
別紙様式（Ⅶ） 

商品名：メンタルサポート ココカラケア 

 

■食品関連事業者に関する基本情報 

 

 

 

■届出食品に関する基本情報 

 

届出者の法人名 アサヒカルピスウェルネス株式会社

届出者の代表者氏名 代表取締役社長  佐藤　郁夫

届出者の住所 東京都渋谷区恵比寿南2-4-1

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

株式会社三協 日の出工場　静岡県富士市伝法3178-1
株式会社三協 島根川本工場　島根県邑智郡川本町南佐木993-1
アピ株式会社 池田工場　岐阜県揖斐郡池田町小牛743-1

消費者対応部局（お客様相談室
等）の連絡先（電話番号等）

0120-591-005

情報開示する
ウェブサイトのＵＲＬ

https://www.calpis-shop.jp/

届出事項及び開示情報に
ついての問合せ担当部局

部局：研究開発部
電話：03-6412-3256

商品名 メンタルサポート　ココカラケア

名称 乳酸菌含有食品

食品の区分 加工食品（サプリメント形状）

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、未成年
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。）

健常な成人

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

当該製品の一日あたりの摂取目安量は2粒であり、一日あたりの摂
取目安量（2粒）に含まれる栄養成分は、脂質0.01～0.03g、炭水
化物0.39g、食塩相当量0～0.001gとなっている。糖類は炭水化物
の一部であることから、炭水化物量より少ないのは明らかであ
る。従って、当該製品の1日摂取目安量に含まれる脂質、糖類、ナ
トリウムは、摂取量として微量であり、健康増進法施行規則第11
条第2項で定められる栄養素の過剰な摂取につながらないと考えら
れる。

販売開始予定日 2020年4月22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 メンタルサポート ココカラケア 
機能性関与成分名 CP2305 ガセリ菌（L. gasseri  CP2305） 
表示しようとする

機能性 
本品には、CP2305 ガセリ菌（L. gasseri  CP2305）が含まれて

おり、健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込み、

精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、腸

内環境を改善する機能があります。 
 
２．作用機序 

CP2305 ガセリ菌（L. gasseri  CP2305）（以下、CP2305 ガセリ菌）による健康な方

の日常生活における不安感、気分の落ち込み、精神的ストレスの緩和、睡眠の質（眠り

の深さ）の改善、腸内環境の改善機能の作用機序は、以下のように考えられる。 
 
ストレス応答とは、ストレス刺激に対して生体が恒常性を維持するための防御反応で

ある。ストレス刺激により HPA 軸（hypothalamic-pituitary-adrenal axis；視床下部

－下垂体－副腎系）が過度に活性化されると、不安感、気分の落込み、精神的ストレス

が増大される 1)。また、HPA 軸の過度な応答により交感神経系が活性化されると、クロ

モグラニン A の分泌が促進される。さらに、自律神経系（交感神経・副交感神経）のバ

ランスは心身の状態とも密接な関係があり、一般的に睡眠時では副交感神経活動が優位

となることが知られている 2), 3), 4), 5)。 
 
ヒト試験において、CP2305 ガセリ菌の摂取は、このようなストレス応答に対して副

交感神経活性割合を亢進させ 6), 7)、客観的なストレスの指標である唾液中のクロモグラ

ニン A の量を減少させていた 8)。更に、主観的なストレスの評価では、不安感・気分の

落込み・精神的ストレスを緩和し、睡眠の質を改善する効果が報告されている 6), 8), 9), 10)。 
 

 脳と腸は自律神経系やホルモン、サイトカインなどの液性因子を介して密に関連して

いることが知られており、この双方向的な関連を‘’脳腸相関‘’という 11)。経口摂取

した CP2305 ガセリ菌の菌体は、消化管粘膜上皮と相互作用し、求心性の迷走神経を介

して HPA 軸に作用・調節することで、副交感神経活性割合を亢進させ、唾液中のクロ

モグラニン A の量を減少させたと考えられる 6), 7)。CP2305 ガセリ菌の摂取による副交

感神経活性割合の亢進やクロモグラニン A の量の減少が、不安感、気分の落ち込み、精

神的ストレスを緩和し、睡眠の質の改善に寄与していると考えられる。つまり、脳腸相

関を介して、これらの機能が発揮されたと考えられる。 
  
 さらに、CP2305 ガセリ菌の菌体は、腸管に作用することにより腸管の環境を変化さ
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せ、それに伴い腸内細菌叢もその環境に適した菌叢に変化すると推察される。ヒト試験

において、CP2305 ガセリ菌の経口摂取により、糞便中の Bifidobacterium 属の割合が

改善されており 7), 8)、便性状や腹部症状が改善されていた 7), 8), 9), 12)。腸における

Bifidobacterium 属等の有用菌が増加することで、腸内細菌のバランスが改善され、有

用菌によるプロピオン酸、酪酸などの有機酸（短鎖脂肪酸）産生量が腸管内で増加し、

腸内 pH を低下させ、有害菌（腐敗菌）の増殖を抑制、腸内腐敗産物が減少し悪臭が抑

制されると考えられる。また、有機酸が腸管を刺激し蠕動運動を促進し、排便回数、排

便習慣および便性状が正常化され、腹部症状が改善されると考えられる。 
 
 以下、加熱死菌体そのものが機能に関与すること（菌体の一部分、菌体を構成する成

分、菌体が産生した成分などが機能に関与しないこと）に関して説明する。 
 
 当該製品に用いている CP2305 ガセリ菌は、本根拠論文のヒト試験の試験食で用い

られたものと同一の製法で製造されたものであり、機能性関与成分の定性的同一性は担

保されている。また、機能性関与成分である CP2305 ガセリ菌の製造工程において洗浄

工程があり、菌体が産生した成分などは除去されている。さらに、破砕等の処理はされ

ておらず、菌体の形態が維持されていることを顕微鏡観察により確認している。なお、

加熱死菌体であるため、摂取後に代謝産物が生成されることもない。 
 
 以上のことから、本届出食品の機能性関与成分は、菌体の一部分、菌体を構成する成

分、菌体が産生した成分ではなく、加熱死菌体そのものであると考えられる。 
 
（参考資料） 
1) Rieder R et al. Microbes and mental health: A review. Brain Behav Immun. 66, 

9-17 (2017) 
2) 尾仲達史、井樋慶一、神庭重信、二木鋭雄編 「ストレスの科学」財団法人万有生

命科学振興国際交流財団（2007） 
3) 財団法人機械システム振興協会 「ストレス計測技術の安全対策への適用可能性に

関する調査研究報告書（2004） 
4) 神山潤著 「睡眠の整理と臨牀 改定第 3 版」診断と治療社（2015） 
5) 堀忠雄編著 「睡眠心理学」北大路書房（2008） 
6) Nishida K et al. Daily administration of paraprobiotic Lactobacillus gasseri 

CP2305 ameliorates chronic stress-associated symptoms in Japanese medical 
students. J Funct Foods. 36, 112-121 (2017) 

7) Sugawara T et al. Regulation effect of paraprobiotic Lactobacillus gasseri 
CP2305 on gut environment and function. Microb Ecol Health Dis., 27: 30259 
(2016)  

8) Nishida K et al. Health Benefits of Lactobacillus gasseri CP2305 Tablets in 
Young Adults Exposed to Chronic Stress: A Randomized, Double-Blind, Placebo-
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10) Nishida K et al. Para-psychobiotic Lactobacillus gasseri CP2305 ameliorates 
stress-related symptoms and sleep quality. J Appl Microbiol. 123 (6), 1561-1570 
(2017) 

11) Mayer EA. Gut feelings: the emerging biology of gut-brain communication. Nat 
Rev Neurosci. 12(8):453-66. (2011) 

12) Sawada D et al. Effect of continuous ingestion of a beverage prepared with 
Lactobacillus gasseri CP2305 inactivated by heat treatment on the regulation of 
intestinal function. Food Research International 79, 33-39 (2016) 



別紙様式（Ⅳ） 

機能性表示食品 届出食品情報 様式Ⅳ 

 

商品名：メンタルサポート ココカラケア 

 

健康被害情報収集体制 

 

商品名 メンタルサポート ココカラケア 

  

届出者の住所 東京都渋谷区恵比寿南 2-4-1 

電話番号  0120-591-005 

ファックス番号  

電子メール  

その他 
<ホームページ中のお問い合わせフォーム> 

https://www.calpis-shop.jp/members/contact.html/ 

連絡対応日時 9:00～21:00 年中無休（12/31～1/3除く） 

 



別紙様式（Ⅵ） 

機能性表示食品 届出食品情報 様式Ⅵ 

 

届出食品に関する表示の内容 

 

商品名 メンタルサポート ココカラケア 

  

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、CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）が含まれて

おり、健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込み、

精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、腸

内環境を改善する機能があります。 

一日当たりの摂取目安量 2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：CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305） 

含有量：100億個 

保存の方法 高温・多湿及び直射日光をさけて保存してください。 

摂取の方法 
１日摂取目安量を守って、そのまま噛んでお召し上がりいただ

くか、水などと一緒にお飲みください。 

摂取をする上での注意事項 
多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。 

調理又は保存の方法に関し特に注

意を必要とするものにあっては当

該注意事項 

無 

 

※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） 

 



90mm

13
5m

m

表示見本 「メンタルサポート ココカラケア」（14粒パウチ）



90mm

13
5m

m

表示見本 「メンタルサポート ココカラケア」（60粒パウチ）
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