマートプロａ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンにはBMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があることが報告されています。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー



F367 健康きらり　海洋の力　ＰＲＥＭＩＵＭ（プレミアム） DHA、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、判断力をサポートする機能が
あります。（記憶力：数字に関する情報を記憶し、思い
出す力。判断力：数字や文字の情報を認識し、次の行
動にうつす力。）DHAとEPAには血中の中性脂肪を低
下させる機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

F368 ぱっくん茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取し
た糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血
中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。

株式会社ネイチャーラボ 研究レビュー

F369 日東紅茶　ＧＡＢＡ（ギャバ）入りロイヤルミルクティー５本入 GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能があります。

三井農林株式会社 研究レビュー

F370 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）セラミド＆バリア機能 こんにゃく由来グルコシルセラミド
こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能
（保湿力）を高めます。

株式会社三協 研究レビュー

F371 森永アロエヨーグルト　アロエの力ｃ
アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロ
アルタノール

アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノー
ルには、肌の保湿力を高め、肌の潤いを保つ機能があ
ります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F372 スミフルバナナ GABA
GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる
機能があります。

株式会社スミフルジャパン 研究レビュー

F373 食後の血糖値・中性脂肪が気になる方のケア習慣 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値
が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中
性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をお
だやかにする機能があります。

本草製薬株式会社 研究レビュー

F374 梅Ｃｏｏｌ（クール） クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減する作用があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F375 マグマグルコサミン粒 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰
な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促す
のに役立ちます。

日本薬品開発株式会社 研究レビュー

F376 ハッスル！ゴールドアクティブ クエン酸
クエン酸は毎日の飲用により、日常生活の疲労感を軽
減します。

株式会社ユーワ 研究レビュー

F377 ササニンゴールド８９１０
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

これらの成分は運動および一時的作業負荷による一
過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。

株式会社白寿生科学研究所 研究レビュー

F378 ＲＩＣＨ　Ｌｉｇｈｔ（リッチライト）水溶性食物繊維 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後の血糖値が
上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性
脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだ
やかにする機能があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

F379 ロコモパーフェクト３（スリー）
非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボン、大豆イソフラボ
ン

非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートします。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフ
ラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用するこ
とにより、中高年の方の歩く力を維持します。大豆イソ
フラボンには骨の成分の維持に役立つ機能がありま
す。

株式会社レミントン 研究レビュー



F380 快眠活力 GABA

GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の向上、および日常生活で生
じる一時的な活気・活力感の低下を軽減することに役
立つ機能があります。

うすき製薬株式会社 研究レビュー

F381 パセノール　チョコレート ピセアタンノール
ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守
ります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

F382 ヒハツＤＸ（デラックス） ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。

丸善製薬株式会社 研究レビュー

F383 免疫サポート　チュアブルタイプ プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー

F384 Ｌａｃｔｉａ（ラクティア） 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持
する機能、お通じを改善する機能があります。

株式会社オーガランド 研究レビュー

F385 免疫サポート　粉末タイプ プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー

F386 キョーリック　アスタキサンチン アスタキサンチン

アスタキサンチンには、目のピント調節機能を維持する
ことにより、日常生活でのパソコン・スマートフォンの使
用による目の疲労感および目の使用による肩や腰の
負担を軽減します。

湧永製薬株式会社 研究レビュー

F387 中性脂肪を下げるＤＨＡ（ディエイチエー） DHA・EPA
DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能がありま
す。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

F388 飲むパラソル リコピン
リコピンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける
機能があります。

株式会社コスメテックジャパン 研究レビュー

F389 ＡＧＯ（エイジーオー）
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する
機能があります。

株式会社オーキュウ 研究レビュー

F390 歩く筋肉プロ クレアチンモノハイドレート

クレアチンモノハイドレートには適度な運動と併用する
ことで、加齢によって衰える筋肉をつくる力を助けること
によって、筋肉量および筋力の維持に役立つ機能があ
ります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

F391 アサヒスタイルバランスプラスヨーグルトサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を
整える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

F392 小岩井　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）生乳（なまにゅう）ヨーグルト プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

F393 小岩井　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）ドリンクヨーグルト プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

F394 イミダゾール　疲労感対策 イミダゾールジペプチド
イミダゾールジペプチドには、日常の生活で生じるから
だの一過性の疲労感を軽減する機能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー



F395 ０キロカロリー　寒天ゼリー　ブルーベリーヨーグルト風味 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社関越物産 研究レビュー

F396
アサヒスタイルバランスプラス素肌うるおうピーチスパークリ
ング

パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを
守るのを助ける機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

F397 アルサポート バコパサポニン
バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力
（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚
え、思い出す力）を維持する機能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

F398 活気源 GABA
GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時
的な活気・活力感の低下を軽減します。

株式会社メディワン 研究レビュー

F399 オリゴスティック 乳糖果糖オリゴ糖
乳糖果糖オリゴ糖は、おなかの中のビフィズス菌を増
やして、腸内環境を良好にし、便通を改善します。

株式会社パールエース 研究レビュー

F400 ねむりの扉 GABA
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の改善に役立つ機能があります。

日興薬品工業株式会社 研究レビュー

F401 いきいきグルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）を
サポートし、膝の不快感をやわらげます。

株式会社財宝 研究レビュー

F402 ひだまり姫 ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社アストリム 研究レビュー

F403 快適ハーブ粒＋乳酸菌
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通
を改善する機能があります。

有限会社ナチュラルウェーブ 研究レビュー

F404 ミネルヴァ　緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事に含まれる
脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を
抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を
抑えます。また、便通を改善します。

京都薬品ヘルスケア株式会社 研究レビュー

F405 ミネルヴァ　ジャスミン茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事に含まれる
脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を
抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を
抑えます。また、便通を改善します。

京都薬品ヘルスケア株式会社 研究レビュー

F406 マルカティ ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や中性脂
肪の上昇を抑える機能、肥満気味な方の内臓脂肪と
体重を減らして高めのBMIを低下させるのを助ける機
能があります。

株式会社ニコリオ 研究レビュー

F407 のま青果のみかん β－クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立ちます。

株式会社乃万青果 研究レビュー

F408 体脂肪・体重マネージメント エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー



F409 快通ハーブ粒＋乳酸菌
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通
を改善する機能があります。

有限会社ナチュラルウェーブ 研究レビュー

F410 シズカ　茶カテキン 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）

茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味
の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、体重
を減らすことで、高めのBMIを低下させる機能がありま
す。

株式会社シズカニューヨーク 研究レビュー

F411 黒しょうが効果
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能
があります。

マルマンＨ＆Ｂ株式会社 研究レビュー

F412 快眠源
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

F413 みんなのくりる クリルオイル由来EPA・DHA
靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減す
る機能があります。

株式会社エル・ローズ 臨床試験

F414 神戸居留地かろやか胡麻麦茶 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

富永貿易株式会社 研究レビュー

F415 ペプシＧＡＢＡ（ギャバ）ストレスリフレッシュコーラ GABA
GABAには仕事による一時的な精神的ストレスを軽減
する機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

F416 みかんのみっちゃん農園のみっちゃんみかん β-クリプトキサンチン
β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることを
より骨の健康維持に役立ちます。

小澤光範 研究レビュー

F417 還元型コエンザイムＱ１０Ｒ 還元型コエンザイムＱ１０
還元型コエンザイムQ10には唾液量を維持する機能が
あります。

ラシェル製薬株式会社 研究レビュー

F418 脂肪減． エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

F419 大人の温活ヨーグルト モノグルコシルヘスペリジン

モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の冷
房などで気温や室内温度が低いときに末梢（手指）血
流を改善し、手指の温度を温かく維持する機能があり
ます。

株式会社ホリ乳業 研究レビュー

F420 Ｈ＋Ｂ水溶性食物繊維　１ｋｇ イソマルトデキストリン（食物繊維）

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
する機能があります。また、おなかの調子を整えて便
通を改善します。

株式会社ＨプラスＢライフサイエンス 研究レビュー

F421 Ｈ＋Ｂ水溶性食物繊維　分包 イソマルトデキストリン（食物繊維）

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
する機能があります。また、おなかの調子を整えて便
通を改善します。

株式会社ＨプラスＢライフサイエンス 研究レビュー



F422 エートノン スペアミント由来ロスマリン酸

スペアミント由来ロスマリン酸は加齢とともに低下する
認知機能の一部であるワーキングメモリーを維持する

機能があります。
※ワーキングメモリーとは視覚、聴覚などを介した情報
を一時的に保持し、同時に正しく処理する能力です。暗
算、話しことばや文章の理解をはじめ、計画的な行動
の実行、問題解決などの場面で不可欠なものです。

株式会社天真堂 研究レビュー

F423 ライク　レジコ 湿熱処理レジスタントスターチ

湿熱処理レジスタントスターチには健康な方の高めの
空腹時血糖値を低下させる機能があります。また、湿
熱処理レジスタントスターチは善玉菌とよばれる腸内
の酪酸菌を増やし、有用物質である酪酸を増加させる
ことにより、腸内環境を改善します。

株式会社明菱 研究レビュー

F424 月桃葉ドリンク
月桃葉抽出物（指標成分：ジヒドロ-5,6-デ
ヒドロカワイン、5,6-デヒドロカワイン）

月桃葉抽出物は、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおい
に役立ちます。

丸善製薬株式会社 研究レビュー

F425 ボディチャレンジＲ エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪を
減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ち
ます。

株式会社龍泉堂 研究レビュー

F426 ボディチャレンジα（アルファ） エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社龍泉堂 研究レビュー

F427 まつさか農園有田みかん β－クリプトキサンチン
β－クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けること
をより骨の健康維持に役立ちます。

松坂進也 研究レビュー

F428 食べるうるおい　乳酸菌ゼリー 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、お肌の潤いを
維持する機能、お通じを改善する機能があります。

ティーライフ株式会社 研究レビュー

F429 ジンジャーウォーマー 6-ジンゲロール、6-ショウガオール
6-ジンゲロール、6-ショウガオールは低温環境下で末
梢部位の体温を維持する機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

F430 うるおいパインセラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力
（バリア機能）を高めます。

プリセプト株式会社 研究レビュー

F431 葛の花タブレットＥ
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、日常生活活動時や運動時(3.5メッツ程度のもの)の
エネルギー消費（カロリー消費）を高めることにより、肥
満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂
肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がありま
す。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

F432 小岩井　ヨーグルト　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）プラズマ乳酸菌 プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

F433
小岩井　のむヨーグルト　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）プラズマ乳酸
菌

プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

F434 Ｂｇｌ　Ｍａｌｕｎ（ビージーエル　マルン） サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには糖の吸収をおだやかに
し、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がありま
す。

株式会社COSMOBILE 研究レビュー



F435 ＳｌｅｅＰＬＵＳ＋（スリープラス） GABA
GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の改善に役立つ機能があります。

ムーンムーン株式会社 研究レビュー

F436 モイスト＆ストレスケア 米由来グルコシルセラミド、ＧＡＢＡ

米由来グルコシルセラミドには、肌の保湿力（バリア機
能）を高める機能があります。ＧＡＢＡには、仕事による
一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があ
ります。

日本メナード化粧品株式会社 研究レビュー

F437 ウェルネスＨＢヘルスビューティー N-アセチルグルコサミン

N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りに
おけるひざ関節の悩みを改善します。また、N-アセチ
ルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおい
に役立ちます。

ウエルネス研究所株式会社 研究レビュー

F438 ＵＶ　Ｐｒｏ（ユーブイプロ） アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を守るのを助ける機能、紫外線を浴びた肌を乾燥
から保護し、肌のうるおい（水分量）を守る機能があり
ます。

新日本製薬株式会社 研究レビュー

F439 味よしプラス イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）には食後に血糖値
が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後
に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性
脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。

ヤマモト食品株式会社 研究レビュー

F440
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、
内臓脂肪、ウエストサイズを減らすことをサポートし、高めの
ＢＭＩ（ビーエムアイ）値の改善に役立つ

エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

F441 エナジースリム
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、日常生活活動時や運動時(3.5メッツ程度のもの)の
エネルギー消費（カロリー消費）を高めることにより、肥
満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂
肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助
ける機能があります。

株式会社BIZENTO 研究レビュー

F442 ナイシゲン酢 酢酸
酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪（内臓脂
肪）を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機
能があります。

山野　和子 研究レビュー

F443 黒しょうがプラス
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI 24 以上 30 未満）
の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす
機能があります。

株式会社メディワン 研究レビュー

F444 オリーブ葉 オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F445 こころ習慣　血圧・悪玉（ＬＤＬ）コレステロールを下げる
GABA、松樹皮由来プロシアニジン（プロシ
アニジンB１として）

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1
として）には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能
があります。

株式会社フロムココロ 研究レビュー



F446 マグマグルコサミン粒２ グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰
な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促す
のに役立ち、関節軟骨を保護します。

日本薬品開発株式会社 研究レビュー

F447 美食家の知恵　緑茶 イヌリン

イヌリンは血中中性脂肪を下げること、食後の血糖値
の上昇をゆるやかにします。さらに、イヌリンは善玉菌
として知られているビフィズス菌を増やすことで、お腹
の調子を整えます。

クラシエフーズ株式会社 研究レビュー

F448
ＢＬＡＣＫ　ＧＩＮＧＥＲ　ＣＡＰＳＵＬＥＳ（ブラックジンジャーカプ
セル）

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには以下
の機能があります。■日常活動時のエネルギー代謝に
おいて脂肪を消費しやすくする。■BMIが高め（BMI 24
以上30未満）の方の腹部の脂肪を減らす。■年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持する。

ビーテック株式会社 研究レビュー

F449 野菜で元気　ＧＡＢＡ（ギャバ） ＧＡＢＡ GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 イノチオみらい株式会社 研究レビュー

F450 紅珠漢　こうじゅかん
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する
機能があります。

株式会社北の達人コーポレーション 研究レビュー

F451 一番摘みのお～いお茶　かなやみどりブレンド ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、ＢＭＩが高めの方の体脂肪を
減らす機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F452
ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　クリルオイル由来水溶性ＤＨＡ・ＥＰ
Ａ（ディーエイチエーイーピーエー）

クリルオイル由来EPA・DHA
クリルオイル由来EPA・DHAには、靴をはいたり脱いだ
りする時の膝の違和感を軽減する機能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

F453 ナチュラホワイト 赤パプリカ由来キサントフィル
抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、
紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があり
ます。

ナチュラス株式会社 研究レビュー

F454 ナイトミン　眠る力　快眠サポートサプリａ クロセチン
クロセチンは、良質な眠りをサポートし（中途覚醒回数
を減らし、眠りをより深くし、起床時の眠気や疲労感を
和らげ）ます。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F455 アスタ肌シェード粒 アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社全日本通教 研究レビュー

F456 ヒエサラバ ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

F457 シュットネ イヌリン イヌリンは血中中性脂肪を下げます。 株式会社かがやくコスメ 研究レビュー

F458 記憶ケアヨーグルト　βラクトリン βラクトリン
βラクトリンには加齢に伴って低下する記憶力（手がか
りをもとに思い出す力）を維持します。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

F459 Ｏｌｉｇｏｎｏｌ　ＥＸＣＥＬ（オリゴノール　エクセル）
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する
機能があります。

一般社団法人エクセルアスリートクラ
ブ協会

研究レビュー



F460 インシップ　エラグ酸 エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社インシップ 研究レビュー

F461 「ウィルキンソンタンサン」エクストラ イソマルトデキストリン（食物繊維）
イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪の
吸収や、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の
吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

F462 糖ケア田七 ジンセノサイドRg1
ジンセノサイドRg1には、運動後（ジョギングや自転車、
スポーツなど）に摂取した食事による血糖値の上昇を
抑える機能があります。

株式会社和漢 研究レビュー

F463 若冴（わかさえ）（認知機能） DHA

DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機
能の一部である記憶力、判断力をサポートします。（記
憶力：数に関する情報を記憶し、思い出す力。 判断
力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす
力。）

株式会社サン・クラルテ製薬 研究レビュー

F464 ブレインペプチドＭ
トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリ
ン）

トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には認
知機能の一部である見当識（時間、場所、人を正しく認
識する力）をサポートする機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F465 バンホーテンの腸活ココア イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、腸内フローラを改善し、お腹の調子を整え
ます。

片岡物産株式会社 研究レビュー

F466 ノーベルアップ イヌリン

イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。
（血糖上昇抑制作用）イヌリンは善玉菌として知られて
いるビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整え
ます。（整腸作用）

株式会社ノーベル 研究レビュー

F467 イミダの力　ブレイン イミダゾールジペプチド
イミダゾールジペプチドには、中高年の方の記憶力（言
葉や文章を覚え、思い出す力）を保つ機能があります。

日本ハム株式会社 研究レビュー

F468 ＵＰ＋（アップ）プラス イヌリン

イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。
（血糖上昇抑制作用）イヌリンは善玉菌として知られて
いるビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整え
ます。（整腸作用）

株式会社ノーベル 研究レビュー

F469 シボリズムＥＸ（エクストラ） エラグ酸
エラグ酸は、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂
肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪を減らすのを
助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社ファインアップ 研究レビュー

F470 ひとみカステラ ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテン
ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテンは、目のピ
ント調節機能の向上を助けます。

株式会社三源庵 研究レビュー

F471 ぐっすりサフラン
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールに
は、睡眠の質が低いと感じている方の睡眠の質（活動
時の眠気）を改善し、物事をやり遂げるのに必要な意
欲を維持させる機能があります。

株式会社グランデ 研究レビュー

F472 美長命青汁 ボタンボウフウ由来クロロゲン酸
ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血
糖値を抑える機能があります。

株式会社グランデ 研究レビュー



F473 蒟蒻ゼリー　プラス睡眠ケア
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは
睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）
の向上に役立ちます。

株式会社エースベーカリー 研究レビュー

F474 蒟蒻ゼリー　プラスストレスケア GABA
GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があります。

株式会社エースベーカリー 研究レビュー

F475 腸活プラスサンファイバーナチュラル グアーガム分解物（食物繊維）

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

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

F476 リフレのぐっすりずむａ L-テアニン
L-テアニンは、起床時の疲労感や眠気を軽減します。
また、L-テアニンは、一過性の作業にともなうストレス
をやわらげます。

株式会社リフレ 研究レビュー

F477 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ヒハツ＆末端体温維持 ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

F478 ウエル田七　血糖サポート ジンセノサイドRg1
ジンセノサイドRg1には、運動後（ジョギングや自転車、
スポーツなど）に摂取した食事による血糖値の上昇を
抑える機能があります。

株式会社ウエルシア 研究レビュー

F479 蒟蒻ゼリー　プラス血圧ケア モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。

株式会社エースベーカリー 研究レビュー

F480 アルサポ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社かがやくコスメ 研究レビュー

F481 ミルサポ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンの摂取で、目の黄斑部の色
素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの
軽減、コントラスト感度(ぼやけ・かすみを和らげくっきり
見る力)の改善する機能があります。

株式会社かがやくコスメ 研究レビュー

F482 めにサプリ　ビルベリー＋Ｍ（プラスエム） ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能とVDT
作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で
不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩
和する機能があります。

株式会社メニコン 研究レビュー

F483 アップルスリム りんご由来プロシアニジン
りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、
体脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポートす
ることにより、高めのBMIを減らす機能があります。

株式会社元気生活 研究レビュー

F484 蒟蒻ゼリー　プラス体脂肪ケア ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社エースベーカリー 研究レビュー



F485 糖脂リミット ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪や
血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社リフレ 研究レビュー

F486 シボヘール葛の花茶極選
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

F487 「強炭酸水プラス」４９０ｍｌ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の
脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

F488 特濃ミルク８．２　オリゴミルク 乳糖果糖オリゴ糖
乳糖果糖オリゴ糖は、便秘気味の方の排便日数・回数
を増やし便通を改善する機能があります。

味覚糖株式会社 研究レビュー

F489
プラス　ステップ　サプリメント（ＰＬＵＳ　ＳＴＥＰ　ＳＵＰＰＬＥＭ
ＥＮＴ）

モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の血
流を維持し、末梢の体表温を維持する機能がありま
す。

株式会社バイオテック 研究レビュー

F490
プレミアム　セレクト　サプリメント（ＰＲＥＭＩＵＭ　ＳＥＬＥＣＴ
ＳＵＰＰＬＥＭＥＮＴ）

GABA

GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる
作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。
また、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があり
ます。

株式会社バイオテック 研究レビュー

F491 快眠タイム
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールに
は、睡眠の質が低いと感じている方の睡眠の質（活動
時の眠気）を改善する機能があります。

株式会社ルックルック 研究レビュー

F492 日東紅茶　ヒハツ由来ピペリン類入りレモンティー５本入 ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

三井農林株式会社 研究レビュー

F493 ネルナラ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは
睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）
の向上に役立ちます。

本草製薬株式会社 研究レビュー

F494 キユーピー　フィッテ ローズヒップ由来ティリロサイド
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
機能があります。

キユーピー株式会社 研究レビュー

F495 ホワイトフォース　ドリンク アスタキサンチン
抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能、紫外線を浴びた肌を
乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能があります。

株式会社ファンケル 研究レビュー

F496 モイスチャーシールド ヒアルロン酸Na、アスタキサンチン

ヒアルロン酸Naには、肌の乾燥が気になる方の肌水分
量を高めるのに役立つ機能があります。
抗酸化作用を持つアスタキサンチンには、紫外線刺激
から肌を保護するのを助ける機能、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能があります。

森下仁丹株式会社 研究レビュー

F497 青みかん入り　まるごと発酵茶 みかん混合発酵茶葉由来ヘスペリジン 高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能があります。 株式会社シャルレ 臨床試験

F498 みんなのヘスペリジン モノグシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温
が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体
温）を保つ機能があります。

株式会社エル・ローズ 研究レビュー



F499 内脂カット
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすく
する機能とBMIが高め（BMI２４以上３０未満）の方の腹
部の脂肪を減らす機能があります。

八幡物産株式会社 研究レビュー

F500
スリムアップスリムシェイプ　ＣＲＥＡＴＩＮＥ＋（クレアチンプラ
ス）

クレアチンモノハイドレート

クレアチンモノハイドレートは、適度な運動と併用するこ
とで、加齢によって衰える筋肉をつくる力を助けること
によって、筋肉量及び筋力の維持に役立つ機能があり
ます。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F501 アマニ油（α（アルファ）－リノレン酸）シームレスカプセル αーリノレン酸
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ります。

興和株式会社 研究レビュー

F502 アサヒスタイルバランスプラス梅サワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

F503 カルピス健康通販　骨こつケア 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株

加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあります。
また、枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株には、
腸内にもともといる善玉菌（ビフィズス菌、酪酸産生菌）
を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）を整えることが
できます。

アサヒグループ食品株式会社 臨床試験

F504 パセノールドリンクβ（ベータ） ピセアタンノール

ピセアタンノールには、肌の乾燥が気になる方の肌の
水分量を高め乾燥を緩和する機能があります。また、
日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、
脂肪を消費しやすくする機能があります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

F505 すらすらケア
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、加齢とともに低下する認知機能の一部である注意
力（視覚性情報を一時的に記憶しながら、事務作業を
速く正確に処理していく能力）の維持と計算作業の効
率維持に役立つ機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F506 からだのたまご
ドコサヘキサエン酸（DHA）、エイコサペン
タエン酸（EPA）

DHA・EPAには、血中中性脂肪値が高めの方の血中中
性脂肪値を下げる機能があります。

株式会社アキタフーズ 研究レビュー

F507 オサエルＥＸ（イーエックス） ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑える機能、肥満気味な方の内
臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。

株式会社マッチバンク 研究レビュー

F508 こだわり農家のみかん缶づめ・内皮つき βークリプトキサンチン
βークリプトキサンチンは、骨代謝のはたらきを助ける
ことにより、骨の健康維持に役立ちます。

有限会社いのうえ果樹園 研究レビュー

F509 カテキン美人 茶カテキン（ガレート型カテキン）

茶カテキン（ガレート型カテキン）には、肥満気味の方
の、お腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下さ
せ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる
機能があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

F510 葛花プーアル茶
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー



F511 葛の花ゼリー
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

F512 大トロいわしフィレ DHA・EPA DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 池下産業株式会社 研究レビュー

F513 森永ビヒダスヨーグルト　ＫＦ（ケーエフ） ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、花粉、ホコリ、ハウスダストな
どによる鼻の不快感を軽減する機能や、大腸の腸内環
境を改善し、腸の調子を整える機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F514 森永ビヒダスヨーグルト　ＫＦ（ケーエフ）　ドリンクタイプ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、花粉、ホコリ、ハウスダストな
どによる鼻の不快感を軽減する機能や、大腸の腸内環
境を改善し、腸の調子を整える機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F515 還元型コエンザイムＱ１０　ＧＯＬＤ（キューテン　ゴールド） 還元型コエンザイムQ10

細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役
立ちます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

F516 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　グッドボンＰＲＯ（プロ）

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻
軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラック
ジンジャー由来ポリメトキシフラボン、大豆
イソフラボン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非
変性Ⅱ型コラーゲンは日常のひざの動き（正座などの
曲げ伸ばし、階段の昇り降り、しゃがむ、立つ、歩くな
ど）の改善をサポートします。ブラックジンジャー由来ポ
リメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に
作用することにより、中高年の方の歩く力を維持しま
す。大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機
能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

F517 カナダドライ　からだジンジャーエール
6-ジンゲロール、6-ショウガオール(生姜
由来のポリフェノール成分)

6-ジンゲロール、6-ショウガオール(生姜由来のポリ
フェノール成分)には、冷えを感じやすい方において、
末梢の体温(掌)を維持する機能があります。

日本コカ・コーラ株式会社 研究レビュー

F518 ＰＲＥＭｉＬ　Ｒｅｄ　（プレミルレッド） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F519 しぼへるるん エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社スマイル・ジャパン 研究レビュー

F520 備えの食卓α イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値
が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中
性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をお
だやかにする機能があります。また、おなかの調子を
整える機能があります。

株式会社ユーワ 研究レビュー

F521
ＬＩＭＮＥ　ＴＨＥ　ＳＵＰＰＬＥＭＥＮＴ　［Ｔｒ］（リムネ　ザ　サプリ
メント　ティーアール）

ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や
糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を
おだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMI
を減らすのを助ける機能があります。

株式会社LIMNE 研究レビュー

F522
ＬＩＭＮＥ　ＴＨＥ　ＳＵＰＰＬＥＭＥＮＴ　［Ｆｌ］（リムネ　ザ　サプリ
メント　エフエル）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジ
ンB1として）

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB１として）
には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がありま
す。

株式会社LIMNE 研究レビュー

F523 ちゃんこい大豆もやし 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

オシキリ食品株式会社 研究レビュー



F524 ＣＧＣ乳酸菌飲料 カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株） 腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。 株式会社シジシージャパン 臨床試験

F525 たっぷりカテキン緑茶（ティーパック） 茶カテキン
茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させ
る機能があります。

株式会社荒畑園 研究レビュー

F526 一番摘みのお～いお茶　ゆたかみどりブレンド ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、ＢＭＩが高めの方の体脂肪を
減らす機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F527 ＧＡＢＡ（ギャバ）配合スープはるさめ GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や、疲労感を緩和する機能があります。

株式会社ダイショー 研究レビュー

F528 ｎｅｍｌｉｓ（ネムリス）
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社ヴィジョンステイト 研究レビュー

F529 熟すやナイトα（アルファ） Ｌ－テアニン
L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンに
は、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

F530 サポートイズム爽快α－Ⅱ（アルファ－ツ－） ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンにはデスク作業により低
下する手元のピント調整機能を改善し、パソコンやス
マートフォンなどの使用による眼の疲労感を改善する
機能があります。

天野商事株式会社 研究レビュー

F531 乳酸菌ＥＣ－１２ 殺菌乳酸菌EC-12株
殺菌乳酸菌EC-12株には、腸内のビフィズス菌を増や
し、腸内環境を改善する機能があります。

株式会社市川園 研究レビュー

F532 メタケア イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値
が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中
性脂肪が高めの方の血中中性脂肪の上昇をおだやか
にする機能があります。また、おなかの調子を整える
機能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

F533 ルテインＵＱ（ユーキュー）２０プラス ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識
別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復
（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライ
トなどの光ストレス、一時的な精神ストレス、眼の疲労
感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能がありま
す。

ユニキス株式会社 研究レビュー

F534 毎日気にしてブラックジンジャー
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ディー・ジョイン 研究レビュー

F535 マイサプリ・乳酸菌
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）には、便
通を改善する機能があります。

桜華株式会社 研究レビュー

F536 グッドナイトＧＡＢＡ　ＺＺＺ（グッドナイトギャバズー） GABA
GABAは、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、
すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能がありま
す。

株式会社ブレインスリープ 研究レビュー



F537 さっと飲めるＮ－アセチルグルコサミン N-アセチルグルコサミン

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

日本水産株式会社 研究レビュー

F538 かんで食べるＮ－アセチルグルコサミン N-アセチルグルコサミン

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

日本水産株式会社 研究レビュー

F539
ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　潤彩健美Ｋ－１（ジュンサイケンビ
ケイワン）

植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維
持する機能、お通じを改善する機能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

F540 糖脂ブロック ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、糖や脂肪の吸
収を抑え、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える
機能、肥満気味な方の内臓脂肪（おなかの脂肪）とBMI
を減らすのを助ける機能があります。

エーザイ株式会社 研究レビュー

F541 健脚自慢　歩こうよ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン、大豆イソフラボン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。大豆イソフラボンには骨の
成分の維持に役立つ機能があります。

株式会社エス・エム・シー 研究レビュー

F542 プラズマローゲンＳソフトカプセル ホタテ由来プラズマローゲン
ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部で
ある、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶
力を維持する機能があります。

株式会社ビーアンドエス・コーポレー
ション

研究レビュー

F543 Ｐａｒａｓｏｌ－Ｃ（パラソルシー） アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社エクラ 研究レビュー

F544 チコリー・インスタント　食物繊維 イヌリン（食物繊維）
イヌリンは、善玉菌として知られているビフィズス菌を
増やし、腸内フローラを良好にすることでおなかの調子
を整えます。

株式会社生活の木 研究レビュー

F545 ホワイエット 赤パプリカ由来キサントフィル

抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、
紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能がありま
す。また、赤パプリカ由来キサントフィルには、肥満気
味の方（体脂肪が気になる方、BMI が高めの方）の体
脂肪（皮下脂肪および総脂肪）を減らすのを助け、BMI
値を改善する機能があります。

オルト株式会社 研究レビュー

F546 ひざアクティブ　ピルクル風味 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）を
サポートし、膝の不快感をやわらげます。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

F547 １日分の食物繊維入り　ホットケーキミックス イヌリン
イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。
また、イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌
を増やすことで、おなかの調子を整えます。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

F548 ライフスマート　チョコレート　潤い肌 アスタキサンチン
アスタキサンチンには肌の潤いを守るのを助ける機能
があります。

株式会社ノースカラーズ 研究レビュー



F549 茶フッ素タブレット 緑茶フッ素
緑茶フッ素には歯の再石灰化を促進し、歯の表面を改
善してむし歯の原因となる酸に溶けにくい状態にするこ
とで歯を丈夫で健康にする機能があります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

F550 玄米スープＢＧ（ビージー） イヌリン
イヌリンには糖の吸収を抑えることで、食後の血糖値
の上昇を抑制する機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

F551 元気の健康味噌汁 難消化性デキストリン(食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収
を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇
を抑えます。また、便通を改善します。

株式会社元気プロジェクト 研究レビュー

F552 血流×血圧　スティック GABA、モノグルコシルへスペリジン

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室温
が低い時に血流（末梢血流）を維持し、体温（末梢体
温）を保つ機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

F553 毎日気にしてＧＡＢＡ（ギャバ） ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機
能があります。

株式会社ディー・ジョイン 研究レビュー

F554 もち麦リゾット　トマトソース 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪
や血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、お
なかの調子を整える機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

F555 もち麦リゾット　チーズ 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪
や血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、お
なかの調子を整える機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

F556 ヒハツ ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F557 キユーピー　アマニ油入り和風ドレッシング α-リノレン酸
α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機
能があります。

キユーピー株式会社 研究レビュー

F558 キユーピー　アマニ油入りイタリアンドレッシング α-リノレン酸
α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機
能があります。

キユーピー株式会社 研究レビュー

F559 イチョウ葉ＵＱ（ユーキュー）８０
イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョ
ウ葉テルペンラクトン

イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペン
ラクトンは、脳の血流を改善することで、認知機能の一
部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶
し、思い出す力）を維持する機能があります。

ユニキス株式会社 研究レビュー

F560 ＲＥＮＥＷ　ＢＯＤＹ（リニューボディ）
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は運動時に生じる一過性の身体的な疲労感を軽
減する機能があります。

株式会社エキワ 研究レビュー



F561 ｉｃｈｉ－ｎｙｏ（イチニョ） GABA

GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ス
トレスや疲労感を緩和する機能、睡眠の質（眠りの深
さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサ
ポートする機能、血圧が高めの方の血圧を低下させる
機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌
の健康を守るのを助ける機能、一時的に落ち込んだ気
分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとし
た気分にする、やる気にするなどの）機能があります。

源平製薬株式会社 研究レビュー

F562 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ヒハツ＆末端体温とむくみ感 ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下し
た血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）
の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

F563 イソクエルシトリン睡眠サポート
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

プライム製薬合同会社 研究レビュー

F564 ロカゴ 還元難消化性デキストリン
還元難消化性デキストリンは、食事の血糖値の上昇を
穏やかにします。

株式会社バイオテックジャパン 研究レビュー

F565 目脳
ビルベリー由来アントシアニン、イチョウ葉
フラボノイド配糖体
イチョウ葉テルペンラクトン

【ビルベリー由来アントシアニン】手元のピント調整を助
け、目の疲労感を軽減する。【イチョウ葉フラボノイド配
糖体、イチョウ葉テルペンラクトン】脳血流を改善し、健
常なご年配の認知機能の一部である記憶力（見たり聞
いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する。

株式会社プレジール 研究レビュー

F566 ｓｔｙｌｅ　ｒｅｆｏｒｍｅｒ（スタイル　リフォーマー）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす
機能があります。

株式会社tattva 研究レビュー

F567 抹茶入りお～いお茶　５２５ｍｌ テアニン、茶カテキン

テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知
機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を
続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状
況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能が
あります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F568 抹茶入りお～いお茶　６００ｍｌ テアニン、茶カテキン

テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知
機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を
続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状
況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能が
あります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F569
おさかなの力　ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディーエイチエー　アンド　イー
ピーエー）

DHA・EPA

DHA・EPAには、中性脂肪値を下げる機能があります。
また中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の
一部である記憶力を維持します。
※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。

エコアライブ株式会社 研究レビュー

F570 ラクトフェリンＤＸ（ディーエックス） ラクトフェリン 舌苔を減らすのに役立ちます。 株式会社ＮＲＬファーマ 臨床試験

F571 納豆こうじ味噌スープ GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

有限会社オトコーポレーション 研究レビュー



F572 桑葉青汁 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）は食事から摂取した
脂肪の吸収を抑えることや食後の血糖値の上昇を抑
える機能があります。
また、腸内環境を整えることにより（ビフィズス菌を増加
させることにより）、おなかの調子を整え、便通を改善
する機能があることが報告されています。

株式会社健翔 研究レビュー

F573 食事の習慣 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後の血糖値が
上昇しやすい方の食後血糖値の上昇や、食後の血中
中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪の上昇
をおだやかにします。

株式会社ナウカコーポレーション 研究レビュー

F574 ＰｈａｒｍａＧＡＢＡ　Ｍｅｍｏｒｙ（ファーマギャバメモリー） GABA

GABAには加齢によって低下する認知機能の一部であ
る、記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）、空
間認知力（物の位置、形、向きなどを正確に把握する
力）、論理的思考力（筋道を立てて物事を考え、答えを
導き出す力）、持続的注意力（注意を持続させながら、
作業を続ける力）、ワーキングメモリー（作業に必要な
情報を整理し、短期的に記憶する力）を維持する機能、
および中高齢者の活力（元気や活気がわいてくる気
分）、心の健康（楽しくおだやかな気分でいること）を維
持する機能があります。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

F575 ワイルドマンゴーの力Ａ エラグ酸
エラグ酸には、肥満気味な方の体重、体脂肪、血中中
性脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポート
し、高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社健やか総本舗亀山堂 研究レビュー

F576 お～いお茶濃い茶　抹茶入り緑茶　３４５ｍｌ ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を
減らす機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F577 まるごと桑の葉 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーは、食事に含まれる糖の吸
収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があり
ます。

トヨタマ健康食品株式会社 研究レビュー

F578 肝ファイン 紫サツマイモ由来アントシアニン
紫サツマイモ由来アントシアニンには、健康な人の健
常域でやや高めの肝機能に関連する酵素（AST、γ-
GTP）値の低下に役立つ機能があります。

株式会社ヤクルト本社 研究レビュー

F579 キオクチャージ
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラ
クトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶
力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持しま
す。

有限会社沖縄長生薬草本社 研究レビュー

F580 らくみる ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、網膜の黄斑色素量を増
加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を
識別し、ぼやけ・かすみを緩和する視機能）や、グレア
回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、眼の
疲労感の軽減に役立ちます。

株式会社Hongo 研究レビュー

F581 大麦食パンβ－サポートＭｉｌｄ 大麦由来β-グルカン
大麦由来β-グルカンは食後血糖値の上昇をおだやか
にします。

ネクスト株式会社 研究レビュー

F582 生きて腸まで届く乳酸菌飲料 Ｌ．カゼイ菌 （L.paracasei, DSM19465株） 腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。 クロレラ食品ハック株式会社 臨床試験

F583 発芽玄米の底力 GABA、γ-オリザノール
GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。また本品は、血中の中性脂肪や総コレステロー
ルを低下させる機能がある成分を含みます。

ＳＢＩアラプロモ株式会社 研究レビュー



F584 わたしケア　眼・肩・腰 アスタキサンチン

アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンやスマートフォンの使
用による目の疲労感を軽減します。さらに、目の使用に
よる肩や腰の負担を軽減します。また、アスタキサンチ
ンは、肌の潤いを守るのを助ける機能性があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

F585 ナイスリムサポート　エラグ酸のチカラ エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、
体重、ウエストサイズ、内臓脂肪の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

ライオン株式会社 研究レビュー

F586
ＤＨＡ・ＥＰＡ（ディーエイチエー・イーピーエー）中性脂肪サ
ポート

DHA・EPA DHA･EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 プライム製薬合同会社 研究レビュー

F587 ナイシボーンＥＸ（イーエックス）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能
があります。

株式会社ヘルシープラス 研究レビュー

F588 伝説の女神 GABA

GABAは肌の弾力を維持し、肌の健康を守ることをサ
ポートする機能があります。また、GABAは睡眠の質
(眠りの深さ)の改善に役立つ機能、すっきりとした目覚
めをサポートする機能があります。

株式会社龍泉堂 研究レビュー

F589 サンテアニン２００ＶＦ　Ｓ（ブイエフ　エス） L-テアニン
L-テアニンは、認知機能の一部である言語流暢性（言
語情報を適切に素早く数多く思い出す力）が低めの方
の言語流暢性をサポートする機能があります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

F590 オリーブサプリ オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F591 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　グッスリード L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を高め（起床時の疲労感や
眠気を軽減し）ます。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

F592 一番摘みのお～いお茶　さえみどりブレンド ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、ＢＭＩが高めの方の体脂肪を
減らす機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F593 クエン酸５０００スーパーチャージ クエン酸
クエン酸は継続摂取により、運動後や日常生活の疲労
感を軽減する働きがあります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

F594 快眠ラフマ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

ラシェル製薬株式会社 研究レビュー

F595 ＨＡＱＶＩＳ（ハクビス） アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社アクト 研究レビュー

F596 お腹脂肪サポート
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンはBMIが高
めの方の腹部の脂肪を減らす機能及び日常活動時の
エネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機
能があります。

エフエムジー＆ミッション株式会社 研究レビュー



F597 奥美濃古地鶏　むね肉 イミダゾールジペプチド
イミダゾールジペプチドには、日常生活での一時的な
疲労感を軽減する機能があります。

岐阜アグリフーズ株式会社 研究レビュー

F598 清流美どり　むね肉 イミダゾールジペプチド
イミダゾールジペプチドには、日常生活での一時的な
疲労感を軽減する機能があります。

岐阜アグリフーズ株式会社 研究レビュー

F599 ミキモト　コスメティックス　ホワイト　インナーブロック アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

御木本製薬株式会社 研究レビュー

F600 プラズマローゲン ホタテ由来プラズマローゲン
ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部で
ある、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶
力を維持する機能があります。

株式会社アドバンスト・メディカル・ケ
ア

研究レビュー

F601 ジンジャーウォーマーゴールド
ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオール）

ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウ
ガオール）は低温環境下で末梢部位の体温を維持する
機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

F602 ファイテン　シボヘリーナα エラグ酸
エラグ酸には、肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中
性脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの緩やかな減少を
サポートします。

ファイテン株式会社 研究レビュー

F603 サンシェード　アスタキサンチン アスタキサンチン
抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線の刺激
から肌を保護することを助ける機能があります。

富士化学工業株式会社 研究レビュー

F604 トリプルスタイルＥＸ（イーエックス）
エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメト
キシフラボン、パイナップル由来グルコシ
ルセラミド

エラグ酸には、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂
肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪を減らすのを
助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボンには、中高年齢者にお
いて加齢により衰える歩行能力の維持に役立ちます。
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

株式会社ピーチ・ジョン 研究レビュー

F605 富士みかん β‐クリプトキサンチン
β‐クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ
とにより、骨の健康維持に役立ちます。

富士市農業協同組合 研究レビュー

F606 ＷＨＩＴＥ　ＶＥＩＬ　ｐｒｅｍｉｕｍ（ホワイトヴェール　プレミアム）
アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチ
ン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加
によりブルーライトなどの光刺激から眼を保護する機
能や、コントラスト感度を改善する機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F607 小岩井Ｃａ（シーエー）家族プラズマ乳酸菌プラス プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

F608
ＷＨＩＴＥ　ＶＥＩＬ　ｐｒｅｍｉｕｍ　Ａ（ホワイトヴェール　プレミア
ム　エー）

アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチ
ン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加
によりブルーライトなどの光のストレスから眼を保護す
る機能や、コントラスト感度（ぼやけ・かすみを和らげ
くっきり見る力）を改善する機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー



F609 ルテオリン尿酸値サポート ルテオリン
尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の
尿酸値を下げる機能があります。

プライム製薬合同会社 臨床試験

F610
ＷＨＩＴＥ　ＶＥＩＬ　ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｂ（ホワイトヴェール　プレミア
ム　ビー）

アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチ
ン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加
によりブルーライトなどの光のストレスから眼を保護す
る機能や、コントラスト感度（ぼやけ・かすみを和らげ
くっきり見る力）を改善する機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F611 美穀菜　しっかり満足トマトスープ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、
おなかの調子を整える機能があります。

株式会社ブルックス 研究レビュー

F612 ＧＡＢＡ（ギャバ）血圧サポート GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

プライム製薬合同会社 研究レビュー

F613
プラス　ネクスト　サプリメント（ＰＬＵＳ　ＮＥＸＴ　ＳＵＰＰＬＥＭ
ＥＮＴ）

モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の血
流を維持し、末梢の体表温を維持する機能がありま
す。

株式会社バイオテック 研究レビュー

F614 アクティブサプライ＋（プラス） クエン酸
クエン酸は継続的摂取により、日常の生活や運動後の
疲労感を軽減する働きがあります。

五洲薬品株式会社 研究レビュー

F615 良眠日和 GABA

GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、デスク
ワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生
じる一時的な疲労感を緩和する機能、血圧が高めの方
の血圧を低下させる機能があります。

株式会社ナチュラルガーデン 研究レビュー

F616 水溶性食物繊維　１ｋｇ イソマルトデキストリン（食物繊維）

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
する機能があります。また、おなかの調子を整えて便
通を改善します。

株式会社ハーバー研究所 研究レビュー

F617 水溶性食物繊維　分包 イソマルトデキストリン（食物繊維）

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
する機能があります。また、おなかの調子を整えて便
通を改善します。

株式会社ハーバー研究所 研究レビュー

F618 保阪流極すらり生活（ホサカリュウキワミスラリセイカツ）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす
機能があります。

株式会社愛粧堂 研究レビュー

F619 ＮａｔｕｒｅＳｈａｐｅ（ネイチャーシェイプ）１５６００ エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

F620 ナットウキナーゼプラスフコイダン 納豆菌由来ナットウキナーゼ
納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善す
ることで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がありま
す。

ヤクルトヘルスフーズ株式会社 研究レビュー



F621 ナットウキナーゼ 納豆菌由来ナットウキナーゼ
納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善す
ることで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がありま
す。

ヤクルトヘルスフーズ株式会社 研究レビュー

F622 アスタキサンチンサプリ アスタキサンチン

アスタキサンチンは、眼のピント調節機能を助け（ぼや
けを和らげ）、パソコンやスマートフォンの使用による一
時的な眼の疲労感および眼の使用による肩や腰の負
担を軽減します。また、アスタキサンチンは、肌の水分
保持に役立ち、肌の潤いを守るのを助ける（肌の保湿
力を維持する）機能があること、つまり肌のバリア機能
（保湿力）を維持します。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F623 プロシアニジン プロシアニジンB1及びB3
加齢とともに低下する血管の柔軟性（血管を締め付け
た後の血管の拡張度）維持に役立つ機能があります。

株式会社東洋新薬 臨床試験

F624 京のするり粒
ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マン
ギフェリン

ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンに
は、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。

株式会社やまちや 研究レビュー

F625 アップルシールド りんご由来プロシアニジン
りんご由来プロシアニジンには紫外線刺激から肌を保
護するのを助ける機能性があります。

株式会社元気生活 研究レビュー

F626 ＧＩＮＧＥＲ　ＦＩＧＨＴ（ジンジャーファイト）１０
還元型コエンザイムQ10、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10には、日常の生
活で生じる一過性の身体的な疲労感や精神的な疲労
感を軽減する機能があります。ブラックジンジャー由来
ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝
において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高
め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪を減らす機
能があります。

株式会社ECホールディングス 研究レビュー

F627 ヴァームスマートフィットパウダーアップル風味
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身
体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝
（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をよ
り減らす機能があります。

株式会社明治 研究レビュー

F628 プラズマローゲンハードカプセル ホタテ由来プラズマローゲン
ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部で
ある、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶
力を維持する機能があります。

株式会社ビーアンドエス・コーポレー
ション

研究レビュー

F629 コレステロック オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDLコレステロール（悪玉コレステロール）が
酸化され酸化LDLコレステロールになることを抑制させ
ます。

株式会社ヴィジョンステイト 研究レビュー

F630 おやすみメンテ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、GABA

ラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由来イソクエルシトリン
には、睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満
足感）の向上に役立つこと、GABAには、仕事や勉強な
どによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する
機能があります。

キューサイ株式会社 研究レビュー

F631 ネルリラ L-テアニン
L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減しま
す。また、L-テアニンには、一過性の作業ストレスによ
る精神的なストレス感をやわらげます。

合同会社ＮＩＫＴＡ 研究レビュー

F632 ぐっすりん
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社Cloud Link 研究レビュー



F633 すっきり　ちこり茶 チコリ由来イヌリン

チコリ由来イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやか
にします。さらに、チコリ由来イヌリンは善玉菌として知
られているビフィズス菌を増やすことで、お腹の調子を
整えます。

株式会社サラダコスモ 研究レビュー

F634 べにふうき粉末緑茶
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο-
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

静香園製茶株式会社 研究レビュー

F635 べにふうき粉末緑茶　個分包
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο-
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

静香園製茶株式会社 研究レビュー

F636 べにふうき緑茶　ティーバッグ
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ο-
(3-Ο-メチル)ガレート）

メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減します。

静香園製茶株式会社 研究レビュー

F637 ヘルシアＷ　いいこと巡り　コーヒー風味 コーヒー豆由来クロロゲン酸類
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、BMIが高めの方
の内臓脂肪を減らす機能と血圧が高めの方の血圧を
下げる機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

F638 ヘルシアＷ　いいこと巡り　黒豆茶風味 コーヒー豆由来クロロゲン酸類
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、BMIが高めの方
の内臓脂肪を減らす機能と血圧が高めの方の血圧を
下げる機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

F639 羊羹 オリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABA

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL（悪玉）コレステロールが酸化され酸化
LDLコレステロールになることを抑制させます。また、
GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

F640 血糖セーブ菊芋粒 イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

株式会社全日本通販 研究レビュー

F641 ｏｎａｋａＷ（おなかダブル）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）、植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）には、便
通を改善する機能があります。

ピルボックスジャパン株式会社 研究レビュー

F642 ヘルシア　ｍｙ（マイ）リズムａ 茶カテキン、クエン酸
茶カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機
能があります。クエン酸には、日常生活や運動後の一
時的な疲労感を軽減する機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

F643 ヘルシアＷ　いいこと巡り茶 コーヒー豆由来クロロゲン酸類
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、BMIが高めの方
の内臓脂肪を減らす機能と血圧が高めの方の血圧を
下げる機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

F644
腸まで届ける　ナイスリムエッセンス　ラクトフェリン　葛の花
プレミアム

ラクトフェリン、葛の花由来イソフラボン（テ
クトリゲニン類として）

ラクトフェリンは、肥満気味な方の内臓脂肪を減らすの
を助け、高めのBMIの改善に役立ちます。葛の花由来
イソフラボン（テクトリゲニン類として）は、肥満気味な方
の、体重、内臓脂肪、腹部皮下脂肪、ウエストサイズを
減らすのを助ける機能があります。

ライオン株式会社 研究レビュー

F645 げんびプレミアム
ターミナリアベリリカ由来没食子酸、
GABA(γ-アミノ酪酸)

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。GABA(γ
-アミノ酪酸)には、血圧が高めの方の血圧を下げる機
能があります。

インフィニティー株式会社 研究レビュー



F646 マルトビオン酸Ｃａゼリー マルトビオン酸
マルトビオン酸には、食事に含まれる鉄、カルシウムや
マグネシウムの吸収を促進する機能があります。

サンエイ糖化株式会社 研究レビュー

F647 腰サポートＥＸ（イーエックス） アスタキサンチン、ヒハツ由来ピペリン類
日常生活中の中腰・前かがみ時に生じる腰の不快感を
軽減する機能があります。

キューサイ株式会社 臨床試験

F648 蒟蒻ゼリー　プラス肌の潤いケア パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

株式会社エースベーカリー 研究レビュー

F649 ＥＰＡ＋ＤＨＡ（イーピーエープラスディーエイチエー） EPA・DHA

EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。
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します。※
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。

伊藤忠商事株式会社 研究レビュー

F650 善快 オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

薬糧開発株式会社 研究レビュー

F651 高ＧＡＢＡ（ギャバ）トマト GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があいます。本品1～2個（可食部71g）
を食べると機能性が報告されている一日当たりの機能
性関与成分(GABA)の量の50％を摂取できます。

カゴメアグリフレッシュ株式会社 研究レビュー

F652 脳活ジオスゲニン ジオスゲニン
ジオスゲニンには、健常な中高年の方の加齢に伴い低
下する認知機能を維持する機能があります。

タカノ株式会社 臨床試験

F653 快適ウォーク
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社ラメール 研究レビュー

F654 “難消化性オリゴ糖”マルトビオン酸ゼリー マルトビオン酸
マルトビオン酸には、食事に含まれる鉄・カルシウム・
マグネシウムの吸収を促進する機能や、おなかの調子
を整える機能があります。

サンエイ糖化株式会社 研究レビュー

F655 ロコモＧ（ジー）ネット
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

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非
変性Ⅱ型コラーゲンは、健常な中高年のひざの曲げ伸
ばし・階段昇降・歩行をサポートします。

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

F656 ウエストキュート りんご由来プロシアニジン
りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の、体脂
肪・内臓脂肪・ウエストサイズを減らし、体重の減少を
サポートし高めのBMIを低下させる機能があります。

桜華株式会社 研究レビュー

F657 メタストップ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。

株式会社ラメール 研究レビュー

F658 十勝のむヨーグルト　白桃 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

F659 強炭酸水プラス　４９０ｍｌ イソマルトデキストリン（食物繊維）
イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪の
吸収や、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の
吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー



F660 ねむリラク
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、ヒハツ由来ピペリン類

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は、睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満
足感）を高める機能があります。ヒハツ由来ピペリン類
には、冷えにより低下した末梢血流を正常に整え、冷
えによる末梢(手)の体温（皮膚表面温度）の低下を軽
減する機能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

F661 毎朝爽快Ｌｉｇｈｔ（ライト）　ピーチレモネード味 ラクチュロース

ラクチュロースには、胃や小腸で分解、吸収されること
なくそのまま大腸に届き、腸内環境を良好にする（善玉
菌の代表であるビフィズス菌を増やしたり割合を高め
たりする）機能や、お通じを増やす（排便回数を増や
す）機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F662 ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭＢ（エイチエムビー）ゼリー
ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチル
ブチレート）

ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）
には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠
かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能が
あります。

株式会社ニュートネクス 研究レビュー

F663 「ウィルキンソンタンサン」エクストラ　レモン イソマルトデキストリン（食物繊維）
イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪の
吸収や、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の
吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

F664
「ウィルキンソンタンサン」エクストラ　ピンクグレープフルー
ツ

イソマルトデキストリン（食物繊維）
イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪の
吸収や、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の
吸収を抑える機能があります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

F665 毎朝爽快　オリゴで腸活 ラクチュロース

ラクチュロースには、胃や小腸で分解、吸収されること
なくそのまま大腸に届き、腸内環境を良好にする（善玉
菌の代表であるビフィズス菌を増やしたり割合を高め
たりする）機能や、お通じを増やす（排便回数を増や
す）機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F666 ヴァームスマートフィットウォーター　グレープフルーツ風味
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身
体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝
（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をよ
り減らす機能があります。

株式会社明治 研究レビュー

F667 センナ茎茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑え、食後に上がる中性脂肪や
血糖値を抑える機能があります。また、お腹の調子を
整える機能があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

F668 ヘルスイッチａ エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社オーガランド 研究レビュー

F669 伊勢黒潮まだい DHA・EPA DHA･EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 三重県漁業協同組合連合会 研究レビュー

F670 ＣＨＯＵ・素肌マネージメント（チョウ・スハダマネージメント） 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持
する機能、お通じを改善する機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

F671 高純度　水溶性食物繊維　イヌリン イヌリン

イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。
また、イヌリンは血中中性脂肪を下げます。さらに、イ
ヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増や
し、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなか
の調子を整えます。

株式会社燦樹 研究レビュー



F672 健視計画 デルフィニジン３，５‐ジグルコシド

デルフィニジン 3,5-ジグルコシドには、スマートフォンや
パソコンなどの作業を日常的に行う健康な人の低下し
がちな目の潤いをサポートし、目の一時的な疲労感や
不快感を軽減する機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

F673 食物せんいをプラスした爽健食パン 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化デキストリンには、食事から摂取した脂肪や糖
の吸収を抑えて、食後の血糖値や血中中性脂肪の上
昇を抑える機能があります。

株式会社ミールケア 研究レビュー

F674 イヌリンのめぐり イヌリン
イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。
さらにイヌリンは善玉菌として知られているビフィズス
菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。

日本フーズケミカル株式会社 研究レビュー

F675 リファイン　脳キレイ コーヒー豆由来クロロゲン酸類

コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、睡眠の質（夜中
の中途覚醒時間を減らす・起きた時の疲労感を減ら
す）を高める機能と、加齢によって衰える認知機能の一
部である、実行機能（状況に応じて適切に注意を切り
替える力）、認知機能速度（複雑な視知覚情報を認識
し、応答し、運動協調する力）をサポートします。

花王株式会社 研究レビュー

F676 毎日ヨーグルトプレーン ビフィズス菌BB-12（B.lactis）
ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届くこと
で腸内環境を改善し、便通を改善する機能がありま
す。

日本酪農協同株式会社 研究レビュー

F677 糖調唐辛子 ルテオリン
ルテオリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があ
ります。

株式会社韓国糖調唐辛子生産者連合
会

研究レビュー

F678 健眠革命ギャバゴールド ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ
機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があり
ます。

エコアライブ株式会社 研究レビュー

F679 とろろ酢 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。

株式会社くらこん 研究レビュー

F680 ナットウキナーゼさらさら粒 納豆菌由来ナットウキナーゼ
納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流（末梢）を改善す
ることで血圧が高めの方の血圧を下げます。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F681 ナイシヘルプ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F682 記憶の番人 エルゴチオネイン

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

株式会社エル・エスコーポレーション 臨床試験

F683 アラプラス　糖ダウン　アラシア
5-アミノレブリン酸リン酸塩、サラシア由来
サラシノール

ALAは高めの空腹時血糖値を正常に近づけることをサ
ポートし、食後血糖値の上昇を穏やかにします。サラシ
ア由来サラシノールは食事から摂取した糖の吸収を抑
え、食後血糖値の上昇を穏やかにします。

ＳＢＩアラプロモ株式会社 研究レビュー



F684 スルーラクト 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）
植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）には、おなかの調子
を整えお通じを改善する機能があります。

ナチュラルレインボー株式会社 研究レビュー

F685 フォースリープレミアム
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る機能、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能が
あります。

株式会社メタボリック 研究レビュー

F686 健歩計画
黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボン、黒
ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラ
ボン

黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボン、黒ショウガ由来
5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンには、中高年齢者にお
いて加齢により衰える歩行能力の維持に役立ちます。

三生医薬株式会社 研究レビュー

F687 セラミドピュアウォーター こんにゃく由来グルコシルセラミド
こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能
（保湿力）を高めます。

アピ株式会社 研究レビュー

F688 すや睡眠
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

F689 ひざ楽茶 N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りに
おけるひざ関節の悩みを改善します。また、肌が乾燥
しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。

シオノケミカル株式会社 研究レビュー

F690 乳酸菌プラス２２
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は便通を
改善する機能があります。

株式会社メディワン 研究レビュー

F691 ウエイトシェイプ エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、ウエスト周囲径、体
脂肪、内臓脂肪、血中中性脂肪の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

F692 １５０種の素材　火の力 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには肥満気味の方の体
脂肪を減らす機能があります。

株式会社生活の木 研究レビュー

F693 ＬＵＭＩＮＯＵＳ　ＢＬＯＣＫ（ルミナスブロック） アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社ヴィワンアークス 研究レビュー

F694 ヘルシア　ｍｙ（マイ）リズムｓ 茶カテキン、クエン酸
茶カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機
能があります。クエン酸には、日常生活や運動後の一
時的な疲労感を軽減する機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

F695 コルマータＱ１０Ｖ（キューテンブイ） 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過
性の身体的な疲労感を軽減する機能があります。

株式会社ライフ・クオリテイ研究所 研究レビュー

F696 ＧＯＬＤＡＹ　ＯＮ（ゴールデイ　オン）
ローズヒップ由来ティリロサイド、モノグル
コシルヘスペリジン

ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。モノグルコシルヘスペ
リジンには、気温や室温が低い時に血流（末梢血流）を
改善し、体温（末梢体温）を保つ機能があります。

健創製薬株式会社 研究レビュー



F697 サトウアクティブゼリー GABA

GABAには、一時的な活気・活力感（積極的な気分にす
る、生き生きとした気分にする、やる気にする、活気が
わいてくるなど）の低下を軽減します。また、デスクワー
クなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一
時的な疲労感を緩和します。

佐藤製薬株式会社 研究レビュー

F698 ヒハツサプリ ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F699 ヒハツ生活 ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F700 魚ＤＥ（で）さらら ＤＨＡ・ＥＰＡ

DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活
における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する
情報の判断や読み書きをサポートする機能がありま
す。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がありま
す。

株式会社りぶメール 研究レビュー

F701 ピルクル＋α（プラスアルファ） イヌリン、乳酸菌NY1301株

イヌリンは血中中性脂肪を下げる機能、食後の血糖値
の上昇をゆるやかにする機能、乳酸菌NY1301株は腸
内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があ
ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

F702 シックスダウン エラグ酸
エラグ酸には、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂
肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪を減らすのを
助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社GT 研究レビュー

F703 夢眠の雫 GABA
GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能があります。

株式会社ＩＨＭ 研究レビュー

F704 トリプルクリアＮｅｏ（ネオ）
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラクトン、ルテイン、ゼア
キサンチン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑
色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度
（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を
識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する
視機能）のサポート、良質な睡眠、目の疲労感の軽減
に役立つ機能があります。

株式会社中一メディカル 研究レビュー

F705 カロリケア エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社Hongo 研究レビュー

F706 ターミナリアファイン ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇を抑える機能があります。

株式会社MARS 研究レビュー

F707 ＮアセチルグルコサミンロコモＤＸ（ディーエックス）
N-アセチルグルコサミン、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の動きの悩みを
改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ンは、年齢とともに低下する足の筋力に作用することに
より、中高年の歩く力を維持します。

株式会社エーエルジャパン 研究レビュー



F708 ピルクル４００Ｌｉｇｈｔ（ライト） 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

F709 おろし本山葵
本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシ
ルイソチオシアネート（6-MSITC）

6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能
の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や
注意力を向上させる機能があります。

金印株式会社 研究レビュー

F710 ライフスマート　チョコレート　記憶力
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社ノースカラーズ 研究レビュー

F711 ライフスマート　チョコレート　快眠
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社ノースカラーズ 研究レビュー

F712 もち麦もっちり！梅こんぶおむすび 大麦β－グルカン
大麦β－グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやか
にします。

株式会社武蔵野 研究レビュー

F713 からだあったか　ツバキ カメリアサポニンＢ２
カメリアサポニンB2は、末梢部位の血流を改善するこ
とにより、気温や室温が低い時などの冷えにより低下
した末梢部位の体温を回復する機能があります。

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー

F714 ヴァームスマートフィットウォーター　栄養ドリンク風味
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身
体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝
（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をよ
り減らす機能があります。

株式会社明治 研究レビュー

F715 プラズマローゲン　アドバンスト ホヤ由来プラズマローゲン

ホヤ由来プラズマローゲンには人の顔や物を置いた場
所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一
部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。
視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後
から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能
力のことをいいます。

エフエムジー＆ミッション株式会社 研究レビュー

F716 ヨーグレナ
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は
生きて腸まで届き、便秘傾向者の便通を改善する機能
があります。

株式会社ＭＥＪ 研究レビュー

F717 プレミアムカテキン糖脂
茶カテキン、エピガロカテキンガレート
（EGCg）

茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させ
る機能があります。エピガロカテキンガレート（EGCg）に
は食後血糖値の上昇をおだやかにする機能がありま
す。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

F718 ねぎとろ丼用まぐろたたき 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリンは、食事から摂取した糖の吸収
を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能がありま
す。

株式会社マリンフレッシュ 研究レビュー

F719
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜ミルク＞　ス
タンドパウチ

γ-アミノ酪酸
γ-アミノ酪酸には、仕事や勉強等による、一時的・心
理的なストレスの低減機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

F720
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜ビター＞　ス
タンドパウチ

γ-アミノ酪酸
γ-アミノ酪酸には、仕事や勉強等による、一時的・心
理的なストレスの低減機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー



F721 ベジサポ　速菜チャージ　青汁ミックス　１００ｍｌ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪や
糖の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調
子を整える機能があります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

F722 ベジサポ　速菜チャージ　野菜＆フルーツミックス　１００ｍｌ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪や
糖の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調
子を整える機能があります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

F723 ブラックジンジャーカプセル
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費し
やすくする作用により、肥満気味の方のＢＭＩやウエス
ト周囲径を減らすのを助ける機能があります。

水橋保寿堂製薬株式会社 臨床試験

F724
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭＢ（エイチエムビー）ゼリー（２
本入）

ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチル
ブチレート）

ＨＭＢ（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）
には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠
かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能が
あります。

株式会社ニュートネクス 研究レビュー

F725 はずみケア GABA
GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを
助ける機能があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

F726 ウエストクレンズ 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）

茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味
の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低
下させ、体重の減少をサポートし、高めのＢＭＩを低下さ
せる機能があります。

株式会社ＫＩＹＯＲＡ 研究レビュー

F727 ウエストスリム 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）

茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味
の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低
下させ、体重の減少をサポートし、高めのＢＭＩを低下さ
せる機能があります。

株式会社ＫＩＹＯＲＡ 研究レビュー

F728 兆に届く乳酸菌ｎＥＦ　ＥＸ（エヌイーエフ　イーエックス）
Enterococcus faecalis KH2株 (ナノ型乳酸
菌nEF)

Enterococcus faecalis KH2株 (ナノ型乳酸菌nEF) は、
便秘気味の方の腸内の酪酸産生菌の割合を増加させ
ることにより腸内環境を改善し、便通改善に役立ちま
す。

ニコニコ理研有限会社 研究レビュー

F729 楽美健快　ジンウォーム モノグルコシルヘスペリジン

モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下する
末梢血流を正常に整え、皮膚温度を維持する機能が
あります。また、血圧が高めの方の血圧を下げる機能
があります。

株式会社健美舎 研究レビュー

F730 十勝のむヨーグルト　レモン 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

F731 糖質注意報ａ サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後
の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

F732 健筋計画
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水
和物（HMBカルシウム）

HMBカルシウムには、自立した日常生活を送る上で必
要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能
があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

F733 アスタキサンチン　ドリンク アスタキサンチン
抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、肌の水分量と
肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助け
る機能があります。

富士化学工業株式会社 研究レビュー



F734 カラダを想うメニュー　ポテトサラダ GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

デリア食品株式会社 研究レビュー

F735 アップルサプリメント りんご由来プロシアニジン
りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の高めの
BMIを減らすのを助ける機能があります。

株式会社元気生活 研究レビュー

F736 健労計画
ライチおよびチャ由来フラバノール単量体
ならびに二量体

ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二
量体は日常生活で生じる一過性の身体的な疲労感を
軽減する機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

F737
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）＜ミルク＞　小
袋

γ-アミノ酪酸
γ-アミノ酪酸には、仕事や勉強等による、一時的・心
理的なストレスの低減機能があります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

F738 ＧＡＢＡ＋Ｓ（ギャバプラスエス） GABA
GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを
助ける機能があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F739 ＧＡＢＡごはん 大麦由来β-グルカン、GABA
大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだや
かにします。GABAには高めの血圧を低下させる機能
があります。

株式会社マエダ 研究レビュー

F740 ＯＳＫ（オーエスケー）粉末桑茶 桑由来モラノリン
糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を緩やかにする
機能があります。

株式会社小谷穀粉 研究レビュー

F741 血圧ケアタブレット GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

株式会社ヘルシープラス 研究レビュー

F742 シボカット
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

合同会社ＮＩＫＴＡ 研究レビュー

F743 わたしケアコレステロール オリーブ由来ヒドロキシチロソール
オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDLコレステロール（悪玉コレステロール）の
酸化を抑制させます。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

F744 レスベラトロールアドバンスト レスベラトロール
レスベラトロールは、中高年の加齢により低下する認
知機能の一部である記憶力*を維持します。*記憶力：
見たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力

機能性食品開発研究センター株式会
社

研究レビュー

F745 ファイトベジブロッコリー スルフォラファングルコシノレート

スルフォラファングルコシノレートには健康な中高年の
方の、健常域でやや高めの血中肝機能酵素（ALT）値
を低下させる機能があります。ALT値は、肝臓の健康
状態を示す指標の一つです。

株式会社アイファーム 研究レビュー

F746 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）オリーブ＆コレステロール オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

株式会社三協 研究レビュー

F747 ＦＢ（エフビー）ドリンクＲ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、ＢＭＩが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

株式会社ＴＢＣ 研究レビュー



F748 めぐみのルテイン３０ ルテイン、ゼアキサンチン、GABA

ルテイン、ゼアキサンチンは、目の黄斑部の色素密度
の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、
コントラスト感度（ぼやけ・かすみの軽減によりくっきり
見る力）を改善し、目の調子を整えます。GABAには、
仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を
軽減する機能があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

F749 オメガのめぐり DHA、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、判断力を維持、サポートす
る機能があります。（記憶力：数に関する情報を記憶
し、思い出す力。判断力：数字や文字の情報を認識し、
次の行動にうつす力。）ＤＨＡとＥＰＡには、中性脂肪を
低下させる機能があります。

株式会社アカシアの樹 研究レビュー

F750 セイユー　アンセリンヘルス アンセリン
アンセリンは、血清尿酸値が健常領域で高め（尿酸値
5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

F751 リフレのぐっすりずむｂ L-テアニン

L-テアニンは、睡眠の質をすこやかに改善（睡眠効率
＜就床時間中の睡眠の割合＞を上げ、すっきりとした
目覚めと起床時の眠気・疲労感の軽減に役立つ）する
とともに、一過性の作業などによるストレス（精神的負
担）を和らげる機能があります。

株式会社リフレ 研究レビュー

F752 ビオマインコートタイプ 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株
枯草菌C-3102株は、腸内にもともといる善玉菌（ビフィ
ズス菌、酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フ
ローラ）を整えます。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F753 肌潤セラミド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高め
ます。

株式会社ミカレア 研究レビュー

F754 目の疲れによるピント調節にブルーベリー ビルベリー果実由来アントシアニン
ビルベリー果実由来アントシアニンは、VDT作業（パソ
コンやスマートフォンなどのモニター作業）の目の疲れ
によるピント調節機能の低下を緩和します。

株式会社スクロール 研究レビュー

F755 内臓脂肪を減らすブラックジンジャー
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

株式会社スクロール 研究レビュー

F756
メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ（ギャバ）ｆｏｒ　Ｓｌｅｅｐ
（フォースリープ）＜甘さひかえめビター＞

γ-アミノ酪酸
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ります。

江崎グリコ株式会社 研究レビュー

F757 さっと飲めるＮーアセチルグルコサミンＧ N-アセチルグルコサミン

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

日本水産株式会社 研究レビュー

F758 かんで食べるＮーアセチルグルコサミンＧ N-アセチルグルコサミン

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

日本水産株式会社 研究レビュー



F759 ミンティアエクスケア　デンタルプラス　ペパーミント エピガロカテキンガレート(EGCg)
エピガロカテキンガレート(EGCg)は、口内環境を良好
に保ち(歯垢の生成を抑える)ます。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F760 葛花・ルイボス茶
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

F761 カテキン減肥緑茶 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）

茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味
の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減
少させ、体重の減少をサポートし、高めのＢＭＩを低下さ
せる機能があります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

F762 健桑茶 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）には食後の血糖値
が上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後の血中
中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を
おだやかにする機能があります。

株式会社峯樹木園 研究レビュー

F763 マンナンＧＯ（ゴー）　セラミド＋（プラス） こんにゃく由来グルコシルセラミド
こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能
（保湿力）を高めます。

株式会社マンナンライフ 研究レビュー

F764 キポフェン キウイ由来プロシアニジン
キウイ由来プロシアニジンは 食事による脂肪の吸収を
抑えることで、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能が
あります。

株式会社基理 研究レビュー

F765 ＰＵＲＵＲＩ　ＮＩＧＨＴ（プルリナイト） 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）、GABA

植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維
持する機能があります。GABAには、肌の弾力を維持し
肌の健康を守るのを助ける機能があります。さらに、
GABAには一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があり
ます。

株式会社ECホールディングス 研究レビュー

F766 ＤＨＡ＋（ディーエイチエープラス）ルテイン DHA、EPA、ルテイン

DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。
また、DHAには、中高年の認知機能の一部である、日
常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに
関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があ
ります。ルテインは眼の黄斑色素量を高める働きがあ
り、ブルーライトなどの光の刺激から眼を守り、かすみ
やぼやけ(コントラスト感度)の改善によって、視覚機能
を維持する機能があります。

株式会社基理 研究レビュー

F767 特濃ミルク８．２カフェオレ GABA
GABAは、仕事や勉強などによる一時的な精神的スト
レスや疲労感を軽減します。

味覚糖株式会社 研究レビュー

F768 リポビタンゼリーａ クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。

大正製薬株式会社 研究レビュー

F769 ＳＬＩＭ　Ｇ（スリム　ジー）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能
があります。

ヤーマン株式会社 研究レビュー

F770 ヒハツむくぽかタブレット ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能及び冷えにより低下した血流（末梢
血流）を正常に整え、冷えによる手足（末梢)の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

ハウザー食品株式会社 研究レビュー



F771 すらすらサポートａ L-テアニン
L-テアニンは、認知機能の一部である言語流暢性（言
語情報を適切に素早く数多く思い出す力）が低めの方
の言語流暢性をサポートする機能があります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

F772 大麦若葉粉末 大麦若葉由来食物繊維 便通を改善する機能があります。 山本漢方製薬株式会社 臨床試験

F773 尿酸ヘルプ ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F774 美味しく飲めるホンチョ　ブルーベリー 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。

大象ジャパン株式会社 研究レビュー

F775 美味しく飲めるホンチョ　野いちご 酢酸
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能
があります。

大象ジャパン株式会社 研究レビュー

F776 オールブラン　香るさわやかフルーツ 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

F777 ＣＧＣ国内産もち麦（丸麦） 大麦β-グルカン
大麦β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかに
します。

株式会社シジシージャパン 研究レビュー

F778 ねむコラ GABA

GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があり
ます。また、GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康
を守るのを助ける機能があります。

健創製薬株式会社 研究レビュー

F779 こうせん桑茶難消化性デキストリンプラス 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る糖や脂肪の吸収を抑え、食後に上がる血糖値や中
性脂肪を抑える機能があります。

株式会社シルクルネッサンス 研究レビュー

F780
腸まで届けるナイスリムエッセンス　ラクトフェリン　乳酸菌Ｐ
ＬＵＳ（プラス）

ラクトフェリン、乳酸菌K-1 (L. casei 327)

ラクトフェリンは、肥満気味な方のおなかの脂肪（内臓
脂肪）を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立ちま
す。乳酸菌K-1（L. casei 327）は、おなかの調子を整
え、お通じの改善を助けます。また、乳酸菌K-1（L.
casei 327）は、肌の潤いを逃がしにくくし、肌を乾燥か
ら守る機能（バリア機能）を維持します。

ライオン株式会社 研究レビュー

F781 瞳くっきりエイジ
アスタキサンチン・ルテイン・ゼアキサンチ
ン

アスタキサンチンは、手元のピント調節力を維持し、日
常的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減します。ま
た、ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加さ
せ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの緩和によって
はっきりと見る力（コントラスト感度）をサポートします。

株式会社アテニア 研究レビュー

F782 糖質９０％オフのど飴＜爽快ぶどう味＞ イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

F783 ココラクト
乳酸菌GR-1(Lactobacillus rhamnosus)お
よび乳酸菌RC-14(Lactobacillus reuteri)

乳酸菌GR-1および乳酸菌RC-14には、膣内環境を良
好にし、膣内の調子を整える機能があります。

株式会社雄飛堂 研究レビュー



F784 ブロッコリースルフォラファンスプラウトお肌７０ スルフォラファングルコシノレート

スルフォラファングルコシノレートを20mg/日摂取すると
肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を高める機能、
スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取する
と、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血
中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があります。

株式会社サラダコスモ 研究レビュー

F785 キユーピー　ごまドレッシング ローズヒップ由来ティリロサイド
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
機能があります。

キユーピー株式会社 研究レビュー

F786 キユーピー　和風醤油ドレッシング　黒酢入り ローズヒップ由来ティリロサイド
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
機能があります。

キユーピー株式会社 研究レビュー

F787 ノエビア　ウェイトバランス
エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リ
ノレン酸）、ブラックジンジャー由来ポリメト
キシフラボン

エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）に
は、肥満気味な方の内臓脂肪を減少させる機能があり
ます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンに
は、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消
費しやすくする作用により、腹部の脂肪を減らす機能
があります。

株式会社ノエビア 研究レビュー

F788 ブロッコリースルフォラファンスプラウトお肌　Ｂ スルフォラファングルコシノレート

スルフォラファングルコシノレートを20mg/日摂取すると
肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を高める機能、
スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取する
と、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血
中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があります。

株式会社サラダコスモ 研究レビュー

F789 ケールスルフォラファンスプラウトお肌　Ｂ スルフォラファングルコシノレート

スルフォラファングルコシノレートを20mg/日摂取すると
肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を高める機能、
スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取する
と、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血
中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があります。

株式会社サラダコスモ 研究レビュー

F790 梅丹　梅肉エキスｃ クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。さらに、クエン酸は継続的な摂取
により、日常生活の疲労感を軽減します。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F791 Ｔｈｅ　ＢＵＲＮＩＮＧ（ザ・バーニング） 茶カテキン
茶カテキンには、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす
機能があります。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

F792 バナバさん バナバ葉由来コロソリン酸
バナバ葉由来コロソリン酸は、健常な方の高めの空腹
時血糖値を下げる機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

F793 冷えナイス モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の血
流を維持し、末梢の体表温を維持する機能がありま
す。

株式会社全日本通教 研究レビュー

F794 グルコサミン１６００ グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はひざ関節の可動域の改善、ひざ
関節の違和感を軽減します。

東久漢方薬品株式会社 研究レビュー

F795 ルテオリン尿酸ケア ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社サンセリテ札幌 研究レビュー

F796 アルークα（アルファ）ＮＡＧ（エヌエージー）プレミアム
N-アセチルグルコサミン、サケ鼻軟骨由来
プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性
Ⅱ型コラーゲン

N-アセチルグルコサミンには、歩行や階段の昇降にお
けるひざ関節の悩みの改善、サケ鼻軟骨由来プロテオ
グリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲンには、
ひざ関節の動きをサポートし、違和感をやわらげます。

ワダカルシウム製薬株式会社 研究レビュー



F797
ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）　機能性　体脂肪サポート
スムージー　ベリー味

ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

F798
ｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ（マツキヨラボ）　機能性　体脂肪サポート
スムージー　マンゴー味

ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

F799 コツナールプレミアム 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社ナカトミ 研究レビュー

F800 デジタル快眠 ルテイン、ゼアキサンチン
ルテイン、ゼアキサンチンには、ブルーライトなどによ
る光ストレスを軽減する機能、睡眠の質を向上させる
機能があります。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F801 ＧＡＢＡｉｎ（ギャバ　イン）緑茶 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社静岡茶通信直販センター 研究レビュー

F802 ＧＡＢＡｉｎ（ギャバ　イン）ほうじ茶 GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社静岡茶通信直販センター 研究レビュー

F803 脳活セブンアミノ

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

記憶力の衰えを感じている健康な中高年の方の、加齢
によって衰える認知機能の一部である注意力（複数の
物事に注意を払える力、重要な物事に素早く注意を向
ける力）と認知的柔軟性（外部からの情報等の刺激に
対して考え方を柔軟に変える力）を維持し、前向きな気
持ち（明るく楽しい気分、意欲的・活動的な状態など）を
サポートする機能があります。

味の素株式会社 臨床試験

F804 プレミアムベリー　ルテイン２０ ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

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

ライフメイト株式会社 研究レビュー

F805
ＬＩＭＮＥ　ＴＨＥ　ＳＵＰＰＬＥＭＥＮＴ　［Ａｐ］（リムネ　ザ　サプ
リメント　エーピー）

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社LIMNE 研究レビュー

F806 ビオリーナ
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、
生きて腸まで届き、便通を改善する機能があります。

株式会社リフレ 研究レビュー

F807 ６０代からのあたまサプリ　翠能玉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶
力（言語や図形などを覚え、思い出す能力）を維持しま
す。

株式会社わかさ生活 研究レビュー

F808 尿酸バスターズ アンセリン
アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5
～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。

株式会社アニマート 研究レビュー

F809 健美の彩食 イヌリン

イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにするこ
と、血中中性脂肪を下げること、善玉菌の一種であるビ
フィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じ
を改善しおなかの調子を整えます。

株式会社Hongo 研究レビュー



F810 ファイラＨＭＢ（エイチエムビー）

HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒ
ドロキシ－３－メチルブチレートモノハイド
レート）、ブラックジンジャー由来ポリメトキ
シフラボン

HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３
－メチルブチレートモノハイドレート）には、年齢とともに
低下する筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、
自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量及び筋
力・筋持久力の維持に役立つ機能があります。ブラック
ジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時の
エネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機
能があります。またBMIが高め（BMI24以上30未満）の
方の腹部の脂肪を減らす機能があります。

株式会社エムアンドエム 研究レビュー

F811 セラミーピュアプラス パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高
めます。

株式会社シーボン 研究レビュー

F812 記憶ケアβ（ベータ）ラクトリン宅配専用　１００ｍｌ βラクトリン
βラクトリンには加齢に伴って低下する記憶力（手がか
りをもとに思い出す力）を維持します。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

F813
ＳＵＳ（エスユーエス）　乳酸菌ＣＰ（シーピー）１５６３スリムラ
クト

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオク
タデカン酸(10-HOA)

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を
減らす機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F814
ＳＵＳ（エスユーエス）　乳酸菌ＣＰ（シーピー）１５６３シェイク
カフェラテ

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオク
タデカン酸(10-HOA)

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を
減らす機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F815 賢人の食習慣　カプセル
サラシア由来サラシノール
DHA・EPA
GABA

サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を緩
やかにします。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機
能があります。GABAには血圧が高めの方の血圧を下
げる機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

F816
ＳＵＳ（エスユーエス）　乳酸菌ＣＰ（シーピー）１５６３シェイク
ロイヤルミルクティ

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオク
タデカン酸(10-HOA)

乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸
（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を
減らす機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F817 おなかの脂肪を減らす　元祖しっとりカレーせんべい
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F818 Ｔａｒａｍｉ（タラミ）　すこやかりんご０ｋｃａｌ（キロカロリー） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社たらみ 研究レビュー

F819 おなかの脂肪を減らす。元祖しっとりカレーせんべい
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F820 イチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断力（判断の正確さ）を向上させ
ます。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー



F821 おなかの脂肪を減らす　元祖しっとりカレーせんべい　ａ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F822 おなかの脂肪を減らす　元祖しっとりカレーせんべい　ｂ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F823 Ｓｍｏｏｔｈ（スムース）３ｇ（グラム） イヌリン

イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。また、イヌリンには腸内のビフィズス菌を増やし、
腸内環境を整える機能があり、特に便秘傾向者におい
てお通じを改善する（排便回数、排便量を増やす）機能
があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

F824 菊芋のイヌリンＷ（ダブル） イヌリン

イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。また、イヌリンには腸内のビフィズス菌を増やし、
腸内環境を整える機能があり、特に便秘傾向者におい
てお通じを改善する（排便回数、排便量を増やす）機能
があります。

メロディアン株式会社 研究レビュー

F825 おなかの脂肪を減らす。元祖しっとりカレーせんべい　ａ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F826 おなかの脂肪を減らす。元祖しっとりカレーせんべい　ｂ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F827 元祖しっとりカレーせんべい
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F828 元祖しっとりカレーせんべい　ａ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F829 元祖しっとりカレーせんべい　ｂ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F830
おなかの脂肪を減らすのを助ける。元祖しっとりカレーせん
べい

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らすのを助
ける機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー



F831
おなかの脂肪を減らすのを助ける。元祖しっとりカレーせん
べい　ａ

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らすのを助
ける機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F832
おなかの脂肪を減らすのを助ける。元祖しっとりカレーせん
べい　ｂ

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
おなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らすのを助
ける機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F833 宝脚
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があり
ます。

湧永製薬株式会社 研究レビュー

F834 見る力　ルテイン２７ ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄班部の色素量を
増やす働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光スト
レスから目を保護し、コントラスト感度(ぼやけの軽減に
よりくっきり見る力)を改善する機能があります。

株式会社サンセリテ札幌 研究レビュー

F835 テアニンシュガー L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を高める(起床時の疲労感
や眠気を軽減)とともに、一過性の作業にともなうストレ
スをやわらげます。

株式会社パールエース 研究レビュー

F836 マスターホワイト パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高め
ます。

株式会社ヴィジョンステイト 研究レビュー

F837 九州産桑の葉茶 ＧＡＢＡ
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

株式会社河村農園 研究レビュー

F838 イチョウ葉サプリ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F839 ＫＯＭＢＵＣＨＡ（コンブチャ）＆（アンド）植物酵素 難消化性デキストリン（食物繊維として）

難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後の
血中中性脂肪値や血糖値の上昇をおだやかにする機
能があります。また、便通を改善しておなかの調子を
整える機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー



F840 もやっとクリア
ホヤ由来プラズマローゲン、ルテイン、ゼ
アキサンチン

ホヤ由来プラズマローゲンには記憶力の衰えを感じる
中高年の方の認知機能の一部である視覚的な記憶力
※1を維持する機能があります。ルテイン・ゼアキサン
チンには加齢に伴い低下する認知機能の一部である
注意力※2や思考の柔軟性※3を維持する機能があり
ます。また、目の黄斑色素密度を増加させる働きによ
り、ブルーライトなどの光の刺激から保護し、ぼやけや
かすみを軽減してくっきり見る力（色コントラスト感度）を
改善する機能があります。
※1　図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす
力であり、図形や空間的表現の処理能力
※2　一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向け
られる能力
※3　変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方
を修正し対処する能力

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

F841 緑茶減流素 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）

茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味
の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低
下させ、体重の減少をサポートし、高めのＢＭＩを低下さ
せる機能があります。

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

F842 コレステライフ オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

株式会社ヘルシープラス 研究レビュー

F843 スパイスサプリ　サフランｂ
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールに
は、睡眠の質が低いと感じている方において、睡眠の
質（眠りの深さ、起床時の睡眠に対する満足感、すっき
りとした目覚め）の向上に役立つ機能や、活動時の眠
気を軽減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持
させる機能があります。

ヱスビー食品株式会社 研究レビュー

F844 きらきらマンゴノキ エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、ウエスト周囲径、体
脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F845 ｇｏｏｄ　ｊｏｂ　α（グッジョブアルファ） クエン酸
クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労
感を軽減します。

株式会社エコファームみかた 研究レビュー

F846 オリーブ生活 オリーブ由来ヒドロキシチロソール
抗酸化作用を持つオリーブ由来ヒドロキシチロソール
は、血中の酸化LDLコレステロールを減らします。

ネキシラ株式会社 研究レビュー

F847 生鮮プレミアム　活〆かんぱち DHA・EPA DHA･EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。 株式会社ベイシア 研究レビュー

F848
ＥＰＡ＋ＤＨＡα（イーピーエープラスディーエイチエーアル
ファ）

EPA・DHA

EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。
また、EPA・DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下す
る、認知機能の一部である記憶力を維持します。※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。

伊藤忠商事株式会社 研究レビュー

F849 キュットカット ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社からだに栄養 研究レビュー



F850 ぎゅっとＧＡＢＡ（ギャバ）ケール GABA
GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。

株式会社ニップン 研究レビュー

F851 健康きらり　ＧＡＢＡ（ギャバ）納豆７５００ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

明治薬品株式会社 研究レビュー

F852 ミカレアのパラミロンＭ
ユーグレナグラシリスＥＯＤ－１株由来パラ
ミロン（β－１，３－グルカンとして）

日常生活の一時的な精神的・身体的疲労感を軽減す
る機能があります。

株式会社ミカレア 臨床試験

F853 健康きらり　ＧＡＢＡ（ギャバ）納豆１００００ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や事
務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機
能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

F854 えがお　健康黒酢　ぶどう味 酢酸
酢酸には、肥満気味で内臓脂肪が気になる方の内臓
脂肪を減少させる機能があります。

株式会社えがお 研究レビュー

F855
わたしのチカラ　ＨＯＮＥＹ　ＭＯＩＳＴＷＥＬＬ（ハニーモイスト
ウェル）

還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いに役立つ機能
があります。

カネカユアへルスケア株式会社 研究レビュー

F856 Ｒｅ（リ）パーフェクト
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは日常活
動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすく
する機能があります。また、ブラックジンジャー由来ポリ
メトキシフラボンはBMIが高めの方の腹部の脂肪を減
らす機能があります。さらに、ブラックジンジャー由来ポ
リメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に
作用することにより、中高年の方の歩く力を維持しま
す。

株式会社リジュベネーションシステム 研究レビュー

F857 めざめ爽快プレミアム L-テアニン、GABA

L-テアニンは、起床時の疲労感や眠気を軽減します。
GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、仕事や
勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩
和する機能、日常生活で生じる一時的に落ち込んだ気
分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いき
いきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能
があります。

ワダカルシウム製薬株式会社 研究レビュー

F858 スローカロリーシュガー パラチノース
軽食から摂取した糖の吸収速度を抑え、食後の血糖値
の上昇を抑える機能があります。

三井製糖吸収分割準備株式会社 臨床試験

F859 ナットウキナーゼさらさら粒プレミアム中性脂肪ケア 納豆菌由来ナットウキナーゼ、EPA・DHA

納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善す
ることで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がありま
す。EPA・DHAは、血中中性脂肪を減らす機能がありま
す。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F860 ルテインｅ ルテイン
ルテインには、目の黄斑部の色素量を増やすこと、コン
トラスト感度（色の濃淡を判別し、くっきりと物を識別す
る感度）を正常に保ち視覚機能を維持します。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F861 ひなたのうるおい
アスタキサンチン、パイナップル由来グル
コシルセラミド

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能や、紫外線を浴びた肌
の乾燥を和らげる機能があります。またパイナップル由
来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにくくし、肌
のうるおいを守る機能があります。

株式会社やずや 研究レビュー



F862 Ａｉｒｙ　Ｌｅｇ（エアリーレッグ） ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。

ピルボックスジャパン株式会社 研究レビュー

F863
シボヘールＧＯＬＤ　ＤＸ－ＰＬＵＳ（ゴールド　ディーエックス
－プラス）

エラグ酸
エラグ酸には、肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂
肪、ウエスト周囲径、血中中性脂肪を減らすのを助け、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

F864 ＧＡＢＡ（ギャバ）タブレット　きなこ味 GABA
GABAには、仕事や勉強などによる一時的な心理的ス
トレスや疲労感を緩和する機能があります。

カルビー株式会社 研究レビュー

F865 ＧＡＢＡ（ギャバ）タブレット　ココア味 GABA
GABAには、仕事や勉強などによる一時的な心理的ス
トレスや疲労感を緩和する機能があります。

カルビー株式会社 研究レビュー

F866 ディアナチュラゴールド　ビルベリー ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンには、スマートフォンや
パソコン等の使用による眼の疲労感を軽減し、眼の使
用による一時的な首、肩の負担を軽減します。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F867 すぐもどる椎茸プラス GABA GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 兼貞物産株式会社 研究レビュー

F868 ヨーグリーナＢＩＯＸ（ビオックス） ガラクトオリゴ糖
ガラクトオリゴ糖は、ビフィズス菌を増やして、腸内環境
を改善します。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

F869 イソフラ骨（イソフラボーン） 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分を維持するのに役立つ
機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

F870 乳酸菌ヘルベヨーグルト　　１００ｇ L. helveticus SBT2171（乳酸菌ヘルベ）
乳酸菌ヘルベには目や鼻の不快感を緩和する機能が
あります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

F871 チャチャヘルス 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）
茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味
の方のお腹の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させ
る機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

F872 ニッドＬＺ（エルゼット）ソフトカプセル ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識
別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復
（まぶしさから回復する視機能）のサポートや一時的な
精神的ストレス、ブルーライトなどの光ストレスを軽減
する作用があります。

パシフィック薬品株式会社 研究レビュー

F873 ＩＮＮＥＲ　Ｓ　ＣＡＲＥ（インナーエスケア）　血圧サポート GABA GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社田尻３００年製薬 研究レビュー

F874 ＩＮＮＥＲ　Ｓ　ＣＡＲＥ（インナーエスケア）　ストレスサポート GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があります。

株式会社田尻３００年製薬 研究レビュー

F875 菊芋の喜び（粒） イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を緩やかにする機能
があります。

株式会社和 研究レビュー

F876
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭＢ（エイチエムビー）抹茶×
豆乳（３０本入）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（ＨＭＢカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（ＨＭＢカルシウム）には、運動との併
用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量や筋
力の低下の抑制に役立つ機能があります。

株式会社ニュートネクス 研究レビュー



F877
ａｎａｃａｒａ（アナカラ）大人のＨＭＢ（エイチエムビー）抹茶×
豆乳（２本入）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（ＨＭＢカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（ＨＭＢカルシウム）には、運動との併
用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量や筋
力の低下の抑制に役立つ機能があります。

株式会社ニュートネクス 研究レビュー

F878 エッセンシャル　ひざ関節サポート グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩はひざ関節の可動性（曲げ伸ばし）
をサポートし、ひざの不快感をやわらげます。

マナテックジャパン合同会社 研究レビュー

F879 コンドロイチンＰｌｕｓ（プラス） 豚由来コンドロイチン硫酸
豚由来コンドロイチン硫酸には、膝関節に軽い違和感
のある方において、階段ののぼりおり、正座をするとき
の違和感を和らげる機能があります。

日本ハム株式会社 研究レビュー

F880 糖脂スリムＷ セイタカミロバラン果実由来没食子酸
セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

F881 贅菜プラス イソマルトデキストリン(食物繊維)

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後の血糖値が
上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性
脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだ
やかにします。また、おなかの調子を整える機能があり
ます。

株式会社新日配薬品 研究レビュー

F882 贅菜ＰＬＵＳ（プラス） イソマルトデキストリン(食物繊維)

イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後の血糖値が
上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性
脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだ
やかにする機能があります。また、おなかの調子を整
える機能があります。

株式会社新日配薬品 研究レビュー

F883 すやり姫 L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を改善（起床時の疲労感や
眠気の軽減）する機能があります。

健康コーポレーション株式会社 研究レビュー

F884 リファイン　動き軽やかサポートｗ 乳由来スフィンゴミエリン

乳由来スフィンゴミエリンには、健常な中高年の方が
ウォーキングなどの運動と併用すると、足の筋肉への
神経伝達を助け、足の動き（動きの切り替え、合図に反
応して足を踏み出すなど）をサポートする機能と、バラ
ンス感覚（足を上げてバランスを保つ）をサポートする
機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

F885 ロケットのマルチトール マルチトール
マルチトールは、砂糖よりも摂取後の血糖値上昇が緩
やかな低GI甘味料です。

ロケットジャパン株式会社 研究レビュー

F886 ランチパック板チョコ（ＧＡＢＡ（ギャバ）入り）＆ホイップ GABA
GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス
を緩和する機能があります。

山崎製パン株式会社 研究レビュー

F887 目の主任 ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識
別し、ぼやけ・かすみを緩和するくっきり見る力）やグレ
ア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブ
ルーライトなどの光ストレスを軽減する機能がありま
す。

株式会社Joyプラン 研究レビュー

F888 ご飯がいらない　キーマ風もち麦カレー　甘口 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事の糖や脂
肪の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調
子を整える機能があります。

株式会社まんでがん 研究レビュー



F889 働く人の生活習慣サポートＥＸ（イーエックス）
DHA・EPA、GABA、ブラックジンジャー由
来ポリメトキシフラボン

DHA・EPAには血中の中性脂肪を減らす機能がありま
す。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能が
あります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン
は、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消
費しやすくする作用により、肥満気味の方、BMIが高め
（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及
び皮下脂肪）を減らす機能があります。

寿本舗株式会社 研究レビュー

F890 アラプラス　メンタルケア 5-アミノレブリン酸リン酸塩
一時的なストレスを感じている方の一時的に落ち込ん
だ気持ちを和らげる機能があります。

ＳＢＩアラプロモ株式会社 臨床試験

F891 アラプラス　深い眠り　メンタルケア 5-アミノレブリン酸リン酸塩

睡眠の質を改善する機能と、一時的なストレスを感じて
いる方の一時的に落ち込んだ気持ちを和らげる機能が
あります。睡眠の質に満足していない方、一時的に気
持ちが落ち込んだ方に適しています。

ＳＢＩアラプロモ株式会社 臨床試験

F892 ストレピア　還元型コエンザイムＱ１０ 還元型コエンザイムQ10

細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和す
る働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活
で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役
立ちます。

株式会社ナチュラルビューティハウス 研究レビュー

F893 お口うるおいサプリ 還元型コエンザイムＱ１０
還元型コエンザイムQ10にはお口のうるおいをサポート
する機能があります。

サンスター株式会社 研究レビュー

F894 グラシトールプレミアム ピニトール 食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。 日本アドバンストアグリ株式会社 臨床試験

F895 ごぼうのミートソース 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血糖値
の上昇を抑制する機能があります。また、食後の血中
中性脂肪の上昇を抑制する機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

F896 きのこの和風ソース 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血糖値
の上昇を抑制する機能があります。また、食後の血中
中性脂肪の上昇を抑制する機能があります。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

F897
ぐーぴたっ　豆乳おからビスケット　アドバンス　ビターショコ
ラ

ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社ナリス化粧品 研究レビュー

F898 美骨習慣 マルトビオン酸
マルトビオン酸には、加齢にともない低下する「骨密
度」の維持に役立つ機能があります。

フジスコ株式会社 研究レビュー

F899 ＩＮＺＥＡＬ　ＩＮＵＬＩＮ（インジール　イヌリン）２ イヌリン

イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、
腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調
子を整えること、血中中性脂肪を下げること、食後の血
糖値の上昇をゆるやかにします。

株式会社オプティル 研究レビュー

F900 りんごサプリ りんご由来プロシアニジン
りんご由来プロシアニジンには紫外線刺激から肌を保
護するのを助ける機能性があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F901 桑の葉タブレットＰＬＵＳ（プラス） 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の
吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があ
ります。

トヨタマ健康食品株式会社 研究レビュー



F902 生きて腸まで届く乳酸菌ＥＸ（イーエックス）
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて
腸まで届き便通を改善する機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

F903 ファインコーヒープレミアム GABA、モノグルコシルへスペリジン

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室温
が低い時に血流（末梢血流）を維持し、体温（末梢体
温）を保つ機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

F904 カラダ想いメニュー　蒸し鶏入りごぼうサラダ イヌリン イヌリンは中性脂肪を下げます。 デリア食品株式会社 研究レビュー

F905 カラダ想いメニュー　ツナ入りマカロニサラダ DHA・EPA
DHA・EPAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認
知機能の一部である記憶力を維持します。※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。

デリア食品株式会社 研究レビュー

F906 ＰｉｎｋｙＦＲＥＳＨ（ピンキーフレッシュ）　ヨーグルト味
乳酸菌LS1（Lactobacillus salivarius
TI2711株）

乳酸菌LS1 は、健康な歯ぐきを維持する機能がありま
す。

株式会社湖池屋 臨床試験

F907 ＰｉｎｋｙＦＲＥＳＨ（ピンキーフレッシュ）　グレープ味
乳酸菌LS1（Lactobacillus salivarius
TI2711株）

乳酸菌LS1 は、健康な歯ぐきを維持する機能がありま
す。

株式会社湖池屋 臨床試験

F908 ＤＥＫＡＶＩＴＡ　ＫＩＮＧ（デカビタキング） GABA
GABA には仕事や勉強による一時的な疲労感を軽減
する機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

F909 ＰｉｎｋｙＦＲＥＳＨ（ピンキーフレッシュ）クリーンミント味
乳酸菌LS1（Lactobacillus salivarius
TI2711株）

乳酸菌LS1 は、健康な歯ぐきを維持する機能がありま
す。

株式会社湖池屋 臨床試験

F910
Ｐｎｅ－１２＋（ピーネジュウニプラス）すりおろしにんじんド
レッシング

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

Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

株式会社ピックルスコーポレーション 研究レビュー

F911
Ｐｎｅ－１２＋（ピーネジュウニプラス）玉ねぎポン酢ドレッシン
グ

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

Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

株式会社ピックルスコーポレーション 研究レビュー

F912 Ｐｎｅ－１２＋（ピーネジュウニプラス）キムチ
Pne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-
NBN22)、フラクトオリゴ糖

Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

株式会社ピックルスコーポレーション 研究レビュー

F913 たっぷりカテキン緑茶（茶葉） 茶カテキン
茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させ
る機能があります。

株式会社荒畑園 研究レビュー

F914 内脂サポートａ

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン、ビフィズス菌BB536(B.longum)、ビフィ
ズス菌B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサ
ミン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪を
消費しやすくすることで、お腹の脂肪(内臓脂肪、腹部
総脂肪)を減らす機能があります。生きたビフィズス菌
BB536(B.longum)・B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサ
ミンは、腸内環境を良好にし、お腹の脂肪(腹部皮下脂
肪、腹部総脂肪)、体重・体脂肪を減らすことで、高めの
BMIを改善する機能があります。

株式会社ファンケル 研究レビュー

F915 脂肪注意報ａ
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは食事
の脂肪の吸収を抑えるとともに血中中性脂肪の分解を
高めることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑え
ます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー



F916 脂肪注意報ｂ
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは食事
の脂肪の吸収を抑えるとともに血中中性脂肪の分解を
高めることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑え
ます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

F917 ギャバへちま GABA

GABA には高めの血圧を低下させる機能があります。
本品を可食部 200g（約 1 個）食べると機能性が報告さ
れている一日当たりの機能性関与成分量が摂取でき
ます。

株式会社農協直販 研究レビュー

F918 アスタキサンチン　ドリンク　ダブル アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線の刺激
から肌を保護することを助ける機能と肌の水分量と肌
の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける
機能があります。

富士化学工業株式会社 研究レビュー

F919 プロテオの力 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の
動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを
拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和
感を軽減します。

株式会社アイ・エスコーポレーション 研究レビュー

F920 キリン　生茶　ライフプラス　免疫アシスト プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

F921 緑黄野菜 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

サンスター株式会社 研究レビュー

F922 ローズヒップなめ茸 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社高見澤 研究レビュー

F923 おなか革命 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

株式会社Qvou 研究レビュー

F924 葛の花サプリメント
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社松屋フーズ 研究レビュー

F925 シトレートケミファ２２１　おつかれパンチ クエン酸
クエン酸には、日常生活や運動後の一時的な疲労感を
軽減させる機能があります。

日本ケミファ株式会社 研究レビュー

F926 みやびの植物酵素１００
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通
を改善する機能があります。

株式会社みやび 研究レビュー

F927 健骨貯金 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

F928 国産はと麦茶 GABA
GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを
助ける機能があります。また、GABAは睡眠の質(眠り
の深さ)の向上に役立つ機能があります。

株式会社河村農園 研究レビュー



F929 ブラックジンジャー×乳酸菌
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン、植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の
腹部の脂肪を減らす機能があります。植物性乳酸菌
K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、お
通じを改善する機能があります。

あお季ホールディングス株式会社 研究レビュー

F930 カルピス健康通販　ロコトモ 乳酸菌CP2998株（L. curvatus CP2998）

乳酸菌CP2998株は、健常な高齢者の加齢によって衰
える太ももの筋肉の活動量を上げることにより、歩く
ピッチおよび歩行速度の向上に役立つ機能がありま
す。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F931 新がり完成品ＳＴＭ（エスティーエム）白 ショウガ由来ポリフェノール
ショウガ由来ポリフェノールには気温や室温が低い条
件下において、手の指先のような末梢部の体温を維持
する機能があります。

遠藤食品株式会社 研究レビュー

F932 オリゴワン　オリゴ糖シロップ 乳糖果糖オリゴ糖

乳糖果糖オリゴ糖は、おなかの中のビフィズス菌を増
やして、腸内環境を良好に保ち、便通を改善します。ま
た、乳糖果糖オリゴ糖は、食事に含まれるミネラル（カ
ルシウム・マグネシウム）の吸収を促進します。

株式会社ハーバー研究所 研究レビュー

F933 オリゴワン　オリゴ糖シロップ　分包 乳糖果糖オリゴ糖

乳糖果糖オリゴ糖は、おなかの中のビフィズス菌を増
やして、腸内環境を良好に保ち、便通を改善します。ま
た、乳糖果糖オリゴ糖は、食事に含まれるミネラル（カ
ルシウム・マグネシウム）の吸収を促進します。

株式会社ハーバー研究所 研究レビュー

F934 女性の夕方の脚のむくみ軽減 ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。

ビーテック株式会社 研究レビュー

F935 パセノール　お肌のうるおいキープ　たんぱく ピセアタンノール
ピセアタンノールは、乾燥しがちな肌のうるおいを守り
ます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

F936 リラクミン L-テアニン、GABA

L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感
や眠気を軽減）をサポートする機能、またGABAには、
仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を
緩和する機能があります。

株式会社リラクル 研究レビュー

F937 ぱちっと ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

【ビルベリー由来アントシアニン】目のピント調整力を助
け、眼の疲労感を軽減します。
【ルテイン】ブルーライトの光刺激から目を守る黄斑色
素を増やすことで、視野のかすみやぼやけ(コントラスト
感度）を改善し、眩しさから回復する目の調整力（グレ
ア回復）を改善します。

株式会社リフレ 研究レビュー

F938 高めの血圧ケアＧＡＢＡ（ギャバ） GABA GABAには高めの血圧を下げる機能があります。 株式会社サンセリテ札幌 研究レビュー

F939 糖に働くＬＯＨＡＳ（ロハス）のイヌリン イヌリン

イヌリンは、腸内のビフィズス菌による発酵・増殖に利
用され、腸内フローラが良好になることで、便秘傾向者
において排便回数・排便量を増やし、お腹の調子を整
えます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇を緩や
かにします。

バブルスター株式会社 研究レビュー

F940 モイスセラ 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを維持する
機能（バリア機能）があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー



F941 みえルテ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは黄斑色素密度を増加さ
せ、ブルーライトなどの光刺激を軽減し、色のコントラ
スト感度を改善することで目の調子を整える機能があ
ります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

F942 還元型コエンザイムＱ１０ＲⅡ 還元型コエンザイムＱ１０
還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いをサポートす
る機能があります。

ラシェル製薬株式会社 研究レビュー

F943 北海道産　山わさび ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

金印株式会社 研究レビュー

F944 脂浄力 エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

新日本漢方株式会社 研究レビュー

F945 ひざのサポートにＮ．アセチルグルコサミン N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節
の違和感を軽減します。

株式会社スクロール 研究レビュー

F946 トリプル脂肪ダウン エラグ酸
エラグ酸は、肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径を減らすことを助け、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社ユーワ 研究レビュー

F947 ビフィズス菌Ｎ７０８タブレット ビフィズス菌N708株（B.breve N708）
ビフィズス菌N708株（B.breve N708）には、お腹のつら
さを和らげ、お腹の調子を整える機能があります。

日清食品株式会社 研究レビュー

F948 運動ヘルプ
HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒ
ドロキシ－３－メチルブチレートモノハイド
レート）

HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３
－メチルブチレートモノハイドレート）には、運動との併
用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・
歩くための筋力）の低下抑制に役立つ機能がありま
す。

小林製薬株式会社 研究レビュー

F949 メモリービフィズス記憶対策サプリ ビフィズス菌MCC1274（B. breve）

ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の
方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶
力、空間認識力を維持する働きがあります。※記憶力
とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力の
ことです。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F950 フコキサンノールＤ 微細藻類由来フコキサンチン
微細藻類由来フコキサンチンには肥満気味の方のお
なかの脂肪を減らす機能があります。

セルメディカ株式会社 研究レビュー

F951 メモリービフィズス認知対策ヨーグルト ビフィズス菌MCC1274（B. breve）

ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の
方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶
力、空間認識力を維持します。※記憶力とは、見たり聞
いたりした内容を記憶し、思い出す力のことです。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F952 メモリービフィズス記憶対策ヨーグルト　ドリンクタイプ ビフィズス菌MCC1274（B. breve）

ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の
方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶
力、空間認識力を維持します。※記憶力とは、見たり聞
いたりした内容を記憶し、思い出す力のことです。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F953 スーパーグルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）を
サポートし、膝の不快感をやわらげます。

株式会社クロレラサプライ 研究レビュー



F954 シボリーナ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

株式会社ニッセン 研究レビュー

F955 たこちゃ（オリーブ茶） イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリンは、食後に血糖値が上昇しやす
い健常者の食後の血糖値の上昇や食後に血中中性脂
肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を
穏やかにする機能があります。

株式会社たこ満 研究レビュー

F956 スリムサポ（ＳｌｉｍＳａｐｏ） りんご由来プロシアニジン
りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、
体脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポートす
ることにより、高めのBMIを減らす機能があります。

株式会社アリュール 研究レビュー

F957 ノンアルツＢｅｅ（ビー）

プロポリスエキス（指標成分:アルテピリン
C、クリフォリン）、クルクミン、イチョウ葉由
来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テル
ペンラクトン、大豆由来ホスファチジルセリ
ン

年齢とともに低下する認知機能のうち、記憶力(日常生
活において会話や読み書きなどの基礎となる言葉や文
字、行動を記憶し、思い出す力)や注意力・集中力(必
要とする情報に意識を向け、正確に対処する力)、判断
力(情報を処理し正確に判断する力)を維持する機能が
あります。

株式会社山田養蜂場 臨床試験

F958 おいらせ黒にんにく　機能性表示食品 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

有限会社柏崎青果 研究レビュー

F959 １日分の野菜 難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA

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します。GABAには血圧
が高めの方の血圧を下げる機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F960 クアトロ焙じ茶
難消化性デキストリン（食物繊維として）
GABA

難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後血
糖値の上昇を抑制する機能があります。また、難消化
性デキストリン（食物繊維として）には、食後血中中性
脂肪値の上昇を抑制する機能があります。さらに、難
消化性デキストリン（食物繊維として）には、おなかの
調子を整える機能があります。GABAには血圧が高め
の方に適した機能があります。

株式会社佐藤園 研究レビュー

F961 ピュレグミⅰＭＵＳＥ（イミューズ）プラズマ乳酸菌 プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

カンロ株式会社 研究レビュー

F962 桑の葉＆茶カテキンの恵み
桑の葉由来イミノシュガー、茶カテキン（ガ
レート型カテキンとして）

桑の葉由来イミノシュガーは、食事に含まれる糖の吸
収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があり
ます。茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥
満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂
肪）を減少させ、体重の減少をサポートし、高めのBMI
を低下させる機能があります 。

株式会社和漢 研究レビュー

F963 ＳｌｅｅＰＬＵＳ＋　（スリープラス） GABA

GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の改善に役立つ機能があります。また、GABAには
肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健
康を守るのを助ける機能があります。

ムーンムーン株式会社 研究レビュー

F964 ギャバサプリメント GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機
能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや
疲労感を緩和する機能があります。

株式会社松屋フーズ 研究レビュー



F965 ヘルシア　茶カテキンの力 茶カテキン
茶カテキンには、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす
機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

F966 贅沢菊芋Ｗ
イヌリン、有胞子性乳酸菌（Bacillus
coagulans SANK70258）

イヌリンは食後の血糖値の上昇を緩やかにする機能が
あります。有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）
は、便通を改善する機能があります。

株式会社キーリー 研究レビュー

F967 ロコヘルプＥＸ（イーエックス）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

株式会社全日本通販 研究レビュー

F968 プロテオグリカンＲ サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持
し、肌の健康に役立つ機能があります。

ラシェル製薬株式会社 研究レビュー

F969 お口うるおうＵＲＵＯＵＮＯ（うるおうの） 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いをサポートす
る機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

F970 トリプルメタクリーンＭＨＳ（エムエイチエス） ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

エコアライブ株式会社 研究レビュー

F971 フラバン
松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3、
GABA

松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、加齢ととも
に低下する血管の柔軟性（血管を締め付けた後の血
管の拡張度）維持に役立つ機能、悪玉（LDL）コレステ
ロールを下げる機能があります。GABAには、血圧が
高めの方の血圧を低下させる機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

F972 もずく黒酢 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

株式会社八社会 研究レビュー

F973 １日分の野菜　２６５ｇ 難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA

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します。GABAには血圧
が高めの方の血圧を下げる機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F974 プラズマローゲン１８０００プラス ホヤ由来プラズマローゲン

ホヤ由来プラズマローゲンには人の顔や物を置いた場
所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一
部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。
視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後
から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能
力のことをいいます。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

F975 伊右衛門プラス　血糖値対策 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには食後血糖値の上昇を抑
える機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

F976 伊右衛門プラス３２５　血糖値対策 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには食後血糖値の上昇を抑
える機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

F977 発芽玄米も入っている静岡緑茶 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に
血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂
肪の上昇を穏やかにする機能があります。

株式会社ウエルビーフードシステム 研究レビュー



F978 ＧＡＢＡ（ギャバ）茶 GABA
GABAには、血圧が高めの方に適した機能がありま
す。

竹沢製茶株式会社 研究レビュー

F979 極み菌活生サプリ
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて
腸まで届き便通を改善する機能があります。

株式会社プレミアムコスメ 研究レビュー

F980 腸活ＭＡＴＥ（メイト）
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて
腸まで届き便通を改善する機能があります。

株式会社プレミアムコスメ 研究レビュー

F981 アイソカルファイバー グアーガム分解物（食物繊維）

グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届いて有用菌
（善玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を
増やし便通を改善します。グアーガム分解物（食物繊
維）は、食後の血糖値の上昇を抑えます。

ネスレ日本株式会社 研究レビュー

F982 ＣＵＬＩＭ（キュリム） ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値
の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓
脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。

株式会社グラウンドワーク 研究レビュー

F983 香るおろし本わさび
本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシ
ルイソチオシアネート（6-MSITC）

6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能
の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や
注意力を向上させる機能があります。

金印株式会社 研究レビュー

F984 ブレインアシスト　メモキープ
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、加齢によって低下する脳の血流を改善し、認
知機能の一部である記憶力（見たり、聞いたりした情報
を覚え、思い出す力）を維持します。

大木製薬株式会社 研究レビュー

F985 Ｗｈｉｔｅ　Ｒｅｃｉｐｉ（ホワイトレシピ） 赤パプリカ由来キサントフィル
抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、
紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があり
ます。

日本ケフィア株式会社 研究レビュー

F986 ヴァームスマートフィットウォーター　ジンジャー風味
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身
体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝
（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をよ
り減らす機能があります。

株式会社明治 研究レビュー

F987
プラズマローゲンＢＯＯＣＳ（ブックス）スペシャル粉末カプセ
ル

ホタテ由来プラズマローゲン
ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部で
ある、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶
力を維持する機能があります。

プラズマローゲン製薬株式会社 研究レビュー

F988 スリムリミット
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす
機能があります。

株式会社ウエルネス・ラボ 研究レビュー

F989 むくみスラット ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。また、脚の
むくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能がありま
す。

株式会社ウエルネス・ラボ 研究レビュー



F990 ファットサプレス エラグ酸

エラグ酸には、肥満気味の方（BMI 25以上30未満）の
体脂肪や血中中性脂肪を低下させ、体重、ウェストサ
イズ、および内臓脂肪の減少をサポートする機能があ
ります。

株式会社天真堂 研究レビュー

F991 ウエイトンα
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、日常生活活動時や運動時(3.5メッツ程度のもの)の
エネルギー消費（カロリー消費）を高める機能がありま
す。また、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓
脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助け
る機能があります。

ジェイフロンティア株式会社 研究レビュー

F992 柑橘ミック酢ドリンク GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。また、GABAには、仕事や勉強などによる
一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があ
ります。

フジスコ株式会社 研究レビュー

F993
健康きらり　ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イーピーエー）
＆（アンド）イチョウ葉

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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方に適
した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）がありま
す。

明治薬品株式会社 研究レビュー

F994 健康きらり　ＭＳＭ（エムエスエム）＆（アンド）グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝の可動域の改善、膝の違和感
を軽減します。

明治薬品株式会社 研究レビュー

F995 健康きらり　コンドロイチン配合グルコサミン グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝の可動域の改善、膝の違和感
を軽減します。

明治薬品株式会社 研究レビュー

F996 ひきわり納豆＋（プラス） GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や疲労感を軽減する機能があります。

株式会社豆紀 研究レビュー

F997 あおしまみかんジュース ＧＡＢＡ
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

三ヶ日町農業協同組合 研究レビュー

F998 シボリーナ 茶カテキン（ガレート型カテキン）

茶カテキン（ガレート型カテキン）には、肥満気味の方
のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下さ
せ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる
機能があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

F999 もずく三杯酢 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます

株式会社八社会 研究レビュー

F1000 ＩＮＮＥＲ　Ｓ　ＣＡＲＥ（インナーエスケア）　記憶力サポート
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体およびイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体およびイチョウ葉由
来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって
低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一
部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、
思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。

株式会社田尻３００年製薬 研究レビュー

F1001 明治オフスタイル イヌリン（食物繊維）
イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、
腸内フローラを整えることでお通じを改善します。

株式会社明治 研究レビュー

F1002 明治オフスタイルべに花 イヌリン（食物繊維）
イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、
腸内フローラを整えることでお通じを改善します。

株式会社明治 研究レビュー



F1003 アンセリン＆ブラックジンジャー
アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0ｍｇ/ｄＬ）
の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネ
ルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用によ
り、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂
肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F1004 アンセリン・ブラックジンジャー
アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0ｍｇ/ｄＬ）
の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネ
ルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用によ
り、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂
肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F1005 アンセリン＆ブラックジンジャー　ａ
アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0ｍｇ/ｄＬ）
の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネ
ルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用によ
り、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂
肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F1006 五六のもめん豆腐　国産大豆使用 大豆ベータコングリシニン
大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを
低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下
させる機能があります。

株式会社塚田五六商店 研究レビュー

F1007 わたしのチカラ　ＢＡＳＩＣＡＬ（ベーシカル） 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過
性の身体的な疲労感の軽減に役立ちます。

カネカユアへルスケア株式会社 研究レビュー

F1008 「すっきり快腸宣言」生きてる酵母３６５ Saccharomyces cerevisiae NK-1
Saccharomyces cerevisiae NK-1は腸内環境を整える
ことで便通を改善する機能があります。

株式会社日健協サービス 研究レビュー

F1009 届くビフィズス　ＥＸ（イーエックス）ａ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内フローラを良好にするこ
とで、便通を改善し、腸の調子を整える機能がありま
す。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

F1010 スパイスサプリ　ヒハツａ ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類には、寒冷環境により低下した末
梢血流を改善し手の体温（皮膚表面温度）の低下を軽
減する機能、および、女性の夕方の脚のむくみ(病的で
はない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。

ヱスビー食品株式会社 研究レビュー

F1011 今日から本気
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすく
する機能があります。またBMIが高めの方の腹部の脂
肪を減らす機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

F1012 アンセリン・ブラックジンジャー　ａ
アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメ
トキシフラボン

アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0ｍｇ/ｄＬ）
の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネ
ルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用によ
り、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂
肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

F1013 Ｍスキンフィットタブレット サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持
し、肌の健康に役立つ機能があります。

株式会社ｎｉｊｉｔｏ 研究レビュー



F1014 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いを助ける機能
があります。

株式会社日本予防医学研究所 研究レビュー

F1015 ノエビア　ＷＥＩＧＨＴ　ＢＡＬＡＮＣＥ　（ウェイトバランス）
エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リ
ノレン酸）、ブラックジンジャー由来ポリメト
キシフラボン

エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）に
は、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・BMIを減少させ
る機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシ
フラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において
脂肪を消費しやすくする作用により、腹部の脂肪を減ら
す機能があります。

株式会社ノエビア 研究レビュー

F1016 還元型コエンザイムＱ１０（キューテン）プラス 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いに役立つ機能
があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

F1017 クマ笹青汁 クマイザサ由来ホロセルロース
便秘傾向の方の便の状態（便の臭い）を整え、お通じ
（排便回数）を改善することでお腹の調子を整えます。

株式会社ユニアル・ライフサイエンス 臨床試験

F1018 匠のメンテ クエン酸
クエン酸は継続的な摂取により、日常生活の疲労感や
運動後の一時的な疲労感を軽減します。

株式会社オージースポーツ 研究レビュー

F1019
ＤＨＡオイルＥＰＡ＋ＭＣＴ（ディーエイチエーオイルイーピー
エープラスエムシーティー）

DHA

DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能
の一部である作業記憶をサポートします。
※作業記憶とは、日常生活における数字やことば・物
のかたち・位置などに関する情報を一時的に覚えて、
正しく思い出すことをいいます。

メロディアン株式会社 研究レビュー

F1020 メモリービフィズス認知機能対策ヨーグルト ビフィズス菌MCC1274（B. breve）

ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の
方の加齢に伴い低下する認知機能のうち、記憶力を維
持する働きがあります。
※記憶力とは、日常生活で見たり聞いたりした単語、
図形、物語を記憶し、思い出す力のことです。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F1021 メモリービフィズス認知機能対策ヨーグルト　ドリンクタイプ ビフィズス菌MCC1274（B. breve）

ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の
方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶
力、空間認識力を維持する働きがあります。
※記憶力とは、日常生活で見たり聞いたりした単語、
図形、物語を記憶し、思い出す力のことです。

森永乳業株式会社 研究レビュー

F1022 ひざ楽コラーゲン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻
軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン

日常生活におけるひざの動き（ひざの曲げ伸ばし、立
つ、歩く、座る、階段の昇り降り等）の改善をサポートし
ます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

F1023 めぐりのみかた EPA・DHA
EPA・DHAには、冷えを感じる環境下で手指などの末
梢体温を保つ機能があります。

日本水産株式会社 研究レビュー

F1024 サラシアなめ茸 サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには糖質の吸収をおだやか
にし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があり
ます。

株式会社高見澤 研究レビュー

F1025 シボ葛の花
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

協和食研株式会社 研究レビュー

F1026 ディアナチュラゴールド　アンセリンａ アンセリン
アンセリンには、血清尿酸値が正常域で高め（尿酸値
5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑えます。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー



F1027 Ｔａｒａｍｉ（タラミ）　おいしい果実　みかん＆（アンド）パイン ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社たらみ 研究レビュー

F1028 葛の花クランチチョコレートＲ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

F1029 ブルーミングベリリカ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社Stauetic 研究レビュー

F1030 ドリエル　ナチュラルスリープα
GABA、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来
イソクエルシトリン

GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚
め)の向上に役立つ機能があります。ラフマ由来ヒペロ
シド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠り
の深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立
つ機能があります。

エスエス製薬株式会社 研究レビュー

F1031 ブルーミングセルナージュ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社Stauetic 研究レビュー

F1032 さかなケア EPA・DHA EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。 株式会社ルックルック 研究レビュー

F1033 Ｄｅｅｐｕｒｅ（ディーピュア）プーアール茶エキス プーアール茶由来没食子酸
プーアール茶由来没食子酸には、食事の糖の吸収を
抑え、食後の血糖値の上昇を穏やかにする機能があり
ます。

株式会社天士力薬品 研究レビュー

F1034 オレンジライフ　河内晩柑オーラプテンパウダー オーラプテン
オーラプテンには、加齢とともに衰える認知機能の一
部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を記憶し、
思い出す力）を維持する機能があります。

伊方サービス株式会社 研究レビュー

F1035 アサヒスタイルバランスプラスジンジャーサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

F1036 機能性表示食品　黒烏龍茶 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

ニットービバレッジ株式会社 研究レビュー

F1037 ラブレダブル ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)
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
るのを助けます。

カゴメ株式会社 研究レビュー

F1038 ＫＡＧＯＭＥ（カゴメ）ラブレダブル ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)
ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸まで
届き、お通じと腸内環境を改善すること、肌の潤いを保
つのを助けます。

カゴメ株式会社 研究レビュー

F1039 ラブレダブルＷ ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)
ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸まで
届き、お通じと腸内環境を改善すること、肌の潤いを保
つのを助けます。

カゴメ株式会社 研究レビュー

F1040 機能性表示食品　ブレンド茶 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

ニットービバレッジ株式会社 研究レビュー



F1041 尿酸ケア習慣ｂ ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な方の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社和漢 研究レビュー

F1042 ｎｏｉ　ノイ　ビフィズス菌＋乳酸菌 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

株式会社コイル 研究レビュー

F1043 わたしのチカラ　ＥＮＥＲＧＹ（エナジー） 還元型コエンザイムQ10

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

カネカユアへルスケア株式会社 臨床試験

F1044 機能性表示食品　黒酢で活力 酢酸
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ります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F1045 ブラックジンジャーサラシア
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン
サラシア由来サラシノール

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。サラシア由来サラシノールには
食後血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

F1046 タカナシ　内側からケアするヨーグルト　うる肌宣言　１００ｇ

LGG(R)乳酸菌(L. rhamnosus GG)

※レジスターマークRを(R)で表記していま
す

LGG(R) 乳酸菌(L. rhamnosus GG)には、ビフィズス菌
を増やし腸内環境改善をサポートする機能、肌の潤い
を保ち乾燥を緩和する機能があります。

高梨乳業株式会社 研究レビュー

F1047 ヘルシア　ｍｙ（マイ）リズムｃ コーヒー豆由来クロロゲン酸類
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、肌の水分量を高
め乾燥を緩和する機能と、BMIが高めの方の体脂肪を
減らす機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

F1048 ヘルシア　ｍｙ（マイ）リズムｒ コーヒー豆由来クロロゲン酸類
コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、肌の水分量を高
め乾燥を緩和する機能と、BMIが高めの方の体脂肪を
減らす機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

F1049 濃ーいブルーベリー　アイクリア ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには眼の黄斑色素量を増加
する働きがあり、くっきりと見る力（色コントラスト感度）
の改善やスマートフォンやパソコンなどから発せられる
ブルーライトなどの光刺激からの保護により、眼の調
子を整えます。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

F1050 機能性表示食品　黒酢で活力　９００ｍｌ 酢酸
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ります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

F1051 ぐっすりみそ汁 GABA
GABAは、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、
すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。

ハナマルキ株式会社 研究レビュー

F1052 アイファインクリアａ ルテイン

ルテインは、加齢により減少し光刺激から目を守るとさ
れる黄斑部の色素量を補い、ぼやけやかすみを緩和し
くっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能があり
ます。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

F1053 チアシードオイルｂ α-リノレン酸
α-リノレン酸には、血圧が高めの方の血圧を下げる
機能があります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー



F1054
キリン　午後の紅茶　ＭＩＬＫ　ＴＥＡ　Ｐｌｕｓ（ミルクティープラ
ス）

プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

F1055 ロコモバリアＥＸａ

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻
軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラック
ジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パプ
リカ由来カロテノイド（β-クリプトキサンチ
ン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサ
ンチン）

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コラーゲ
ンは、階段の上り下りや曲げ伸ばしといった、ひざ関節
の動きの改善をサポートします。ブラックジンジャー由
来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する脚の
筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維
持します。パプリカ由来カロテノイド（β-クリプトキサン
チン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチン）は、
骨の成分を維持するのに役立つ機能があります。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

F1056 毎日良眠
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社虎ノ門堂 研究レビュー

F1057 うるいろ日和 アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社だいにち堂 研究レビュー

F1058 毎日快眼 ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソ
コンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のう
るおいを維持したり、目の焦点を合わせやすくしたり、
目の疲労感の緩和に役立ちます。

株式会社虎ノ門堂 研究レビュー

F1059 アサヒスタイルバランスプラス完熟パインサワーテイスト パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを
守るのを助ける機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

F1060 イクモアロイヤルサプリメント ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、外気温の低下に伴って一時
的に減少した末梢（手）の血流を改善し、冷えによる末
梢(手)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能がありま
す。

プルチャーム株式会社 研究レビュー

F1061 Ｎａｔｕｌｉｖｅ（ナチュライブ）　カラダのための黒烏龍茶 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

ニットービバレッジ株式会社 研究レビュー

F1062 Ｎａｔｕｌｉｖｅ（ナチュライブ）　カラダのための緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、
おなかの調子を整える機能があります。

ニットービバレッジ株式会社 研究レビュー

F1063 新あさひ豆腐サイコロ１／６　５００ｇ 大豆ベータコングリシニン
大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値
を低下させること、および高めのBMIを低下させる機能
があります。

旭松食品株式会社 研究レビュー

F1064 ぷるんと蒟蒻ゼリーパウチ　プラズマ乳酸菌（巨峰味） プラズマ乳酸菌（L.lactis strain Plasma)
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

F1065 歩こうか
サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、クリル
オイル由来DHA・EPA

サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、サケ鼻軟骨
由来プロテオグリカンには、健常な中高年の日常生活
（歩く時、階段を上り下りする時、立つ時、座る時など）
における膝関節の違和感を和らげる機能があります。
クリルオイル由来DHA・EPAには、靴下をはいたり脱い
だりする時の膝の違和感を和らげる機能があります。

株式会社てまひま堂 研究レビュー



F1066 スルーモイスト 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、お通じを改善す
る機能、肌の潤いを維持する機能があります。

株式会社燦樹 研究レビュー

F1067 ＧＡＢＡ（ギャバ）すやすやでナイト ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の向上に役立ちます。

株式会社ファイン 研究レビュー

届出番号 商品名 関与成分 機能性の項目 届出者名 科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）

G1 ヴァームスマートフィット顆粒３０袋
アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混
合物

アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、身体
活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝（脂
肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をより減
らす機能があります。

株式会社明治 研究レビュー

G2 ｆｉｂｅｒ　ｕｐ　Ｆｉｂｅｒ（ファイバーアップファイバー） 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の中性脂
肪や血糖値の上昇を抑えます。また、おなかの調子を
整えます。

ソライナ株式会社 研究レビュー

G3 アサヒスタイルバランスプラスぶどうサワーテイスト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や
糖分の吸収を抑える機能があります。

アサヒビール株式会社 研究レビュー

G4 兼貞のＧＡＢＡ（ギャバ）椎茸パウダー GABA GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 兼貞物産株式会社 研究レビュー

G5
悪玉（ＬＤＬ（エルディーエル））コレステロールが気になりだし
たら乳酸菌入り本気のフルーツ青汁

オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

G6
ＵＣＣ（ユーシーシー）　珈琲生活プラス　ワンドリップコー
ヒー

コーヒー由来クロロゲン酸類
コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩
やかにする機能があります。

ユーシーシー上島珈琲株式会社 研究レビュー

G7 完熟梅エキス丸 クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。

株式会社ウメケン 研究レビュー

G8 ワタナベオイスターＤＨМＢＡ（ディーバ）ゼリーＳ
牡蠣肉抽出上清由来3,5-dihydroxy-4-
methoxybenzyl alcohol

仕事などで生じる一時的なストレス（イライラ感）を緩和
し、睡眠の質（夢み）を向上させる機能があります。ま
た、日常生活で生じる中高年の方の一過性の疲労感
を軽減する機能があります。

株式会社渡辺オイスター研究所 臨床試験

G9 イチョウ葉
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

加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の
一部である記憶力（日常生活で生じる行動や言葉を覚
え、思い出す力）を維持する機能があります。

マグナス株式会社 研究レビュー

G10 コラーゲン・ド・レーヴ コラーゲントリペプチド（GPHｙｐ）
コラーゲントリペプチド（GPHyp）は、肌の潤いと肌の弾
力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける働き
があります。

ゼライス株式会社 研究レビュー

G11 そのまんまビルベリー ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能と
VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作
業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感
を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽
減します。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー



G12 クエン酸ゴールド クエン酸
クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身
体的疲労感を軽減する機能があります。

日本堂製薬株式会社 研究レビュー

G13 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）コエンザイムＱ１０＆口潤 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10には加齢に伴って減少しがち
なお口の潤いをサポートする機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

G14 わたしのチカラ　ＭＯＩＳＴＷＥＬＬ（モイストウェル） 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いに役立つ機能
があります。

カネカユアへルスケア株式会社 研究レビュー

G15 からだを想うＡＬＬ－ＦＲＥＥ（オールフリー）５００ｍｌ ローズヒップ由来ティリロサイド
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）を減らす機能があります。

サントリービール株式会社 研究レビュー

G16 ＭｒＭａｘミスターマックス　強炭酸水ＰＬＵＳプラス　４９０ｍｌ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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る機能があります。

株式会社スターナイン 研究レビュー

G17 Ａｓｔａｘａｎｔｈｉｎ　Ｆｏｒ　ＵＶ（アスタキサンチンフォーユーブイ） アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社いぶき 研究レビュー

G18 十勝のむヨーグルト　巨峰 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

G19 アカポリロコモＷ
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、N－アセ
チルグルコサミン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非
変性Ⅱ型コラーゲンには、ひざ関節に違和感のある中
高齢者（中高年）の日常生活におけるひざの動き（歩
く、ひざの曲げ伸ばし、立ち上がる、しゃがむ、正座す
る、階段の上り下り）の改善をサポートします。Ｎ-アセ
チルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の悩み
を改善します。

株式会社アカシアの樹 研究レビュー

G20 ひざ元気 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感
を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護
に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動
き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾
う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感
を軽減します。

マルマンＨ＆Ｂ株式会社 研究レビュー

G21 ぐんぐんグルコサミン グルコサミン塩酸塩

グルコサミン塩酸塩は、膝の曲げ伸ばしの可動域を広
げ、膝を動かすときの不快感をやわらげます。また、運
動における軟骨成分（Ⅱ型コラーゲン）の過剰な分解を
抑制することで、関節軟骨の正常な代謝を促す機能が
あり、関節軟骨を維持します。

株式会社日本薬業 研究レビュー

G22 サンファイバー腸内すこやか グアーガム分解物（食物繊維）
グアーガム分解物（食物繊維）は、腸まで届き善玉菌
（ビフィズス菌）を増やして腸内環境を良好にする機能
があります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

G23 エラグ酸＆ブラックジンジャー
エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメト
キシフラボン

エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えにより低下し
た血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の皮膚表面
温度）を回復する機能があります。ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー
代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMI
が高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内
臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー



G24 エラグ酸＆ブラックジンジャー　ａ
エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメト
キシフラボン

エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えにより低下し
た血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の皮膚表面
温度）を回復する機能があります。ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー
代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMI
が高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内
臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

G25 エラグ酸・ブラックジンジャー
エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメト
キシフラボン

エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えにより低下し
た血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の皮膚表面
温度）を回復する機能があります。ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー
代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMI
が高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内
臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

G26 エラグ酸・ブラックジンジャー　ａ
エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメト
キシフラボン

エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えにより低下し
た血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の皮膚表面
温度）を回復する機能があります。ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー
代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMI
が高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内
臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

G27 フデばあさんの親孝行黒にんにく　機能性表示食品 GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

有限会社柏崎青果 研究レビュー

G28 イチョウ葉エキス錠　記憶のぱぱ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部
である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）
を維持します。

伊那食品工業株式会社 研究レビュー

G29 健康きらり　ブルーベリー＋（プラス）ルテイン ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能と
VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作
業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感
を緩和します。

明治薬品株式会社 研究レビュー

G30 記憶元気　イチョウ葉
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

陶陶酒製造株式会社 研究レビュー

G31 国産蒸しもち麦 大麦β-グルカン
大麦β－グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機
能があります。

株式会社マルヤナギ小倉屋 研究レビュー

G32 スープで食べるもち麦　梅香る和だし 大麦β-グルカン
大麦β－グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機
能があります。

株式会社マルヤナギ小倉屋 研究レビュー

G33 スープで食べるもち麦　ごま香るわかめ 大麦β-グルカン
大麦β－グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機
能があります。

株式会社マルヤナギ小倉屋 研究レビュー

G34 スープで食べるもち麦　和だしトマト 大麦β-グルカン
大麦β－グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機
能があります。

株式会社マルヤナギ小倉屋 研究レビュー



G35 ギャバサプリメント GABA
GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なスト
レスや疲労感を軽減します。

株式会社三昧生活 研究レビュー

G36 ツナチ DHA・EPA
DHA・EPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があ
ります。

有限会社味源 研究レビュー

G37 エラスチン カツオ由来エラスチンペプチド
カツオ由来エラスチンペプチドには加齢に伴って低下
する血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の
拡張度）の維持に役立ちます。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

G38 国内産　乾しいたけ GABA GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 株式会社健翔 研究レビュー

G39 眠り系サプリ　スリープリズム GABA
GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、
すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。

株式会社創健社 研究レビュー

G40 粒こんにゃくのヘルシーリゾット　チーズ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血
糖値の上昇を抑える機能があります。

寂地蒟蒻株式会社 研究レビュー

G41 粒こんにゃくのヘルシーリゾット　トマト 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血
糖値の上昇を抑える機能があります。

寂地蒟蒻株式会社 研究レビュー

G42 森永メモリービフィズス記憶対策サプリ ビフィズス菌MCC1274（B. breve）

ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の
方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶
力、空間認識力を維持する働きがあります。※記憶力
とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力の
ことです。

森永乳業株式会社 研究レビュー

G43 森永メモリービフィズス記憶対策ヨーグルト ビフィズス菌MCC1274（B. breve）

ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の
方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶
力、空間認識力を維持する働きがあります。※記憶力
とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力の
ことです。

森永乳業株式会社 研究レビュー

G44 「アサヒ　十六茶」ほっと温まる　機能性表示食品 イソマルトデキストリン（食物繊維）

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あ
ります。また、食事の脂肪の吸収を抑える機能があり
ます。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

G45 スープで食べるもち麦　和だしカレー 大麦β-グルカン
大麦β－グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機
能があります。

株式会社マルヤナギ小倉屋 研究レビュー

G46 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　メタシボール エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

G47 深休源 GABA

GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや
疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前
向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分
にする、やる気にするなどの）機能があります。

株式会社ハーバー研究所 研究レビュー

G48 国内産　乾しいたけ　スライス GABA GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 株式会社健翔 研究レビュー



G49 循活源 モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下する
末梢(手足指先)血流を正常に整え、皮膚温度を維持す
る機能があります。

株式会社ハーバー研究所 研究レビュー

G50 糖に働くＬＯＨＡＳ（ロハス）のイヌリン２ｋｇ（キログラム） イヌリン

イヌリンは、腸内のビフィズス菌による発酵・増殖に利
用され、腸内フローラが良好になることで、便秘傾向者
において排便回数・排便量を増やし、お腹の調子を整
えます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇を緩や
かにします。

バブルスター株式会社 研究レビュー

G51 良好な睡眠をサポート　ネルナラ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

G52 キロロス エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

健康美人研究所株式会社 研究レビュー

G53 リセットレモングミ クエン酸
クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の
一時的な疲労感やストレスを軽減します。

味覚糖株式会社 研究レビュー

G54 リセットうめ クエン酸
クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の
一時的な疲労感やストレスを軽減します。

味覚糖株式会社 研究レビュー

G55 ＥＰＡ（イーピーエー）の極み　ＢＡＰＴ（バプト） EPA、DHA
EPAとDHAには血中の中性脂肪を低下させる機能があ
ります。

備前化成株式会社 研究レビュー

G56 むくみサポート ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下し
た血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）
の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社オーガランド 研究レビュー

G57 血圧ＧＡＢＡ（ギャバ）１００ GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機
能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや
疲労感を緩和する機能、一時的な疲労感やストレスを
感じている方の睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役に立
つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があ
ると報告されています。

株式会社元気プロジェクト 研究レビュー

G58 睡眠＆疲労感ケア L-オルニチン一塩酸塩・クロセチン
L-オルニチン一塩酸塩は、睡眠の質(長く眠った感覚)
を高め、より良い気分の目覚めをサポートします。クロ
セチンは、起床時の疲労感を軽減します。

株式会社ファンケル 研究レビュー

G59 サラッとキクリン イヌリン
イヌリンには食後の血糖値上昇を抑える機能がありま
す。

株式会社りぶメール 研究レビュー

G60 大腸のキホン ビフィズス菌BB536

ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便
秘気味の方の便通を改善する機能や、花粉、ホコリ、
ハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減する機能が
あります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

G61 腸内こまめくのいち 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327） ①肌の潤いを維持する。②お通じを改善する。 株式会社豆腐の盛田屋 研究レビュー



G62 メンテナイト
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、GABA

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。GABAには仕事や勉強によ
る一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、
一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力
感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）
の低下を軽減する〕機能、肌の乾燥が気になる方の肌
の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があ
ります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

G63 脂肪減弐 エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

G64
ＮＩＳＳＡＮ　ＧＥＮＩＥ（ニッサンジェニー）　ホスファチジルセリ
ンが摂れるお味噌汁

大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

日油株式会社 研究レビュー

G65 脂肪減参 エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社三昧生活 研究レビュー

G66 飲むドモホルンリンクルａ
GABA
パイナップル由来グルコシルセラミド

GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。さらにGABAには、肌の乾燥が気になる方の肌の
弾力を維持し、肌の健康を守ることをサポートする機能
があります。パイナップル由来グルコシルセラミドに
は、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。

株式会社再春館製薬所 研究レビュー

G67 シボナイン 茶カテキン（ガレート型カテキン）

茶カテキン（ガレート型カテキン）には、肥満気味の方
のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下さ
せ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる
機能があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

G68 血管サポートエラスチンサプリ カツオ由来エラスチンペプチド
カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下す
る血管の柔軟性（血管を締め付けた後の血管の拡張
度）維持に役立つ機能があります。

林兼産業株式会社 研究レビュー

G69 クエン酸ゴールドプラス クエン酸
クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身
体的疲労感を軽減する機能があります。

日本堂製薬株式会社 研究レビュー

G70 メタプラス　ウエストマックス エラグ酸
エラグ酸は肥満気味な方の体重、体脂肪、血中中性脂
肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高
めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社メタボリック 研究レビュー

G71 血管しなやかサポートエラスチンサプリ カツオ由来エラスチンペプチド
カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下す
る血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡
張度）維持に役立つ機能があります。

林兼産業株式会社 研究レビュー

G72 ＡｍｉｔＡ（アミタ）　すっきり　イヌリン イヌリン

イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えます。またイヌリンは
食後の血糖値の上昇をゆるやかにすること、血中中性
脂肪を下げます。

株式会社AmitA 研究レビュー



G73 脳核一閃 ホヤ由来プラズマローゲン

ホヤ由来プラズマローゲンには認知機能の一部である
視覚的な記憶力を維持する機能があります。視覚的な
記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び
起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のこと
をいいます。

株式会社だいにち堂 研究レビュー

G74 イクモアフローラ
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて
腸まで届き便通を改善する機能があります。

プルチャーム株式会社 研究レビュー

G75 ルテインＡ’ｓ（エース） ルテイン

ルテインはブルーライトなどの光の刺激から目を保護
するとされる網膜の黄斑色素量を補う機能と、コントラ
スト感度（かすみやぼやけの解消により、ものをくっきり
と見る力）を改善する機能があります。

株式会社アリスコーポレーション 研究レビュー

G76 ホンチョ　蒟蒻ゼリー　ざくろ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には食事由来
の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにします。

大象ジャパン株式会社 研究レビュー

G77 ホンチョ　蒟蒻ゼリー　青りんご 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には食事由来
の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにします。

大象ジャパン株式会社 研究レビュー

G78 ホンチョ　蒟蒻ゼリー　いちご＆グレープフルーツ 難消化性デキストリン（食物繊維として）
難消化性デキストリン（食物繊維として）には食事由来
の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにします。

大象ジャパン株式会社 研究レビュー

G79
ＤＨＡ＋ＥＰＡ（ディーエイチエープラスイーピーエー）ヨーグ
ルト

EPA・DHA

EPA・DHA には、中性脂肪値を下げる機能がありま
す。また、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機
能の一部である記憶力を維持します。※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。

株式会社ノーベル 研究レビュー

G80 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ルテイン＆脳と黄斑色素 ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンは眼の黄斑色素濃度を増加
させる機能、加齢に伴い低下する認知機能の一部であ
る注意力(複数の情報から特定の情報に注目する力)、
認知的柔軟性(変化を認識し、対応する力)を維持する
機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

G81 ルテイン６０ ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンにはぼやけ・かすみの軽減に
よりくっきり見る力（コントラスト感度）を改善し、ブルー
ライト光などの光ストレスから眼を保護し、眼の黄斑色
素密度を増やす機能があります。

インフィニティー株式会社 研究レビュー

G82 もっちりおつまみＧＡＢＡ（ギャバ）大豆 GABA
GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを
助ける機能があります。

株式会社舞昆のこうはら 研究レビュー

G83 リフティングＧＡＢＡ（ギャバ）ａ GABA

GABA には、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを
助ける機能があります。また、一時的なストレスや疲労
感を感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役
立つ機能が
あります。

三和酒類株式会社 研究レビュー

G84 伊右衛門＋（プラス）５００コレステロール対策 プロシアニジンB1及びB3

プロシアニジンB1及びB3には悪玉（LDL）コレステロー
ルを下げる機能があります。また、加齢とともに低下す
る血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡
張度）の維持に役立つ機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー



G85 成城青汁 GABA

GABAは、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の改善に役立つことや、仕事や勉強などによる一
過性の精神的なストレスや疲労感を緩和する機能があ
ります。

株式会社ペスカインターナショナル 研究レビュー

G86 ディアナチュラゴールド　ビルベリーａ ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンには、スマートフォンや
パソコン等の使用による眼の疲労感を軽減し、眼の使
用による一時的な首、肩の負担を軽減します。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

G87 ねるみるサポート クロセチン

クロセチンは、良質な眠りをサポート（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）しま
す。また、目のピント調節機能をサポート（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）しま
す。

株式会社タケイ 研究レビュー

G88 ＧＡＢＡ（ギャバ）眠 GABA
GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があり
ます。

イワキ分割準備株式会社 研究レビュー

G89 いつもを、そえて。 ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値
の上昇を抑える機能、肥満気味な方のおなかの脂肪
（内臓脂肪）とBMIを減らすのを助ける機能があります。

株式会社オモヤ 研究レビュー

G90 インナーＵＶ（ユーブイ） ベータカロテン
抗酸化作用を持つベータカロテンは、紫外線刺激から
肌を保護するのを助ける機能性があります。

株式会社オーガランド 研究レビュー

G91 Ｈｉｓａｍｉｔｓｕ（ヒサミツ）　歩かんと
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。

久光製薬株式会社 研究レビュー

G92 おなかの脂肪サポート
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

G93 こうや豆腐パウダー　６０ｇ 大豆ベータコングリシニン
大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方の高めの
BMIを低下させる機能、および高めの血中中性脂肪値
を低下させる機能があります。

株式会社みすずコーポレーション 研究レビュー

G94 糖質９０％オフのど飴＜スイートハーブ味＞ イヌリン
イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やすことで、おなかの調子を整えます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G95 機能性表示食品　緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、
おなかの調子を整える機能があります。

ニットービバレッジ株式会社 研究レビュー

G96 ファインコーヒーＷ（ダブル） GABA、イヌリン
GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。イヌリンには糖の吸収を抑えることで、食後の
血糖値の上昇を抑制する機能があります。

株式会社ファイン 研究レビュー

G97 青いひとみ ルテイン
ルテインには、黄斑色素光学密度を増やし、コントラス
ト感度を改善します。

フジワラ化学株式会社 研究レビュー



G98 ルテイン＆ゼアキサンチン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテインおよびゼアキサンチンには、目の黄斑部の色
素量を上昇させ、ブルーライトなどの光ストレスから保
護し、コントラスト感度（ぼやけの軽減によりはっきり見
る力）を改善する機能があります。

株式会社湘南薬品 研究レビュー

G99
Ｄｒ．Ｍａｒｉ（ドクターマリー）ＤＨＡ／ＥＰＡ（ディーエイチエー／
イーピーエー）

DHA、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、判断力をサポートします。（記
憶力：数字に関する情報を記憶し、思い出す力。判断
力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす
力。）DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機
能があります。

株式会社グランデ 研究レビュー

G100 ブルーベリー＆ルテイン　アイ　モイスチャージ
ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン・
ゼアキサンチン

ビルベリー由来アントシアニンには、パソコンやスマホ
などの使用により低下しがちな目のうるおいやピント調
節機能をサポートし、目の疲労感の緩和に役立ちま
す。また、ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部
の色素量を増やし、ブルーライトなどの光ストレスから
保護し、ぼやけの軽減によりくっきり見る力（コントラス
ト感度）を改善する機能があります。

寿本舗株式会社 研究レビュー

G101 海老と蟹のビスク N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌
のうるおいに役立ちます。

東海農産株式会社 研究レビュー

G102 するパカ 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、お通じを改善す
る機能があります。

株式会社レッドビジョン 研究レビュー

G103 ラクシテ
秋ウコンエキス（指標成分：ビサクロン、デ
ヒドロジンゲロン）

秋ウコンエキスは日常生活の一時的な疲労感を軽減し
ます。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

G104 足のむくみや手の冷えが気になる方のサプリメント ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下し
た血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）
の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社プロモートアクト 研究レビュー

G105 お～いお茶プレミアムティーバッグ一番摘み緑茶 ガレート型カテキン
ガレート型カテキンには、ＢＭＩが高めの方の体脂肪を
減らす機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

G106 シボヘルプ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

DUEN合同会社 研究レビュー

G107 腹脂ヘルプ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

DUEN合同会社 研究レビュー

G108 美味桑茶 GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

南部桑研株式会社 研究レビュー

G109 ＢＡＫＵＮＥ　ＤＯＴｚ（バクネ　ドッツ）
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社TENTIAL 研究レビュー



G110 日東紅茶　ヒハツ由来ピペリン類プラスレモンティー　５本入 ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ（病的ではない一過性のむく
み）を軽減する機能があります。また、冷えにより低下
した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢
（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能がありま
す。

三井農林株式会社 研究レビュー

G111 機能性表示食品ルイボスごぼう茶２２包 イヌリン、クロロゲン酸
イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ（便量）を改善する
機能があります。

株式会社あじかん 研究レビュー

G112 ターミナリアファースト　プロフェッショナル３ ターミナリアベリリカ由来没食子酸

本品は、肥満気味な方のお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下
脂肪）と体重を減らしてBMIを低下させるのを助ける機
能があります。また、ターミナリアベリリカ由来没食子
酸には、食事の糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖
値や中性脂肪の上昇を抑える機能があります。

株式会社ビタブリッドジャパン 臨床試験

G113 十勝のむヨーグルト　りんご 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー

G114 ネルサポ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社SOLIA 研究レビュー

G115 Ｗｈｉｔｅ　Ｒｅｃｉｐｅ（ホワイトレシピ） 赤パプリカ由来キサントフィル
抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、
紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があり
ます。

日本ケフィア株式会社 研究レビュー

G116 おいしく腸活　スペイン産紫にんにく イヌリン

イヌリンを5g/日摂取すると、善玉菌であるビフィズス菌
や乳酸菌を増やすことでおなかの調子を整えます。本
品を16g（4～7粒）食べると機能性が報告されている1日
当たりの機能性関与成分（イヌリン）の量の50%を摂取
できます。

木野物産株式会社 研究レビュー

G117 毎日記憶＋（プラス）
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶
力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の
精度や判断の正確さを向上させます。

株式会社虎ノ門堂 研究レビュー

G118 アラプラス　ゴールド　疲労感軽減 5-アミノレブリン酸リン酸塩
日常生活での仕事による一時的な疲労感を軽減する
機能があります。

ＳＢＩアラプロモ株式会社 臨床試験

G119 ハズミン GABA

GABAには以下の機能が報告されています。
1．睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能
2．肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の
健康を守るのを助ける機能

株式会社SC 研究レビュー

G120 血糖値が気になる方の本気のサラシア サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖
の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機
能があります。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

G121 熟すやナイトプラス温 GABA、モノグルコシルヘスペリジン

GABAには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室温温度
が低い時などの血流（抹消血流）を改善し、体温（末梢
体温）を保つ機能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー



G122 「三ツ矢」梅 クエン酸 クエン酸は日常生活の一時的な疲労感を軽減します。 アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

G123 ＰｈａｒｍａＧＡＢＡ　ＳＳＳ（ファーマギャバ　スリーエス） GABA

GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の改善に役立つ機能があります。また、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
機能があります。さらに、GABAには肌の乾燥が気にな
る方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける
機能があります。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

G124 ＰｈａｒｍａＧＡＢＡ　ＣＳＳ（ファーマギャバ　シーエスエス） GABA

GABAには加齢によって低下する認知機能の一部であ
る、記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）、空
間認知力（物の位置、形、向きなどを正確に把握する
力）、論理的思考力（筋道を立てて物事を考え、答えを
導き出す力）、持続的注意力（注意を持続させながら、
作業を続ける力）、ワーキングメモリー（作業に必要な
情報を整理し、短期的に記憶する力）を維持する機能、
および中高齢者の活力（元気や活気がわいてくる気
分）、心の健康（楽しくおだやかな気分でいること）を維
持する機能があります。また、 GABAには睡眠の質（眠
りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能
があります。さらに、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ります。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

G125 中性脂肪の減少をサポート DHA・EPA
DHA・EPAには血中の中性脂肪値を下げる機能があり
ます。

株式会社ツカモトコーポレーション 研究レビュー

G126 コレステロール対策 松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3
松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉(LDL)
コレステロールを下げる機能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

G127 まいにち快通
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通
を改善する機能があります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

G128 ｒｉｓｏｕ　ｎｏ　Ｃｏｆｆｅｅ（リソウノコーヒー）
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社ファンファレ 研究レビュー

G129 ｈａｒｕアミュレット（ハル　アミュレット） ＧＡＢＡ

haruアミュレットに含まれるＧＡＢＡには、以下の機能が
あります。
・睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ。
・すっきりとした目覚めをサポートする。
・事務作業や家事による一時的なストレスや疲労感を
和らげる。

株式会社ｎｉｊｉｔｏ 研究レビュー

G130 カロリーポン

ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナ
バ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー
由来
ポリメトキシフラボン

ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロ
ソリン酸は、食後の血糖値や中性脂肪値が上がりやす
い方の、食事の糖と脂肪の吸収を抑える機能がありま
す。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂
肪の代謝を助け消費しやすくする機能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

G131 十勝のむヨーグルト　マンゴー 機能性関与成分名	乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー



G132 リラスヤ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社メディカルリーチ 研究レビュー

G133 ＦＬＯＲＡ　Ｋ（フローラ　ケイ） 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維
持する機能、お通じを改善する機能があります。

ヤーマン株式会社 研究レビュー

G134 調製豆乳 大豆ベータコングリシニン
大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを
低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下
させる機能があります。

株式会社みすずコーポレーション 研究レビュー

G135 極みの黒酢 カツオ由来エラスチンペプチド
カツオ由来エラスチンペプチドには加齢に伴って低下
する血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の
拡張度）の維持に役立ちます。

株式会社日本薬師堂 研究レビュー

G136 目と脳をサポート ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素密度
を上昇させる機能があり、ブルーライトなどの光の刺激
から保護すること、コントラスト感度（ぼやけの緩和によ
りくっきり見る力）を改善すること、加齢に伴い低下す
る、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中し
たり、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の
柔軟性（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え
方を修正し対処する能力）を維持する機能があります。

株式会社ツカモトコーポレーション 研究レビュー

G137 関節元気ａ サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、ひざ関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、ひざ関節の曲げ伸ばし、日常生活におけ
るひざ関節の動き（階段の上り下りの動き、歩く動き、
立ち上がる動き、落ちたものを拾う動き、座っている状
態）の改善に役立ち、起床時のひざの違和感を軽減し
ます。

株式会社スマイル・ジャパン 研究レビュー

G138 静岡県産オーラック緑茶べにふうき微粉末スティック メチル化カテキン
メチル化カテキンは、花粉、ホコリ、ハウスダストなどに
よる目鼻の不快感を軽減させます。

やまと興業株式会社 研究レビュー

G139 快眠セサミン セサミン類、L-テアニン

抗酸化力があるセサミン類には、日常生活において疲
れを感じている健常な中高年の方の寝つき、眠りの深
さ、寝覚めという体調を良好に保つ機能があります。
L-テアニンには、睡眠の質の一部である起床時の疲労
感を軽減する機能があります。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

G140 おいしく腸活　スペイン産にんにく イヌリン

イヌリンを5g/日摂取すると、善玉菌であるビフィズス菌
や乳酸菌を増やすことでおなかの調子を整えます。
本品を16g（4～7粒）食べると機能性が報告されている1
日当たりの機能性関与成分（イヌリン）の量の50%を摂
取できます。

木野物産株式会社 研究レビュー

G141 シボラナイト
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすく
する機能があります。またBMIが高めの方の腹部の脂
肪を減らす機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

G142 とおちか青汁 ルテイン
ルテインは、長時間のコンピューター作業などによって
低下した目のコントラスト感度（ぼやけやかすみを軽減
し、くっきり見る力）を改善します。

株式会社NKホールディングス 研究レビュー



G143 「脳活サポート」
ラクトノナデカペプチド
（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）

ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）に
は、同年代に比べて記憶力が低下している中高年を含
む成人の認知機能の一部である記憶力（物のイメージ
を思い出す力）を維持します。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

G144 日清ＭＣＴ（エムシーティー）オイル 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)
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し
ます。

日清オイリオグループ株式会社 研究レビュー

G145 わさび＆Ｎ－アセチルグルコサミン N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌
のうるおいに役立ちます。また、歩行や階段の上り下り
におけるひざ関節の悩みを改善します。

金印株式会社 研究レビュー

G146 ヘルウェル
ターミナリアベリリカ由来没食子酸、有胞
子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値
の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓
脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。有胞子
性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて腸まで
届き、便通を改善する機能があります。

株式会社Ｔｅｎ　Ｂｕｒｇｅｒ 研究レビュー

G147 コレステサプリ オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

株式会社グランデ 研究レビュー

G148 新美糖 L-アラビノース
L-アラビノースは、食後の血糖値上昇をおだやかにし
ます。

株式会社三明インターナショナル 研究レビュー

G149 オリーブしそ油 α-リノレン酸
α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機
能があります。

日油株式会社 研究レビュー

G150 ＷＨＩＴＥ　ＶＥＩＬ　Ｍｏｉｓｔ（ホワイトヴェール　モイスト）
米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチ
ン、ルテイン・ゼアキサンチン

米由来グルコシルセラミドには、肌のバリア機能（保湿
力）を高め、肌の潤いを守るのを助ける機能がありま
す。抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺
激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴び
た肌を乾燥から守り、肌の潤いを守る機能性がありま
す。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加
によりブルーライトなどの光刺激から眼を保護する機
能や、コントラスト感度を改善する機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

G151
ＷＨＩＴＥ　ＶＥＩＬ　Ｍｏｉｓｔ　Ａ（ホワイトヴェール　モイスト
エー）

米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチ
ン、ルテイン・ゼアキサンチン

米由来グルコシルセラミドには、肌のバリア機能（保湿
力）を高め、肌の潤いを守るのを助ける機能がありま
す。抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺
激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴び
た肌を乾燥から守り、肌の潤いを守る機能性がありま
す。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加
によりブルーライトなどの光刺激から眼を保護する機
能や、コントラスト感度を改善する機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

G152 ＤＨＡ（ディーエイチエー） ＤＨＡ、ＥＰＡ

ＤＨＡには、中高年の認知機能の一部である、日常生
活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関す
る情報の判断や読み書きをサポートする機能がありま
す。ＤＨＡ、ＥＰＡには中性脂肪を低下させる機能があり
ます。

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー



G153 ブラックジンジャーポリメトキシフラボン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

G154 記憶の源 鶏由来プラズマローゲン
鶏由来プラズマローゲンには、中高年の方の認知機能
の一部である、言葉を記憶し思い出す能力、「言語記
憶力」を維持する機能があります。

株式会社アドバンスト・メディカル・ケ
ア

研究レビュー

G155 平田牧場コラーゲンペプチド 豚由来コラーゲンペプチド

豚由来コラーゲンペプチドには、肌の水分量を保ち弾
力性の低下を抑え、肌の健康に役立つ機能がありま
す。また、膝関節の違和感で制限される普段の活動を
サポートする機能があります。

株式会社平田牧場 研究レビュー

G156 ほぐしあ ビルベリー由来アントシアニン、GABA

ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節機能と
VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作
業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感
を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽
減します。
GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする
（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、や
る気にするなどの）機能や、仕事や勉強などによる一
時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能や、睡
眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。

株式会社メタボリック 研究レビュー

G157 ディアナージュ　プラシルク　ドリンク　アクセル GABA

GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる
作業によって生じる一時的な疲労感を緩和すること、
一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質
（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があること、（肌の乾
燥が気になる方の）肌の弾力を維持し、肌の健康を守
るのを助ける機能があります。

株式会社ダイアナ 研究レビュー

G158 アンセリンＳ アンセリン
アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5
～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。

富山薬品株式会社 研究レビュー

G159 ＰａｐｒｉＸ（パプリックス）パプリカエクササポート 赤パプリカ由来キサントフィル
抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、
運動によって生じる一過性の疲労感を軽減する機能が
あります。

グリコ栄養食品株式会社 研究レビュー

G160 ヘラスリム　トリプルストック
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社ステップワールド 研究レビュー

G161 体脂ヘルス
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

DUEN合同会社 研究レビュー

G162 葉緑王
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、
便通を改善する機能があります。

株式会社ヨネキチ 研究レビュー



G163 カーナカリス　ルテインプラス ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を
増やし、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、コン
トラスト感度（ぼやけの軽減によりくっきり見る力）を改
善する機能、高齢者の加齢に伴い低下する、認知機能
の一部である注意力（一つの事に集中したり、複数の
物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性（変化
する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対
処する能力）を維持する機能があります。

株式会社カーナカリス化粧品 研究レビュー

G164 ディープチャージ　コラーゲン コラーゲンペプチド
コラーゲンペプチドは、肌のうるおいと弾力を維持し、
肌の健康に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー

G165 ディープチャージ　コラーゲン　パウダー コラーゲンペプチド
コラーゲンペプチドは、肌のうるおいと弾力を維持し、
肌の健康に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー

G166 ＤＢ（ディービー）カプセル
サラシア由来サラシノール、茶カテキン（ガ
レート型カテキンとして）

サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食
後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。
茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、ＢＭＩが高
めの方の体脂肪を減らす機能があります。

株式会社ＴＢＣ 研究レビュー

G167 ｉｎ（イン）のど飴 プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G168 日清ヘルシーごま香油セサミンプラス セサミン、セサモリン
セサミン、セサモリンは、LDLコレステロールを下げる
機能のあります。

日清オイリオグループ株式会社 研究レビュー

G169 プラークリン エピガロカテキンガレート（EGCg）
エピガロカテキンガレート（EGCg）は、口内環境を良好
に保ち（歯垢の生成を抑え）ます。

協和薬品株式会社 研究レビュー

G170 プロテオグリカン サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン この成分は、ひざ関節の曲げ伸ばしをサポートします。 マグナス株式会社 研究レビュー

G171 りんご黒酢飲料 酢酸
酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機
能があります。

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

G172 カラダ想いメニュー　　ツナ入りマカロニサラダ DHA・EPA

DHA・EPAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認
知機能の一部である記憶力を維持します。
※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。

デリア食品株式会社 研究レビュー

G173 フラバンサプリメントＮ 松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3
松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉（LDL）
コレステロールや総コレステロールを下げる機能があ
ります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

G174 脂肪ヘラシーナ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすく
する機能と肥満気味(BMI23以上30未満)の方のおなか
の脂肪を減らす機能があります。

八幡物産株式会社 研究レビュー

G175 エラグ酸プレミアム エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、ウエスト周囲径、体
脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー



G176 母心　生えごま油 α-リノレン酸
α-リノレン酸には血圧が高めの方に適した機能があり
ます。

株式会社母心ジャパン 研究レビュー

G177 健康経営サプリ　イチョウ葉プラス
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え思い出す力）や判断力
（判断の正確さ）を向上させます。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G178 健康経営サプリ　ビルベリー ビルベリー由来アントシアニン
ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサ
ポートし、目の疲労感を緩和します。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G179 健康経営サプリ　ビルベリープラス ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能と
VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作
業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感
を緩和します。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G180 健康経営サプリ　ビルベリープレミアム ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能と
VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作
業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感
を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽
減します。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G181 健康経営サプリ　ラフマ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G182 健康経営サプリ　イチョウ葉
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G183 健康経営サプリ　大豆イソフラボン 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分を維持するのに役立つ
機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G184 健康経営サプリ　米セラミド 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを維持する
機能（バリア機能）があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G185 健康経営サプリ　茶カテキン 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）
茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味
の方のお腹の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させ
る機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G186 健康経営サプリ　ルテイン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは黄斑色素密度を増加さ
せ、ブルーライトなどの光刺激を軽減し、色のコントラ
スト感度を改善することで目の調子を整える機能があ
ります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G187 ディープチャージ　コラーゲン　ドリンク コラーゲンペプチド
コラーゲンペプチドは、肌のうるおいと弾力を維持し、
肌の健康に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー

G188 ディープチャージ　コラーゲン　スティックゼリー コラーゲンペプチド
コラーゲンペプチドは、肌のうるおいと弾力を維持し、
肌の健康に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー



G189 大豆が入ったなめらかパウンド イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に
血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂
肪の上昇を穏やかにする機能があります。

株式会社ウエルビーフードシステム 研究レビュー

G190 オトロエン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、年齢
とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高
年の方の歩く力を維持する機能があります。

株式会社上別府コミュニティファーマ
シー

研究レビュー

G191 アンセリン アンセリン
アンセリンは血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～
7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制し、下げる機能
があります。

株式会社インシップ 研究レビュー

G192 国産４種の煎り豆 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社波里 研究レビュー

G193 ｉｎ（イン）バープロテイン　ブラウニー プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G194 菊の花＆カテキンの恵み ルテオリン、ガレート型カテキン

ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な方の尿酸値を下げる機能があります。ガレート
型カテキンには、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪
（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させ、体重の減少をサ
ポートし、高めのＢＭＩを低下させる機能があります。

株式会社和漢 研究レビュー

G195 ＵＣ－Ⅱハードカプセル 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンは継続摂取する事により、ひざ
関節の伸展（ひざ関節の可動域）の改善機能がありま
す。

カプスゲル・ジャパン株式会社 研究レビュー

G196 信州の恵み　そば茶 難消化性デキストリン（食物繊維として）
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ります。

日穀製粉株式会社 研究レビュー

G197 ｍｏｉｓｔｉｖｅ（モイスティブ） パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌のバリア
機能（保湿力）を高め、肌の潤い（水分）を逃がしにくく
する機能があります。

株式会社ニコリオ 研究レビュー

G198 こんにゃくプラス（血圧・ストレス） ＧＡＢＡ
ＧＡＢＡには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、
デスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和す
る機能があります。

サン食品株式会社 研究レビュー

G199 ナットウキナーゼさらさら粒プレミアムａ 納豆菌由来ナットウキナーゼ、EPA・DHA

納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善す
ることで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がありま
す。EPA・DHAは、血中中性脂肪を減らす機能がありま
す。

小林製薬株式会社 研究レビュー

G200 カラダ想いメニュー　　ポテトサラダ GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

デリア食品株式会社 研究レビュー

G201 ぐっすりスッキリ　快眠＆（アンド）腸活！
GABA、有胞子性乳酸菌（Bacillus
coagulans SANK70258）

GABAは、睡眠の質（眠りの深さや、すっきりとした目覚
め）の向上に役立つ機能、肌の乾燥が気になる方の肌
の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があ
ります。有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）は、便通を改善する機能があります。

株式会社グラフィコ 研究レビュー



G202 ひざ軽コラーゲン
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻
軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン

これらの成分には、日常生活におけるひざの動き（ひ
ざの曲げ伸ばし、立つ、歩く、座る、階段の昇り降り等）
の改善をサポートします。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G203 アイジェニック ルテイン

ルテインは、ブルーライトなどの光刺激から眼を保護す
るとされる網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感
度（色の濃淡を判別し、ぼやけ、かすみを緩和する視
機能）をサポートします。

株式会社エフ琉球 研究レビュー

G204 ルテイン４０ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識
別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復
（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライ
トなどの光ストレス、一時的な精神ストレス、眼の疲労
感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能がありま
す。

株式会社メディワン 研究レビュー

G205 ＵＬＴｍａｋｅ（ウルトメイク）
本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシ
ルイソチオシアネート(6-MSITC)、ＧＡＢＡ

①の成分は、「運動習慣のない中高年の方の認知機
能の一部である判断力(情報を正確に処理する能力)
や注意力を向上させる。」②の成分は、「ストレス(精神
的負担)がかかるデスクワークなどの作業による一時
的な疲労感を軽減する。」「日常、一時的に落ち込んだ
気分を前向きに(やる気や積極的な気分の低下を軽減)
する。」

株式会社シンギー 研究レビュー

G206 エスト　リキッドサプリメント コーヒー豆由来クロロゲン酸類、ＧＡＢＡ

コーヒー豆由来クロロゲン酸類は、気温や室温が低い
時などの冷えにより低下した血流（末梢血流）を改善
し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）の回復を助ける機能
と、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能がありま
す。ＧＡＢＡ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ります。

花王株式会社 研究レビュー

G207 クアトロ青汁
難消化性デキストリン（食物繊維として）
GABA

難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後血
糖値の上昇を抑制する機能があります。また、難消化
性デキストリン（食物繊維として）には、食後血中中性
脂肪値の上昇を抑制する機能があります。さらに、難
消化性デキストリン（食物繊維として）には、おなかの
調子を整える機能があります。
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が
高めの方に適した機能があります。

株式会社佐藤園 研究レビュー

G208 ＡＬＢＬＯＣＫ（アルブロック） 大豆由来ホスファチジルセリン
大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した
健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言
葉を思い出す力）の維持をサポートします。

東京製薬株式会社 研究レビュー

G209 ふくさきのもちむぎ 大麦由来β－グルカン
大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだや
かにします。

株式会社もちむぎ食品センター 研究レビュー

G210 オールブランＢａｒ（バー）　ざくざくＷ（ダブル）ナッツ 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

G211 オールブランＢａｒ（バー）　彩り果実ミックス 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー



G212 おなかの調子を整えるのり佃煮 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は、ビフィズス菌を増
やすことにより、おなかの調子を整え、便通を改善する
機能があります。

安田食品工業株式会社 研究レビュー

G213 エスト　リキッドサプリメント＋ コーヒー豆由来クロロゲン酸類、ＧＡＢＡ

コーヒー豆由来クロロゲン酸類は、気温や室温が低い
時などの冷えにより低下した血流（末梢血流）を改善
し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）の回復を助ける機能
があります。ＧＡＢＡ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と、肌の弾力を維
持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。

花王株式会社 研究レビュー

G214 ジョイントアクティブ
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、N-アセ
チルグルコサミン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、ひざ関節の不
快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の
保護に役立ち、ひざ関節の可動性をサポートします。
また、N-アセチルグルコサミンには、歩行や階段の上
り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。

日清ファルマ株式会社 研究レビュー

G215 免疫ＣＡＲＥ（ケア）　プラズマ乳酸菌チョコレート プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G216 免疫ＣＡＲＥ（ケア）　プラズマ乳酸菌ココア プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G217 リコピン リコピン
リコピンには血中ＬＤＬ（悪玉）コレステロールを低下さ
せる機能があります。

株式会社インシップ 研究レビュー

G218 フラボンゴールドＥＸ（エクストラ）
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

薬糧開発株式会社 研究レビュー

G219 ＧＡＢＡ（ギャバ）和紅茶ティーバッグ ＧＡＢＡ GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。 株式会社宇治田原製茶場 研究レビュー

G220 わたしのチカラ　ＷＡＬＫ（ウォーク）
還元型コエンザイムQ10、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

還元型コエンザイムQ10は、日常生活で生じる一過性
の身体的な疲労感の軽減に役立ちます。また、ブラッ
クジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに
低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方
の歩く力を維持します。

カネカユアへルスケア株式会社 研究レビュー

G221 ＳＭＯＯＴＨＩＥ　ＧＲＥＥＮ（スムージー　グリーン） イヌリン(食物繊維)

イヌリン(食物繊維)は善玉菌の一種であるビフィズス菌
を増やすことで、お腹の調子を整えること、食後の血糖
値の上昇をゆるやかにすること、血中中性脂肪を下げ
ます。

日本ルナ株式会社 研究レビュー

G222 ＳＭＯＯＴＨＩＥ　ＰＥＡＣＨ　ＭＩＸ（スムージー　ピーチミックス） イヌリン(食物繊維)

イヌリン(食物繊維)は善玉菌の一種であるビフィズス菌
を増やすことで、お腹の調子を整えること、食後の血糖
値の上昇をゆるやかにすること、血中中性脂肪を下げ
ます。

日本ルナ株式会社 研究レビュー

G223 ＳＭＯＯＴＨＩＥ　ＢＡＮＡＮＡ（スムージー　バナナ） イヌリン(食物繊維)
イヌリン(食物繊維)は善玉菌の一種であるビフィズス菌
を増やすことで、お腹の調子を整え、食後の血糖値の
上昇をゆるやかにし、血中中性脂肪を下げます。

日本ルナ株式会社 研究レビュー

G224 おいしい大豆プロテインプラズマ乳酸菌入り プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

森永製菓株式会社 研究レビュー



G225 ＧＡＢＡ（ギャバ）が入ったほっこりコーヒー GABA
GABAは事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを
緩和する機能があります。

株式会社ウエルビーフードシステム 研究レビュー

G226 さくほろクッキー GABA
GABAは事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを
緩和する機能があります。

株式会社ウエルビーフードシステム 研究レビュー

G227 メタプロパウダー　糖・脂・圧
イソマルトデキストリン（食物繊維）、ＧＡＢ
Ａ

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
する機能があります。GABAは、血圧が高めの方の血
圧を低下させる機能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

G228 プレミアムカテキンｂｏｄｙ（ボディ） 茶カテキン
茶カテキンにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能
があります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

G229 メタプロ青汁　糖・脂・圧
イソマルトデキストリン（食物繊維）、ＧＡＢ
Ａ

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
する機能があります。GABAは、血圧が高めの方の血
圧を低下させる機能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

G230 歩く力をサポート
N-アセチルグルコサミン、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の動きの悩みを
改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ンは、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力
の維持に役立ちます。

株式会社ツカモトコーポレーション 研究レビュー

G231 ディアナチュラゴールド　松樹皮由来ポリフェノールａ 松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3
松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉（LDL）
コレステロールが正常域で高めの方の悪玉（LDL）コレ
ステロールを下げる機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

G232 九州産ごぼう茶 イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

株式会社河村農園 研究レビュー

G233 カラダ想いメニュー　　蒸し鶏入りごぼうサラダ イヌリン イヌリンは中性脂肪を下げます。 デリア食品株式会社 研究レビュー

G234 Ｎ－アセチルグルコサミンロコモＤＸ（ディーエックス）
N‐アセチルグルコサミン、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

N‐アセチルグルコサミンは、ひざ関節の動きの悩みを
改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ンは、年齢とともに低下する足の筋力に作用することに
より、中高年の歩く力の維持に役立ちます。

株式会社エーエルジャパン 研究レビュー

G235 歩く力をサポートＴ
N-アセチルグルコサミン、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の動きの悩みを
改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ンは、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力
の維持に役立ちます。

株式会社ツカモトコーポレーション 研究レビュー

G236 アマニリノレン２．６ α-リノレン酸
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、血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させ
る機能があります。

株式会社ニップン 研究レビュー

G237 ＬＰ４３２（エルピーヨンサンニ）飲料 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中
性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。

南日本酪農協同株式会社 研究レビュー

G238 ＧＡＢＡ（ギャバ）配合ゆず茶 GABA
GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレス
や、疲労感を緩和する機能があります。

株式会社ダイショー 研究レビュー



G239 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）コエンザイムＱ１０＆朝までの睡眠 還元型コエンザイムQ10

還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じ
ている方の睡眠の質の向上（ぐっすり眠れること、眠り
が深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど）に役立つ
機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性
のストレスの軽減に役立つ機能があります。また、細胞
のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働
きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生
じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役立ち
ます。

株式会社三協 研究レビュー

G240 頭脳目快 ルテインおよびゼアキサンチン

ルテインおよびゼアキサンチンは、年齢とともに低下す
る認知機能の一部である判断力(変化する状況に応じ
て適切に対処したり、推論したりする能力)、注意力（一
つのことに集中したり、複数の物事に注意を向けられ
る能力）を維持、および目の黄斑部の色素密度を上昇
させ、ブルーライトなどの光の刺激から目を保護し、コ
ントラスト感度(ぼやけの緩和によってはっきりと物を識
別する力)を改善します。

うすき製薬株式会社 研究レビュー

G241 健脳計画 アスタキサンチン

アスタキサンチンは記憶力に衰えを感じている健常な
中高年の認知機能の一部である視覚的な記憶力（図
形を認識し、記憶してから思い出す力）の維持に役立
つ機能があります。

三生医薬株式会社 研究レビュー

G242
エルゴチオネイン含有機能性表示食品（プレーン風味）開発
番号ＫＡ（ケーエー）－１８５３②

エルゴチオネイン

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

カイゲンファーマ株式会社 研究レビュー

G243 皇潤　歩ＥＸ（イーエックス） クレアチンモノハイドレート（クレアチン）

クレアチンモノハイドレート（クレアチン）は、適度な運動
と併用することで、加齢によって衰える筋肉をつくる力
を助けることによって、筋肉量および筋力の維持に役
立つ機能があります。

株式会社エバーライフ 研究レビュー

G244 わたしケアむくみ ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ（病的ではない一過性のむく
み）を軽減する機能があります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー

G245 梅しょうが
生姜由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、
6-ショウガオール）

生姜由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガ
オール)には、冷えを感じやすい方の末梢の体温(手の
ひら)を維持する機能があります。

中野BC株式会社 研究レビュー

G246 活力ヤル気ＧＡＢＡ（ギャバ）粒 GABA
GABAには、日常生活で生じる一時的な活気・活力の
低下を軽減します。

株式会社全日本通販 研究レビュー

G247 機能性表示食品　賢人の食習慣　カプセル
サラシア由来サラシノール
DHA・EPA
GABA

サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を緩
やかにする機能があります。DHA・EPAには中性脂肪
を低下させる機能があります。GABAには血圧が高め
の方の血圧を下げる機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

G248 血圧ケア バリルチロシン
バリルチロシンは、高めの血圧を低下させる機能を持
ちます。

株式会社虎ノ門堂 研究レビュー



G249 ヒザケアＷ２５０００
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン、N-アセチルグルコサミン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、足の曲
げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用
で、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することによ
り、中高年の方の歩行能力の向上に役立ちます。N-ア
セチルグルコサミンは、ひざ関節の悩みを改善します。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

G250
小岩井　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）生乳（なまにゅう）ヨーグルト
甘さ控えめ

プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

G251
小岩井　ヨーグルト　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）プラズマ乳酸菌
甘さ控えめ

プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

G252 小岩井　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）ヨーグルト　低脂肪 プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

小岩井乳業株式会社 研究レビュー

G253 Ｓｌａｍｅｅ（スラミー）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方の
腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があ
ります。

株式会社イコリス 研究レビュー

G254 燃体源
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす
機能があります。

株式会社ハーバー研究所 研究レビュー

G255 さらさらトマト リコピン
リコピンには血中LDL(悪玉)コレステロールを低下させ
る機能があります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

G256 ぷるんと蒟蒻Ｐｌｕｓ（プラス）　グレープフルーツ味 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

G257
ＷＨＩＴＥ　ＶＥＩＬ　Ｍｏｉｓｔ　Ｂ（ホワイトヴェール　モイスト
ビー）

米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチ
ン、ルテイン・ゼアキサンチン

米由来グルコシルセラミドには、肌のバリア機能（保湿
力）を高め、肌の潤いを守るのを助ける機能がありま
す。抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺
激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴び
た肌を乾燥から守り、肌の潤いを守る機能性がありま
す。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加
によりブルーライトなどの光刺激から眼を保護する機
能や、コントラスト感度を改善する機能があります。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

G258 グルコサミンパワー　１００ｍｌ Ｎ－アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンには、移動時におけるひざ関
節の違和感の軽減をサポートする機能があります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

G259 グルコサミンパワー　せんいプラス　１００ｍｌ Ｎ－アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンには、移動時におけるひざ関
節の違和感の軽減をサポートする機能があります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

G260 レッグスタイト ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。

株式会社ＫＩＹＯＲＡ 研究レビュー



G261 潤美
乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp.
cremoris H61）

乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris
H61）には、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにく
くする肌のバリア機能を高めます。

株式会社ユーワ 研究レビュー

G262 届く強さの乳酸菌Ｗ（ダブル）２００ ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）

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
役立つ機能があります。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
あります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

G263 なんとかしたい　脚のむくみ！ ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、健常な女性の夕方の脚のむ
くみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能が
あります。

株式会社グラフィコ 研究レビュー

G264 レッグスエステ ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下し
た血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）
の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社ＫＩＹＯＲＡ 研究レビュー

G265 グリネルｓｌｅｅｐ（スリープ）アイ ＧＡＢＡ、ビルベリー由来アントシアニン

ＧＡＢＡは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚
め）の向上に役立ちます。ビルベリー由来アントシアニ
ンにはピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマート
フォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いを
サポートし、目の疲労感を緩和します。

株式会社ファイン 研究レビュー

G266 めなり極 ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン

ビルベリー由来アントシアニンはスマートフォンやパソ
コンなどの使用による目のピント調節力の低下を軽減
し、目の疲労感を緩和する機能があります。ルテインは
ブルーライトなどの光の刺激から目を守ることが期待さ
れる網膜の黄斑色素を増やす機能や、コントラスト感
度(ぼやけやかすみを改善し、くっきりと見る力)を改善
する機能があります。

さくらフォレスト株式会社 研究レビュー

G267 ＴＯＫＡ‐ＫＣ（トーカケーシー） ロダンテノンＢ
ロダンテノンBには、糖化ストレスを軽減することにより
肌の潤いを保持する機能があります。

株式会社ハーブ健康本舗 研究レビュー

G268 モイスチャーメンテ
ヒアルロン酸Na、サケ鼻軟骨由来プロテオ
グリカン

ヒアルロン酸Naには、肌の水分を保持し、乾燥を緩和
する機能があります。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン
には肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能がありま
す。

ビーエイチエヌ株式会社 研究レビュー

G269 ＧＡＢＡ　ｄｅ　はずみ（ギャバ　で　はずみ） GABA

GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能がある
こと、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌
の健康を守るのを助ける機能があります。

株式会社マテリアルコンフォート 研究レビュー

G270 フラバン血管サポート
松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3 、
GABA

松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、加齢ととも
に低下する血管のしなやかさ（柔軟性）（血管を締め付
けた後の血管の拡張度）の維持に役立つ機能、悪玉
（LDL）コレステロールを下げる機能があります。GABA
には、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があり
ます。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

G271 キリン　ｉＭＵＳＥ（イミューズ）　朝の免疫ケア プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー



G272 ジンジャーシロップ　金姜柑 ６－ジンゲロール、６－ショウガオール
６－ジンゲロール、６－ショウガオールは、気温や室温
が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能がありま
す。

株式会社アガペファーム 研究レビュー

G273 ひざ関節のお悩み改善サポート
N－アセチルグルコサミン、サケ鼻軟骨由
来プロテオグリカン

N－アセチルグルコサミンは、ひざ関節の悩みを改善し
ます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、ひざ関節
の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟
骨の保護に役立ち、ひざ関節の可動性をサポートしま
す。

名古屋製酪株式会社 研究レビュー

G274 睡眠　ｓｉ　Ｎｉｇｈｔ（シナイト） GABA

GABAにはデスクワークなど精神的ストレスがかかる作
業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能、一
時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質
（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、一時的に落ち込ん
だ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生き
とした気分にする、やる気にするなどの）機能がありま
す。

バブルスター株式会社 研究レビュー

G275 無添加生姜シロップ 6-ジンゲロール、6-ショウガオール
6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が
低い際に、末梢部位の体温を維持する機能がありま
す。

メロディアン株式会社 研究レビュー

G276 スパークリングサプリ　サーモ＆スラリ ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下し
た血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）
の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社エフアイコーポレイション 研究レビュー

G277 スパークリングサプリ　オーラル エピガロカテキンガレート(EGCg)
エピガロカテキンガレート（EGCg)は、口内環境を良好
に保ち（歯垢の生成を抑え）ます。

株式会社エフアイコーポレイション 研究レビュー

G278 スパークリングサプリ　エナジー モリンガ種子由来グルコモリンギン

モリンガ種子由来グルコモリンギンには、日常生活で
疲れを感じやすい方の一時的な身体的な疲労感を軽
減し、腰の負担を感じやすい方の腰の不快感を和らげ
る機能があります。

株式会社エフアイコーポレイション 研究レビュー

G279 スパークリングサプリ　ボーンバランス 大豆イソフラボン
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が
あります。

株式会社エフアイコーポレイション 研究レビュー

G280 スパークリングサプリ　モイスト＆スルー 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持
する機能、お通じを改善する機能があります。

株式会社エフアイコーポレイション 研究レビュー

G281 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ピセアタンノール＆肌 ピセアタンノール

ピセアタンノールには、肌の乾燥が気になる方の肌の
水分量を高め乾燥を緩和する機能があります。また、
日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、
脂肪を消費しやすくする機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

G282 肥満気味の方の脂肪減少をサポートするエラグ酸 エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、ウエスト周囲径、体
脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー



G283
美ＪＥＬＬＹ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　ＧＡＢＡ＆Ｍａｎｇｏｓｔｅｅｎ（ビジェリー
プレミアム　ギャバアンドマンゴスチン）

GABA、ロダンテノンB

GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、仕事や
勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩
和する機能、継続的な摂取により、日常生活で生じる
一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力
感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）
の低下を軽減する〕機能、血圧が高めの方の血圧を低
下させる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維
持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。ロダ
ンテノンＢは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤
いを保持する機能があります。

株式会社ブルックス 研究レビュー

G284 オールブラン　フルーツミックスａ 小麦ブラン由来アラビノキシラン

小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊
維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸
を増加させることにより、腸内環境を改善します。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
便通を改善します。

日本ケロッグ合同会社 研究レビュー

G285 純生ＧＡＢＡ GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌
の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を
守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な
精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な
気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減
する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

株式会社Bella Pelle 研究レビュー

G286 純生ＧＡＢＡ　ａ GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌
の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を
守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な
精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な
気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減
する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

株式会社Bella Pelle 研究レビュー

G287 純正ＧＡＢＡ GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌
の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を
守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な
精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な
気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減
する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

株式会社Bella Pelle 研究レビュー

G288 純正ＧＡＢＡ　ａ GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌
の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を
守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な
精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な
気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減
する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

株式会社Bella Pelle 研究レビュー



G289 食事と一緒に十六茶　粉末ａ 難消化性デキストリン（食物繊維として）

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
の中性脂肪値の上昇をおだやかにします。また、食後
の血糖値の上昇をおだやかにします。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

G290 ＧＡＢＡヨーグルト GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能と、デ
スクワークによる一時的な精神的ストレスや疲労感を
緩和する機能があります。

サツラク農業協同組合 研究レビュー

G291 明覚源
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。

株式会社ハーバー研究所 研究レビュー

G292 ささすや
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、GABA

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つこと、GABA
にはすっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

株式会社白寿生科学研究所 研究レビュー

G293 コーヨーＮＡＧ（ナグ） N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節
の違和感を軽減します。

甲陽ケミカル株式会社 研究レビュー

G294 スカイウォーター　グレープフルーツ味 クエン酸
クエン酸は継続摂取により、日常の生活や運動後の疲
労感を軽減する働きがあります。

クラシエフーズ株式会社 研究レビュー

G295 充実野菜　トマトミックス リコピン
リコピンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける
機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

G296 充実野菜　青汁ミックス グアーガム分解物（食物繊維）
グアーガム分解物（食物繊維）は、ビフィズス菌を増や
して腸内環境を良好にします。

株式会社伊藤園 研究レビュー

G297 かごしま育ちの若葉の青汁 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の
吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があ
ります。

トヨタマ健康食品株式会社 研究レビュー

G298 ナチュネル ＧＡＢＡ
GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方
の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、すっきりとし
た目覚めをサポートする機能があります。

占部大観堂製薬株式会社 研究レビュー

G299 ＨＭＢ（エイチエムビ―）カルシウム３０００
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム
(HMBカルシウム)

HMBカルシウムには、適度な運動との併用で健康的な
日常生活を送るために必要 (立ったり歩いたりする動
作) な筋肉の維持、健常者の歩く力をサポートします。

株式会社中原 研究レビュー

G300 メモワール脳力 ホヤ由来プラズマローゲン

ホヤ由来プラズマローゲンには、人の顔や物を置いた
場所を覚えておくなど、認知機能の一部である視覚的
な記憶力を維持する機能があります。視覚的な記憶力
とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす
力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいい
ます。

株式会社オリエント薬品 研究レビュー

G301 ジャスミンＷ（ダブル） イヌリン

イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増
やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子
を整えます。また、イヌリンは血中中性脂肪を下げま
す。

株式会社伊藤園 研究レビュー



G302 Ｓ（エス）－アリルシステイン Ｓ－アリルシステイン
Ｓ－アリルシステインには、毎日の摂取により、日常生
活における一時的な疲労感を軽減する機能がありま
す。

株式会社ダイセル 研究レビュー

G303 からだにユーグレナ　ユーグレナパウダー（２０本）
ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β－
１，３－グルカンとして）

ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β－１，３－グル
カンとして）には、作業時の一時的なストレス（イライラ
感、緊張感）を緩和する機能、睡眠の質（眠りの深さ、
すっきりとした目覚め）を改善する機能があります。

株式会社ユーグレナ 研究レビュー

G304 からだにユーグレナ　フルーツグリーンオレ
ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β－
１，３－グルカンとして）

ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β－１，３－グル
カンとして）には、作業時の一時的なストレス（イライラ
感、緊張感）を緩和する機能、睡眠の質（眠りの深さ、
すっきりとした目覚め）を改善する機能があります。

株式会社ユーグレナ 研究レビュー

G305
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
ドリンクタイプ

ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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ります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

G306
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
アロエ

ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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ります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

G307
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
宅配専用

ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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ります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

G308
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
ドリンクタイプ　宅配専用

ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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ります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

G309
恵　ｍｅｇｕｍｉ（メグミ）　ガセリ菌ＳＰ（エスピー）株ヨーグルト
ドリンクタイプ　甘さひかえめほんのりレモン　１００ｇ

ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri
SBT2055）

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ります。

雪印メグミルク株式会社 研究レビュー

G310 お～いお茶濃お抹茶 テアニン、茶カテキン

テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知
機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を
続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状
況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能が
あります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

G311 沖縄県産もずく（三杯酢） ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドは、BMIが高めの方の
内臓脂肪を減らす機能があります。

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

G312 ＧＡＢＡｉｎ（ギャバ　イン）脳活緑茶 GABA

GABAには加齢によって低下する認知機能の一部であ
る、記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）、空
間認知力（物の位置、形、向きなどを正確に把握する
力）、論理的思考力（筋道を立てて物事を考え、答えを
導き出す力）、持続的注意力（注意を持続させながら、
作業を続ける力）、ワーキングメモリー（作業に必要な
情報を整理し、短期的に記憶する力）を維持する機能、
および中高齢者の活力（元気や活気がわいてくる気
分）、心の健康（楽しくおだやかな気分でいること）を維
持する機能があります。

株式会社静岡茶通信直販センター 研究レビュー

G313 からだすっきり甘酒
Pne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-
NBN22)、フラクトオリゴ糖

Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、BMIが高めの方
の体脂肪を減らす機能があります。

株式会社ピーネコーポレーション 研究レビュー

G314 ワタミオーガニック　有機きく芋茶 イヌリン
イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があり
ます。

ワタミ株式会社 研究レビュー



G315 おだやか京抹茶プレミアム 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や血中
中性脂肪の上昇を抑制する機能があります。また、お
なかの調子を整え、便通・お通じを改善する機能があ
ることがあります。

株式会社はぴねすくらぶ 研究レビュー

G316 アスタホワイトショット アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社ケイエス 研究レビュー

G317 Ｔａｉｓｙａ（タイシャ）ｂ
ヒハツ由来ピペリン類、ブラックジンジャー
由来ポリメトキシフラボン

ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。また、脚の
むくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能がありま
す。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日
常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しや
すくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内
臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があります。

株式会社ヴェントゥーノ 研究レビュー

G318 アスタキサンチン アスタキサンチン
アスタキサンチンは、抗酸化作用により、血中脂質の
酸化を抑制する機能があります。

株式会社ファンケル 研究レビュー

G319 プラセンタ　ワン
豚プラセンタ由来ペプチド (グリシン-ロイ
シン、ロイシン-グリシン)

肌の水分を維持する機能があります。 エフエムジー＆ミッション株式会社 臨床試験

G320 たこちゃ（みかん茶） イソマルトデキストリン（食物繊維として）

イソマルトデキストリンは、食後に血糖値が上昇しやす
い健常者の食後の血糖値の上昇や,食後に血中中性
脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇
を穏やかにする機能があります。

株式会社たこ満 研究レビュー

G321 ネルノダ　粒タイプｂ GABA

GABAは睡眠の質 (眠りの深さ、すっきりとした目覚め)
の向上に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時
的な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能がありま
す。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

G322 ネルノダｂ GABA

GABAは睡眠の質 (眠りの深さ、すっきりとした目覚め)
の向上に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時
的な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能がありま
す。

ハウスウェルネスフーズ株式会社 研究レビュー

G323 うるつや　ピュアホワイト
米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチ
ン

米由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにくく
し、肌を乾燥から守る機能（バリア機能）を高めます。
抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性がありま
す。

株式会社ニップン 研究レビュー

G324 黒酢力 GABA
GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時
的な活気・活力感の低下を軽減します。

プリセプト株式会社 研究レビュー

G325 明治プロビオヨーグルトＰＡ―３（ピーエースリー）１１２ｇ PA-3乳酸菌 PA-3乳酸菌は食後の尿酸値の上昇を抑制します。 株式会社明治 研究レビュー

G326 わたしのチカラ　ＧＬＡＢＯＤＹ（グラボディー） 甘草由来グラブリジン

肥満気味の健康な方の腹部内臓脂肪を減らす機能、
腹部皮下脂肪の増加を抑える機能、お腹の脂肪（腹部
総脂肪）を減らす機能、ウエスト周囲径を減らす機能、
全身の脂肪量の増加を抑える機能があります。

カネカユアへルスケア株式会社 臨床試験



G327 ロコモリッチ N-アセチルグルコサミン

N-アセチルグルコサミンは、関節軟骨成分の分解を抑
えることで関節軟骨(膝、肘、股、足首、手指などの関
節に存在)の維持に役立ち、歩行や階段の上り下りに
おけるひざ関節の悩みを改善します。

ＤＩＣライフテック株式会社 研究レビュー

G328 長寿かゆ グアーガム分解物（食物繊維）
グアーガム分解物（食物繊維）は、食事から摂取した糖
の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑える
機能があります。

株式会社下鴨茶寮 研究レビュー

G329 わさび＆ローズヒップ ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

金印株式会社 研究レビュー

G330 Ｂａｌｉｆｔ＋（バリフトプラス）
ベータカロテン、GABA、こんにゃく由来グ
ルコシルセラミド

抗酸化作用を持つベータカロテンは、紫外線刺激から
肌を保護するのを助ける機能性があります。また、
GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを
助ける機能があります。こんにゃく由来グルコシルセラ
ミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくします。

アピ株式会社 研究レビュー

G331 桑の葉ブレンド茶 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには、食後に上昇する血糖
値を抑える機能があります。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

G332 甲子柿 β-クリプトキサンチン

β-クリプトキサンチンを3mg/日摂取すると、骨代謝の
働きを助けることにより骨の健康維持に役立ちます。
本品を130g/（約1個）食べると機能性が報告されている
1日当たりの機能性関与成分（β-クリプトキサンチン）
の量の50％を摂取できます。

藤井修一 研究レビュー

G333 ヨイネムリα（アルファ）
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

日本堂製薬株式会社 研究レビュー

G334 飲むプロテオグリカン　リフリーラ サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の
動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを
拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和
感を軽減します。

株式会社イワミズ 研究レビュー

G335 お腹の脂肪を減らしたい方のおからパウダー
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする機能があります。

株式会社やまみ 研究レビュー

G336 カテキン減肥粒 茶カテキン（ガレート型カテキンとして）

茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味
の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減
少させ、体重の減少をサポートし、高めのＢＭＩを低下さ
せる機能があります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

G337 ファイバー抹茶ＴＥＡＣＡＲＥ（ティーケア） イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が
上昇しやすい健常者の食後の血糖値の上昇や、食後
に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後の血中中
性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。また、
お腹の調子を整える機能があります。

株式会社石川園 研究レビュー



G338 ロングヴィーダ４００ クルクミン

クルクミンには、年齢とともに低下する認知機能の一部
である記憶力（見聞きした情報を覚え、思い出す力）、
注意力（注意を維持しつつ、行動を正確に続ける力）及
び空間認識力（物体の位置や方向、色、形状をすばや
く正確に把握する力）を維持する機能があります。

株式会社基理 研究レビュー

G339 プリッとミート若鶏むね肉切り落とし イミダゾールジペプチド、アンセリン

イミダゾールジペプチド400 ㎎(本品100g)には、日常生
活での一時的な疲労感を軽減する機能があります。ま
た、アンセリン50 ㎎(本品20g)には尿酸値が高め(尿酸
値5.5～7.0 ㎎/dL)の方の尿酸値を低下させるのに役
立つ機能があります。

有限会社肉のまるかつ 研究レビュー

G340 ぷるんと蒟蒻Ｐｌｕｓ（プラス）　ミックスベリー味 こんにゃく由来グルコシルセラミド
こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能
（保湿力）を高めます。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

G341 恵みの桑の葉青汁 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の
吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があ
ります。

株式会社シェフコ 研究レビュー

G342 ホワイトポリフェノールＣ　プロフェッショナル アスタキサンチン、ロダンテノンＢ

アスタキサンチンは、肌の保湿力（バリア機能）を高
め、乾燥を緩和する機能があります。また、抗酸化作
用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保
護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥か
ら守り、肌のうるおいを守る機能があります。ロダンテノ
ンＢは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを
保持する機能があります。

株式会社ビタブリッドジャパン 研究レビュー

G343 ホワイト　プレミアム アスタキサンチン、ロダンテノンＢ

アスタキサンチンは、肌の保湿力（バリア機能）を高
め、乾燥を緩和する機能があります。また、抗酸化作
用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保
護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥か
ら守り、肌のうるおいを守る機能があります。ロダンテノ
ンＢは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを
保持する機能があります。

株式会社ビタブリッドジャパン 研究レビュー

G344 おなかの脂肪が気になる方のタブレット（粒タイプ）ａ
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、日常生活活動時や軽度な運動時のエネルギー消
費（カロリー消費）を高める機能があります。また、肥満
気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂
肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助
ける機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

G345 Ｌ（エル）－テアニン Ｌ－テアニン

Ｌ－テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労
感や眠気を軽減）をサポートします。また、Ｌ－テアニン
には、一過性の作業にともなうストレスをやわらげま
す。

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

G346 ブルーベリーアントシアニン ビルベリー由来アントシアニン

ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソ
コン等の使用により低下するピント調節力を維持するこ
とで、スマートフォンやパソコン等を使用することによる
眼の疲労感を緩和する機能があります。

イオントップバリュ株式会社 研究レビュー

G347 ツクルチカラＨＭＢ（エイチエムビー）プラス
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水
和物（HMBカルシウム）

HMBカルシウムには、自立した日常生活を送る上で必
要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能、
歩行能力の維持に役立つ機能があります。

日本ヘルスケア製薬株式会社 研究レビュー

G348 ススムチカラＨＭＢ（エイチエムビー）プラス
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水
和物（HMBカルシウム）

HMBカルシウムには、自立した日常生活を送る上で必
要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能、
歩行能力の維持に役立つ機能があります。

日本ヘルスケア製薬株式会社 研究レビュー



G349 還元型コエンザイムＱ１０ 還元型コエンザイムQ10
還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いに役立つ機能
があります。

株式会社インシップ 研究レビュー

G350 野菜生活１００ケアプラス　柑橘ｍｉｘ（ミックス） β-カロテン
本成分にはハウスダストやほこりなどによる鼻の不快
感を軽減します。

カゴメ株式会社 研究レビュー

G351 飲むルテオリン　リフリーラ 菊の花由来ルテオリン
菊の花由来ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超
～7.0mg/dL未満）な方の尿酸値を下げる機能がありま
す。

株式会社イワミズ 研究レビュー

G352 ハミン カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株） 腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。 サツラク農業協同組合 臨床試験

G353 伊右衛門＋（プラス）３２５コレステロール対策 プロシアニジンB1及びB3

プロシアニジンB1及びB3には悪玉（LDL）コレステロー
ルを下げる機能があります。また、加齢とともに低下す
る血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡
張度）の維持に役立つ機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

G354 たまねぎドレッシング　アマニ油入り α－リノレン酸
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ります。

株式会社ニップン 研究レビュー

G355 瞳アシスト アスタキサンチン
アスタキサンチンは目のピント調節機能の維持、一時
的な目の疲労感を緩和、目の使用による腰や肩の負
担を和らげる機能があります。

株式会社カインズ 研究レビュー

G356 スウィーティオパイナップル パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力
（バリア機能）を高めます。

株式会社ドール 研究レビュー

G357 スウィーティオパイナップル　ゴールド パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力
（バリア機能）を高めます。

株式会社ドール 研究レビュー

G358 ココフローラ グアーガム分解物（食物繊維）

グアーガム分解物（食物繊維）は①腸でビフィズス菌を
増やして腸内環境を良好にする機能、②便秘気味の
方の排便回数・排便量を増やし便通を改善する機能、
③やや軟らかめの便の方のおなかの調子を整える機
能、④食後の血糖値のピークを抑える機能がありま
す。

イマジン・グローバル・ケア株式会社 研究レビュー

G359 ばなな屋さんの逸品 GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1～3
本）食べると、機能性が報告されている1日当たりの機
能性関与成分の量の50%を摂取できます。

株式会社ファーマインド 研究レビュー

G360 Ｂｏｍｅｎ（ぼうめん） モノグルコシルヘスペリジン

モノグルコシルヘスペリジンには、寒い季節や夏の冷
房などで気温や室温が低い時に、冷えにより低下した
手先の血流量（末梢血流）を改善し、手先の体温を維
持する機能があります。

株式会社プレステージ 研究レビュー

G361 アスタリールチョコ　ａ アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線の刺激
から肌を保護することを助ける機能と肌の水分量と肌
の弾力を維持することで、肌の乾燥を緩和し肌の健康
を守るのを助ける機能があります。

富士化学工業株式会社 研究レビュー



G362 アスタリールチョコ　ｂ アスタキサンチン
アスタキサンチンは、目のピント調節機能を維持し、日
常的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減し、目の
使用による肩や腰の負担を軽減します。

富士化学工業株式会社 研究レビュー

G363 栄養強化型１日分の野菜 難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA

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します。GABAには血圧
が高めの方の血圧を下げる機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

G364 スポーツアップ クエン酸
クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の
一時的な疲労感を軽減します。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

G365 トリプルバリア　甘さすっきりレモン味 サイリウム種皮由来の食物繊維
食事中の脂肪、糖、塩分の便への排出を増やし、食後
の中性脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下
げる機能があります。

日清食品株式会社 臨床試験

G366 プレミアムケア　粉末スティック
難消化性デキストリン（食物繊維）、ヒハツ
由来ピペリン

難消化性デキストリンには、食後血糖値の上昇を抑制
する機能があることが報告されています。また、食後血
中中性脂肪値の上昇を抑制する機能があります。さら
に、おなかの調子を整える機能があります。ヒハツ由来
ピペリンには、血圧が高めの方の血圧を改善し、正常
な血圧を維持する機能があります。

大正製薬株式会社 研究レビュー

G367 ブラックコーヒー＋Ｃ（プラスシー） セイタカミロバラン果実由来没食子酸
セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含
まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や
血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

G368 届く強さの乳酸菌Ｗ（ダブル） ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）

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
役立つ機能があります。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
あります。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

G369 つづけるプラス　ゼロスポーツ ヒドロキシクエン酸（HCA）
ヒドロキシクエン酸（HCA）には、運動中の脂肪の燃焼
を高める機能があります。

ニットービバレッジ株式会社 研究レビュー

G370 スウィーティオカットパイン パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力
（バリア機能）を高めます。

株式会社ドール 研究レビュー

G371 伊右衛門　濃い味 茶カテキン
茶カテキンには、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機
能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

G372 伊右衛門　濃い味　２Ｌ（リットル） 茶カテキン
茶カテキンには、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機
能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

G373 お米生まれの乳酸菌　うるおいＢｅｒｒｙ（ベリー）ジュレ 植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)
植物性乳酸菌K-1 (L.casei 327)には、肌の潤いを維持
する機能、お通じを改善する機能があります。

株式会社ラティーナ 研究レビュー

G374 たこちゃ（オリーブ茶）個包装 イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリンは、食後に血糖値が上昇しやす
い健常者の食後の血糖値の上昇や食後に血中中性脂
肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を
穏やかにする機能があります。

株式会社たこ満 研究レビュー



G375 たっぷリコ リコピン

リコピンを 27.8mg/日摂取すると、血中 LDL コレステ
ロールを低下させる機能があります。本品を 105g(7～
11 個)食べると機能性が報告されている一日当たりの
機能性関与成分の量の50%を摂取できます。

株式会社浅井農園 研究レビュー

G376 メキシコ産　バナナ濃味とろうま GABA

GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（2本）
食べると、機能性が報告されている1日当たりの機能
性関与成分の量の50%を摂取できます。

株式会社ファーマインド 研究レビュー

G377 キョーリック　ヘスペリジン＋（プラス）乳酸菌
モノグルコシルヘスペリジン、植物性乳酸
菌K-1（L. casei 327）

モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した
手指（末梢）の血流を改善し、末梢の皮膚表面温度の
低下を軽減することで手指の温かさ（末梢体温）を維持
する機能があります。 また、植物性乳酸菌K-1（L.
casei 　  327）には、おなかの調子を整えてお通じを改
善する機能があります。

湧永製薬株式会社 研究レビュー

G378 コーンのポタージュ イヌリン
イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、
腸内フローラを整えることで便通を改善しおなかの調
子を整えます。

株式会社ニップン 研究レビュー

G379 安眠アシスト
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社カインズ 研究レビュー

G380 つづけるプラス　カラダのための胡麻麦茶 GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機
能、また仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレ
スや疲労感を緩和する機能があります。

ニットービバレッジ株式会社 研究レビュー

G381 サントリー　ロコモア
グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、
ケルセチン配糖体、アンセリン

グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン
配糖体、アンセリンの4成分の組み合わせは、脚の筋
力を維持することとひざ関節に働きかけることにより、
加齢により衰えるひざ関節を使った動きをスムーズに
すること、歩行機能の一部である日常生活における歩
く速さを維持します。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

G382 わさび＆オリーブ
本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシ
ルイソチオシアネート（6-MSITC）

6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能
の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や
注意力を向上させる機能があります。

金印株式会社 研究レビュー

G383 国産長命草 ボタンボウフウ由来クロロゲン酸
ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食前に飲むことで
食後に上がる血糖値を抑える機能があります。

株式会社インシップ 研究レビュー

G384 免疫サポート　粒タイプ プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

株式会社ファンケル 研究レビュー

G385 純生ＧＡＢＡ　ｂ GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌
の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を
守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な
精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な
気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減
する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

株式会社Bella Pelle 研究レビュー



G386 純生ＧＡＢＡ　ｃ GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌
の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を
守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な
精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な
気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減
する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

株式会社Bella Pelle 研究レビュー

G387 純正ＧＡＢＡ　ｂ GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌
の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を
守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な
精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な
気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減
する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

株式会社Bella Pelle 研究レビュー

G388 純正ＧＡＢＡ　ｃ GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌
の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を
守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な
精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落
ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な
気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減
する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、すっきりとした目覚めをサポートする機能がありま
す。

株式会社Bella Pelle 研究レビュー

G389 内脂ヘルプ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂
肪と皮下脂肪）を減らす機能があります。

DUEN合同会社 研究レビュー

G390 ジンジャーペーストＥＸ（イーエックス） 6-ジンゲロール、6-ショウガオール
6-ジンゲロール、6-ショウガオールには、低温環境下
における手指先の体温（末梢体温）を保つ機能があり
ます。

サイアヤファーマ株式会社 研究レビュー

G391 オリザのえごま油（悪玉コレステロールを下げる） α-リノレン酸
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ります。

オリザ油化株式会社 研究レビュー

G392 オリザのえごま油（高めの血圧を下げる） α-リノレン酸
α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機
能があります。

オリザ油化株式会社 研究レビュー

G393 旬薬味おろし本わさび
本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシ
ルイソチオシアネート（6-MSITC）

6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能
の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や
注意力を向上させる機能があります。

金印株式会社 研究レビュー

G394 Ｌａｓｈｉｋｕ（ラシク）腸活 ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

株式会社再春館製薬所 研究レビュー

G395 ＨＭＢＣａ（エイチエムビーカルシウム）タブレット
HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒ
ドロキシ－３－メチルブチレートモノハイド
レート）

HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３
－メチルブチレートモノハイドレート）は、運動との併用
で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩く
などに必要な筋力）の維持に役立つ機能があります。

株式会社ヴィタテラス 研究レビュー



G396 ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サンキノウ）　ＥＧＣｇ（イージーシージ－） エピガロカテキンガレート(EGCg)
エピガロカテキンガレート（EGCg)は、口内環境を良好
に保ち（歯垢の生成を抑え）ます。

三生医薬株式会社 研究レビュー

G397 食事やお菓子によく合うお茶です イソマルトデキストリン（食物繊維）

イソマルトデキストリンは、食後に血糖値が上昇しやす
い健常者の食後の血糖値の上昇や,食後に血中中性
脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇
を穏やかにする機能があります。

株式会社たこ満 研究レビュー

G398 おなかシェイプ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす
機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

G399 腸内リズム ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

G400 ひとみスマイル
アスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチ
ン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性が報告さ
れています。ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色
素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色
の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、
グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポー
ト、ブルーライトなどの光ストレス、一時的な精神ストレ
ス、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機
能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

G401 ひとみスマイル２
アスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチ
ン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激か
ら肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌
を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性が報告さ
れています。ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色
素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色
の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、
グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポー
ト、ブルーライトなどの光ストレス、一時的な精神ストレ
ス、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機
能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

G402 おなかスリム
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活
動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくす
る作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす
機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

G403 腸内リズム２ ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調
子を整える機能があります。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

G404
Ｔａｒａｍｉ（タラミ）　体脂肪を減らすマスカット０ｋｃａｌ（キロカロ
リー）

ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社たらみ 研究レビュー

G405 イチョウ葉・ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イーピーエー）
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

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下する脳の血流
や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日
常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持し
ます。DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があ
ります。

株式会社エルベ・プランズ 研究レビュー



G406 クッキリケア ルテイン、ゼアキサンチン

ルテインには、目の黄斑部の色素量を増やすことで、
薄暗い環境（夕暮れ時など）や明るい環境でのコントラ
スト感度（ぼやけやかすみの改善によりくっきり見る力）
を改善する機能があります。ルテイン、ゼアキサンチン
には、一時的な目の疲労感を改善する機能がありま
す。

小林製薬株式会社 研究レビュー

G407 記憶力や判断力が気になる方のイチョウ葉
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断力（判断の正確さ）を向上させ
ます。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

G408 うる肌プリンセス２
パイナップル由来グルコシルセラミド、ラフ
マ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシ
トリン

パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高め
ます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシト
リンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する
満足感）の向上に役立ちます。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

G409 機能性表示食品　純国産大麦若葉１００％粉末 大麦若葉由来食物繊維
大麦若葉由来食物繊維には、お通じを改善し、お腹の
調子を整える機能があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

G410 千寿記憶α
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、中高年の脳血流を改善することで、加齢に伴
い低下する認知機能の一部である記憶力（言語や図
形を思い出す力）を維持します。

株式会社イッティ 研究レビュー

G411 クリアリーアイ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識
別し、ぼやけ・かすみを緩和する視機能）やグレア回復
（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライ
トなどの光ストレスを軽減する機能があります。

株式会社咲楽パートナーズ 研究レビュー

G412 サフラン　ギャバ＋テアニン配合
サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラ
ナール

サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールに
は、睡眠の質が低いと感じている方の活動時の眠気を
軽減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させ
る機能があります。

株式会社サン・プロジェクト 研究レビュー

G413 おいしいコラーゲンドリンク　ピーチ味 コラーゲンペプチド

コラーゲンペプチドには肌の乾燥が気になる方の肌の
水分量を保持し保湿力を高める機能、膝関節の違和
感で制限される普段の活動をサポートする機能があり
ます。また本品は、骨をつくるはたらきをサポートする
機能があります。

森永製菓株式会社 臨床試験

G414 おいしいコラーゲンドリンク　レモン味 コラーゲンペプチド

コラーゲンペプチドには肌の乾燥が気になる方の肌の
水分量を保持し保湿力を高める機能、膝関節の違和
感で制限される普段の活動をサポートする機能があり
ます。また本品は、骨をつくるはたらきをサポートする
機能があります。

森永製菓株式会社 臨床試験

G415 潤々楽々ＤＸ（ディーエックス）
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻
軟骨由来Ⅱ型コラーゲン、N-アセチルグ
ルコサミン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ
型コラーゲンには、中高齢者のひざ関節の動きをサ
ポートし、違和感をやわらげます。またN-アセチルグル
コサミンには、ひざ関節の悩みを軽減することと肌が乾
燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。

常盤薬品工業株式会社 研究レビュー

G416 お口すっきり和種ハッカのど飴 エピガロカテキンガレート(EGCg)
エピガロカテキンガレート(EGCg)は、口内環境を良好
に保ち(歯垢の生成を抑え)ます。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー



G417 うる肌プリンセス
パイナップル由来グルコシルセラミド、ラフ
マ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシ
トリン

パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水
分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高め
ます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシト
リンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する
満足感）の向上に役立ちます。

キューオーエル・ラボラトリーズ株式会
社

研究レビュー

G418 ナットウキナーゼさらさら粒プレミアム 納豆菌由来ナットウキナーゼ、EPA・DHA

納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善す
ることで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がありま
す。EPA・DHAは、血中中性脂肪を減らす機能がありま
す。

小林製薬株式会社 研究レビュー

G419 蔵王の恵み　ルテイン＆ゼアキサンチン ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上
昇させる働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光の
刺激からの保護や、コントラスト感度（ぼやけの軽減に
よりくっきり見る力）を改善する機能があります。

株式会社蔵王あすなろファーム 研究レビュー

G420 ＧＡＢＡ（ギャバ） GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

G421 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　うるプルリ パイナップル由来グルコシルセラミド
パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い
（水分）を逃がしにくくする機能があります。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

G422 スットレス　眠り対策ａ γ-アミノ酪酸（GABA）
γ-アミノ酪酸（GABA）には、デスクワークに伴う一時
的な精神的ストレスを緩和する機能、睡眠の質（眠りの
深さ）の向上に役立ちます。

小林製薬株式会社 研究レビュー

G423 ターミナリアベリリカタブレットＮＨ（エヌエイチ） ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、肥満気味な方
のお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）とBMIを減らすの
を助ける機能があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

G424 からだ想いピースナイトメモリープラス テアニン、GABA

テアニンは、睡眠の質を高め、翌朝起床時の疲労感を
軽減する機能があり、GABAは事務的作業に伴う一時
的な精神的ストレスによる気力の低下を緩和する機能
と加齢によって低下する認知機能の一部である記憶力
（見たり聞いたりしたことを思い出す力）の向上に役立
つ機能があります。

キッコーマンニュートリケア・ジャパン
株式会社

研究レビュー

G425 ＢＲＡＩＮｓ（ブレインズ） バコパサポニン、熟成ホップ由来苦味酸

バコパサポニンは、加齢により低下する認知機能の一
部である記憶力（日常生活で見聞きしたことを覚え、そ
れを思い出す能力）を維持します。熟成ホップ由来苦
味酸は、加齢により低下する認知機能の一部である注
意力（複数の情報を同時に処理する能力、情報を正し
く処理する能力）の維持に役立ち、また、日常生活にお
ける一時的な不安感を軽減します。

株式会社ファンケル 研究レビュー

G426 バージンプラセンタ
ブタプラセンタ由来ジペプチド（グリシン-ロ
イシン、ロイシン-グリシン、グリシン-イソロ
イシン、イソロイシン-グリシン）

ブタプラセンタ由来ジペプチド（グリシン-ロイシン、ロイ
シン-グリシン、グリシン-イソロイシン、イソロイシン-グ
リシン）は、肌の保湿力（バリア機能）を保持する機能
があります。

佳秀工業株式会社 研究レビュー

G427 メラット
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは以下の
機能があります。■日常活動時のエネルギー代謝にお
いて脂肪を消費しやすくする。■BMIが高めの方の腹
部の脂肪（内臓脂肪および皮下脂肪）を減らす。■年
齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中
高年の方の歩行能力の維持に役立つ。

株式会社ハハハラボ 研究レビュー



G428 ゴールドメダル・ゼロ
クエン酸、ブラックジンジャー由来ポリメト
キシフラボン

クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の
一時的な疲労感を軽減します。ブラックジンジャー由来
ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝
において脂肪を消費しやすくする作用により、BMI が高
め（ BMI24 以上 30 未満） の方の腹部の脂肪を減らす
機能があります。

株式会社メダリスト・ジャパン 研究レビュー

G429 機能性表示食品　高純度！グルコサミン粒 グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポー
トし、膝の違和感を軽減します。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

G430 大正ロコフル
N-アセチルグルコサミン、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りに
おけるひざ関節の悩みを改善します。ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下
する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩
く力を維持します。

大正製薬株式会社 研究レビュー

G431 Ｓｌａｌｅｇ（スラレグ）
茶カテキン（ガレート型カテキン）、ヒハツ由
来ピペリン類

茶カテキン（ガレート型カテキン）には、肥満気味の方
の、お腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下さ
せ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる
機能があります。ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみ
が気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的では
ない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。ヒハ
ツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血
流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温
度の低下を軽減する機能があります。

さくらフォレスト株式会社 研究レビュー

G432 酵母生活　疲労感をやわらげるＢＣＡＡ（ビーシーエーエー）
酵母由来BCAA（バリン、ロイシン、イソロ
イシンの総称）

BCAAは、運動による一時的なからだの疲労感をやわ
らげます。

富士食品工業株式会社 研究レビュー

G433 胡麻麦茶６００ ゴマペプチド（LVYとして）
ゴマペプチド（LVYとして）には高めの血圧の改善をサ
ポートする機能があります。

サントリー食品インターナショナル株
式会社

研究レビュー

G434 シボローカ エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

株式会社ヘルスアップ 研究レビュー

G435 ＳＡＫＹＯ（サンキョウ）エラスチン＆しなやかな血管 カツオ由来エラスチンペプチド
カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下す
る血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡
張度）維持に役立つ機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

G436 Ａｓｔａｘａｎｔｈｉｎ　Ｆｏｒ　Ｅｙｅ（アスタキサンチンフォーアイ） アスタキサンチン
アスタキサンチンにはパソコンやスマートフォンなどの
日常的な使用による眼の疲労感、眼の使用による肩・
腰の負担を軽減する機能性があります。

株式会社いぶき 研究レビュー

G437 ＨＭＢ（エイチエムビー）ライフサポート
カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メ
チルブチレートモノハイドレート（HMBカル
シウム）

カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレー
トモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に
働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る
上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があり
ます。

イワキ株式会社 研究レビュー

G438 アルクスマート
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンはBMIが高
めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。また、
日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費し
やすくする機能があります。さらに、年齢とともに低下
する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩
く力を維持します。

株式会社ヴィジョンステイト 研究レビュー



G439 フェルバコパ　Ｔａｂｌｅｔ（タブレット） 総バコサイド
総バコサイドには中高年者の認知機能の一部である
記憶力（数字や文字などを思い出す力）を維持する機
能があります。

ロッツ株式会社 研究レビュー

G440 のどにスッキリグルコサミンのど飴 N-アセチルグルコサミン
関節軟骨を維持することによりひざ関節の違和感を和
らげます。

春日井製菓株式会社 研究レビュー

G441 ロコモアシスト グルコサミン塩酸塩
グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）を
サポートし、膝の不快感をやわらげます。

京都薬品ヘルスケア株式会社 研究レビュー

G442 ブレンディ毎日の腸活コーヒー コーヒー豆マンノオリゴ糖
コーヒー豆マンノオリゴ糖にはビフィズス菌を増やして
腸内環境を良好に保つ機能があります。

味の素AGF株式会社 研究レビュー

G443 結糖減るす茶 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の
吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があ
ります。

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー

G444 「冷え知らず」さんのポカポカ習慣サプリメント ヒハツ由来ピペリン類
ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社永谷園 研究レビュー

G445 メタケア Ｌ-アルギニン

Ｌ-アルギニンには高めの空腹時血糖値を下げる機能
および食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。
Ｌ-アルギニンには高めの血圧（収縮期血圧および拡
張期血圧）を下げる機能があります。Ｌ-アルギニンに
は血中のＬＤＬ（悪玉）コレステロールおよび中性脂肪を
下げ、ＨＤＬ（善玉）コレステロールを上げる機能があり
ます。

有限会社ジェイエヌピー研究所 研究レビュー

G446 イチョウ葉＋（プラス）バコパ
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、バコパサポニ
ン

①【イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由
来テルペンラクトン】健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断の正確さを維持する。②【バコ
パサポニン】健常な中高年者の加齢によって低下する
認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした
情報を覚え、思い出す力）を維持する。

株式会社山田養蜂場 研究レビュー

G447 メロングリソディン
メロン由来SOD(スーパーオキシドジスム
ターゼ）

メロン由来SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）には、
紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があり
ます。

株式会社ニュートリション・アクト 研究レビュー

G448 ルイボス エリオジクチオール-6-C-グルコシド
エリオジクチオール-6-C-グルコシドは、目・口・肌のう
るおいを保つ機能があります。

丸善製薬株式会社 研究レビュー

G449 緑濃茶　糖×脂習慣 イソマルトデキストリン（食物繊維）

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
する機能があります。また、おなかの調子を整える機
能があります。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

G450 リポビタンゼリーｂ クエン酸
クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽
減します。

大正製薬株式会社 研究レビュー

G451 ピントリズム アスタキサンチン

アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による
目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減
します。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るの
を助ける機能性があります。

株式会社オークローンマーケティング 研究レビュー



G452 ラバ　キュットダウン りんご由来プロシアニジン

りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、
体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径、ヒップ周囲径の減
少をサポートすることにより、高めのBMIを減らす機能
があります。

株式会社LAVA International 研究レビュー

G453 杜仲茶
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社日本薬健 研究レビュー

G454 健康経営サプリ　ラフマ＆（アンド）ショウガ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、ショウガ由来ポリフェノール（6-
ジンゲロール、6-ショウガオール）

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は、睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満
足感）の向上に役立ちます。ショウガ由来ポリフェノー
ル（6-ジンゲロール、6-ショウガオール）は低温環境下
で末梢部位の体温を維持する機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G455 健康経営サプリ　バナバ＆（アンド）茶カテキン
バナバ葉由来コロソリン酸、茶カテキン（ガ
レート型カテキンとして）

バナバ葉由来コロソリン酸は、健常な方の高めの空腹
時血糖値を下げる機能があります。茶カテキン（ガレー
ト型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹の脂肪
（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させる機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G456 健康経営サプリ　ラフマドリンク
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G457 健康経営サプリ　バナバ＆（アンド）茶カテキン　Ａ
バナバ葉由来コロソリン酸、茶カテキン（ガ
レート型カテキンとして）

バナバ葉由来コロソリン酸は、健常な方の高めの空腹
時血糖値を下げる機能があります。茶カテキン（ガレー
ト型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹の脂肪
（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させる機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G458 健康経営サプリ　ショウガ
ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオール）

ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウ
ガオール）は低温環境下で末梢部位の体温を維持する
機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G459 健康経営サプリ　バナバ バナバ葉由来コロソリン酸
バナバ葉由来コロソリン酸は、健康な方の高めの空腹
時血糖値を下げる機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G460 健康経営サプリ　バナバ　Ａ バナバ葉由来コロソリン酸
バナバ葉由来コロソリン酸は、健康な方の高めの空腹
時血糖値を下げる機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G461 健康経営サプリ　ショウガ　Ａ
ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオール）

ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウ
ガオール）は低温環境下で末梢部位の体温を維持する
機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G462 健康経営サプリ　ラフマ＆（アンド）ショウガ　Ａ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、ショウガ由来ポリフェノール（6-
ジンゲロール、6-ショウガオール）

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は、睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満
足感）の向上に役立ちます。ショウガ由来ポリフェノー
ル（6-ジンゲロール、6-ショウガオール）は低温環境下
で末梢部位の体温を維持する機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G463 シュガーコリン ホスファチジルコリン

ホスファチジルコリンには、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（見た内容を
覚え、思い出す力）を維持、サポートする機能がありま
す。

株式会社シュガーレディ化粧品 研究レビュー



G464 減肥生活 エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

明治薬品株式会社 研究レビュー

G465 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ナノ型乳酸菌＆便通改善
ナノ型乳酸菌 nEF (Enterococcus faecalis
KH2 株)

ナノ型乳酸菌nEF(Enterococcus faecalis KH2 株)は、
便秘気味の方の腸内の酪酸産生菌の割合を増加させ
ることにより腸内環境を改善し、便通改善に役立ちま
す。

株式会社三協 研究レビュー

G466 モリンガ元気タブレットＨ　Ｓ（エイチエス） モリンガ種子由来グルコモリンギン
モリンガ種子由来グルコモリンギンには、日常生活で
疲れを感じやすい方の一時的な身体的疲労感を軽減
する機能があります。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

G467 レッグスタイトＷ ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下し
た血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）
の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社ＫＩＹＯＲＡ 研究レビュー

G468 美穀菜　しっかり満足カレースープ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、
おなかの調子を整える機能があります。

株式会社ブルックス 研究レビュー

G469 美穀菜　しっかり満足クリームスープ 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、
おなかの調子を整える機能があります。

株式会社ブルックス 研究レビュー

G470 クリルオイル三洋
EPA・DHA、ヒドロキシチロソール、アスタ
キサンチン

EPA・DHA には、靴をはいたり脱いだりする時の膝の
違和感を軽減する機能があります。また、EPA・DHA に
は中性脂肪値を低下させる機能があります。ヒドロキシ
チロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステ
ロール（悪玉コレステロール）が酸化され、酸化LDL-コ
レステロールになることを抑制させます。アスタキサン
チンには眼のピント調節機能をサポートし、目の疲労
感や目の使用による肩・腰の負担を軽減する機能があ
ります。

三洋薬品HBC株式会社 研究レビュー

G471 機能性伊勢の卵プラス EPA・DHA EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。 イセ食品株式会社 研究レビュー

G472 イチョウ葉１００
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テ
ルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改
善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞
きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持しま
す。

株式会社ブルーベリー 研究レビュー

G473 ノエビア　青汁 GABA
GABA には、仕事や勉強などによる一時的な精神的ス
トレスや疲労感を緩和する機能、血圧が高めの方の血
圧を低下させる機能があります。

株式会社ノエビア 研究レビュー

G474
森永ビヒダスヨーグルト　便通改善　脂肪ゼロ　ドリンクタイ
プ

ビフィズス菌BB536
ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便
秘気味の方の便通を改善する機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

G475
Ｔａｒａｍｉ（タラミ）　おいしい蒟蒻ゼリー　ＰＲＥＭＩＵＭ（プレミ
アム）　ぶどう＆マスカット

難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は食事の糖や脂肪
の吸収を抑えます。さらに、おなかの調子を整えます。

株式会社たらみ 研究レビュー



G476 ポテトサラダａ
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑えます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

G477 ごぼうサラダａ
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑えます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

G478 かぼちゃサラダａ
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食
事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性
脂肪の上昇を抑えます。

エムジーファーマ株式会社 研究レビュー

G479 健康生活珈琲 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれ
る脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収
を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇
を抑えます。また便通を改善します。

株式会社エドニス 研究レビュー

G480 クエン酸プラム　プラムソーダ クエン酸 クエン酸は日常生活や運動後の疲労感を軽減します。 株式会社丸惣 研究レビュー

G481 糖美茶 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血
中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。

株式会社ブルックス 研究レビュー

G482 Ｔａｒａｍｉ（タラミ）　おいしい果実　白桃 ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

株式会社たらみ 研究レビュー

G483 一粒三潤ａ エリオジクチオール-6-C-グルコシド
エリオジクチオール-6-C-グルコシドは、目・口・肌のう
るおいを保つ機能があります。

株式会社マジックボックス 研究レビュー

G484 アロエのサプリβ（ベータ）
アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロ
アルタノール

アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノー
ルには、肌の水分を逃がしにくくする機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

G485 魚肉ペプチド　サカナのちからＢ
魚肉ペプチド（イソロイシルアルギニン、ア
ルギニルイソロイシンとして）

日常生活で生じる身体の一時的疲労感を軽減する機
能があります。

鈴廣かまぼこ株式会社 臨床試験

G486 はかた地どり一口チキンカツ
アンセリン、カルノシン、イミダゾールジペ
プチド

アンセリン750mg、カルノシン250mg（本品180g）は加齢
により衰えがちな認知機能の一部である、個人が経験
した比較的新しい出来事に関する記憶をサポートする
機能があります。また、イミダゾールペプチド400mg（本
品90g）は、日常生活での一時的な疲労感を軽減する
機能があります。

農事組合法人福栄組合 研究レビュー

G487 メダリスト５００ｍＬ用 クエン酸
クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」に
よる一時的な疲労感を軽減します。

株式会社アリスト 研究レビュー

G488 インシップ　エラスチン カツオ由来エラスチンペプチド
カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下す
る血管のしなやかさ（柔軟性）（血管を締め付けた後の
血管の拡張度）維持に役立つ機能があります。

株式会社インシップ 研究レビュー



G489 健康経営サプリ　ショウガ＆（アンド）米セラミド
ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオール)、米由来グルコシル
セラミド

ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウ
ガオール)は低温環境下で末梢部位の体温を維持する
機能があります。米由来グルコシルセラミドには、肌の
潤いを維持する機能（バリア機能）があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G490 健康経営サプリ　ショウガ＆（アンド）米セラミド　Ａ
ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロー
ル、6-ショウガオール)、米由来グルコシル
セラミド

ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウ
ガオール)は低温環境下で末梢部位の体温を維持する
機能があります。米由来グルコシルセラミドには、肌の
潤いを維持する機能（バリア機能）があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G491 ストレキール 還元型コエンザイムQ10

還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過
性の身体的な疲労感を軽減する機能や、一過性のスト
レスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ、起床時の
疲労感）の改善に役立つ機能があります。

京都薬品ヘルスケア株式会社 研究レビュー

G492 シボラナイトＧＯＬＤ（ゴールド） エラグ酸
エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性
脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、
高めのBMI値の改善に役立ちます。

明治薬品株式会社 研究レビュー

G493 ＭＩＮＩＮＡＬ（ミニナル）　ルテオリン ルテオリン
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社MSソリューションズ 研究レビュー

G494
ＭＩＮＩＮＡＬ（ミニナル）　ルテイン・ゼアキサンチン・アスタキ
サンチン

ルテイン・ゼアキサンチン・アスタキサンチ
ン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を
増やし、紫外線やブルーライト光などの光ストレスから
保護し、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改
善する機能があります。アスタキサンチンには眼のピン
ト調節機能を維持し、パソコンやスマートフォンの使用
による一時的な眼の疲労感を緩和する機能や眼の使
用による腰や肩の負担を和らげます。また抗酸化作用
を持つアスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、
肌の潤いを守るのを助ける機能があります。

株式会社MSソリューションズ 研究レビュー

G495 もち麦と糀のけんこう甘酒 GABA GABA には高めの血圧を低下させる機能があります。 日本盛株式会社 研究レビュー

G496 ナットウキナーゼ　さらさら生活 納豆菌由来ナットウキナーゼ
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あります。

マグナス株式会社 研究レビュー

G497 シボヘルン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常
活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやす
くする作用により、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方
の腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能が
あります。

LUTECIA株式会社 研究レビュー

G498 みやざき地頭鶏（むね肉） イミダゾールジペプチド
イミダゾールジペプチドは、日常生活の一時的な疲労
感を軽減する機能があります。

みやざき地頭鶏事業協同組合 研究レビュー

G499 トマトリコピンプラス リコピン
リコピンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける
機能があります。また、リコピンには、LDL（悪玉）コレス
テロールを低下させる機能があります。

株式会社メディワン 研究レビュー

G500 結糖減流素 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の
吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があ
ります。

株式会社セイユーコーポレーション 研究レビュー



G501 Ｔａｍａｆｌｅｘ（タマフレックス）
クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニ
ジン

クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジンには、
膝関節の違和感を軽減し、可動域を広げて、膝の曲げ
伸ばしをサポートする機能と、自立した日常生活を送る
上で必要な歩く力（階段の昇り降りや一定時間で長い
距離を歩く力）を助ける機能があります。

Octroll株式会社 研究レビュー

G502 暖々肢温 ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。また、脚の
むくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能がありま
す。

株式会社ナチュラルガーデン 研究レビュー

G503 ＢＨ　Ｔｏｍａｔｏ（ビーエイチトマト） GABA

GABAを28mg摂取すると仕事や勉強による一時的な精
神的ストレスや疲労感を緩和する機能が、100mg摂取
すると睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の
向上に役立つ機能、肌の弾力を維持し肌の健康を守る
のを助ける機能があります。 本品を84g(6～11個)で機
能性が報告されている一日あたりの精神的ストレスへ
の機能性関与成分と、本品を150g(11～19個)で睡眠の
質と肌の弾力維持への機能性関与成分の50％を摂取
できます。

株式会社ealo 研究レビュー

G504 ＧｏＴｏ（ゴートゥー）ウォーク
HMBカルシウム（3-ヒドロキシ-3-メチル酪
酸カルシウム水和物）

HMBカルシウム（3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウ
ム水和物）は運動と併用により、自立した日常生活を
送る上で必要な筋肉及び筋力を維持し、歩行する力を
維持する機能があります。

アリメント工業株式会社 研究レビュー

G505 ひざコサミン N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りに
おけるひざ関節の悩みを改善します。また、肌が乾燥
しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。

株式会社山忠 研究レビュー

G506 ブレインペプチドＺ カゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）
カゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）には認知機
能の一部である見当識（時間、場所、人を正しく認識す
る力）をサポートする機能があります。

森永乳業株式会社 研究レビュー

G507 ビューティーオリゴ ガラクトオリゴ糖
ガラクトオリゴ糖には、肌の水分を保持し、乾燥を緩和
する機能があります。

株式会社ヘルシーナビ 研究レビュー

G508 青汁のススメＰＲＥＭＩＵＭ（プレミアム） GABA
GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。

株式会社健翔 研究レビュー

G509 パラミロンβ
ユーグレナグラシリスＥＯＤ－１株由来パラ
ミロン（β－１，３－グルカンとして）

ユーグレナグラシリスＥＯＤ－１株由来パラミロン（β－
１，３－グルカンとして）には、日常生活における一時的
な精神的・身体的疲労感を軽減する機能があります。

株式会社ミカレア 研究レビュー

G510 美柑生活 グルコシルセラミド
グルコシルセラミドは肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾
燥から守る機能 (バリア機能)を維持します。

辻製油株式会社 研究レビュー

G511
ＮＥＷ（ニュー）スーパープロテイン　プレミアム＋（プラス）生
きて腸まで届く乳酸菌

有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて
腸まで届き、便通の改善に役立つ機能があります。

株式会社カーブスジャパン 研究レビュー



G512 鯨本皮 ＤＨＡ

DHA を900mg/日摂取することで、加齢により低下する
認知機能の一部である記憶力（言語や図形などを覚え
思い出す力）の維持に役立つ機能があります。本品を
30g食べると、機能性が報告されている一日当たりの
DHAの量の50%を摂取できます。

共同船舶株式会社 研究レビュー

G513 凍温熟成鯨赤肉
イミダゾールジペプチド（バレニン、カルノ
シン、アンセリン）

イミダゾールジペプチド（バレニン、カルノシン、アンセリ
ン）には日常生活や身体的な作業による一時的な疲労
感の軽減に役立つ機能と、日常生活における一時的な
ストレスの軽減に役立つ機能があります。

共同船舶株式会社 研究レビュー

G514 美・ワカインｖｐ（ブイピイ） モノグルコシルヘスペリジン
モノグルコシルヘスペリジンには冬季や冷房などの気
温が低い時に血流（末梢血流）を維持し、体温（末梢体
温）を保つ機能があります。

日誠マリン工業株式会社 研究レビュー

G515 完熟梅エキス クエン酸
クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な
疲労感を軽減します。

株式会社ウメケン 研究レビュー

G516 あゆみ
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢と
ともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩く力を維持します。ブラックジンジャー由来ポ
リメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝に
おいて脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め
（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及
び皮下脂肪）を減らす機能があります。サケ鼻軟骨由
来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の
軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝
関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上
り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座ってい
る）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減しま
す。

さくらフォレスト株式会社 研究レビュー

G517
Ｔａｒａｍｉ（タラミ）　おいしい蒟蒻ゼリー　ＰＲＥＭＩＵＭ（プレミ
アム）　杏仁豆腐

難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）は食事の糖や脂肪
の吸収を抑えます。さらに、おなかの調子を整えます。

株式会社たらみ 研究レビュー

G518 ぽかぽかムクミヘール ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ（病的ではない一過性のむく
み）を軽減する機能があります。また、冷えにより低下
した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢
（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能がありま
す。

株式会社スマイル・ジャパン 研究レビュー

G519 モリンガ発芽玄米ご飯 GABA(ギャバ）
GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、及び肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助け
る機能があります。

ほっとコミュニケーション株式会社 研究レビュー

G520 さよならストレス GABA
GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ス
トレスや疲労感を緩和する機能があります。

プリセプト株式会社 研究レビュー

G521 パインファイバーⅢ（トリプル） 難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）には糖や脂肪の吸
収を抑えることにより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あります。また、継続して
摂取することで、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす
機能があります。

松谷化学工業株式会社 研究レビュー

G522 米粉セラミド 米由来グルコシルセラミド
米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを維持する
機能（バリア機能）があります。

株式会社シー・アクト 研究レビュー



G523 善緑青粒 植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、お通じを改善す
る機能があります。また、肌の潤いを維持する機能が
あります。

株式会社フューチャーラボ 研究レビュー

G524 極らくらくＥＸ（イーエックス）
グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由
来ポリメトキシフラボン

グルコサミン塩酸塩はひざ関節の曲げ伸ばしを円滑に
し、ひざの違和感を軽減する機能や、運動における過
剰な軟骨成分の分解を抑えることで、関節軟骨の正常
な代謝を促すのに役立ち、関節軟骨を保護する機能が
あります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン
は、脚の曲げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運
動との併用で、年齢とともに低下する脚の筋力に作用
することにより、中高年の方の歩行能力の向上に役立
つ機能があります。

株式会社ディーエイチシー 研究レビュー

G525 ＩＭＩＤＥＡ　ｚ（イミディア　ゼット） イミダゾールジペプチド

イミダゾールジペプチドには、加齢によって低下する中
高年の方の記憶力(情報を覚え、思い出す力) を維持
する機能があります。また、抗酸化作用を持ち、日常生
活の一時的な身体的・精神的疲労感を軽減する機能
があります。

日本ハム株式会社 研究レビュー

G526 マグマルテイン＆（アンド）アスタキサンチン粒
ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチ
ン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を
増やし、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、
ぼやけの緩和によりはっきり見る力（コントラスト感度）
を改善する機能があります。アスタキサンチンは目のピ
ント調節機能を助け、パソコンやスマートフォンなどの
使用による一時的な目の疲労感を軽減し、目の使用に
よる肩や腰の負担を軽減する機能があります。

日本薬品開発株式会社 研究レビュー

G527 記憶ｆｕｌｌ（キオクフル） 大豆由来ホスファチジルセリン

ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を
増やし、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、
ぼやけの緩和によりはっきり見る力（コントラスト感度）
を改善する機能があります。アスタキサンチンは目のピ
ント調節機能を助け、パソコンやスマートフォンなどの
使用による一時的な目の疲労感を軽減し、目の使用に
よる肩や腰の負担を軽減する機能があります。

株式会社ピーエス 研究レビュー

G528 元気快眠 GABA
 GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている
方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があ
ります。

株式会社ゲンキ 研究レビュー

G529 ナリス　Ｌ－テアニン L-テアニン
L-テアニンには、睡眠の質を高める（起床時の疲労感
を軽減する）ことに役立つ機能があります。

株式会社ナリス化粧品 研究レビュー

G530 ＩＭＩＤＥＡ　ｖ（イミディア　ブイ） イミダゾールジペプチド

イミダゾールジペプチドには、加齢によって低下する中
高年の方の記憶力(情報を覚え、思い出す力) を維持
する機能があります。また、抗酸化作用を持ち、日常生
活の一時的な身体的・精神的疲労感を軽減する機能
があります。

日本ハム株式会社 研究レビュー

G531 お腹の脂肪を減らす糖脂ケア ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値
の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方のおなか
の脂肪(内臓脂肪)とBMIを減らす機能があります。

株式会社全日本通販 研究レビュー

G532 夢みるクチナシ クロセチン
クロセチンは、良質な眠りをサポートし（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）ま
す。

株式会社協和 研究レビュー



G533 Ｎ－アセチルグルコサミン N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節
の動きの悩みを改善します。

日本ヘルスケア製薬株式会社 研究レビュー

G534 αＧＲ　Ｗｅｌｌｎｅｓｓ（アルファジーアール　ウェルネス）
モノグルコシルルチン、モノグルコシルヘス
ペリジン

モノグルコシルルチンには内臓脂肪が気になる肥満気
味な健康な方のおなか周りの内臓脂肪を減らす機能
があります。また、モノグルコシルルチンには眼の疲れ
が気になる方の眼のピント調節機能を助け、パソコンな
どの使用による眼の疲労感を軽減する機能がありま
す。モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の
血流を維持し、末梢の体表温度を維持する機能があり
ます。

株式会社MUSOLU 研究レビュー

G535 さわやか乳酸菌６５０ Ｌ．カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株） 腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。 クロレラ食品ハック株式会社 臨床試験

G536 納豆キナーゼＥＸ（いーえっくす） 納豆菌由来ナットウキナーゼ
納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善す
ることで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がありま
す。

株式会社Hongo 研究レビュー

G537 イミダペプチドソフトカプセル イミダゾールジペプチド
イミダゾールジペプチドには、日常の生活で生じる身体
的な一過性の疲労感を軽減する機能があります。

日本予防医薬株式会社 研究レビュー

G538 ＬＥＭＯＮ’Ｓ　ＦＲＥＥ（レモンズフリー） クエン酸
クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽
減します。

サッポロビール株式会社 研究レビュー

G539 お肌のうるおいキープ
パッションフルーツ種子由来ピセアタンノー
ル

パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールには、乾
燥しがちな肌のうるおいを守ります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G540 ＮーアセチルグルコサミンＤＸ（ディーエックス） Ｎ－アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節
の違和感を軽減します。

日本ヘルスケア製薬株式会社 研究レビュー

G541 Ｎ－アセチルグルコサミンα（アルファ） N-アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節
の動きの悩みを改善します。

日本ヘルスケア製薬株式会社 研究レビュー

G542 ＮーアセチルグルコサミンＤＸα（ディーエックスアルファ） Ｎ－アセチルグルコサミン
N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節
の違和感を軽減します。

日本ヘルスケア製薬株式会社 研究レビュー

G543 ごぼう茶プリ　イチョウ葉プラス
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。

株式会社あじかん 研究レビュー

G544 エノキパウダー
エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノ
レン酸)

エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、αｰリノレン酸）に
は、肥満気味な方の内蔵脂肪・BMIを減らす機能があ
ります。

株式会社シー・アクト 研究レビュー

G545 新あさひ粉豆腐１３２ｇ 大豆ベータコングリシニン
大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値
を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能
があります。

旭松食品株式会社 研究レビュー

G546 健康経営サプリ　桑の葉 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには食後の血糖値の上昇を
抑える機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー



G547 健康経営サプリ　桑の葉　Ａ 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには食後の血糖値の上昇を
抑える機能があります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G548 メタバリア葛の花イソフラボンＥＸａ（イーエックスエー）
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類
として）

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、日常生活活動時や運動時（3.5メッツ程度のもの）
のエネルギー消費を高める機能があります。また、肥
満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下
脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があり
ます。

富士フイルム株式会社 研究レビュー

G549 櫻珠 アスタキサンチン

抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線による
刺激から肌を保護し、紫外線を浴びた肌を乾燥から守
り、肌のうるおいを守るのを助ける機能があります。ま
た、肌のうるおいと肌の弾力を維持し、さらに肌のバリ
ア機能（保湿力）を維持することで、肌の健康を守るの
を助ける機能があります。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

G550 沖縄・奄美のきびオリゴ フラクトオリゴ糖
フラクトオリゴ糖は、腸内の善玉菌であるビフィズス菌
を増やし、腸内環境を改善し、便秘気味の方の便通を
改善する機能があります。

伊藤忠製糖株式会社 研究レビュー

G551 認知機能ケア　イチョウ葉＋青魚
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

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラク
トンには、脳の血流を改善し、加齢によって低下する認
知機能の一部である記憶（言葉や体験を思い出す力）
の精度や判断の正確さを向上させます。

株式会社サンセリテ札幌 研究レビュー

G552 マルベリータブレット 桑葉由来イミノシュガー
桑葉由来イミノシュガーは健康な人の食後の血糖値の
上昇抑制に役立ちます。

株式会社タイヨーラボ 研究レビュー

G553 にんじんドレッシング　アマニ油入り ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
内臓脂肪を減らす機能があります。

株式会社ニップン 研究レビュー

G554
キリン　午後の紅茶　ＡＰＰＬＥ　ＴＥＡ　Ｐｌｕｓ　（アップル
ティープラス）

ガラクトオリゴ糖
ガラクトオリゴ糖は、ビフィズス菌を増やして腸内の環
境を改善し、便通を改善します。

キリンビバレッジ株式会社 研究レビュー

G555 アスタリールチョコ　ｃ アスタキサンチン

アスタキサンチンは、目のピント調節機能（かすみやぼ
やけを緩和するはっきりものを見る力）を維持し、日常
的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減し、目の使
用による肩や腰の負担を軽減します。

富士化学工業株式会社 研究レビュー

G556 賢人のほうじ茶
イソマルトデキストリン(食物繊維)
GABA
オリーブ由来ヒドロキシチロソール

イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりや
すい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が
高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにす
る機能があります。GABAには、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。オリーブ由来ヒドロキシチ
ロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステ
ロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレ
ステロールになることを抑制させます。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

G557 ＤＨＡ・ＥＰＡ（ディーエイチエー・イーピーエー） DHA・EPA
DHAとEPAには血中の中性脂肪を低減する機能があり
ます。

森下仁丹株式会社 研究レビュー

G558 ターミナリアＷ１２０００ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖
値の上昇をおだやかにする機能があります。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー



G559 すっきり代謝　減脂ＧＩＮ（ジン）
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMI が
高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。ま
た、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消
費しやすくする機能があります。

株式会社フューチャーラボ 研究レビュー

G560 日本山人参
YN-1（イソエポキシプテリキシン）、イソプ
テリキシン

YN-1（イソエポキシプテリキシン）とイソプテリキシンに
は食後血糖値の上昇を抑える機能、血圧が高めの方
の血圧を下げる機能があります。

有限会社メイゲン 研究レビュー

G561 ミウスポーツアップａ クエン酸
クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の
一時的な疲労感を軽減します。

ダイドードリンコ株式会社 研究レビュー

G562 血糖力茶（茶葉タイプ） イヌリン
イヌリンには、食後の血糖値の上昇を抑える機能があ
ります。

株式会社おがわ園 研究レビュー

G563 ジュンカ ヒハツ由来ピぺリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下し
た血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手)
の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。

株式会社ニコリオ 研究レビュー

G564 ラクムクミ ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末
梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表
面温度の低下を軽減する機能があります。また、脚の
むくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病
的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能がありま
す。

DUEN合同会社 研究レビュー

G565 ブレインスリープウォーター　＜レモンフレーバー＞ GABA

GABAには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、
すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能、仕事や
勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和す
る機能、加齢によって低下する認知機能の一部であ
る、記憶力（日常生活で見聞きしたことを覚え、思い出
す力）、空間認知力（物の位置、形、向きなどを正確に
把握する力）、論理的思考（筋道を立てて物事を考え、
答えを導き出す力）、持続的注意力（注意を持続させな
がら、作業し続ける力）、ワーキングメモリー（作業に必
要な情報を整理し、短期的に記憶する力）を維持する
機能、および中高齢者の活力（元気や活気が湧いてく
る気 分）、心の健康（楽しく穏やかな気分でいること）を
維持する機能があります。

株式会社ブレインスリープ 研究レビュー

G566 兼貞のＧＡＢＡ（ギャバ）椎茸 GABA GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 兼貞物産株式会社 研究レビュー

G567 兼貞のＧＡＢＡ（ギャバ）椎茸【スライス】 GABA GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。 兼貞物産株式会社 研究レビュー

G568 粒々めんたいマヨネーズタイプ GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社えん・コミュニケーションズ 研究レビュー

G569 わさび＆ティリロサイド ローズヒップ由来ティリロサイド
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の
体脂肪を減らす機能があります。

金印株式会社 研究レビュー

G570 十勝のむヨーグルト　グレープフルーツ 乳酸菌NY1301株
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ります。

日清ヨーク株式会社 研究レビュー



G571 むくみサポート ヒハツ由来ピペリン類

ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な
女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむく
み)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下し
た血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）
の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。

マルマンＨ＆Ｂ株式会社 研究レビュー

G572 悪玉コレステ対策 オリーブ由来ヒドロキシチロソール

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持
ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）
が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制
させます。

マルマンＨ＆Ｂ株式会社 研究レビュー

G573 糖脂ダウンＥＸ（イーエックス） ターミナリアベリリカ由来没食子酸

ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や
糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を
おだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMI
を減らすのを助ける機能があります。

アースゲートインターナショナル株式
会社

研究レビュー

G574 からだすっきり茶トリプル 難消化性デキストリン（食物繊維）
難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取
した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、
お腹の調子を整える機能があります。

大関株式会社 研究レビュー

G575 おいしい桑青汁 桑由来モラノリン 食後血糖値の上昇を緩やかにする機能があります。 株式会社小谷穀粉 研究レビュー

G576 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）リコピン＆ＵＶ（ユーブイ） リコピン
リコピンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける
機能があります。

株式会社三協 研究レビュー

G577 整う和漢習慣　タブレット　安眠物語 GABA
GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機
能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや
疲労感を緩和する機能があります。

株式会社生活の木 研究レビュー

G578 整う和漢習慣　タブレット　軽やか三昧
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、BMI
が高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減
らす機能があります。

株式会社生活の木 研究レビュー

G579 ルテインアクティブ ルテイン、ゼアキサンチン

ルテイン、ゼアキサンチンは、年齢とともに減少する目
の黄斑色素量を増加させ、光の刺激から目を保護し、
ぼやけ・かすみの軽減によるはっきり見る力（色コント
ラスト感度）を改善します。

サントリーウエルネス株式会社 研究レビュー

G580 キオクルト 鶏由来プラズマローゲン
鶏由来プラズマローゲンには、中高年の方の認知機能
の一部である、言葉を記憶し思い出す能力、「言語記
憶力」を維持する機能があります。

丸大食品株式会社 研究レビュー

G581 Ｎーアセチルグルコサミン＆ブラックジンジャー
Nーアセチルグルコサミン、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りに
おけるひざ関節の悩みを改善します。ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボンは、足の曲げ伸ばし等
の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩行能力の向上に役立ちます。また、ブラック
ジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時の
エネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用
により、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方のおなか
の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能がありま
す。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー



G582 Ｎーアセチルグルコサミン＆ブラックジンジャー　ａ
Nーアセチルグルコサミン、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りに
おけるひざ関節の悩みを改善します。ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボンは、足の曲げ伸ばし等
の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、年齢とと
もに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年
の方の歩行能力の向上に役立ちます。また、ブラック
ジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時の
エネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用
により、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方のおなか
の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能がありま
す。

株式会社ZERO PLUS 研究レビュー

G583 糖や脂肪にターミナリアＷ ターミナリアベリリカ由来没食子酸
ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれ
る糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や中性脂
肪の上昇を抑える機能があります。

株式会社coredemic 研究レビュー

G584 ハレウォーク サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快
感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保
護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の
動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを
拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和
感を軽減します。

株式会社スクロール 研究レビュー

G585 シックスバリア エラグ酸
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値の改善に役立ちます。

株式会社島洋商会 研究レビュー

G586 糖と脂肪を抑える青汁
オリーブ由来ヒドロキシチロソール、イソマ
ルトデキストリン（食物繊維）

【オリーブ由来ヒドロキシチロソール】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
酸化を抑制させる機能があります。【イソマルトデキスト
リン(食物繊維)】食後に血糖値が上昇しやすい健常者
の食事の糖の吸収を抑制し、食後の血糖値の上昇を
抑える機能と、食後の血中中性脂肪が高めな健常者
の食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能がありま
す。

株式会社山田養蜂場 研究レビュー

G587 大麦若葉のすっきり青汁 GABA

GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。また、GABAには、一時的に落ち込んだ気
分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとし
た気分にする、やる気にするなどの）機能があります。

イワキ株式会社 研究レビュー

G588 パウダー
パッションフルーツ種子由来ピセアタンノー
ル

パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールには、肌
の乾燥が気になる方の肌のうるおいを守ります。また、
日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、
脂肪を消費しやすくする機能があります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G589 ゼリー
パッションフルーツ種子由来ピセアタンノー
ル

パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールには、肌
の乾燥が気になる方の肌のうるおいを守ります。また、
日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、
脂肪を消費しやすくする機能があります。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G590 サプリ
パッションフルーツ種子由来ピセアタンノー
ル

パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールには、肌
の乾燥が気になる方の肌のうるおいを守ります。また、
日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、
脂肪を消費しやすくする機能があります。

森永製菓株式会社 研究レビュー



G591 クマ笹青汁　ＳＲ（えすあーる） クマイザサ由来ホロセルロース
クマイザサ由来ホロセルロースには、便秘傾向の方の
便の状態（便の臭い）を整え、お通じ（排便回数）を改
善することでお腹の調子を整える機能があります。

株式会社ユニアル・ライフサイエンス 研究レビュー

G592 葛花サプリＲ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）に
は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と
皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能
があります。

株式会社東洋新薬 研究レビュー

G593 クロワールアイ・Ｑプラス ルテイン・ゼアキサンチン

ルテイン・ゼアキサンチンは目の黄斑部の色素密度を
上昇させます。ブルーライトなどの光の刺激から目を保
護します。コントラスト感度（ぼやけの緩和によりくっき
り見る力）を改善することにより目の調子を整えます。
加齢に伴い低下する、認知機能の一部である注意力
（一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けら
れる能力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況
に応じて適切に考え方を修正し対処する能力）を維持
します。

株式会社エーエルジャパン 研究レビュー

G594 尿酸メンテＡ（エー） ルテオリン
ルテオリンは、尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。

株式会社ヘルシープラス 研究レビュー

G595 お腹の脂肪マイナス
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。

リブ・ラボラトリーズ株式会社 研究レビュー

G596 サポートプラス　健骨生活
パプリカ由来カロテノイド（β-クリプトキサ
ンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプ
サンチンとして）

パプリカ由来カロテノイドは、加齢に伴い過剰となる骨
吸収（古い骨を壊すはたらき）をおだやかにし、骨の健
康維持をサポートします。

理研ビタミン株式会社 研究レビュー

G597 ココカラダ非変性Ⅱ型コラーゲン 非変性Ⅱ型コラーゲン
非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性を
サポートします。

株式会社コーワリミテッド 研究レビュー

G598 健康経営サプリ　ラフマ＆（アンド）ＧＡＢＡ（ギャバ）
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、GABA

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。GABAには仕事や勉強によ
る一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が
あります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G599 健康経営サプリ　ラフマ＆（アンド）ＧＡＢＡ（ギャバ）　Ａ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン、GABA

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。GABAには仕事や勉強によ
る一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が
あります。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G600 脳活テアニン緑茶 L-テアニン
L-テアニンは、認知機能の一部である言語情報を適切
に素早く数多く思い出す力（言語流暢性）が低めの方
の言語流暢性をサポートする機能があります。

株式会社伊藤園 研究レビュー

G601 ぎゅっとＧＡＢＡ（ギャバ）きらきらケール GABA
GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血
圧を下げる機能があります。

日本山村硝子株式会社 研究レビュー



G602 おやすみオルニチン　良眠プラス

L-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとし
て）
GABA
L-テアニン

L-オルニチン一塩酸塩は、体内の水分に溶けてL-オ
ルニチンとなり、L-オルニチンは起床時の主観的な睡
眠感を評価する一部の指標（長く眠った感覚）を改善
し、より良い気分の目覚めをサポートする機能がありま
す。GABAは、事務的な作業に伴う一時的な精神的スト
レスによる疲労感を緩和する機能があります。L-テア
ニンは、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を
軽減）をサポートします。

キリンホールディングス株式会社 研究レビュー

G603 ＦＩＲＥ　ＢＵＲＳＴ（ファイヤー　バースト） ヒドロキシクエン酸（HCA）
ヒドロキシクエン酸（HCA)には、運動中の脂肪の燃焼
を高める機能があります。

DUEN合同会社 研究レビュー

G604 イチョウ葉
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

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来
テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低
下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部
である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思
い出す力）の精度や判断力（判断の正確さ）を向上させ
ます。

桜華株式会社 研究レビュー

G605 β（ベータ）ラクトリン βラクトリン

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

キリンホールディングス株式会社 臨床試験

G606 フルグラ　食後の血糖値の上昇が気になる方へ イソマルトデキストリン（食物繊維）
イソマルトデキストリン（食物繊維）には食後に血糖値
が上昇しやすい健常者において、食後の血糖値の上
昇をおだやかにする機能があります。

カルビー株式会社 研究レビュー

G607 ロコラク サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感
を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護
に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動
き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾
う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感
を軽減します。

株式会社プレジール 研究レビュー

G608 アクアジュレ プラズマ乳酸菌（L.lactis strain Plasma)
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に
働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

G609 ファイテン　メモリメント バコパサポニン
バコパサポニンは、加齢により低下する認知機能の一
部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、
思い出す力）を維持します。

ファイテン株式会社 研究レビュー

G610 プラズマローゲンＤＸ（ディーエックス） 鶏由来プラズマローゲン

鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加
齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置
情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があり
ます。

株式会社ピーソリューション 臨床試験

G611 粒々めんたいソース GABA
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり
ます。

株式会社えん・コミュニケーションズ 研究レビュー

G612 アマニ油プレミアムブレンド α－リノレン酸
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ります。

株式会社ナチュレ・ホールディングス 研究レビュー

G613 ＲｅＴｉｍｅ（リタイム） 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）
植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、お通じを改善す
る機能、肌の潤いを維持する機能があります。

金印株式会社 研究レビュー



G614 Ｈ　Ｔｏｍａｔｏ　Ｊｅｌｌｙ（エイチトマトゼリー） GABA

GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。また、GABAは仕事や勉強などによる一時
的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能がありま
す。

株式会社ealo 研究レビュー

G615 Ｈ　Ｔｏｍａｔｏ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ（エイチトマトサプリメント） GABA

GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能
があります。また、GABAは仕事や勉強などによる一時
的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能がありま
す。

株式会社ealo 研究レビュー

G616 ディアナチュラゴールド　サラシアａ サラシア由来サラシノール
サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の
吸収を抑える機能があります。

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

G617 きなり匠
DHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、
オリーブ由来ヒドロキシチロソール

DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があり、モノ
グルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下
げる機能があり、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは
抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール（悪玉コ
レステロール）の酸化を抑制させます。

さくらフォレスト株式会社 研究レビュー

G618 ルテイン・イチョウ葉８０
ルテイン、ゼアキサンチン、イチョウ葉フラ
ボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクト
ン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識
別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復
（まぶしさから回復する視機能）のサポートや一時的な
精神的ストレス、ブルーライトなどの光ストレスを軽減
する機能があります。イチョウ葉フラボノイド配糖体お
よびイチョウ葉テルペンラクトンは、脳の血流を改善す
ることで、認知機能の一部である記憶力（日常生活で
生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する
機能があります。

ユニキス株式会社 研究レビュー

G619 ルテイン・イチョウ葉１２０
ルテイン、ゼアキサンチン、イチョウ葉フラ
ボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクト
ン

ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、
維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識
別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復
（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライ
トなどの光ストレス、一時的な精神ストレス、眼の疲労
感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能がありま
す。イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テル
ペンラクトンは、脳の血流を改善することで、認知機能
の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を
記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。

ユニキス株式会社 研究レビュー

G620 トリプルメタガード
ガレート型カテキン、ブラックジンジャー由
来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌
(Bacillus coagulans SANK70258)

ガレート型カテキンには、肥満気味の方のお腹まわり
の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減
少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能がありま
す。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、
日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費し
やすくする機能があります。有胞子性乳酸菌（B.
coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き、便通を改
善する機能があります。

ティーライフ株式会社 研究レビュー

G621 リラーレ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンに
は睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足
感）の向上に役立ちます。

キユーピー株式会社 研究レビュー



G622 ピント・モイスト５５００＋（プラス） アスタキサンチン

アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維
持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による
目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減
します。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るの
を助ける機能があります。

株式会社ECスタジオ 研究レビュー

G623 スマホによる眼の疲労感・肩・腰に赤の１粒 アスタキサンチン

アスタキサンチンは眼のピント調節機能を維持し、パソ
コンやスマートフォンの使用による一時的な眼の疲労
感を軽減し、眼の使用による腰や肩の負担を和らげま
す。

株式会社つうはん本舗 研究レビュー

G624 シュガーブロックおいしい桑青汁 桑由来モラノリン
糖の吸収を穏やかにし、食後血糖値の上昇を抑える機
能があります。

株式会社小谷穀粉 研究レビュー

G625 アイ・マルチサプリ
ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン・
ゼアキサンチン

ビルベリー由来アントシアニンには、スマートフォンや
パソコンなどの使用で不足しがちな目のうるおいとピン
ト調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和する機能
があります。ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑
部の色素量を増やして、ブルーライトなどの光刺激か
ら目を保護し、ぼやけの軽減によりくっきり見る力（コン
トラスト感度）を改善する機能があります。

日本メナード化粧品株式会社 研究レビュー

G626 Ｔｕｎｅｘｔ　ＰＥＸ（チューネクスト　ピーイーエックス） 鶏由来プラズマローゲン

鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加
齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置
情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があり
ます。

株式会社ピーソリューション 臨床試験

G627 糖桑麗茶 桑の葉由来イミノシュガー
桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の
吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があ
ります。

旭製薬株式会社 研究レビュー

G628 フェルガードＢ　粒タイプ バコパサポニン
バコパサポニンには、加齢により低下する認知機能の
一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚
え、思い出す力）を維持する機能があります。

株式会社グロービア 研究レビュー

G629 健康きらり　腸まで届く乳酸菌
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、
便通を改善する機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

G630 スキットオフ
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、
便通を改善する機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

G631 腸活爽快
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、
便通を改善する機能があります。

明治薬品株式会社 研究レビュー

G632 ｉＢｅｓｔＬ　ＰＲＯ（アイベストエル　プロ）
越後白雪茸由来ピロールアルカロイド（4-
(2-ホルミル-5-ヒドロキシメチル-ピロール
-1-イル)酪酸として）

越後白雪茸由来ピロールアルカロイド（4-(2-ホルミル-
5-ヒドロキシメチル-ピロール-1-イル)酪酸として）は、
健康な人の健常域でやや高めの肝機能を評価する指
標である酵素値のひとつ（AST）の改善に役立つ機能
があります。なお、本品は肝機能を評価する指標であ
る酵素値の異常の値を改善するものではありません。
これらの値が異常を示した場合は医療機関の受診を
お勧めします。

マイコロジーテクノ株式会社 研究レビュー

G633 濃厚ＤＨＡ（ディーエイチエー）・ＥＰＡ（イーピーエー） DHA、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、判断力をサポートします。（記
憶力：数字に関する情報を記憶し、思い出す力。判断
力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす
力。）DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機
能があります。

株式会社ミカレア 研究レビュー



G634 皇潤　極ＥＸ（イーエックス）
非変性Ⅱ型コラーゲン、Ｎ－アセチルグル
コサミン

本品には非変性Ⅱ型コラーゲン、Ｎ－アセチルグルコ
サミンが含まれます。非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ
関節の柔軟性、可動性をサポートすることが報告され
ています。Ｎ－アセチルグルコサミンは、歩行や階段の
上り下りでのひざ関節の悩みを改善することが報告さ
れています。

株式会社エバーライフ 研究レビュー

G635 有機粉末緑茶カテキン生活 茶カテキン
本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには肥
満気味の方の体脂肪を低下させる機能があることが報
告されています。

株式会社国太楼 研究レビュー

G636 おいしくカテキン生活 茶カテキン
本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには肥
満気味の方の体脂肪を低下させる機能があることが報
告されています。

株式会社国太楼 研究レビュー

G637 貯筋習慣プラス　ひざ関節サポート マスリン酸、N-アセチルグルコサミン

本品にはマスリン酸及びN-アセチルグルコサミンが含
まれます。マスリン酸は筋肉に軽い負荷がかかる日常
的な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉量
を維持する機能があることが報告されています。N-ア
セチルグルコサミンは歩行や階段の昇り降り時にひざ
関節が気になる方の、ひざ関節の悩みを改善すること
が報告されています。

株式会社ニップン 研究レビュー

G638 免疫サポート　腸内環境プラス　ドリンクタイプ
プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）・
ラクチュロース

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)、ラ
クチュロースが含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プ
ラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免
疫機能の維持に役立つことが報告されています。ラク
チュロースは、腸内環境を良好にし（善玉菌の代表で
あるビフィズス菌を増やしたり割合を高めたりする）、お
通じを増やす（排便回数を増やす）機能があることが報
告されています。

株式会社ファンケル 研究レビュー

G639 食事の刻の緑茶Ｗ 難消化性デキストリン（食物繊維）

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

日本薬剤株式会社 研究レビュー

G640 脂肪対策ａ
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリ
ンが含まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン
-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、
食後の血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されて
います。

株式会社サンヘルス 研究レビュー

G641 脂肪対策ｂ
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロ
リン

本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリ
ンが含まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン
-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、
食後の血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されて
います。

株式会社サンヘルス 研究レビュー

G642 ＰＵＲＡＲＩＣＯ（プラリコ）　ホットメグリン モノグルコシルヘスペリジン

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モ
ノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温が
低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体
温）を保つ機能が報告されています。

シャルーヌ化粧品株式会社 研究レビュー

G643 歩行アシスト
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、年齢とともに低下する脚の筋力に作用し、中
高年の方の歩く力を維持することが報告されていま
す。

株式会社カインズ 研究レビュー



G644 ＳＡＮＫＹＯ（サンキョウ）ＤＨＡ＆３つの脳力 DHA・EPA

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAは脳の血
流を改善し、加齢に伴い低下した認知機能の一部であ
る記憶力(見たものを記憶し、思い出す力)、注意力(複
数の情報の中から特定の情報に注意する力)、判断力
(見た情報に対して適切な行動を判断できる力)を維持
する機能が報告されています。また、DHA・EPAは血中
中性脂肪やLDLコレステロールがやや高めの方の血
中中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。

株式会社三協 研究レビュー

G645 北海道生まれの乳酸菌　「スッキリラ」
有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans)
lilac-01

本品には、生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌 (Bacillus
coagulans) lilac-01が含まれています。有胞子性乳酸
菌 (Bacillus coagulans) lilac-01は、便秘傾向の方の便
の状態（便の量、形）とお通じ（回数、残便感）を改善す
ることが報告されています。便通が気になる方に適した
食品です。

株式会社フレージュ 研究レビュー

G646 Ｄｒ．Ｍａｒｉ（ドクターマリー）乳酸菌Ｋ－１（ケイワン） 植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）

本品には植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）が含まれま
す。植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを
維持する機能、お通じを改善する機能があることが報
告されています。

株式会社グランデ 研究レビュー

G647 ＲＩＣＨ（リッチ）還元型コエンザイムＱ１０（キューテン） 還元型コエンザイムQ10

本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。細胞
のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働
きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生
じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役立つ
ことが報告されています。本品は一過性の身体的・精
神的な疲労を自覚している方に適した食品です。

株式会社エーエフシー 研究レビュー

G648 黒しょうがと海藻
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン
が含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラ
ボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用すること
により、中高年の方の歩く力を維持することが報告され
ています。また、日常活動時のエネルギー代謝におい
て脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方
の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されてい
ます。

株式会社白寿生科学研究所 研究レビュー

G649 プーアールンつぶタイプ プーアール茶由来没食子酸

本品にはプーアール茶由来没食子酸が含まれます。
プーアール茶由来没食子酸は、肥満気味の方の体
重、体脂肪（内臓脂肪）の減少をサポートし、高めの
BMI値の改善に役立つことが報告されています。肥満
気味の方、BMI値が高めの方に適した食品です。

株式会社日本薬業 研究レビュー

G650 いとしろ白山姫（はくさんひめ） リコピン、GABA

本品にはリコピンとGABAが含まれ、リコピンを16㎎/日
摂取すると、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける
機能があること、GABAを20㎎/日摂取すると高めの血
圧を低下させる機能があることが報告されています。
本品を200g（約1～1.5個）で機能性が報告されている1
日当たりの肌への機能性関与成分（リコピン）の50%、
血圧への機能性関与成分（GABA）の100％を摂取でき
ます。

株式会社奥美濃プロデュース 研究レビュー

G651 てくケア
黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよ
び黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシ
フラボン

本品には，黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよ
び黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンが含
まれます。黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび
黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンには，
中高年齢者において加齢により衰える歩行能力を維持
する機能があることが報告されています。

株式会社サノ 研究レビュー



G652 健康経営サプリ　ラフマドリンク　Ａ
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエ
ルシトリン

本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエル
シトリンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由
来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床
時の睡眠に対する満足感）の向上に役立つことが報告
されています。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G653 血糖値や中性脂肪が気になる方の食物繊維入り粉末緑茶 難消化性デキストリン（食物繊維）

本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれま
す。難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から
摂取した糖の吸収を抑え食後の血糖値の上昇をおだ
やかにする機能や、食事から摂取した脂肪の吸収を抑
え食後の中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能が
あることが報告されています。本品は食後の血糖値や
中性脂肪が気になる方に適しています。

日清オイリオグループ株式会社 研究レビュー

G654 アミールＷ 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)には高めの血圧を低下さ
せる機能、年齢と共に低下する血管のしなやかさ(血管
を締め付けた後の血管の拡張度)の維持を助ける機能
が報告されています。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

G655 新あさひ豆腐５個ポリ 大豆ベータコングリシン

本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれていま
す。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂
肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる
機能が報告されています。

旭松食品株式会社 研究レビュー

G656 れいれい
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、ルテイ
ン、ゼアキサンチン

本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟
骨由来非変性II型コラーゲン、ルテイン、ゼアキサンチ
ンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サ
ケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲンには、中高年健常
者のひざ関節の曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能
があることが報告されています。正座する、立ち上が
る、走る、階段の上り下りなどの際にひざ関節が気に
なる方に適しています。ルテイン、ゼアキサンチンは、
目の黄斑色素量の増加、維持する働きがあり、コントラ
スト感度（はっきりとした輪郭をもたず、濃淡の差が少
ない模様を識別する視機能）やグレア回復（まぶしさか
ら回復する視機能）の改善、ブルーライトなどの光スト
レスを軽減する機能があることが報告されています。

株式会社プレステージ 研究レビュー

G657 ＧＡＢＡ（ギャバ）入り辛子めんたいこ GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が
高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されて
います。

株式会社えん・コミュニケーションズ 研究レビュー

G658 ＧＡＢＡ（ギャバ）入りたらこ GABA
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が
高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されて
います。

株式会社えん・コミュニケーションズ 研究レビュー

G659 フルーツパプリカ パプリカ由来キサントフィル

本品にはパプリカ由来キサントフィルが含まれ、抗酸化
作用を持つパプリカ由来キサントフィル9㎎を摂取する
と、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能、お
よびBMIが高めの方の体脂肪（皮下脂肪および総脂
肪）の低減を助け、BMIを改善する機能があることが報
告されています。本品を120g食べると機能性が報告さ
れている1日当たりの機能性関与成分（パプリカ由来キ
サントフィル）の量の50%を摂取できます。

株式会社サラ 研究レビュー



G660 クロノケアＡ（エー） 黒大豆ポリフェノール

本品には黒大豆ポリフェノールが含まれます。黒大豆
ポリフェノールには加齢とともに低下する血管のしなや
かさ（血管を締め付けた後の血流の増加度）の維持に
役立つ機能があることが報告されています。

フジッコ株式会社 研究レビュー

G661 新あさひ豆腐５個入 大豆ベータコングリシニン

本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれていま
す。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂
肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる
機能が報告されています

旭松食品株式会社 研究レビュー

G662 新あさひ豆腐６個ポリ 大豆ベータコングリシン

本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれていま
す。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂
肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる
機能が報告されています。

旭松食品株式会社 研究レビュー

G663 新あさひ豆腐１０個ポリ 大豆ベータコングリシン

本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれていま
す。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂
肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる
機能が報告されています。

旭松食品株式会社 研究レビュー

G664 ＡＬＴＩＢＬＯＣＫ（アルティブロック）α 大豆由来ホスファチジルセリン

本品には大豆由来ホスファチジルセリンが含まれま
す。大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下し
た健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力
（言葉を思い出す力）の維持をサポートすることが報告
されています。

東京製薬株式会社 研究レビュー

G665 インナースマート

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン、ビフィズス菌 BB536(B.longum)、ビフィ
ズス菌B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサ
ミン

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

株式会社アテニア 研究レビュー

G666 アスタリフト　サプリメント　ホワイトシールドｃ アスタキサンチン

本品にはアスタキサンチンが含まれます。抗酸化作用
を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を守る
のを助ける機能、肌のうるおいと弾力を保ち、健やかな
肌を維持する機能が報告されています。

富士フイルム株式会社 研究レビュー

G667 セラモイスト 米由来グルコシルセラミド

本品には米由来グルコシルセラミドが含まれます。米
由来グルコシルセラミドは、身体の肌のバリア機能（保
湿力）を高めることが報告されています。肌の乾燥が気
になる方に適した食品です。

小林製薬株式会社 研究レビュー

G668 シークヮーサー全快酢（ぜんかいす）
クエン酸
GABA

本製品には、クエン酸とGABAが含まれています。
クエン酸には、日常生活や運動後に生じる一時的な疲
労感を軽減することが報告されています。
GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の改善に役立つ機
能があることが報告されています。

沖縄ハム総合食品株式会社 研究レビュー



G669 森のたまご 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のあることが報告されていま
す。

イセ食品株式会社 研究レビュー

G670 血糖力茶（ティーバッグタイプ） イヌリン

本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンには、食
後の血糖値の上昇を抑える機能が
報告されています。食後の血糖値が気になる方に適し
た商品です。

株式会社おがわ園 研究レビュー

G671 健康のど飴たたかうプラズマ乳酸菌ｉＭＵＳＥ（イミューズ） プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）

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

カンロ株式会社 研究レビュー

G672 記憶の維持に役立つサプリ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトン

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

株式会社水晶院 研究レビュー

G673 新あさひ豆腐１２個ポリ 大豆ベータコングリシン

本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれていま
す。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂
肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる
機能が報告されています。

旭松食品株式会社 研究レビュー

G674 新あさひ豆腐サイコロ１／６ 大豆ベータコングリシニン

本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれていま
す。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂
肪値を低下させること、および高めのBMIを低下させる
機能が報告されています。

旭松食品株式会社 研究レビュー

G675 ディアナチュラゴールド　ルテイン＆ゼアキサンチンａ ルテイン、ゼアキサンチン

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

アサヒグループ食品株式会社 研究レビュー

G676 骨太エールＡ（エース）
パプリカ由来カロテノイド（β-クリプトキサ
ンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプ
サンチンとして）

本品にはパプリカ由来カロテノイド（β-クリプトキサン
チン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチンとし
て）が含まれます。パプリカ由来カロテノイドは、加齢に
伴い過剰となる骨吸収（古い骨を壊すはたらき）をおだ
やかにし、骨の健康維持をサポートすることが報告さ
れています。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した
食品です。

井藤漢方製薬株式会社 研究レビュー

G677 新あさひ豆腐１０個入 大豆ベータコングリシン

本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれていま
す。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂
肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる
機能が報告されています。

旭松食品株式会社 研究レビュー

G678 ローヤルファイン GABA
本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や家
事などによる一時的な疲労感や精神的ストレスを緩和
する機能があることが報告されています。

株式会社コネクト 研究レビュー



G679 アストレア　プロ プシコース（アルロース）

本品にはプシコース（アルロース）が含まれます。プシ
コース（アルロース）には、日常生活（安静時や日常活
動時）のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすく
する機能があることが報告されています。

松谷化学工業株式会社 研究レビュー

G680 べにふうき粉末茶スティックタイプ メチル化カテキン
本品にはメチル化カテキンが含まれています。メチル
化カテキンは、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる目
鼻の不快感を軽減させることが報告されています。

株式会社荒畑園 研究レビュー

G681 「アサヒ　十六茶」糖と脂肪にはたらく６３０ 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。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

G682 「アサヒ　十六茶」糖と脂肪にはたらく 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。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

G683 ＭＥＴＯＦＡＳ（メトファス）　ブラックジンジャー
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、肥満気味の方、BMIが高
め（BMI23以上30未満）の方の腹部の脂肪（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。

グロリアス製薬株式会社 研究レビュー

G684 グランポワール　ビーントゥバーチョコレート イヌリン

本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは食後の
血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告されていま
す。また、イヌリンは善玉菌として知られているビフィズ
ス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改
善しおなかの調子を整えることが報告されています。
本品は食後の血糖値が気になる方、腸内環境を改善
したい方、お通じを改善しおなかの調子を整えたい方
に適した食品です。

株式会社サンテ・フローラ 研究レビュー

G685 野菜一日これ一本Ｐｌｕｓ（プラス）２６５ｇ 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。

カゴメ株式会社 研究レビュー

G686 野菜一日これ一本Ｐｌｕｓ（プラス）２００ｍｌ　ａ 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。

カゴメ株式会社 研究レビュー

G687 野菜一日これ一本Ｐｌｕｓ（プラス）２００ｍｌ　ｂ 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。

カゴメ株式会社 研究レビュー

G688 食べるベジタブルジュース 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。

ゴールドパック株式会社 研究レビュー



G689 食べるキャロットジュース 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。

ゴールドパック株式会社 研究レビュー

G690 ピーカンＧＡＢＡ（ギャバ）紅茶 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。

株式会社サロンドロワイヤル 研究レビュー

G691 エラグ酸入り濃縮コーヒー エラグ酸

本品にはエラグ酸が含まれています。エラグ酸は肥満
気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、
ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改
善に役立つことが報告されています。

メロディアン株式会社 研究レビュー

G692 むくみクリア ヒハツ由来ピペリン類

本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれます。ヒハツ
由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性
の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を
軽減する機能があることが報告されています。また、冷
えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷え
による末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機
能があることが報告されています。

マルマンＨ＆Ｂ株式会社 研究レビュー

G693 健草楽 モノグルコシルヘスペリジン

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

薬草園キッチンライフ 研究レビュー

G694 プロテオグリカン青汁　リフリーラ サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれま
す。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の
不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨
の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における
膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたも
のを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の
違和感を軽減することが報告されています。

株式会社イワミズ 研究レビュー

G695 豆乳グルト 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 臨床試験

G696 ｉｎ（イン）ゼリークリア　パッションフルーツ
パッションフルーツ種子由来ピセアタンノー
ル

本品には、パッションフルーツ種子由来ピセアタンノー
ルが含まれます。パッションフルーツ種子由来ピセアタ
ンノールには、肌の乾燥が気になる方の肌のうるおい
を守ることが報告されています。また、日常生活（安静
時や日常活動時）のエネルギーとして、脂肪を消費し
やすくする機能が報告されています。

森永製菓株式会社 研究レビュー

G697 生姜青汁 ロダンテノンＢ
本品には、ロダンテノンＢが含まれます。ロダンテノンＢ
には、糖化ストレスを軽減することにより、肌の潤いを
保持する機能が報告されています。

株式会社エモテント 研究レビュー

G698 毎日これ１本　Ｎ－アセチルグルコサミンソーセージ N-アセチルグルコサミン

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

日本水産株式会社 研究レビュー



G699 エラスチンサプリ カツオ由来エラスチンペプチド

本品にはカツオ由来エラスチンペプチドが含まれてい
ます。カツオ由来エラスチンペプチドには肌の弾力を維
持し、肌のうるおいを守ることで肌の健康維持に役立
つことが報告されています。肌の乾燥が気になる方に
おすすめです。

林兼産業株式会社 研究レビュー

G700 アイサポートすっきりピーチジュレ クロセチン

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

株式会社舞昆のこうはら 研究レビュー

G701 アスカラダイジェスト エラグ酸

本品にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味
の方の体脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径
の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つこ
とが報告されています。

株式会社トリプルサン 研究レビュー

G702 ノウベルＱｉ（キューアイ） GABA、DHA・EPA、ヒハツ由来ピペリン類

本品にはGABA、DHA・EPA、ヒハツ由来ピペリン類が
含まれています。
GABAには加齢によって低下する認知機能の一部であ
る、記憶力（見聞きしたことを思い出す力）、空間認知
力（物の位置などを正確に把握する力）、論理的思考
力（筋道を立てて考える力）、持続的注意力（注意をし
ながら作業を続ける力）、ワーキングメモリー（作業に
必要な情報を短期的に記憶する力）の向上に役立つ機
能、および中高齢者の活力（元気がわいてくる気分）、
心の健康（楽しくおだやかな気分でいること）を維持す
る機能、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、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、仕事や勉強などによる一過性の精神的ストレス
や疲労感を緩和する機能が報告されています。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。ヒハツ由来ピペリン類は、冷えで低下し
た血流（末梢血流）を正常に整え、末梢（手）の皮膚表
面温度低下の軽減機能が報告されています。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

G703 ひざ楽生活　グルコサミン グルコサミン塩酸塩
本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサ
ミン塩酸塩は、膝の動き（曲げ伸ばし）をサポートし、膝
の違和感を軽減することが報告されています。

理研ビタミン株式会社 研究レビュー

G704
ＵＣＣ（ユーシーシー）　珈琲生活プラス　コーヒーバッグ　水
出しアイスコーヒー　４袋

コーヒー由来クロロゲン酸類

本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。
コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩
やかにする機能が報告されています。食後の血糖値が
気になる方に適した食品です。

ユーシーシー上島珈琲株式会社 研究レビュー

G705 ラクファイン クリルオイル由来EPA・DHA

本品にはクリルオイル由来EPA・DHAが含まれます。ク
リルオイル由来EPA・DHAには、靴をはいたり脱いだり
する時の膝の違和感を軽減する機能がある事が報告
されています。

株式会社上別府コミュニティファーマ
シー

研究レビュー



G706 脂肪・尿酸ダウン
ルテオリン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

本品には、ルテオリン、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。
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）な男性の尿酸値を下げる機能があることが報告
されています。
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが
高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂
肪及び皮下脂肪）を減らす機能があることが報告され
ています。

オリヒロプランデュ株式会社 研究レビュー

G707 こんにゃくプラス（肌） ＧＡＢＡ

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

サン食品株式会社 研究レビュー

G708 ＴＰ（ティーピー）８０ 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ています。ガレー
ト型カテキンは日常的な身体活動との併用で、脂質の
吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわ
りの脂肪（腹部総脂肪、内臓脂肪）、体重の減少をサ
ポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報
告されています。

株式会社ファーマフーズ 研究レビュー

G709 モリンガＧＡＢＡ（ギャバ）＜粒タイプ＞ GABA

本品には、GABAが含まれます。GABAには仕事や勉
強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能や、
血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報
告されています。

株式会社アマーサ 研究レビュー

G710 クロノケア 黒大豆ポリフェノール

本品には黒大豆ポリフェノールが含まれます。黒大豆
ポリフェノールは加齢とともに低下する血管の柔軟性
（血管を締め付けた後の血流の増加度）の維持に役立
ちます。

フジッコ株式会社 臨床試験

G711 ビフィドフローラ 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。

株式会社ルルーナ 研究レビュー

G712 の～りんのあま姫 リコピン

本品には、リコピンが含まれます。リコピンを27.8mg/日
摂取すると、血中LDLコレステロールを低下させる機能
があることが報告されています。本品を180g（7～10個）
食べると機能性が報告されている１日当たりの機能性
関与成分の量の50％を摂取できます。

福井県 研究レビュー

G713 ボディキュット
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と
して）が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリ
ゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の
脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らす
のを助ける機能があることが報告されています。肥満
気味な方、BMIが高めの方、肥満気味でお腹の脂肪や
ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。

株式会社からだに栄養 研究レビュー

G714 くらしモアバナナ GABA

本品にはGABAが含まれ、GABAを20mg/日摂取する
と、高めの血圧を低下させる機能があることが報告さ
れています。本品を可食部120g（2～3本）食べると機能
性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の
量の50％を摂取できます。

日本流通産業株式会社 研究レビュー



G715 ホッとキュッと ヒハツ由来ピぺリン類

本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれます。 ヒハツ
由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血
流） を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温
度の低下 を軽減する機能があることが報告されていま
す。 また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の
脚のむくみ (病的ではない一過性のむくみ)を軽減する
機能があることが 報告されています。

株式会社フレージュ 研究レビュー

G716 便通を改善するっ茶
有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans
SANK70258）

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

株式会社グラフィコ 研究レビュー

G717 強炭酸水プラス　機能性表示食品 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。

アサヒ飲料株式会社 研究レビュー

G718 スターリミルクプラス乳酸菌 殺菌乳酸菌EC-12株
本品には殺菌乳酸菌EC-12株が含まれます。殺菌乳
酸菌EC-12株には、腸内のビフィズス菌を増やし、腸内
環境を改善する機能があることが報告されています。

兼松ウェルネス株式会社 研究レビュー

G719 梅酢ドリンク　飲む梅干 クエン酸
本品には、クエン酸が含まれます。クエン酸は日常生
活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減する
ことが報告されています。

株式会社梅翁園 研究レビュー

G720 ＲＥＭＷＥＬＬ（レムウェル）
DHA、EPA、DAGE（ジアシルグリセリル
エーテル）

本品にはDHA、EPA、DAGE（ジアシルグリセリルエーテ
ル）が含まれており、一時的に睡眠に不満を感じている
健康な方の深睡眠とレム睡眠の割合を増加させること
で、睡眠の質を向上させる機能があります。さらに、一
時的に活気・活力が低下している方の不安感・緊張感・
気分の落ち込みを和らげ、一時的な活気・活力の向上
と日中の眠気の軽減に役立ちます。

小野薬品ヘルスケア株式会社 臨床試験

G721 ルテインかぼちゃ（スライス） ルテイン

本品にはルテインが含まれ、ルテインを10mg/日摂取
すると、光による刺激から目を保護するとされる網膜
(黄斑部)色素量を増加させることが報告されており、本
品を120g食べると機能性が報告されている一日当たり
のルテイン量の50％を摂取できます。

株式会社健食 研究レビュー

G722 ナイシヘール
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボ
ン

本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン
が含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラ
ボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を
消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI23以上
30未満）の方の腹部の脂肪（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。

合同会社フルクラム 研究レビュー

G723 サラケア
モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来
ヒドロキシチロソール

本品にはモノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒ
ドロキシチロソールが含まれます。モノグルコシルヘス
ペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があ
ることが報告されています。また、オリーブ由来ヒドロキ
シチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレス
テロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コ
レステロールになることを抑制させることが報告されて
います。

合同会社フルクラム 研究レビュー



G724 ナットウキナーゼさらさら粒ａ 納豆菌由来ナットウキナーゼ

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

小林製薬株式会社 研究レビュー

G725 リセルラＰＰ（ピーピー）ブロー こんにゃく由来グルコシルセラミド

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

株式会社プレステージ 研究レビュー

G726 小麦ブラン 小麦由来アラビノキシラン

本品には小麦由来アラビノキシランが含まれます。小
麦由来アラビノキシランは善玉菌（酪酸菌）を増やすこ
とで、腸内環境を改善することが報告されています。ま
た、小麦由来アラビノキシランは食後の血糖値の上昇
をゆるやかにすることが報告されています。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

G727 小麦ブラン　ホットケーキミックス 小麦由来アラビノキシラン

本品には小麦由来アラビノキシランが含まれます。小
麦由来アラビノキシランは善玉菌（酪酸菌）を増やすこ
とで、腸内環境を改善することが報告されています。ま
た、小麦由来アラビノキシランは食後の血糖値の上昇
をゆるやかにすることが報告されています。

日清フーズ株式会社 研究レビュー

G728 健康経営サプリ　イチョウ葉　Ａ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ
葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来
フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン
は、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機
能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や
図形などを覚え、思い出す力）を維持することが報告さ
れています。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G729 健康経営サプリ　大豆イソフラボン　Ａ 大豆イソフラボン

本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラ
ボンには骨の成分を維持するのに役立つ機能があるこ
とが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい
方に適した食品です。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G730 健康経営サプリ　イチョウ葉プラス　Ａ
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョ
ウ葉由来テルペンラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ
葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来
フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン
は、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機
能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や
図形などを覚え思い出す力）や判断力（判断の正確さ）
を向上させることが報告されています。

株式会社常磐植物化学研究所 研究レビュー

G731 緑茶 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。

株式会社エルビー 研究レビュー

G732 サラシア１００青汁 サラシア由来ネオコタラノール

本品にはサラシア由来ネオコタラノールが含まれます。
サラシア由来ネオコタラノールには、炭水化物の一部
である糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやか
にする機能があることが報告されています。食後血糖
値が高めの方に適しています。

小林製薬株式会社 研究レビュー



G733 ＭＩＮＩＮＡＬ　ＧＡＢＡ（ミニナル　ギャバ） ＧＡＢＡ

本品には、GABA が含まれます。GABA には①血圧が
高めの方の血圧を低下させる機能②デスクワークなど
の精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的
な疲労感を緩和する機能③一時的に落ち込んだ気分
を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした
気分にする、やる気にするなどの）機能④一時的な疲
労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深
さ）の向上に役立つ機能⑤肌の弾力を維持し、肌の健
康を守るのを助ける機能があることが報告されていま
す。

株式会社MSソリューションズ 研究レビュー

G734 中脂サポーターＷ（ダブル）血圧 エラグ酸、モノグルコシルヘスペリジン

本品にはエラグ酸とモノグルコシルヘスペリジンが含ま
れています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂
肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少
をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報
告されています。モノグルコシルヘスペリジンは血圧が
高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されて
います。本品は肥満気味の方、BMI値が高めの方、並
びに血圧が高めの方に適しています。

株式会社健美舎 研究レビュー

G735 中脂サポーターＷ（ダブル）尿酸 エラグ酸、ルテオリン

本品にはエラグ酸とルテオリンが含まれています。エラ
グ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂
肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高
めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。
ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL
未満）の方の尿酸値を下げる機能が報告されていま
す。本品は肥満気味の方、BMI値が高めの方、並びに
尿酸値が高めの方に適しています。

株式会社健美舎 研究レビュー

G736 中脂サポーターＷ（ダブル）コレステ
エラグ酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソー
ル

本品にはエラグ酸とオリーブ由来ヒドロキシチロソール
が含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、
体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の
減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つこと
が報告されています。オリーブ由来ヒドロキシチロソー
ルは抗酸化作用を持ち、血中のLDL（悪玉）コレステ
ロールが酸化され酸化LDLコレステロールになることを
抑制させることが報告されています。本品は肥満気味
の方、BMI値が高めの方、並びにLDL（悪玉）コレステ
ロールが気になる方に適しています。

株式会社健美舎 研究レビュー

G737 アユメイトｂ N-アセチルグルコサミン

本品にはN-アセチルグルコサミンが含まれます。N-ア
セチルグルコサミンは、移動時のひざ関節の違和感を
軽減することが報告されています。歩行や階段の昇り
降りが気になる方に適しています。

富士フイルム株式会社 研究レビュー

G738 腹脂ヘルス
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

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

DUEN合同会社 研究レビュー

G739 シボヘルシ
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
として)

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

DUEN合同会社 研究レビュー


