
プレスリリ－ス 

特定保健用食品の表示許可に係る答申について 

平成２５年１０月１８日 

内閣府消費者委員会事務局 

 平成 25 年 4 月 22 日付け特定保健用食品の表示許可に係る内閣総理大臣からの諮問に関

し、平成 25 年 6 月 28 日の第１３回消費者委員会新開発食品調査部会において審議を行い、

当該部会において結論が得られた品目について、本日付けで消費者委員会委員長より答申

を行った。 

１．次の品目は、第１３回新開発食品調査部会において結論が得られ、特定保健用食品と

して認めることとして差し支えないこととされた。 

・食事と一緒に十六茶 W 

２．上記品目については、本日付けで消費者委員会委員長より「特定保健用食品として認

めることとして差し支えない」旨、答申を行った。 

別添資料：平成２５年１０月１８日付けで答申を行った品目 

【本件問い合わせ先】内閣府 消費者委員会事務局 

担 当：山岸・中島 

電 話：０３－３５０７－９９４５ 

ＦＡＸ：０３－３５０７－９９８９ 

資料２－４－１－１

 
109

CO720855
長方形



（1）平成25年4月22日付け消食表第108号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容

1
食事と一緒に十六茶
Ｗ

アサヒ飲料株式会
社

本品は食物繊維（難消化性デキストリン）のはたらきにより、食後の糖の吸収
と食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、食後の血糖値が気に
なる方や血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を摂りがちな方の食生活の
改善に役立ちます。

別 添
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プレスリリ－ス 

特定保健用食品の表示許可に係る答申について 

平成２５年１１月７日 

内閣府消費者委員会事務局 

 平成 25 年 4 月 22 日付け特定保健用食品の表示許可に係る内閣総理大臣からの諮問に関

し、平成 25 年 6 月 28 日の第１３回消費者委員会新開発食品調査部会において審議を行い、

当該部会において結論が得られた品目について、本日付けで消費者委員会委員長より答申

を行った。 

１．次の品目は、第１３回新開発食品調査部会において結論が得られ、特定保健用食品と

して認めることとして差し支えないこととされた。 

・緑で応援 キトサン大麦青汁

２．上記品目については、本日付けで消費者委員会委員長より「特定保健用食品として認

めることとして差し支えない」旨、答申を行った。 

別添資料：平成２５年１１月７日付けで答申を行った品目 

【本件問い合わせ先】内閣府 消費者委員会事務局 

担 当：山岸・中島 

電 話：０３－３５０７－９９４５ 

ＦＡＸ：０３－３５０７－９９８９ 

資料２－４－１－２
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（1）平成25年4月22日付け消食表第108号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容

1
緑で応援　キトサン大
麦青汁

株式会社東洋新薬
本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロール、特にLDL（悪玉）
コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しておりますので、
LDL（悪玉）コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。

別 添
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プレスリリ－ス 

特定保健用食品の表示許可に係る答申について 

平成 26年 3月 25日 

内閣府消費者委員会事務局 

 平成 22年 10 月 15日付け特定保健用食品の表示許可に係る内閣総理大臣からの諮問に関

し、平成 25 年 6 月 28 日の第 13 回消費者委員会新開発食品調査部会において審議を行い、

当該部会において結論が得られた品目について、昨日付けで消費者委員会委員長より答申

を行った。 

１．次の品目は、第 13回新開発食品調査部会において結論が得られ、特定保健用食品とし

て認めることとして差し支えないこととされた。 

・旨み豊かなしょうゆ 

２．上記品目については、平成 26 年 3 月 24 日付けで消費者委員会委員長より「特定保健

用食品として認めることとして差し支えない」旨、答申を行った。 

別添資料：平成 26年 3月 24日付けで答申を行った品目 

【本件問い合わせ先】内閣府 消費者委員会事務局 

担 当：山岸・中島 

電 話：０３－３５０７－９９４５ 

ＦＡＸ：０３－３５０７－９９８９ 

資料２－４－１－３
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（1）平成22年10月15日付け消食表第347号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容

1 旨み豊かなしょうゆ 花王株式会社
柑橘類生まれのポリフェノール（モノグルコシルヘスペリジン）を含むので、血
圧が気になる方に適しています。通常のしょうゆに替えて、お使いいただくこと
をおすすめします。

別 添 
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プレスリリ－ス 

特定保健用食品の表示許可に係る答申について 

平成 26年 5月 23日 

内閣府消費者委員会事務局 

 平成 25 年 12 月 9 日付け特定保健用食品の表示許可に係る内閣総理大臣からの諮問に関

し、平成 26 年 2 月 3 日の第 15 回消費者委員会新開発食品調査部会において審議を行い、

当該部会において結論が得られた品目について、昨日付けで消費者委員会委員長より答申

を行った。 

１．次の品目は、第 15回新開発食品調査部会において結論が得られ、特定保健用食品とし

て認めることとして差し支えないこととされた。 

・ヘルシアスパークリング バレンシアオレンジフレーバー 

・ヘルシアスパークリング a 

２．上記品目については、平成 26 年 5 月 22 日付けで消費者委員会委員長より「特定保健

用食品として認めることとして差し支えない」旨、答申を行った。 

別添資料：平成 26年 5月 22日付けで答申を行った品目 

【本件問い合わせ先】内閣府 消費者委員会事務局 

担 当：山岸・中島 

電 話：０３－３５０７－９９４５ 

ＦＡＸ：０３－３５０７－９９８９ 

資料２－４－１－４
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（1）平成25年12月9日付け消食表第334号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容

1
ヘルシアスパークリン
グ　バレンシアオレン
ジフレーバー

花王株式会社
本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすく
するので、体脂肪が気になる方に適しています。

2
ヘルシアスパークリン
グa

花王株式会社
本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすく
するので、体脂肪が気になる方に適しています。

別 添 
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プレスリリ－ス 

特定保健用食品の表示許可に係る答申について 
平成２６年８月５日 

内閣府消費者委員会事務局 

 平成 25 年 7 月 25 日付け、平成 25 年 12 月 9 日付け及び平成 26 年 5 月 19 日付け特定保

健用食品の表示許可に係る内閣総理大臣からの諮問に関し、平成 26年 7月 25日の第 19回

消費者委員会新開発食品調査部会において審議を行い、当該部会において結論が得られた

10品目について、本日付けで消費者委員会委員長より答申を行った。 

○特定保健用食品として認めることとして差し支えないとの答申を行った品目

１．次の 8品目は、第 19回新開発食品調査部会において結論が得られ、いずれも特定保健

用食品として認めることとして差し支えないこととされた。 

・ペプシスペシャル 250ml 

・ペプシスペシャル 270ml 

・ペプシスペシャル 350ml 

・ザ・テーブルソーダ 

・ザ・テーブルソーダ すだち＆かぼす 

・黄金烏龍茶 

・２つの働きカテキン緑茶 

・オリゴプラスコーヒーブラック 

２．上記８品目については、平成 26年 8月 5日付けで消費者委員会委員長より「特定保健

用食品として認めることとして差し支えない」旨、答申を行った。 

○特定保健用食品として認めることは適切ではないとの答申を行った品目

１．次の 2品目は、第 19回新開発食品調査部会において結論が得られ、いずれも特定保健

用食品として認めることは適当でないとされた。 

 ・ノンアルコール飲料 2品目  ※製品名は非公表 

２．上記 2品目については、平成 26年 8月 5日付けで消費者委員会委員長より「特定保健

用食品として認めることは適当でない」旨、答申を行った。 

○別添資料：答申を行った品目一覧

【本件問い合わせ先】内閣府 消費者委員会事務局 

担 当：大貫・錦織 

電 話：０３－３５０７－９９４５ 

ＦＡＸ：０３－３５０７－９９８９ 

資料２－４－１－５
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特定保健用食品として認めることとして差し支えないとの答申を行った品目
（1）平成25年12月9日付け消食表第334号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容

1
ペプシスペシャル
250ml

サントリー食品イン
ターナショナル株式
会社

本品は、難消化性デキストリン（食物繊維）の働きにより、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
にするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の
食生活の改善に役立ちます。

2
ペプシスペシャル
270ml

サントリー食品イン
ターナショナル株式
会社

本品は、難消化性デキストリン（食物繊維）の働きにより、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
にするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の
食生活の改善に役立ちます。

3
ペプシスペシャル
350ml

サントリー食品イン
ターナショナル株式
会社

本品は、難消化性デキストリン（食物繊維）の働きにより、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
にするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の
食生活の改善に役立ちます。

4 ザ・テーブルソーダ
サントリー食品イン
ターナショナル株式
会社

本品は、難消化性デキストリン（食物繊維）の働きにより、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
にするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の
食生活の改善に役立ちます。

5
ザ・テーブルソーダ
すだち＆かぼす

サントリー食品イン
ターナショナル株式
会社

本品は、難消化性デキストリン（食物繊維）の働きにより、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
にするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の
食生活の改善に役立ちます。

6 黄金烏龍茶(※） 株式会社　伊藤園
本品は茶カテキンを含みますので、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加さ
せ、体に脂肪がつきにくいのが特長です。体脂肪が気になる方に適していま
す。

7
２つの働きカテキン緑
茶

株式会社　伊藤園

本品は茶カテキンを含みますので、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加さ
せ、体に脂肪がつきにくいのが特長です。さらに、本品はコレステロールの吸
収を抑制する茶カテキンの働きにより、血清コレステロール、特にLDL（悪玉）
コレステロールを減らすのが特長です。体脂肪が気になる方やコレステロール
が高めの方に適しています。

（※）諮問書（平成25年12月9日付け消食表第334号）において、製品名を「特級烏龍茶」として諮問を受けた品目。

（2）平成26年5月19日付け消食表第97号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容

1
オリゴプラスコーヒー
ブラック

味の素ゼネラル
フーヅ株式会社

本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、
体脂肪が気になる方に適しています。

特定保健用食品として認めることは適切ではないとの答申を行った品目
（1）平成25年7月25日付け消食表第206号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容

1 非公表
サッポロビール株

式会社
食物繊維(難消化性デキストリン）の働きにより、糖の吸収をおだやかにするの
で、食後の血糖値が気になる方に適しています。

2 非公表 花王株式会社
本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすく
するので、体脂肪が気になる方に適しています。

別 添
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