
別紙様式（Ⅶ） 

商品名：おなかサイズ 

 

■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 おなかサイズ

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。）

肥満気味の方

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

当該製品の一日あたりの摂取目安量は6粒であり、一日あたりの摂
取目安量（6粒）に含まれる栄養成分は、脂質0.06g、炭水化物
1.25g、食塩相当量0～0.03g（ナトリウムとして約0～12㎎）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 おなかサイズ 

機能性関与成分名 乳酸菌 CP1563株由来の 10-ヒドロキシオクタデカン酸

(10-HOA) 

表示しようとする

機能性 

本品には独自の乳酸菌 CP1563株由来の 10-ヒドロキシ

オクタデカン酸（10-HOA）が含まれます。乳酸菌

CP1563株由来の 10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-

HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を減ら

す機能が報告されていますので、肥満気味の方に適して

います。 

 

２．作用機序 

乳酸菌 CP1563株の破砕菌体は、脂肪酸分解に関わる転写因子であるペルオ

キシソーム因子活性化受容体 [peroxisome proliferator-activated receptor 

(PPAR)]のうち、2 つのサブタイプ PPARα[アルファ]と PPARγ[ガンマ]を活性

化する乳酸菌としてスクリーニングされた(1)。2つのサブタイプの中でも、

PPARαが活性化されると、種々のタンパク質の発現を調節することにより脂質

代謝が総合的に改善される。中性脂肪の代謝に関しては、アポ C-IIIの発現抑

制、リポ蛋白リパーゼの増加、脂肪酸輸送蛋白質の増加、ミトコンドリアでの

脂肪酸酸化亢進などにより、中性脂肪の異化（分解）が促進される。そこで、

CP1563株破砕菌体中に含まれる PPARα活性化物質を単離したところ、10-ヒド

ロキシオクタデカン酸（10-HOA）であることが明らかとなった(2)。乳酸菌

CP1563株由来の 10-HOAの生体内における脂質代謝改善効果を検討するため、

食餌誘導性肥満モデルマウスを用いて試験を実施したところ、乳酸菌 CP1563

株由来の 10-HOAを投与することにより、腹部内臓脂肪が有意に低下し、血中

の中性脂肪濃度が低下傾向を示した(2)。 

さらに、BMI23以上 30未満の成人男女 200 名を対象に、乳酸菌 CP1563株由来

の 10-HOA を含む飲料を、プラセボを対照として 18 週間摂取させる臨床試験を

実施した結果、乳酸菌 CP1563 株由来の 10-HOA 摂取群では、腹部全体および内

臓脂肪面積がプラセボ群に比べ有意に低下し、血漿中アポリポプロテイン A-I濃

度（ApoA-I）も有意に増加した。更に、肥満症、メタボリックシンドロームの方

を除外した層別解析の結果も同様に、乳酸菌 CP1563 株由来の 10-HOA 摂取群で

は、腹部全体、および内臓脂肪面積の有意な低下、および血漿中 ApoA-I濃度の

有意な増加が確認された(3)。ApoA-I は HDL の主要な構成蛋白であり、末梢組織

から過剰な脂肪やコレステロールの運搬・排出に寄与しており、PPARαを活性化

することにより発現が亢進することが知られている(4)。 

 従って、乳酸菌 CP1563 株由来の 10-HOA は、生体内においても、PPARαの活性

化によってβ酸化(脂肪燃焼)促進等をもたらし、その結果、体脂肪・内臓脂肪が

低減すると考えられる。 

 



別紙様式（Ⅶ）-１【添付ファイル用】 

 

 

【参考文献】 

(1) Nakamura F et al. Fragmented lactic acid bacterial cells activate 

peroxisome proliferator-activated receptors and ameliorate 

dyslipidemia in obese mice. J Agric Food Chem. 2016;64(12):2549-

59. 

(2) 青木ら、Lactobacillus amylovorus CP1563株由来 10-

Hydroxyoctadecanoic Acidが脂質代謝および脂肪蓄積に及ぼす影響、応用

薬理、2018;95:73-82. 

(3) Fujiwara S et al. Regulation of adiposity by para-metabobiotic 

Lactobacillus amylovorus CP1563 in healthy normal and pre-obese 

adult individuals－A randomized controlled trial－．Jpn Pharmacol 

Ther.2018;46:1601-12． 

(4)  Arakawa R et al. Fenofibric acid, an active form of fenofibrate, 

increases apolipoprotein A-Ⅰ-mediated high-density lipoprotein 

biogenesis by enhancing transcription of ATP-binding cassette 

transporter A1 gene in a liver X receptor-dependent manner. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005; 25:1193-1197



別紙様式（Ⅳ） 

 

 

 

 

商品名：おなかサイズ 

 

健康被害情報収集体制 

商品名 おなかサイズ

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）
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届出食品に関する表示の内容 

 

 

※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） 

商品名 おなかサイズ

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

本品には独自の乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオ
クタデカン酸（10-HOA）が含まれます。乳酸菌CP1563株
由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）には、
体脂肪・内臓脂肪を減らす機能があることが報告されて
いますので、肥満気味の方に適しています。

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：乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシ
オクタデカン酸（10-HOA）
含有量：1.44mg

保存方法 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、水などと一緒に噛まずにお召
し上がりください。

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



表示見本 おなかサイズ 180粒パウチ
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表示見本 おなかサイズ 42粒パウチ
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