別紙様式（Ⅱ）

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

安全性評価シート
食経験の評価
① 喫 食 実 績 喫食実績の有無：
☑あり
☐なし
に よ る 食 経 ＜当該製品と同じ関与成分を同等量含む商品＞
験の評価
キリンメッツコーラ（特定保健用食品：関与成分として難消化
性デキストリンを含む）
・摂取集団：脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の中性脂肪が
気になる方を主に対象としているが、日本全国、幅広い年齢層の
男女に飲用されている。
・摂取形状：ペットボトル飲料
・摂取頻度：食事の際に 1 本（480ml)、1 日 1 回を目安に飲用
・食習慣を踏まえた機能性関与成分の日常的な摂取量：5g/日
・機能性関与成分の含有量：5g/480mL
・販売期間：2012 年 4 月 24 日に発売され、現在も販売されている。
・販売量：約 4 億本(2014 年 12 月末時点)
・健康被害情報：本品に起因する重大な健康被害の報告は無い。
＜当該製品と同じ関与成分を同等量含む商品＞
キリン午後の紅茶ストレートプラス（特定保健用食品：関与成
分として難消化性デキストリンを含む）
・摂取集団：食後の血糖値が気になる方を主に対象としているが、
日本全国、幅広い年齢層の男女に飲用されている。
・摂取形状：ペットボトル飲料
・摂取頻度：食事の際に 1 本（350ml)、1 日 1 回を目安に飲用
・食習慣を踏まえた機能性関与成分の日常的な摂取量：5g/日
・機能性関与成分の含有量：5g/350ml
・販売期間：2009 年 6 月 2 日から 2013 年 3 月末
・販売量：約 724 万本
・健康被害情報：本品に起因する重大な健康被害の報告は無い。

※☑評価が十分→⑧へ、☐喫食実績なし又は評価が不十分→②へ

注）同じ関与成分を同等量含む商品について喫食実績があるが、
更なる安全性を確認するため以下②④で 2 次情報を調査した。
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既 存 情 報 を ②２次情報
用いた評価

公的機関のデータ
ベースの情報
（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

☐あり

☐なし

※「なし」の場合→③へ

（食経験に関する安全性の評価）
難消化性デキストリンはトウモロコシデンプン
由来の食物繊維であり、原料であるデキストリンは
米国で GRAS に分類されている。
難消化性デキストリンを使用した特定保健用食
品は、366 品目(平成 9 年 11 月 21 日～平成 27 年 4
月 2 日)許可されており、清涼飲料水・粉末清涼飲
料、味噌汁、ゼリー、米飯等の食品に広く使用され
ており、清涼飲料において当該素材を 5g 以上配合
した製品が許可されている 1)。
国立健康・栄養研究所のデータベースにおいて特
定保健用食品の安全性に関する情報が開示されて
おり、難消化性デキストリンを関与成分とする炭酸
飲料として「キリンメッツコーラ」、「ペプシスペ
シャル」が収載されている２）。これらの製品には当
該製品と同量の難消化性デキストリン（食物繊維と
して 5ｇ）が含まれている。また、これらの製品は
日本国内での流通実績があり、食経験があると考え
られる。
当該製品にもこれらと同等と考えられる難消化
性デキストリンを用いていることから、当該製品の
安全性評価にこれら商品の食経験情報を適用する
ことは妥当であると考えられる。
※☑評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→③へ
（データベース名）

１）特定保健用食品許可（承認）品目一覧（平成 9
年 11 月 21 日～平成 27 年 4 月 2 日)
２）国立健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・
有効性情報
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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

（参考文献一覧）
1.
2.
3.

（その他）

安全性試験に関する評価
既 存 情 報 に ④２次情報
よる安全性
試験の評価

公的機関のデータベース ☑あり
の情報

☐なし

（なしの場合）

民間や研究者等が調査・作 ☐あり
☐なし
成したデータベースの情
※「なし」の場合→⑤へ
報
当該製品と同様に難消化性デキストリンを 5ｇ含
む炭酸飲料（①キリンメッツコーラ、②ペプシスペ
シャル）において、長期摂取及び過剰摂取の安全性
が確認されている。また、難消化性デキストリンに
ついて in vitro 試験及び in vivo 試験により安全性
が確認されている。
難消化性デキストリンは規格基準型特定保健用食
品の関与成分として成分規格が定められている。当
該製品に含まれる難消化性デキストリンはその成分
規格に適合したものである。また、既許可品である
炭酸飲料にもこれと同様と考えられる難消化性デキ
ストリンを配合していることから、これらのヒト試
験結果から得られた知見を当該製品の安全性評価に
適用することは適当であると判断した。
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〔ヒト摂取試験〕
①キリンメッツコーラ
空腹時血中中性脂肪値が正常から高値の成人男女
18 名（平均年齢 48.6±13.8 歳）を対象とし、12 週
間に亘って 1 日 1 回いずれかの食事の際に難消化性
デキストリンを食物繊維として 5 g 配合した炭酸飲
料(試験飲料)を 1 本摂取させた。試験はオープンテ
ストとした。摂取開始前、摂取 4、8、12 週後に理化
学的検査、血液学的検査、血液生化学検査、尿検査
及び医師診察を行った。その結果、試験飲料の摂取
に起因する臨床上問題となる有害事象は確認されな
かっ た(鈴木深保子ら, 薬理と治療 Vol.38 No.7
Page.627-635 (2010)）。
空腹時血中中性脂肪値が正常から高値の成人男女
18 名（平均年齢 48.2±14.4 歳）を対象とし、4 週間
に亘って 1 日 1 回いずれかの食事の際に難消化性デ
キストリンを食物繊維として 15 g を配合した炭酸
飲料(試験飲料)を 1 本摂取させた。試験はオープン
テストとした。摂取開始前、摂取 2、4 週後に理化学
的検査、血液学的検査、血液生化学検査、尿検査及
び医師診察を行った。その結果、試験飲料の摂取に
起因する臨床上問題となる有害事象は認められな
かっ た(鈴木深保子ら, 薬理と治療 Vol.38 No.7
Page.627-635 (2010)）。
②ペプシスペシャル
空腹時血中中性脂肪値が、正常域からやや高値域に
属する成人男女 48 名（平均年齢 40.7±10.0 歳）を
対象に、難消化性デキストリンを食物繊維として 15
g 配合した炭酸飲料 (試験飲料)、あるいは難消化性
デキストリンを配合していない炭酸飲料 (対照飲
料) を、1 日 1 回、4 週間継続摂取させる二重盲検並
行群間比較試験を実施した。その結果、身体計測、
生理学的検査および血液・尿検査において、臨床上
問題となる変動は認められず、試験飲料に起因する
有害事象も認められなかった（石倉義之ら、薬理と
治療, Vol.39 No.9 Page.823-831 (2011))。
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空腹時血中中性脂肪値が、正常域からやや高値域に
属する成人男女 48 名（平均年齢 40.7±7.9 歳）を対
象に、難消化性デキストリンを食物繊維として 5 g
配合した炭酸飲料 (試験飲料) 、あるいは難消化性
デキストリンを配合していない炭酸飲料 (対照飲
料) を、1 日 1 回、12 週間継続摂取させる二重盲検
並行群間比較試験を実施した。その結果、身体計測、
生理学的検査および血液・尿検査において、試験飲
料によると考えられる臨床上問題となる変動は認め
られず、試験飲料に起因する有害事象も認められな
かった (田中康浩ら、薬理と治療, Vol.39 No.10
Page.901-910 (2011))。
〔in vitro 試験及び in vivo 試験〕
難消化性デキストリンについては、大腸菌及びネズ
ミチフス菌を用いた変異原性試験は陰性であること
が確認されている。マウスを用いた急性毒性試験に
おいては、死亡例は認められず、LD50 値は本試験の
最大無作用量の 20 g/kg 以上と推定された (若林茂
ら , 食 品 衛生 学 雑誌， Vol.33 No.6 Page.557-562
(1992))。
ラットを用いた難消化性デキストリンの 5 週間連続
投与試験においては、体重増加曲線、血清総蛋白質
及び血清カルシウム値について難消化性デキストリ
ン非投与群との差異が認められなかったことから、
ミネラルを含めた栄養素の吸収阻害作用はないこと
が示唆されている。また、肝機能の指標である血清
GOT 及び GPT 値についても、難消化性デキストリン非
投与群との差異は認められていない (若林茂ら, 日
本 栄 養 ・ 食糧 学 会誌， Vol.44 No.6 Page.471-478
(1991))。
※☑評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→⑤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
⑤１次情報

１次情報の有無：
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☑あり

☐なし

別紙様式（Ⅱ）
※「なし」の場合→⑥へ
（各項目は
「あり」の 注）難消化性デキストリンの安全性については、食
場合に詳細 経験や特定保健用食品の評価実績から確認されてい
を記載）
るが、当該製品の最終製品での安全性を適切に評価
するために、難消化性デキストリン配合の同カテゴ
リー飲料に関する安全性情報の更なる調査を行っ
た。
（調査時期）

2015 年 2 月 26 日
（検索条件）

使 用 デ ー タ ベ ー ス ： J-Dream Ⅲ 、 PubMed 、
ProQuestDialog（MEDLINE、Embase、RTECS）
、TOXNET
検索条件は検索件数とともに下欄に示す。
（検索した件数）

・J-DreamⅢ：難消化性デキストリン＊安全性 77
件、難消化性デキストリン＊毒性 4 件
・PubMed：resistant maltodextrin＊safety 1 件、
resistant maltodextrin＊toxicity 4 件
・ ProQuestDialog （ MEDLINE 、 Embase 、 RTECS ）：
resistant maltodextrin＊safety 10 件、resistant
maltodextrin＊toxicity 5 件
・TOXNET：resistant maltodextrin 15 件
（最終的に評価に用いた件数と除外理由）

・J-DreamⅢ
検索式：難消化性デキストリン＊安全性
当該製品と類似する難消化性デキストリンを含む
炭酸飲料の安全性を評価したものを採用し、2 次情報
と重複するものを削除した結果 4 件となった。
検索式：難消化性デキストリン＊毒性
当該製品の難消化性デキストリン素材の安全性と
関連性のないもの、または、2 次情報と重複するもの
を削除した結果 0 件となった。
・PubMed
検索式：resistant maltodextrin＊safety
当該製品の難消化性デキストリン素材の安全性と
関連性のないものを削除した結果 0 件となった。
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検索式：resistant maltodextrin＊toxicity
当該製品の難消化性デキストリン素材の安全性と
関連性のないものを削除した結果 0 件となった。
・ProQuestDialog（MEDLINE、Embase、RTECS）
検索式：resistant maltodextrin＊safety
当該製品の難消化性デキストリン素材の安全性と
関連性のないもの、または上述の J-DreamⅢの検索結
果、もしくは 2 次情報と重複するものを削除した結
果 1 件となった。
検索式：resistant maltodextrin＊toxicity
当該製品の難消化性デキストリン素材の安全性と
関連性のないものを削除した結果 0 件となった。
・TOXNET
検索式：resistant maltodextrin
当該製品の難消化性デキストリン素材の安全性と
関連性のないもの、または上述の ProQuestDialog の
検索結果と重複するものを削除した結果 0 件となっ
た。
（安全性の評価）

当該製品と同様に難消化性デキストリンを 5ｇ配
合した炭酸飲料のヒト長期摂取または過剰量摂取試
験結果が複数報告されており 1-4)、いずれも難消化性
デキストリン摂取に起因する健康被害は認められな
かった。
一方、ヒトが難消化性デキストリンを単回摂取し
た試験では、下痢に対する最大無作用量が、男性
1.0g/kg、女性 1.1g/kg との報告があった 5)。当該製
品の難消化性デキストリンの配合量は 5g であること
から、適正に飲用する範囲では下痢のリスクは低い
と考えられた。
当該製品には、これらの試験に用いられている難
消化性デキストリンと同様の素材を用いている。し
たがって、これらヒト試験結果から得られた知見を
当該製品の安全性評価に適用することは妥当である
と考えられる。以下に文献報告を示す。

7 / 11

別紙様式（Ⅱ）

・成人男女 40 名（平均年齢 42.7±7.3 歳）を対象に、
難消化性デキストリンを食物繊維として 5g 配合した
炭酸飲料を 1 日 1 本、12 週間摂取する長期摂取試験
を実施した。同様に成人男女 40 名（平均年齢 39.9
±10.7 歳）を対象に難消化性デキストリンを食物繊
維として 5g 配合した炭酸飲料を 1 日 3 本、4 週間摂
取する過剰摂取試験を実施した。試験デザインは、
いずれもプラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間
比較試験とした。
長期摂取試験において理学的検査、血液学的検査、
血液生化学検査、尿検査および医師診察を実施し、
安全性に問題がないことを確認した。過剰摂取試験
においても血液学的検査、血液生化学検査および尿
検査で有意な変動が散見されたが、いずれも基準値
内の変動であり、安全性に問題ないことを確認した
1)

。

・空腹時血中トリグリセリド(TG)が正常からやや高
めの成人男女 30 名を対象とし、難消化性デキストリ
ンを食物繊維として 5g 配合した炭酸飲料を、1 日 1
本 12 週間摂取する長期摂取試験ならびに通常の 3 倍
量を 4 週間摂取する過剰摂取試験を実施した。試験
デザインはいずれの試験も、プラセボ対照ランダム
化二重盲検並行群間比較試験とした。長期摂取試験
および過剰摂取試験において、理学的検査、血液学
的検査、血液生化学検査、尿検査および問診、自他
覚症状に臨床上問題となる所見は認めなかった 2)。
・空腹時トリグリセリド(TG)が正常からやや高めの
成人男女 30 名（平均年齢 46.1±10.1 歳）を対象と
し、難消化性デキストリンを食物繊維として 5g 配合
した炭酸飲料の長期摂取時の安全性を検討した。ま
た同様の成人男女 30 名（平均年齢 47.4±9.5 歳）を
対象に、1 日 3 本、4 週間摂取する過剰摂取時の安全
性を検討した。試験デザインはいずれの試験も、プ
ラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間比較法とし
た。
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長期摂取試験では 1 日 1 本を 12 週間摂取させ、摂
取期間中の理学的検査、血液学的検査、血液生化学
検査、尿検査の結果および被験者日誌の内容から安
全性を評価した。過剰摂取試験では、1 日 3 本を 4
週間摂取させ、長期摂取試験と同様に安全性を評価
した。理学的検査、血液学的検査、血液生化学検査、
尿検査および問診において、臨床上問題となる所見
は認めなかった。また、試験飲料に起因すると考え
られる有害事象の発生も認めなかった。以上の結果
より、本試験に用いた難消化性デキストリン含有炭
酸飲料の長期摂取および過剰摂取時における安全性
に問題がないことを確認した 3)。
・空腹時血中トリグリセリド(TG)値が正常域から軽
度高値域成人男女 40 名(平均年齢 40.2±8.6 歳)を対
象に、難消化性デキストリンを食物繊維として 5g 配
合した炭酸飲料を 1 日 1 本、12 週間摂取する長期摂
取試験を実施した。また、同様の成人男女 40 名（平
均年齢 41.1±9.0 歳）を対象に、1 日 3 本、4 週間摂
取する過剰摂取試験を実施した。試験デザインはい
ずれの試験も、プラセボ対照ランダム化二重盲検並
行群間比較法とした。長期摂取試験および過剰摂取
試験ともに理学的検査、血液学的検査、血液生化学
検査、尿検査および問診、自他覚症状に臨床上問題
となる所見は認められなかった 4)。
・健常人男女 10 名(40.8±9.5 歳)を対象として難消
化性デキストリンの単回投与試験を行い、難消化性
デキストリンが誘発する一過性の下痢に関する最大
無作用量を調べた。その結果、下痢に対する最大無
作用量は男性 1.0g/kg、女性 1.1g/kg であった 5)。
※☑評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→⑥へ
（参考文献一覧）

1. 足海洋史, 小林夕美恵, 金子裕司, 形山幹生,
重原哲也 難消化性デキストリン配合炭酸飲料
の長期摂取,過剰摂取における安全性の検討—プ
ラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間比較試
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験—
薬理と治療 Vol.42 No.9 Page.671-685 (2014)
2. 篠田有希, 亀谷典弘, 宇野恭史, 岡本武久, 塩
谷順彦, 小森美加, 杉村春日, 重原哲也 難消化
性デキストリン配合炭酸飲料の食後中性脂肪上
昇抑制作用および長期摂取時,過剰摂取時におけ
る安全性の検証
薬理と治療 Vol.42 No.4 Page.265-279 (2014)
3. 高橋朋子, 藤原響子, 野里直子, 清水二郎, 伊
藤慎介, 大橋巧弥, 塩谷順彦, 小森美加, 杉村
春日 難消化性デキストリン含有炭酸飲料の長期
摂取時および過剰摂取時における安全性の検討
薬理と治療 Vol.42 No.1 Page.35-45 (2014)
4. 小林夕美恵, 金子裕司, 形山幹生, 板倉弘重 難
消化性デキストリン配合炭酸飲料の食後中性脂
肪値上昇抑制効果および長期摂取,過剰摂取にお
ける安全性の検討
薬理と治療 Vol.41 No.9 Page.863-875 (2013)
5. Kishimoto Y, Kanahori S, Sakano K, Ebihara
S.The maximum single dose of resistant
maltodextrin that does not cause diarrhea in
humans.
J. Nutr. Sci. Vitaminol, (Tokyo). Vol.59 No.4
Page. 352-357（2013）
（その他）

安 全 性 試 験 ⑥ in vitro
の 実 施 に よ 試験及び in
る評価
vivo 試験
※安全性が評

⑦臨床試験

価された場合
→⑧へ

（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.
2.
3.
4.
5.

国立健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報
ナチュラルメディシン・データベース
J-DreamⅢ(JSTPlus+JMEDPlus)
PubMed,ProQuestDialog（MEDLINE、Embase、RTECS）
TOXNET

相互作用の有無：

☑あり

□なし

難消化性デキストリンと医薬品との相互作用に関する報告は 1
件あった（水溶性食物繊維とアセトアミノフェンの相互作用．日
本食品化学学会誌, Vol.20 No.3, Page.141-146 (2013)）。
生体内での難消化性デキストリンと医薬品の相互作用の可能性
を調べるため、胃への試料注入用カテーテルで難消化性デキスト
リンおよびアセトアミノフェンをラットに強制経口投与した場合
のアセトアミノフェンの吸収を調べた。その結果、難消化性デキ
ストリン 30％の濃度では、アセトアミノフェンの吸収阻害は認め
られなかったが、60％の濃度では吸収阻害が認められた。しかし、
吸収阻害が認められた難消化性デキストリンの投与量は、体重
50kg のヒトに換算すると 504g 相当であり、実際には摂取できない
量であることからアセトアミノフェンの吸収低下はほとんど起こ
りえないものと考えられた。
その他医薬品との相互作用についても懸念する情報は認められ
なかった。よって、本機能性表示食品を販売する上で、医薬品と
の相互作用について問題ないと考えられる。
⑨ 機 能 性 関 （参考にしたデータベース名又は出典）
与 成 分 同 士 1.
2.
の相互作用
（複数の機能

3.

性関与成分に
ついて機能性

相互作用の有無：

□あり

を表示する食
品のみ記載）
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☑なし（該当なし）

別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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）
製造者氏名又は製造所

コープ果汁株式会社

名
（１）製造者氏名、製造所所在地等 製造所所在地

千葉県富里市高野 700-1

情報

☐届出者 ☑届出者以外

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

CL

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）

①
GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000 種類

☐総合衛生管理製造過程

に基づき、届出食品が製造されてい

☐都道府県等 HACCP

るか。

☐ISO 22000

☐はい

☐FSSC 22000

☑いいえ
承認書等発行者

－

承認書等番号

－
☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

□いいえ
「FSSC 22000」に準拠した自社基準を制定し、製

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

造施設・従業員の衛生管理の要求事項を満たしてい
る。

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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別紙様式（Ⅲ）-１
（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

☐（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。
）
「FSSC 22000」に準拠した自社出荷判定基準を制
定し、出荷判定の合格品のみを出荷している。また、
未判定品や不合格品は出荷できない仕組み（製品
バーコード管理システム）を導入し、運用している。

（４）その他特記すべき事項

なし
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別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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）
製造者氏名又は製造所

神奈川柑橘果工株式会社

名
（１）製造者氏名、製造所所在地等
情報

製造所所在地

神奈川県足柄上郡山北町
岸 716

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

☐届出者 ☑届出者以外
GW

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）
☑総合衛生管理製造過程

種類

☐都道府県等 HACCP
☐ISO 22000
①

☑FSSC 22000

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000 承認書等発行者

総合衛生管理製造過程：厚

に基づき、届出食品が製造されてい

生労働大臣

るか。

FSSC 22000：ペリージョン

☑はい

☐いいえ

ソン レジストラー
承認書等番号

総合衛生管理製造過程：厚
生労働省発関厚 0331 第 2
号
FSSC 22000：
C2012-02354-001-R2-T
C2012-02354-003-R2-T
☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

□いいえ

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。
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☐

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。

（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

☑（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

なし
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別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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

株式会社コスモフーズ

名

埼玉神川工場

製造所所在地

埼玉県児玉郡神川町二ノ宮
105

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

☐届出者 ☑届出者以外
H

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）
☑総合衛生管理製造過程

種類

☐都道府県等 HACCP
☐ISO 22000
①

☑FSSC 22000

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000 承認書等発行者

総合衛生管理製造過程：厚

に基づき、届出食品が製造されてい

生労働大臣

るか。

FSSC 22000：DNV GL ビジネ

☑はい

☐いいえ

ス・アシュアランス・ジャ
パン株式会社
承認書等番号

総合衛生管理製造過程：厚
生労働省発関厚 0925 第 1
号
FSSC 22000：
159025-2014-FSMS-JPN-RvA
☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

□いいえ

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。
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☐

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。

（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

☑（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

なし
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別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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

日本果実工業株式会社

名

山口工場

製造所所在地

山口県山口市仁保下郷
1771

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

☐届出者 ☑届出者以外
KN

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）

①
GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000 種類

☐総合衛生管理製造過程

に基づき、届出食品が製造されてい

☐都道府県等 HACCP

るか。

☐ISO 22000

☐はい

☐FSSC 22000

☑いいえ
承認書等発行者

―

承認書等番号

―
☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

□いいえ
「FSSC22000」に準拠した自社基準を制定し、製

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

造施設・従業員の衛生管理の要求事項を満たしてい
る。

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

以下のいずれかにチェック

るための体制等

☐（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。
）
「FSSC22000」に準拠した自社出荷判定基準を制
定し、出荷判定の合格品のみを出荷している。また、
未判定品や不合格品は出荷できない仕組み（製品
バーコード管理システム）を導入し、運用している。

（４）その他特記すべき事項

なし
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別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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

日本アスパラガス株式会

名

社 岩内工場

製造所所在地

北海道岩内郡岩内町宇野
束 22-3

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

☐届出者 ☑届出者以外
NA

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）

①
GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

☐総合衛生管理製造過程

種類

☐都道府県等 HACCP

に基づき、届出食品が製造されてい

☐ISO 22000

るか。
☑はい

☐いいえ

☑FSSC 22000
承認書等発行者

FSSC 22000：株式会社
日本環境認証機構

承認書等番号

FSSC 22000：FS13J0004
☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

□いいえ

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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別紙様式（Ⅲ）-１

（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

☑（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

なし
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別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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）
製造者氏名又は製造所

株式会社 ジェイエイビ

名

バレッジ佐賀 鹿島工場

（１）製造者氏名、製造所所在地等 製造所所在地

佐賀県鹿島市浜町 1020

情報

☐届出者 ☑届出者以外

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

SK

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）
☑総合衛生管理製造過程

種類

☐都道府県等 HACCP
☑ISO 22000
☑FSSC 22000

①
GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

承認書等発行者

生労働大臣

に基づき、届出食品が製造されてい

ISO 22000：SGS ジャパン株

るか。
☑はい

総合衛生管理製造過程：厚

式会社

☐いいえ

FSSC 22000：SGS ジャパン
株式会社
承認書等番号

総合衛生管理製造過程：厚
生労働省発九厚 0420 第 1
号
ISO 22000：JP11/030178
FSSC 22000：JP13/030179
☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

□いいえ

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。
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☐

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。

（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

☑（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

なし

12 / 16

別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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

和歌山県農業協同組合連

名

合会 海南食品工場

製造所所在地

和歌山県海南市日方新浜
1294

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

☐届出者 ☑届出者以外
WK

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）
☑総合衛生管理製造過程

種類

☐都道府県等 HACCP
①

☐ISO 22000

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

☑FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい 承認書等発行者

総合衛生管理製造過程：厚

るか。

生労働大臣

☑はい

☐いいえ

FSSC 22000：日本検査
キューエイ株式会社
承認書等番号

総合衛生管理製造過程：厚
生労働省発近厚 0227 第 1
号
FSSC 22000：R020
☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

□いいえ

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
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別紙様式（Ⅲ）-１
右欄に記載する。

（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

☑（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

なし
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別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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

キリンビバレッジ株式会

名

社 滋賀工場

製造所所在地

滋賀県犬上郡多賀町敏満
寺 1600

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

届出者 ☐届出者以外
K

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）

①
GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

種類

☐総合衛生管理製造過程
☐都道府県等 HACCP

に基づき、届出食品が製造されてい

☐ISO 22000

るか。
はい

☐いいえ

FSSC 22000
承認書等発行者

FSSC 22000：一般社団法人
日本能率協会

承認書等番号
②

FSSC 22000：JMAQA-FC086
☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

☐いいえ

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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別紙様式（Ⅲ）-１

（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

（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

なし

2/2

別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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）
製造者氏名又は製造所

ジャパンフーズ株式会社

名
（１）製造者氏名、製造所所在地等
情報

製造所所在地

千葉県長生郡長柄町皿木
203-1

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

☐届出者 届出者以外
KJ

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）
総合衛生管理製造過程

種類

☐都道府県等 HACCP
ISO 22000
FSSC 22000

①
GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

承認書等発行者

生労働大臣

に基づき、届出食品が製造されてい

ISO 22000：一般社団法人

るか。
はい

総合衛生管理製造過程：厚

日本能率協会

☐いいえ

FSSC 22000：一般社団法人
日本能率協会
承認書等番号

総合衛生管理製造過程：厚
生労働省発関厚 1222 第 2
号
ISO 22000：JMAQA-F075
FSSC 22000：JMAQA-FC028

②

☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

☐いいえ

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。
1/2

別紙様式（Ⅲ）-１

☐

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。

（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

（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

なし

2/2

別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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

九星飲料工業株式会社

名

伊都工場

製造所所在地

福岡県糸島市波多江字中
川原 100

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

☐届出者 届出者以外
KK

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）
種類

①

☐総合衛生管理製造過程

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

☐都道府県等 HACCP

に基づき、届出食品が製造されてい

☐ISO 22000

るか。

FSSC 22000

はい

☐いいえ

承認書等発行者

FSSC 22000：ロイド レジス
ター クオリティ アシュア
ランス リミテッド

承認書等番号
②

FSSC 22000：YKA4004912
☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

☐いいえ

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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別紙様式（Ⅲ）-１

（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

（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

なし

2/2

別紙様式（Ⅲ）-１

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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

丸善食品工業株式会社

名

富士小山工場

製造所所在地

静岡県駿東郡小山町菅沼
884-1

届出者か否か
製造所固有記号で表示
される場合はその記号

☐届出者 届出者以外
MF

（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）
☐国内ＧＭＰ
☐米国ＧＭＰ
（☐認証を受けている）
総合衛生管理製造過程

種類

☐都道府県等 HACCP
ISO 22000
FSSC 22000

①
GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

承認書等発行者

生労働大臣

に基づき、届出食品が製造されてい

ISO 22000：SGS ジャパン株

るか。
はい

総合衛生管理製造過程：厚

式会社

☐いいえ

FSSC 22000：SGS ジャパン
株式会社
承認書等番号

総合衛生管理製造過程：厚
生労働省発東海厚 1225 第 2
号
ISO 22000：GB13/88326
FSSC 22000：JP13/030222

②

☐ＧＭＰ

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 ☐ＨＡＣＣＰ
に対し、GMP 又は HACCP の基準に従い製造することを義務付け 国名又は地域名
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 該当せず
いるか。
☐はい

☐いいえ

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。
1/2

別紙様式（Ⅲ）-１

☐

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。

（３）規格外の製品の流通を防止す

以下のいずれかにチェック

るための体制等

（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

なし

2/2

別紙様式（Ⅲ）-３

商品名：キリン メッツ プラス レモンスカッシュ

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 難消化性デキストリン
含む原材料名（届出食品
が生鮮食品の場合は除
く）
第２

食品の分析
試験機関の名称

一般財団法人日本食品分析セン
ター
☑登録試験機関又は登録検査機関

試験機関の種類

☐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

（２）機能性関与成分の

☐標準作業手順書

定量試験
分析方法を示す資料

☑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

該当なし

で分析を実施する場
合、その合理的理由
試験機関の名称
☐登録試験機関又は登録検査機関
（３）安全性を担保する

試験機関の種類

☐農業試験場等（生鮮食品に限る）
☐その他の第三者機関

必要がある成分の定量試

☐届出者又は利害関係者

験

☐標準作業手順書

☐あり
（成分名：

）

分析方法を示す資料

☑なし

☐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 機能性関与成分
析 の 実 施 に 関 す る 資 料 分析方法、代替指標の 試験機関の名称（あらかじめ規定
（機能性関与成分及び安 場合はその成分名を併 されている場合のみ）及び分析機
全性を担保する必要があ 記
る成分）

関の種類

特定保健用食品（規格 名称：一般財団法人日本食品分析
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別紙様式（Ⅲ）-３
基準型）に係る「難消 センター
種類：登録試験機関
化性デキストリン」の
成分規格で定める定量
法（高速液体クロマト
グラフィー法）に準ず
る分析法

安全性を担保する必要がある成分
分析方法、代替指標の 試験機関の名称（あらかじめ規定
場合はその成分名を併 されている場合のみ）及び分析機
記
関の種類
該当なし
該当なし

（５）届出後における分 確認する項目 試験機関の名
（基原等）及
確認の頻度
称及び種類
析 の 実 施 に 関 す る 資 料 び試験方法
（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

なし。
（６）その他特記すべき
事項
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その他

