
別紙様式（Ⅳ） 

商品名：計圧サポート 

健康被害の情報収集体制 

健康被害の情報の対応

窓口部署名等 
サプリメント相談室 

  電話番号 ０１２０－７５０－２１０ 

  ファックス番号 － 

  電子メール － 

  その他 － 

連絡対応日時 

（曜日、時間等） 

月～土/朝９時～夜９時 日・祝日/朝９時～夕方５

時 

その他必要な事項 

－ 

（組織図及び連絡フローチャートを添付すること） 



別紙様式（Ⅵ）-２ 

商品名：計圧サポート  

届出食品に関する表示の内容 

科学的根拠を有する機能

性関与成分名及び当該成

分又は当該成分を含有す

る食品が有する機能性 

本品にはイワシペプチド（バリルチロシンとして）が

含まれます。血圧低下作用のあるイワシペプチド（バ

リルチロシンとして）は、血圧が高めの方の健康に役

立つことが報告されています。 

一日当たりの摂取目安量 6粒 

一日当たりの摂取目安量

当たりの機能性関与成分

の含有量 

機能性関与成分名：イワシペプチド（バリルチロシン

として） 

含有量：400μg 

保存の方法 
直射日光と高温・多湿の場所を避けて保存してくださ

い。 

摂取の方法 
目安量を守り、水などと一緒にお召し上がりくださ

い。 

摂取する上での注意事項 

●原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方は摂

取しないでください。 

●妊娠・授乳中の方、未成年の方は摂取しないでくだ

さい。 

●体質により、長期間の摂取を続けるとまれにせきが

出ることがあります。その場合は医師と相談の上、摂

取してください。 

●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問

題ありません。 

●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 

●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 

●開封後はなるべく早くお召し上がりください。 

●乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 



別紙様式（Ⅵ）-２ 

※内容量等により表示事項が異なる場合、その内容を全て記入する。 

（表示見本を添付すること） 

調理又は保存の方法に関

し特に注意を必要とする

もにあっては当該注意事

項 

（有・無） 

 



195646
テキストボックス
　　　　

195646
テキストボックス
　　　

195646
テキストボックス
①　表示見本（表面）_[届出番号記載面]　　　縮尺　100%　　　　　　　商品名　計圧サポートサイズ　h174mm × w120mm

195646
四角形


195646
テキストボックス
届出番号　記載

195646
線



195646
テキストボックス
　　　　　　

195646
テキストボックス
②　表示見本（裏面）_[表示部分]　　　縮尺　100%商品名　計圧サポートサイズ　ｈ174mm　×　ｗ120mm



195646
テキストボックス
　　　　　　

195646
テキストボックス
　　　

195646
テキストボックス
③　表示見本（展開図）＿縮尺　70%商品名　計圧サポート[サイズ　ｈ174mm×　ｗ120mm]



195646
テキストボックス
④表示見本（表面）_[届出番号記載面]　縮尺100％商品名　計圧サポート　15日分サイズ　h188mm×w85mm



104026
テキストボックス
⑤	表示見本（裏面）_[届出表示記載面]　　　 縮尺　100%商品名　計圧サポート　15日分　　サイズ　h188mm × w85mm



104026
四角形

104026
四角形

104026
四角形

104026
四角形

104026
四角形

104026
四角形

104026
四角形

104026
四角形

104026
テキストボックス
⑥	表示見本（展開図)_縮尺76%　商品名　計圧サポート　15日分　[サイズh188mm × w85mm]



別紙様式（Ⅶ）-１ 

  

 

商品名：計圧サポート 

食品関連事業者に関する基本情報 

 

 

届出者の氏名 

（法人にあっては名称及

び代表者） 

株式会社ファンケル 

代表取締役社長 宮島 和美 

届出者の住所 

（法人にあっては主たる

事務所所在地） 

横浜市中区山下町 89－1 

製造者の氏名（製造所又は

加工所の名称）及び所在地 

※複数ある場合、全てを記

載 

㈱ﾌｧﾝｹﾙ美健（横浜工場）神奈川県横浜市栄区飯島

町 51 

㈱ﾌｧﾝｹﾙ美健（横浜工場）神奈川県横浜市栄区飯島

町 53 

ﾊﾞｲﾎﾛﾝ㈱（大沢野工場）富山県富山市中大久保 393

－1 

消費者対応部局（お客様相

談室等）の連絡先 

（電話番号等） 

0120‐750‐210 

情報開示するウェブサイ

トのＵＲＬ 
http://www.fancl.co.jp/evi/ 

届出事項及び開示情報に

ついての問合せ担当部局 

部 局：品質保証部 薬事統括グループ 

電 話：045‐226‐1418  



別紙様式（Ⅶ）-２ 
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届出食品に関する基本情報 

 

 

商品名 計圧サポート 

名称 イワシペプチド含有食品 

食品の区分 
加工食品（サプリメント形状、☐その他）、 

☐生鮮食品 

錠剤、粉末剤、液剤で

あって、その他加工食

品として扱う場合は

その理由 

- 

当該製品が想定する

主な対象者（疾病に罹

患している者、妊産婦

（妊娠を計画してい

る者を含む。）及び授

乳婦を除く。） 

健康な成人男女 

健康増進法施行規則

第 11条第２項で定め

る栄養素の過剰な摂

取につながらないと

する理由 

当該製品における 1日摂取目安量において、左記に

定める栄養素は食事摂取基準で定める 1日の目安

量を上まわっていないため、過剰摂取にはつながら

ない。 

販売開始予定日 2015年  6月  26日 



別紙様式（Ⅶ）-３
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作用機序に関する説明資料

１．製品概要

商品名 計圧サポート

機能性関与成分名 イワシペプチド(バリルチロシンとして)

表示しようとする

機能性

本品にはイワシペプチド（バリルチロシンとして）が含

まれます。血圧低下作用のあるイワシペプチド（バリル

チロシンとして）は、血圧が高めの方の健康に役立つこ

とが報告されています。

２．作用機序

血圧の上昇にアンジオテンシンⅡが関与することが報告されている 1)。アンジオ

テンシンⅡは、腎臓の傍糸球体細胞からレニンが分泌され、血液中のアンジオ

テンシノーゲンからアンジオテンシン Iが作られ、さらに、アンジオテンシン

Ⅰはアンジオテンシン変換酵素（ACE）により産生される。アンジオテンシンⅡ

は全身の動脈を収縮させるとともに、副腎皮質からアルドステロンを分泌され

る。アルドステロンには Na を体内に溜める働きがあり、これにより循環血液量

が増加し、心拍出量と末梢血管抵抗の増加が起こる。この結果、血圧は上昇し

ていく。

イワシペプチドに含まれるバリルチロシンは、酵素(ACE)の働きを阻害し、「ア

ンジオテンシンⅡ」の産生を抑制する 2),3),4)。また、本態性［自然発症］高血圧

モデル動物におけるイワシペプチドに含まれるバリルチロシンの摂取（投与）

において「アンジオテンシンⅡ」の血液中の濃度の低下も確認されている 5)。ヒ

ト試験においても適度な血圧降下作用が実証されている 6),7)。

これらのことから、イワシペプチドに含まれるバリルチロシンの血圧の維持機

能は、酵素ＡＣＥ活性の阻害によるアンジオテンシンⅡの産生の抑制が作用機

序と考えられる。

1)高血圧 分子メカニズムから病態・診断・治療まで p20-27 藤田敏郎編 羊

土社

2)Biosci Biotechnol Biochem 57 922-925 1993

3)Biosci Biotechnol Biochem 58 2244-2245 1994

4)J Biol Chem 255(2):401-407 1980

5)Biosci Biotechnol Biochem 59 1398-1401 1995

6) J Hum Hypertens 14 519-523 2000

7)健康・栄養食品研究 3(4) 73-85 2000
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