
別紙様式（Ⅳ） 

商品名：腰ラックス 

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：腰ラックス  

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 

本品にはテアニン・ピペリン・クレアチン・プロ

テオグリカンが含まれるので、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

感を軽減する機能があります。 

一日当たりの摂取目安量 4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：テアニン…50mg、ピぺリン

…45µg、クレアチン…250mg、プロテオグリカ

ン…10mg 

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、食物アレルギーのある

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。 

●ビタミン B2により、一時的に尿が黄色くなる

場合があります。 

●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） 



106019
テキストボックス
表示見本（展開図）_縮尺　70%商品名　腰ラックス　30日分　[サイズ　h174mm　×　ｗ120mm]



別紙様式（Ⅶ）-１

商品名：腰ラックス

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）

神奈川県横浜市中区山下町 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

株式会社ファンケル美健（横浜工場）

神奈川県横浜市栄区飯島町 51

株式会社ファンケル美健（横浜工場）

神奈川県横浜市栄区飯島町 53

バイホロン株式会社（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
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届出食品に関する基本情報 

 

 

商品名 腰ラックス 

名称 
テアニン・ピぺリン・クレアチン・プロテオグリカ

ン含有食品 

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。） 

日常生活(立ち上がる、かがむ、起き上がる等)で、腰の

不快感がある方 

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日摂取目安量当たりの脂質は

0.04g、糖質 0.18g、食塩相当量 0.03gで「日本人

の食事摂取基準」の成人男女の摂取目標量と比較し

ても微量であり、健康増進法施行規則第 11条第 2

項で定める過剰摂取にはつながらないと判断した。 

販売開始予定日 2016年 5月 30日 
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作用機序に関する説明資料 

１．製品概要 

商品名 腰ラックス 

機能性関与成分名 テアニン、ピペリン、クレアチン、プロテオグリカン 

表示しようとする

機能性 

本品にはテアニン・ピペリン・クレアチン・プロテオグリカ

ンが含まれるので、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機能があります。 

 

２．作用機序 

日常生活で生じる腰の不快感は、さまざまな要因により発生すると考えられるが、特

に筋肉の疲労や硬直による血行不良などが要因として考えられる。 

テアニンは臨床試験において、脳に作用しリラックス効果をもたらすことが報告され

ている 1)。また、NMDA 受容体などのイオンチャネル型グルタミン酸受容体サブタイプに

対する拮抗（アンタゴニスト）作用することで神経を保護することが報告 2,3)されてい

る。厚生労働省が平成 25 年に発表している「職場における腰痛予防対策指針」では、

ストレスが腰痛の一因となることが記載されており、テアニンは自律神経に働きかける

ことで、ストレスにより硬直した腰の筋肉を弛緩し、血行促進作用を促すことが腰の不

快感を緩和する作用機序と考えられる。 

ピペリンは、コショウ科コショウ属の植物であるヒハツに含有される代表的な成分

である。ヒハツは、乾燥させてスパイスや調味料として利用されるほか、インドや中国

では古来より体の冷えを改善する目的でも使用されている。臨床試験では、ピペリンを

含むヒハツは、寒冷負荷後の皮膚表面温度の回復を促進させることが報告されている 4）。

作用メカニズムとしては、ピペリンは、eNOS 発現亢進による血管拡張作用や感覚神経

に発現するイオンチャネル TRPV1(Transient Receptor Potential Vanilloid 1)を活性

化することが確認されており 5)、これらの作用が腰まわりの血行促進、体熱産生を亢進

し、テアニンと同様に筋肉硬直筋肉硬直を和らげ、腰の不快感を緩和すると考えられる。  

クレアチンは、食品にも含まれるアミノ酸の一種で人間の体内で合成され、エネルギ

ー生産に寄与している。肝臓、腎臓などで生成されたクレアチンは、心臓、脳などへ運

ばれるが、ほとんどは筋肉細胞中に蓄積される 6)。筋肉量は加齢によって減少するため、

クレアチンも減少すると考えられる 7)。体内での働きとしては、摂取されたクレアチン

はリン酸と結合してクレアチンリン酸になる。クレアチン、クレアチンリン酸量が増え

ると、高エネルギーを必要とする条件下において、ATP再合成能力が増加し、利用でき

るエネルギー量が増す。また、クレアチンは筋肉細胞内の水分量を増加させる。つまり、

細胞外の栄養素も取り込み、筋肉疲労からの回復を早める 8,9)。クレアチンリン酸、ク

レアチンはエネルギーのもとになるので、積極的に体内で増やすことは重要であり、高

齢者を対象とした臨床試験では、クレアチンを 1日 3g摂取して水中運動プログラム（低

強度）を週 3 回 12 週間継続した結果、プラセボ群と比較して有意にアームカール増加
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数や椅子立ち上がり回数が増加することが確認されている 10)。クレアチンは腰まわりの

筋肉疲労からの回復を早めることで、腰の不快感を緩和すると考えられる。 

プロテオグリカンは、タンパク質にコンドロイチン硫酸などのグルコサミノグリカン

と呼ばれる糖鎖が結合した糖タンパク質でコラーゲンやヒアルロン酸とともに細胞外

マトリックスを形成し皮膚や軟骨、血管などの柔軟性や弾力を維持する。加齢に伴う筋

力低下や骨の変形により腰に過剰な負担がかかるようになると、軟骨組織である椎間板

が摩耗し軟骨断片が生じる。軟骨断片は周辺組織を刺激し炎症を惹起するが、それに伴

いマクロファージが患部に浸潤してくるようになる。マクロファージは炎症性サイトカ

インを分泌し、軟骨組織を分解する酵素を誘導し、更に状態を悪化させる。Ⅱ型コラー

ゲン関節炎モデルマウスを用いた試験おいては、プロテオグリカンの経口投与によりマ

クロファージの患部への浸潤、炎症性サイトカインの発現が抑制され、関節炎の悪化が

抑えられる事が報告されている 11)。よって、プロテオグリカン摂取は腰椎の保護に寄与

しているものと考えられる。 

当該製品を用いた臨床試験の結果及び上記の各成分のこれまで報告から、腰まわりの

血行を改善し、筋肉や軟骨組織へ複合的に作用した結果、腰の不快感の改善に至ったと

考えられる。 
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