
別紙様式（Ⅳ） 

商品名：WESTON
ウ エ ス ト ン

330 グラボノイド 

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 

株式会社リマックスジャパン 

お客様対応部 

  電話番号 075-863-3677 

  ファックス番号 075-863-3679 

  電子メール remax@joy.ocn.ne.jp 

  その他 
 

連絡対応日時 

（曜日、時間等） 
月～金 9：30～17：00  

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：ウエストン 
     WESTON330 グラボノイド  

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） 

 

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 

関与成分名：3%グラブリジン含有甘草抽出物 

含有する食品が有する機能性：本品は 3%グラブリ

ジン含有甘草抽出物を含みます。3%グラブリジン

含有甘草抽出物は、お腹の脂肪（内臓脂肪）・体脂

肪を減らす働きがあり、高めの BMI の改善に役立

つことが報告されています。体脂肪が気になる方、

肥満気味の方に適しています。 

一日当たりの摂取目安量 ２粒が目安 

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： 

3%グラブリジン含有甘草抽出物 

含有量：300mg 

保存の方法 
直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してくだ

さい。 

摂取の方法 水またはお湯と共にお召し上がりください。 

摂取する上での注意事項 

・一日の摂取目安量をお守りください。 

・開封後はなるべく早めにお召し上がりください。 

 

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） 

・小児の手の届かないところに保管してください。 



WESTON330 グラボノイド（10日分）表示見本 
ウエストン 

届出番号記載予定箇所 



WESTON330 グラボノイド（30日分）表示見本 
ウエストン 

届出番号記載予定箇所 
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商品名：WESTON
ウエストン

330 グラボノイド 

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） 

株式会社リマックスジャパン 

代表取締役 野神 直隆 

届出者の住所 

（法人にあっては主たる

事務所所在地） 

京都府京都市右京区嵯峨新宮町 49 

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 

製造者名： 

中日本カプセル株式会社 本社工場（製造） 

岐阜県大垣市荒尾町 229-2 

製造者名：中日本カプセル株式会社 養老工場（包装） 

岐阜県養老郡養老町一色 1176番地 

消費者対応部局（お客様相

談室等）の連絡先 

（電話番号等） 

お客様対応部：075-863-3677 

情報開示するウェブサイ

トのＵＲＬ 
http://www.remax.co.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 お客様対応部 

電 話 075-863-3677 

受付時間 9：30～17：00 (土・日・祝日を除く) 
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届出食品に関する基本情報 

 

商品名 WESTON
ウ エ ス ト ン

330 グラボノイド 

名称 甘草抽出物含有加工食品 

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。） 

正常高値および肥満 1度(BMI25以上 30未満）の健康な

成人男女（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。）を主な対象者

として想定する。 

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 

本品における 1日摂取目安量では、健康増進法施行

規則第 11条第 2項で定める栄養素の摂取量につい

て、食事摂取基準で設定される目標量を上回る事は

無い。従って、過剰な摂取にはつながらないと考え

る。 

販売開始予定日 2016年 3月 19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 
WESTON
ウ エ ス ト ン

330 グラボノイド 

機能性関与成分名 3%グラブリジン含有甘草抽出物 

表示しようとする

機能性 

本品は 3%グラブリジン含有甘草抽出物を含みます。3%グラブリ

ジン含有甘草抽出物は、お腹の脂肪（内臓脂肪）・体脂肪を減ら

す働きがあり、高めの BMI の改善に役立つことが報告されてい

ます。体脂肪が気になる方、肥満気味の方に適しています。 

 

２．作用機序 

3%グラブリジン含有甘草抽出物（以下、機能性関与成分）の作用機序として、脂肪酸分

解系酵素の活性促進及び脂肪酸合成系酵素の活性抑制により体脂肪量の低下が起こり、体

脂肪量の低下により体重及び BMI の低下が引き起こされていると示唆されており、以下に

詳細を示す。 

 

BMI が 24 以上 30 未満の健康な日本人男女に機能性関与成分を 300mg/日を 8 週間摂取

させた際に体脂肪量（DXA 法）、体重及び BMI が摂取前に比べて共に有意に低下した[1]。 

 

BMIが 24以上 30未満の健康な日本人男女に機能性関与成分を 100mg/日を 12週間摂取

させた際にプラセボ群と比較して体重及び BMI の有意な増加抑制が認められ、かつ体重と

体脂肪量の低下の間に有意な正の相関が認められた[2]。 

 

これらの結果は機能性関与成分が体脂肪量の低下を介して高めのBMIを改善することを

示唆するものである。以上のヒトでの臨床研究の結果より、機能性関与成分による高めの

BMI 改善効果の作用機序として、体脂肪量の低下により体重の低下が引き起こされている

と考えられる。一方、機能性関与成分による体脂肪量低下の作用機序として、脂肪酸分解

系酵素の活性促進及び脂肪酸合成系酵素の活性抑制によるものであることが下記の研究に

より示唆されている。 

 

自発的肥満・糖尿病マウス（KK-Ay）に Licorice Flavonoid Oil（機能性関与成分と同

等成分である、Kaneka GlavonoidTMを食用油脂で希釈したもの。以下、LFO）を 4 週間投

与したところ、用量依存的に体重増加抑制と腹部脂肪量の低減、更には血中グルコースの

低下が認められた。また、in vitro 試験において、LFO はヒト脂肪細胞の分化を誘導する

ことが示された[13]。 

 

 食餌性肥満マウス（C57BL/6J）に LFO を 8 週間投与したところ、用量依存的に体重増
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加抑制と腹部脂肪量の低減が認められた。そこで、脂肪蓄積抑制効果の作用機序を調べる

ために、DNA マイクロアレイ法を用いて、LFO摂取によって肝臓組織で発現が変化する遺

伝子を探索したところ、脂肪酸分解系酵素遺伝子の発現亢進及び脂肪酸合成系酵素遺伝子

の発現抑制が認められた[24]。 

 

 食餌性肥満ラット（Sprague-Dawley）に LFOを 21 日間連続投与したところ、有意な腹

部脂肪量の低減、血中インスリン濃度の低下が認められた。更に、肝臓における脂肪合成

の律速酵素である ACC（Acetyl-CoA Carboxylase）、FAS（Fatty Acid Synthase）の有意

な活性低下、脂肪分解の律速酵素 ACD の有意な活性増加が認められた[35]。 

 

 食餌性肥満ラット（Sprague-Dawley）に LFO を 3 週間投与したところ、有意な腹部脂

肪量の低減、インスリンの低下が認められた。脂肪合成の律速酵素である ACC、FASの有

意な活性低下、脂肪分解の律速酵素 LCAD（Long-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase）の有

意な増加が認められた。更に、脂肪合成酵素の正の転写因子である SREBP-1（Sterol 

Regulatory Element Binding Protein）の活性を有意に低下し、脂肪分解酵素の正の転写因

子である PPARαの活性を有意に増加した[46]。 
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