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商品名：えんきん  

安全性評価シート 

食経験の評価 

①喫食実績

による食経

験の評価 

喫食実績の有無：  あり    ☐なし 

（「あり」の場合に実績に基づく安全性の評価を記載） 

旧当該製品における喫食実績 

［摂取集団］日本人、18 歳以上、男女、健常人、全国 

［摂取形状］ソフトカプセル剤 

［摂取方法］水と一緒に摂取 

［摂取目安量］1 日 2 粒 

［食習慣等を踏まえた機能性関与成分又は含有する食品の日常摂取

量］DHA は平成 17・18 年の調査において、1 日あたりの摂取量が 18

歳以上 男女 145 ㎎～505 ㎎１）、最新の情報では DHA の記載はなく、

ｎ－3 系脂肪酸が 20 歳以上男女で 2.25ｇ2）。他の成分は情報なし１、2） 

ｎ－3 系脂肪酸とは、DHA の他に EPA、α‐リノレン酸などがある。 

［機能性関与成分の含有量］ルテイン 6 ㎎、アスタキサンチン 4 ㎎、 

シアニジン‐3‐グルコシド 2.3 ㎎、DHA 50mg/2 粒 

［市販食品の販売期間］2007 年から販売 

［これまでの販売量］過去 3 年間で 125 万製品 

［健康被害情報］湿疹の発生など弊社への連絡があった内容について

解析を行ったが、因果関係の特定はできなかった。さらに、当該製品

に特定の発生でなく自社サプリメント全般に共通した内容であった。

個人の体質や体調により起因が大きく影響していると判断した。よっ

て、当該製品が原因と考えられる健康被害の発生は、確認されなかっ

た。ただし、当該製品と旧製品でルテイン量に違いがあるため、既存

情報を追記。 

※☐評価が十分→⑧へ、喫食実績なし又は評価が不十分→②へ 

既存情報を

用いた評価 

②２次情報 

 

 

公的機関のデータ

ベースの情報  

あり   ☐なし 

（なしの場合） 

民間や研究者等が調

査・作成したデータ

ベースの情報 

 

☐あり   ☐なし 

 

※「なし」の場合→③へ 
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（データベースに情報が「あり」の場合：食経験に関する安

全性の評価の詳細を記載すること） 

名称：ルテイン 

［一般］ 

経口で適切に摂取する場合、おそらく安全と思わ

れる。 

［妊婦・授乳婦］ 

妊娠中・授乳中の使用については、通常の食品に

含まれる量を経口で適切に摂取する場合であれ

ばおそらく安全と思われる。 

［被害事例］ 

62 歳女性 (日本) がルテインを毎日、2 年間摂取 

(摂取量は不明) したところ、柑皮症を発症したと

いう報告がある 。 

［禁忌対象者］ 

調べた文献の中で見当らない。 

［安全性総合評価］ 

通常の食品に含まれる量を経口で適切に摂取す

る場合、妊娠中・授乳中においてもおそらく安全

と思われる。 

第 63 回 JECFA (2004.6) において添加物として

の再評価がなされ、ルテインとゼアキサンチンの

合計の ADI は 0～2mg/kg 体重とされた。 

 

※評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→③へ 

（データベース名） 

独立行政法人 国立健康・栄養研究所 「健康食品」の安全

性・有効性情報 素材情報データベース  

③１次情報 １次情報の有無： ☐あり    ☐なし 

※「なし」の場合→④へ 

（１次情報が「あり」の場合：食経験に関する安全性の評価

の詳細を記載すること） 

 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→④へ 
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（参考文献一覧） 

1. 平成 17・18年厚生労働省国民健康・栄養調査 

2. 平成 17・18年厚生労働省国民健康・栄養調査 

 

（その他） 

  

 

安全性試験に関する評価 

既存情報に

よる安全性

試験の評価 

④２次情報 

 

 

 

公的機関のデータベース

の情報  

☐あり   ☐なし 

 

（なしの場合） 

民間や研究者等が調査・作

成したデータベースの情

報 

 

☐あり   ☐なし 

 

※「なし」の場合→⑤へ 

（データベースに情報が「あり」の場合：安全性に関する評価

の詳細を記載すること） 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→⑤へ 

（データベース名） 

  

⑤１次情報 

（ 各 項 目 は

「あり」の場

合に詳細を記

載） 

１次情報の有無： ☐あり    ☐なし 

※「なし」の場合→⑥へ 

（調査時期） 

  

（検索条件） 

  

（検索した件数） 

  

（最終的に評価に用いた件数と除外理由） 

  

（安全性の評価） 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→⑥へ 
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（参考文献一覧） 

1.  

2.  

3.  

 

（その他） 

 

 

安全性試験

の実施によ

る評価 

 

※安全性が評

価された場合

→⑧へ 

 

⑥in vitro試

験 及 び in 

vivo試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦臨床試験  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全性試験を実施した場合、当該試験の報告資料を添付すること。ただし、文献と

して公表されている場合には参考文献名を記載すれば、添付する必要はない。） 
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機能性関与成分の相互作用に関する評価 

⑧医薬品と

の相互作用

に関する評

価 

（参考にしたデータベース名又は出典） 

1. 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 「健康食品」の安全性・有

効性情報 素材情報データベース 

2. Natural Medicines Comprehensive Database 

3. PubMed 

 

相互作用の有無：  あり    □なし 

（「あり」の場合：機能性表示食品を販売することの適切性を詳細に記載すること） 

商品パッケージに「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を

服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」と記載して

いる。また、当社では医薬品と商品の飲み合せについて、医師監修

のもとに判定した飲み合せをご案内できる体制を構築しており、安

全性に十分に留意している。 

 

アスタキサンチン 

・CYP1A1 で代謝される医薬品との相互作用 

2 次情報：動物実験（ラット）において、アスタキサンチンの摂取

は、肝臓の CYP1A1 の発現および活性を誘導し、肝ミ

クロソームにおける NADPH P450 還元酵素活性を阻

害したという報告がある１）。 

評価：2 次情報１）において、動物実験での報告が記載されてい

るが、ヒト試験の報告は記載されていない。試験対象が

動物のため、エビデンスレベルは低いと評価する。した

がって、CYP1A1 で代謝される医薬品と相互作用を起こ

す可能性は低いと考える。 

 

DHA 

・抗凝固薬との相互作用 

2 次情報：魚油の多量摂取によって凝血能が低下することがある。

抗凝血作用のあるハーブやサプリメント、医薬品との

併用は、出血傾向の高い人は注意した方がよい１）。 

DHA はコラーゲン誘発性の血小板凝集やトロンボキサ

ンの遊離を低下させることを示唆する臨床的エビデン

スはあるが、多くの臨床的なエビデンスは DHA 単独で

は血液凝固に影響しないことを示唆している。しかし、

理論的には、魚油として DHA を EPA と一緒に摂取す

る際、抗凝固薬や抗血小板薬（アスピリンを含む）との

データベース名を追記：「3.PubMed」 
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併用は出血のリスクを増加させるかもしれない２）。 

評価：2 次情報２）において、DHA がコラーゲン誘発性の血小

板凝集やトロンボキサンの遊離を低下させた文献が記

載されているが、試験量は当社商品 1 日目安量に比べて

多い（0.9～6g/日）。また、健康な男性が 6g/日の DHA

を 120 日間摂取しても血液凝固や出血に関連する指標

に変化はなかった報告も記載されている。したがって、

当社商品が抗凝固薬と相互作用を起こす可能性は低い

と考えるが、抗凝固薬を服用中のお客様には医師や薬剤

師に相談いただくよう、注意を促している。 

 

・血糖降下薬との相互作用 

 2 次情報：理論的に DHA が糖尿病治療薬の効果を妨げそれらの効

果を減弱する２）。 

評価：2 次情報２）において、Ⅱ型糖尿病患者を対象にした RCT

試験で空腹時血糖値が有意に上昇した報告が記載され

ているが、試験量（4g/日）は当社商品 1 日目安量に比

べて多い。したがって、当社商品が血糖降下薬と相互作

用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・降圧薬との相互作用 

2 次情報：DHA 含有魚油は血圧を下げることがあるので、血圧降

下剤を服用中の人では相乗効果が起きることがある１）

２）。 

評価：2 次情報２）において、血圧に影響がなかった RCT の報

告が記載されている。また、血圧に影響があったという

報告の試験量（0.7～4g/日）は、当社商品 1 日目安量に

比べて多い。したがって、当社商品が降圧薬と相互作用

を起こす可能性は低いと考える。 

 

ルテイン 

2 次情報：相互作用に関する記載なし１）２）。 

評価：2 次情報１）２）に相互作用に関する記載がなかったため、

考慮すべき相互作用はないと評価する。 

 

シアニンジン-3-グルコシド 

2 次情報：成分の掲載なし１）２）。 

1 次情報：相互作用の報告なし。 

以下の成分に関す

る情報を追記 

・ルテイン 

・シアニンジン-3-

グルコシド 
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評価：2 次情報１）２）に成分の掲載がなかったため、1 次情報３）

の検索をおこなったところ、相互作用の報告はなかっ

た。考慮すべき相互作用はないと評価する。 

 

⑨機能性関

与成分同士

の相互作用 

（複数の機能

性関与成分に

ついて機能性

を表示する食

品のみ記載） 

（参考にしたデータベース名又は出典） 

1. 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 「健康食品」の安全性・有

効性情報 素材情報データベース 

2. Natural Medicines Comprehensive Database 

 

相互作用の有無：  □あり    なし 

（「あり」の場合：機能性表示食品を販売することの適切性を詳細に記載すること） 

2 次情報１）２）において、本商品の機能性関与成分同士の相互作用に

ついての記載はない。 
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商品名：えんきん  

安全性評価シート 

食経験の評価 

①喫食実績

による食経

験の評価 

喫食実績の有無：  あり    ☐なし 

（「あり」の場合に実績に基づく安全性の評価を記載） 

旧当該製品における喫食実績 

［摂取集団］日本人、18 歳以上、男女、健常人、全国 

［摂取形状］ソフトカプセル剤 

［摂取方法］水と一緒に摂取 

［摂取目安量］1 日 2 粒 

［食習慣等を踏まえた機能性関与成分又は含有する食品の日常摂取

量］DHA は平成 17・18 年の調査において、1 日あたりの摂取量が 18

歳以上 男女 145 ㎎～505 ㎎１）、最新の情報では DHA の記載はなく、

ｎ－3 系脂肪酸が 20 歳以上男女で 2.25ｇ2）。他の成分は情報なし１、2） 

ｎ－3 系脂肪酸とは、DHA の他に EPA、α‐リノレン酸などがある。 

［機能性関与成分の含有量］ルテイン 6 ㎎、アスタキサンチン 4 ㎎、 

シアニジン‐3‐グルコシド 2.3 ㎎、DHA 50mg/2 粒 

［市販食品の販売期間］2007 年から販売 

［これまでの販売量］過去 3 年間で 125 万製品 

［健康被害情報］湿疹の発生など弊社への連絡があった内容について

解析を行ったが、因果関係の特定はできなかった。さらに、当該製品

に特定の発生でなく自社サプリメント全般に共通した内容であった。

個人の体質や体調により起因が大きく影響していると判断した。よっ

て、当該製品が原因と考えられる健康被害の発生は、確認されなかっ

た。ただし、当該製品と旧製品でルテイン量に違いがあるため、既存

情報を追記。 

※☐評価が十分→⑧へ、喫食実績なし又は評価が不十分→②へ 

既存情報を

用いた評価 

②２次情報 

 

 

公的機関のデータ

ベースの情報  

あり   ☐なし 

（なしの場合） 

民間や研究者等が調

査・作成したデータ

ベースの情報 

 

☐あり   ☐なし 

 

※「なし」の場合→③へ 
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（データベースに情報が「あり」の場合：食経験に関する安

全性の評価の詳細を記載すること） 

名称：ルテイン 

［一般］ 

経口で適切に摂取する場合、おそらく安全と思わ

れる。 

［妊婦・授乳婦］ 

妊娠中・授乳中の使用については、通常の食品に

含まれる量を経口で適切に摂取する場合であれ

ばおそらく安全と思われる。 

［被害事例］ 

62 歳女性 (日本) がルテインを毎日、2 年間摂取 

(摂取量は不明) したところ、柑皮症を発症したと

いう報告がある 。 

［禁忌対象者］ 

調べた文献の中で見当らない。 

［安全性総合評価］ 

通常の食品に含まれる量を経口で適切に摂取す

る場合、妊娠中・授乳中においてもおそらく安全

と思われる。 

第 63 回 JECFA (2004.6) において添加物として

の再評価がなされ、ルテインとゼアキサンチンの

合計の ADI は 0～2mg/kg 体重とされた。 

 

※評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→③へ 

（データベース名） 

独立行政法人 国立健康・栄養研究所 「健康食品」の安全

性・有効性情報 素材情報データベース  

③１次情報 １次情報の有無： ☐あり    ☐なし 

※「なし」の場合→④へ 

（１次情報が「あり」の場合：食経験に関する安全性の評価

の詳細を記載すること） 

 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→④へ 
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（参考文献一覧） 

1. 平成 17・18年厚生労働省国民健康・栄養調査 

2. 平成 17・18年厚生労働省国民健康・栄養調査 

 

（その他） 

  

 

安全性試験に関する評価 

既存情報に

よる安全性

試験の評価 

④２次情報 

 

 

 

公的機関のデータベース

の情報  

☐あり   ☐なし 

 

（なしの場合） 

民間や研究者等が調査・作

成したデータベースの情

報 

 

☐あり   ☐なし 

 

※「なし」の場合→⑤へ 

（データベースに情報が「あり」の場合：安全性に関する評価

の詳細を記載すること） 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→⑤へ 

（データベース名） 

  

⑤１次情報 

（ 各 項 目 は

「あり」の場

合に詳細を記

載） 

１次情報の有無： ☐あり    ☐なし 

※「なし」の場合→⑥へ 

（調査時期） 

  

（検索条件） 

  

（検索した件数） 

  

（最終的に評価に用いた件数と除外理由） 

  

（安全性の評価） 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→⑥へ 
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（参考文献一覧） 

1.  

2.  

3.  

 

（その他） 

 

 

安全性試験

の実施によ

る評価 

 

※安全性が評

価された場合

→⑧へ 

 

⑥in vitro試

験 及 び in 

vivo試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦臨床試験  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全性試験を実施した場合、当該試験の報告資料を添付すること。ただし、文献と

して公表されている場合には参考文献名を記載すれば、添付する必要はない。） 
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機能性関与成分の相互作用に関する評価 

⑧医薬品と

の相互作用

に関する評

価 

（参考にしたデータベース名又は出典） 

1. 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 「健康食品」の安全性・有

効性情報 素材情報データベース 

2. Natural Medicines Comprehensive Database 

3. PubMed 

 

相互作用の有無：  あり    □なし 

（「あり」の場合：機能性表示食品を販売することの適切性を詳細に記載すること） 

商品パッケージに「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を

服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」と記載して

いる。また、当社では医薬品と商品の飲み合せについて、医師監修

のもとに判定した飲み合せをご案内できる体制を構築しており、安

全性に十分に留意している。 

 

アスタキサンチン 

・CYP1A1 で代謝される医薬品との相互作用 

2 次情報：動物実験（ラット）において、アスタキサンチンの摂取

は、肝臓の CYP1A1 の発現および活性を誘導し、肝ミ

クロソームにおける NADPH P450 還元酵素活性を阻

害したという報告がある１）。 

評価：2 次情報１）において、動物実験での報告が記載されてい

るが、ヒト試験の報告は記載されていない。試験対象が

動物のため、エビデンスレベルは低いと評価する。した

がって、CYP1A1 で代謝される医薬品と相互作用を起こ

す可能性は低いと考える。 

 

DHA 

・抗凝固薬との相互作用 

2 次情報：魚油の多量摂取によって凝血能が低下することがある。

抗凝血作用のあるハーブやサプリメント、医薬品との

併用は、出血傾向の高い人は注意した方がよい１）。 

DHA はコラーゲン誘発性の血小板凝集やトロンボキサ

ンの遊離を低下させることを示唆する臨床的エビデン

スはあるが、多くの臨床的なエビデンスは DHA 単独で

は血液凝固に影響しないことを示唆している。しかし、

理論的には、魚油として DHA を EPA と一緒に摂取す

る際、抗凝固薬や抗血小板薬（アスピリンを含む）との
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併用は出血のリスクを増加させるかもしれない２）。 

評価：2 次情報２）において、DHA がコラーゲン誘発性の血小

板凝集やトロンボキサンの遊離を低下させた文献が記

載されているが、試験量は当社商品 1 日目安量に比べて

多い（0.9～6g/日）。また、健康な男性が 6g/日の DHA

を 120 日間摂取しても血液凝固や出血に関連する指標

に変化はなかった報告も記載されている。したがって、

当社商品が抗凝固薬と相互作用を起こす可能性は低い

と考えるが、抗凝固薬を服用中のお客様には医師や薬剤

師に相談いただくよう、注意を促している。 

 

・血糖降下薬との相互作用 

 2 次情報：理論的に DHA が糖尿病治療薬の効果を妨げそれらの効

果を減弱する２）。 

評価：2 次情報２）において、Ⅱ型糖尿病患者を対象にした RCT

試験で空腹時血糖値が有意に上昇した報告が記載され

ているが、試験量（4g/日）は当社商品 1 日目安量に比

べて多い。したがって、当社商品が血糖降下薬と相互作

用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・降圧薬との相互作用 

2 次情報：DHA 含有魚油は血圧を下げることがあるので、血圧降

下剤を服用中の人では相乗効果が起きることがある１）

２）。 

評価：2 次情報２）において、血圧に影響がなかった RCT の報

告が記載されている。また、血圧に影響があったという

報告の試験量（0.7～4g/日）は、当社商品 1 日目安量に

比べて多い。したがって、当社商品が降圧薬と相互作用

を起こす可能性は低いと考える。 

 

ルテイン 

2 次情報：相互作用に関する記載なし１）２）。 

評価：2 次情報１）２）に相互作用に関する記載がなかったため、

考慮すべき相互作用はないと評価する。 

 

シアニンジン-3-グルコシド 

2 次情報：成分の掲載なし１）２）。 

1 次情報：相互作用の報告なし。 
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評価：2 次情報１）２）に成分の掲載がなかったため、1 次情報３）

の検索をおこなったところ、相互作用の報告はなかっ

た。考慮すべき相互作用はないと評価する。 

 

⑨機能性関

与成分同士

の相互作用 

（複数の機能

性関与成分に

ついて機能性

を表示する食

品のみ記載） 

（参考にしたデータベース名又は出典） 

1. 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 「健康食品」の安全性・有

効性情報 素材情報データベース 

2. Natural Medicines Comprehensive Database 

 

相互作用の有無：  □あり    なし 

（「あり」の場合：機能性表示食品を販売することの適切性を詳細に記載すること） 

2 次情報１）２）において、本商品の機能性関与成分同士の相互作用に

ついての記載はない。 
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商品名：えんきん 

製造及び品質の管理に関する情報 

（サプリメント形状の加工食品、その他加工食品） 

（１）製造者氏名、製造所所在地等

情報 

製造者氏名又は製造所

名 

ｷｬﾀﾚﾝﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 

製造所所在地 静岡県掛川市倉真 1656 

届出者か否か ☐届出者 届出者以外 

製造所固有記号で表示

される場合はその記号 
CF  

（２）製造施設・従業員の衛生管理等の体制（以下の項目をチェック又は記載。重複可） 

① 

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい

るか。 

はい  ☐いいえ 

種類 

国内ＧＭＰ 

☐米国ＧＭＰ 

（☐認証を受けている） 

☐総合衛生管理製造過程 

☐都道府県等 HACCP 

☐ISO 22000 

☐FSSC 22000 

承認書等発行者 公財） 日本健康・栄養食品協会 

承認書等番号 129-02-03 

② 

国外で製造される場合において、当該外国内で販売する食品

に対し、GMP又は HACCPの基準に従い製造することを義務付け

ている場合であって、届出食品も当該基準により製造されて

いるか。 

☐はい  ☐いいえ 

☐ＧＭＰ 

☐ＨＡＣＣＰ 

国名又は地域名 

  

③ 

☐ ①及び②以外の場合 

製造施設・従業員の衛生管理等の体

制について具体的に右欄に記載す

る。 

 

☐ ①又は②に該当し、さらに特に

記載したい事がある場合 

右欄に記載する。 
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（３）規格外の製品の流通を防止す

るための体制等 

 

 

 

以下のいずれかにチェック 

（２）①の認証等に従い実施している。 

☐（２）②の基準に従い実施している。 

☐それ以外（取組状況について下記に記載する。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他特記すべき事項   
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商品名：えんきん 

製造及び品質の管理に関する情報 

（サプリメント形状の加工食品、その他加工食品） 

（１）製造者氏名、製造所所在地等

情報 

製造者氏名又は製造所

名 

ニチヤク㈱ 

製造所所在地 静岡県富士宮市北山 4839-28 

届出者か否か ☐届出者 届出者以外 

製造所固有記号で表示

される場合はその記号 
NF  

（２）製造施設・従業員の衛生管理等の体制（以下の項目をチェック又は記載。重複可） 

① 

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい

るか。 

はい  ☐いいえ 

種類 

国内ＧＭＰ 

☐米国ＧＭＰ 

（☐認証を受けている） 

☐総合衛生管理製造過程 

☐都道府県等 HACCP 

☐ISO 22000 

☐FSSC 22000 

承認書等発行者 公財） 日本健康・栄養食品協会 

承認書等番号 142-01-02 

② 

国外で製造される場合において、当該外国内で販売する食品

に対し、GMP又は HACCPの基準に従い製造することを義務付け

ている場合であって、届出食品も当該基準により製造されて

いるか。 

☐はい  ☐いいえ 

☐ＧＭＰ 

☐ＨＡＣＣＰ 

国名又は地域名 

  

③ 

☐ ①及び②以外の場合 

製造施設・従業員の衛生管理等の体

制について具体的に右欄に記載す

る。 

 

☐ ①又は②に該当し、さらに特に

記載したい事がある場合 

右欄に記載する。 
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（３）規格外の製品の流通を防止す

るための体制等 

 

 

 

以下のいずれかにチェック 

（２）①の認証等に従い実施している。 

☐（２）②の基準に従い実施している。 

☐それ以外（取組状況について下記に記載する。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他特記すべき事項   
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商品名：えんきん 

製造及び品質の管理に関する情報 

（サプリメント形状の加工食品、その他加工食品） 

（１）製造者氏名、製造所所在地等

情報 

製造者氏名又は製造所

名 

㈱ﾌｧﾝｹﾙ美健 

製造所所在地 神奈川県横浜市栄区飯島町 51 

届出者か否か ☐届出者 届出者以外 

製造所固有記号で表示

される場合はその記号 
Y  

（２）製造施設・従業員の衛生管理等の体制（以下の項目をチェック又は記載。重複可） 

① 

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい

るか。 

はい  ☐いいえ 

種類 

国内ＧＭＰ 

☐米国ＧＭＰ 

（☐認証を受けている） 

☐総合衛生管理製造過程 

☐都道府県等 HACCP 

☐ISO 22000 

☐FSSC 22000 

承認書等発行者 公財） 日本健康・栄養食品協会 

承認書等番号 115-B-04 

② 

国外で製造される場合において、当該外国内で販売する食品

に対し、GMP又は HACCPの基準に従い製造することを義務付け

ている場合であって、届出食品も当該基準により製造されて

いるか。 

☐はい  ☐いいえ 

☐ＧＭＰ 

☐ＨＡＣＣＰ 

国名又は地域名 

  

③ 

☐ ①及び②以外の場合 

製造施設・従業員の衛生管理等の体

制について具体的に右欄に記載す

る。 

 

☐ ①又は②に該当し、さらに特に

記載したい事がある場合 

右欄に記載する。 
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（３）規格外の製品の流通を防止す

るための体制等 

 

 

 

以下のいずれかにチェック 

（２）①の認証等に従い実施している。 

☐（２）②の基準に従い実施している。 

☐それ以外（取組状況について下記に記載する。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他特記すべき事項   
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商品名：えんきん 

製造及び品質の管理に関する情報 

（サプリメント形状の加工食品、その他加工食品） 

（１）製造者氏名、製造所所在地等

情報 

製造者氏名又は製造所

名 

㈱ﾌｧﾝｹﾙ美健 

製造所所在地 神奈川県横浜市栄区飯島町 53 

届出者か否か ☐届出者 届出者以外 

製造所固有記号で表示

される場合はその記号 
YH  

（２）製造施設・従業員の衛生管理等の体制（以下の項目をチェック又は記載。重複可） 

① 

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい

るか。 

はい  ☐いいえ 

種類 

国内ＧＭＰ 

☐米国ＧＭＰ 

（☐認証を受けている） 

☐総合衛生管理製造過程 

☐都道府県等 HACCP 

☐ISO 22000 

☐FSSC 22000 

承認書等発行者 公財） 日本健康・栄養食品協会 

承認書等番号 115-B-04 

② 

国外で製造される場合において、当該外国内で販売する食品

に対し、GMP又は HACCPの基準に従い製造することを義務付け

ている場合であって、届出食品も当該基準により製造されて

いるか。 

☐はい  ☐いいえ 

☐ＧＭＰ 

☐ＨＡＣＣＰ 

国名又は地域名 

  

③ 

☐ ①及び②以外の場合 

製造施設・従業員の衛生管理等の体

制について具体的に右欄に記載す

る。 

 

☐ ①又は②に該当し、さらに特に

記載したい事がある場合 

右欄に記載する。 
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（３）規格外の製品の流通を防止す

るための体制等 

 

 

 

以下のいずれかにチェック 

（２）①の認証等に従い実施している。 

☐（２）②の基準に従い実施している。 

☐それ以外（取組状況について下記に記載する。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他特記すべき事項   
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商品名：えんきん

製造及び品質の管理に関する情報

（サプリメント形状の加工食品、その他加工食品）

（１）製造者氏名、製造所所在地等

情報

製造者氏名又は製造所

名

㈱三協

本社工場

製造所所在地 静岡県富士市伝法 573-13

届出者か否か ☐届出者 届出者以外

製造所固有記号で表示

される場合はその記号
FSC

（２）製造施設・従業員の衛生管理等の体制（以下の項目をチェック又は記載。重複可）

①

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい

るか。

はい ☐いいえ

種類

国内ＧＭＰ

☐米国ＧＭＰ

（☐認証を受けている）

☐総合衛生管理製造過程

☐都道府県等 HACCP

☐ISO 22000

☐FSSC 22000

承認書等発行者 公財） 日本健康・栄養食品協会

承認書等番号 118-B-04

②

国外で製造される場合において、当該外国内で販売する食品

に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け

ている場合であって、届出食品も当該基準により製造されて

いるか。

☐はい ☐いいえ

☐ＧＭＰ

☐ＨＡＣＣＰ

国名又は地域名

③

☐ ①及び②以外の場合

製造施設・従業員の衛生管理等の体

制について具体的に右欄に記載す

る。

☐ ①又は②に該当し、さらに特に

記載したい事がある場合

右欄に記載する。
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（３）規格外の製品の流通を防止す

るための体制等

以下のいずれかにチェック

（２）①の認証等に従い実施している。

☐（２）②の基準に従い実施している。

☐それ以外（取組状況について下記に記載する。）

（４）その他特記すべき事項
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商品名：えんきん

製造及び品質の管理に関する情報

（サプリメント形状の加工食品、その他加工食品）

（１）製造者氏名、製造所所在地等

情報

製造者氏名又は製造所

名

㈱三協

日の出工場

製造所所在地 静岡県富士市伝法 3178-1

届出者か否か ☐届出者 届出者以外

製造所固有記号で表示

される場合はその記号
AS

（２）製造施設・従業員の衛生管理等の体制（以下の項目をチェック又は記載。重複可）

①

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい

るか。

はい ☐いいえ

種類

国内ＧＭＰ

☐米国ＧＭＰ

（☐認証を受けている）

☐総合衛生管理製造過程

☐都道府県等 HACCP

ISO 22000

☐FSSC 22000

承認書等発行者 公財） 日本健康・栄養食品協会

社）日本能率協会

承認書等番号 118-B-04

JMAQA-F006

②

国外で製造される場合において、当該外国内で販売する食品

に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け

ている場合であって、届出食品も当該基準により製造されて

いるか。

☐はい ☐いいえ

☐ＧＭＰ

☐ＨＡＣＣＰ

国名又は地域名

③

☐ ①及び②以外の場合

製造施設・従業員の衛生管理等の体

制について具体的に右欄に記載す

る。

☐ ①又は②に該当し、さらに特に

記載したい事がある場合

右欄に記載する。
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（３）規格外の製品の流通を防止す

るための体制等

以下のいずれかにチェック

（２）①の認証等に従い実施している。

☐（２）②の基準に従い実施している。

☐それ以外（取組状況について下記に記載する。）

（４）その他特記すべき事項
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商品名：えんきん 

製造及び品質の管理に関する情報 

（サプリメント形状の加工食品、その他加工食品） 

（１）製造者氏名、製造所所在地等

情報 

製造者氏名又は製造所

名 

株式会社サプリメント

ジャパン 

製造所所在地 東京都西多摩郡瑞穂町長

岡 3-7-6 

届出者か否か ☐届出者 届出者以外 

製造所固有記号で表示

される場合はその記号 
SJ  

（２）製造施設・従業員の衛生管理等の体制（以下の項目をチェック又は記載。重複可） 

① 

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい

るか。 

はい  ☐いいえ 

種類 

国内ＧＭＰ 

☐米国ＧＭＰ 

（☐認証を受けている） 

☐総合衛生管理製造過程 

☐都道府県等 HACCP 

☐ISO 22000 

☐FSSC 22000 

承認書等発行者 公益財団法人 日本健康・

栄養食品協会 

承認書等番号 201-B-02 

② 

国外で製造される場合において、当該外国内で販売する食品

に対し、GMP又は HACCPの基準に従い製造することを義務付け

ている場合であって、届出食品も当該基準により製造されて

いるか。 

☐はい  ☐いいえ 

☐ＧＭＰ 

☐ＨＡＣＣＰ 

国名又は地域名 

  

③ 

☐ ①及び②以外の場合 

製造施設・従業員の衛生管理等の体

制について具体的に右欄に記載す

る。 

 

☐ ①又は②に該当し、さらに特に

記載したい事がある場合 

右欄に記載する。 
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（３）規格外の製品の流通を防止す

るための体制等 

 

 

 

以下のいずれかにチェック 

（２）①の認証等に従い実施している。 

☐（２）②の基準に従い実施している。 

☐それ以外（取組状況について下記に記載する。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他特記すべき事項   
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商品名：えんきん  

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

アスタキサンチン含有ヘマトコッカス藻エキス 

第２ 食品の分析 

（２）機能性関与成分の定

量試験 

試験機関の名称 一般財団法人日本食品分析セン

ター  

試験機関の種類 

登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（３）安全性を担保する必

要がある成分の定量試験 

☐あり 

（成分名：      ） 

なし 

試験機関の名称   

試験機関の種類 

☐登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

☐操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（４）届出後における分析

の実施に関する資料（機能

性関与成分及び安全性を

担保する必要がある成分） 

機能性関与成分 

分析方法、代替指標の場

合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定

されている場合のみ）及び分析機

関の種類 

高速液体クロマトグラフ

法（アスタキサンチン） 

一般財団法人日本食品分析セン
ター(登録試験機関) 
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高速液体クロマトグラフ

法（アスタキサンチン） 

 

株式会社ファンケル 

（利害関係者） 

  

安全性を担保する必要がある成分 

分析方法、代替指標の場
合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定
されている場合のみ）及び分析機
関の種類 

  

  

  

（５）届出後における分析

の実施に関する資料（原料

の基原の確認方法及び製

品の崩壊性試験等を実施

する必要がある場合、その

方法及び頻度） 

☐あり 

なし 

確認する項目
（基原等）及び
試験方法 

試験機関の名

称及び種類 
確認の頻度 その他 

    

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

 

 

 

 

 

 

注）機能性関与成分が複数ある等、本様式に記載しきれない場合は、適宜記入欄を追加し、

必要な事項を記載すること。 
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商品名：えんきん  

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

黒大豆種皮エキス 

第２ 食品の分析 

（２）機能性関与成分の定

量試験 

試験機関の名称 一般財団法人日本食品分析セン

ター  

試験機関の種類 

登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（３）安全性を担保する必

要がある成分の定量試験 

☐あり 

（成分名：      ） 

なし 

試験機関の名称   

試験機関の種類 

☐登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

☐操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（４）届出後における分析

の実施に関する資料（機能

性関与成分及び安全性を

担保する必要がある成分） 

機能性関与成分 

分析方法、代替指標の場

合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定

されている場合のみ）及び分析機

関の種類 

高速液体クロマトグラフ

法（シアニジン-3-グルコ

一般財団法人日本食品分析セン
ター(登録試験機関) 
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シド） 

高速液体クロマトグラフ

法（シアニジン-3-グルコ

シド） 

株式会社ファンケル 

（利害関係者） 

  

安全性を担保する必要がある成分 

分析方法、代替指標の場
合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定
されている場合のみ）及び分析機
関の種類 

  

  

  

（５）届出後における分析

の実施に関する資料（原料

の基原の確認方法及び製

品の崩壊性試験等を実施

する必要がある場合、その

方法及び頻度） 

☐あり 

なし 

確認する項目
（基原等）及び
試験方法 

試験機関の名

称及び種類 
確認の頻度 その他 

    

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

 

 

 

 

 

 

注）機能性関与成分が複数ある等、本様式に記載しきれない場合は、適宜記入欄を追加し、

必要な事項を記載すること。 
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商品名：えんきん  

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

DHA含有精製魚油 

第２ 食品の分析 

（２）機能性関与成分の定

量試験 

試験機関の名称 一般財団法人日本食品分析セン

ター  

試験機関の種類 

登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（３）安全性を担保する必

要がある成分の定量試験 

☐あり 

（成分名：      ） 

なし 

試験機関の名称   

試験機関の種類 

☐登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

☐操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（４）届出後における分析

の実施に関する資料（機能

性関与成分及び安全性を

担保する必要がある成分） 

機能性関与成分 

分析方法、代替指標の場

合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定

されている場合のみ）及び分析機

関の種類 

ガスクロマトグラフ法（ド

コサヘキサエン酸） 

一般財団法人日本食品分析セン
ター(登録試験機関) 



別紙様式（Ⅲ）-３ 

 2 / 2 

 

ガスクロマトグラフ法

（ドコサヘキサエン酸） 

株式会社ファンケル 

（利害関係者） 

  

安全性を担保する必要がある成分 

分析方法、代替指標の場
合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定
されている場合のみ）及び分析機
関の種類 

  

  

  

（５）届出後における分析

の実施に関する資料（原料

の基原の確認方法及び製

品の崩壊性試験等を実施

する必要がある場合、その

方法及び頻度） 

☐あり 

なし 

確認する項目
（基原等）及び
試験方法 

試験機関の名

称及び種類 
確認の頻度 その他 

    

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

 

 

 

 

 

 

注）機能性関与成分が複数ある等、本様式に記載しきれない場合は、適宜記入欄を追加し、

必要な事項を記載すること。 
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商品名：えんきん  

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

ビルベリーエキス 

第２ 食品の分析 

（２）機能性関与成分の定

量試験 

試験機関の名称 一般財団法人日本食品分析セン

ター  

試験機関の種類 

登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（３）安全性を担保する必

要がある成分の定量試験 

☐あり 

（成分名：      ） 

なし 

試験機関の名称   

試験機関の種類 

☐登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

☐操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（４）届出後における分析

の実施に関する資料（機能

性関与成分及び安全性を

担保する必要がある成分） 

機能性関与成分 

分析方法、代替指標の場

合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定

されている場合のみ）及び分析機

関の種類 

高速液体クロマトグラフ

法（シアニジン-3-グルコ

一般財団法人日本食品分析セン
ター(登録試験機関) 



別紙様式（Ⅲ）-３ 

 2 / 2 

 

シド） 

高速液体クロマトグラフ

法（シアニジン-3-グルコ

シド） 

株式会社ファンケル 

（利害関係者） 

  

安全性を担保する必要がある成分 

分析方法、代替指標の場
合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定
されている場合のみ）及び分析機
関の種類 

  

  

  

（５）届出後における分析

の実施に関する資料（原料

の基原の確認方法及び製

品の崩壊性試験等を実施

する必要がある場合、その

方法及び頻度） 

☐あり 

なし 

確認する項目
（基原等）及び
試験方法 

試験機関の名

称及び種類 
確認の頻度 その他 

    

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

 

 

 

 

 

 

注）機能性関与成分が複数ある等、本様式に記載しきれない場合は、適宜記入欄を追加し、

必要な事項を記載すること。 
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商品名：えんきん  

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

ルテイン・ゼアキサンチン含有マリーゴールド色素 

第２ 食品の分析 

（２）機能性関与成分の定

量試験 

試験機関の名称 一般財団法人日本食品分析セン

ター  

試験機関の種類 

登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（３）安全性を担保する必

要がある成分の定量試験 

☐あり 

（成分名：      ） 

なし 

試験機関の名称   

試験機関の種類 

☐登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

☐操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

  

（４）届出後における分析

の実施に関する資料（機能

性関与成分及び安全性を

担保する必要がある成分） 

機能性関与成分 

分析方法、代替指標の場

合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定

されている場合のみ）及び分析機

関の種類 

高速液体クロマトグラフ

法（ルテイン） 

一般財団法人日本食品分析セン
ター(登録試験機関) 
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高速液体クロマトグラフ

法（ルテイン） 

株式会社ファンケル 

（利害関係者） 

  

安全性を担保する必要がある成分 

分析方法、代替指標の場
合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定
されている場合のみ）及び分析機
関の種類 

  

  

  

（５）届出後における分析

の実施に関する資料（原料

の基原の確認方法及び製

品の崩壊性試験等を実施

する必要がある場合、その

方法及び頻度） 

☐あり 

なし 

確認する項目
（基原等）及び
試験方法 

試験機関の名

称及び種類 
確認の頻度 その他 

    

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

 

 

 

 

 

 

注）機能性関与成分が複数ある等、本様式に記載しきれない場合は、適宜記入欄を追加し、

必要な事項を記載すること。 
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