
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更箇所 旧 新 

1 表面）はさみマーク、点線、チャックマーク 削除 

2 裏面）はさみマーク、点線、開封後はチャックを閉じて保存してください。チャックマーク 5mm下げる 

3 届出番号－ A102 

4 左右に余白をとるため 文章の配置変更 文字の配置を変更 

5 位置変更 JANコード 3mm上げる 

6 版番号 A317A-1-1508-AY （あたり表示） 

7 裏面）左右グラデーション幅を広げる 4mm→7mm 

新旧対照表 

版番号あたり 

3 

2 1 

5 

6 

7 

4 

0-0000-0-0000-00 



別紙様式（Ⅳ） 

商品名：メラックス 

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 
コールセンター、法人営業部 

  電話番号 
（コールセンター）0120-315-636 

（法人営業部）0859-37-1122 

  ファックス番号 0859-37-1510 

  電子メール hojin@yawata.tv 

  その他 
 

連絡対応日時 

（曜日、時間等） 

電話番号 

月～金/午前９時～午後 5時/土・日・祝日休み 

 

FAX、メールは電話受付時間外に利用 

また、常時受付けするが、対応は平日のみ 

原則電話での応対を希望 

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：メラックス 

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 

本品にはルテインが含まれます。ルテインには

目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、ブ

ルーライトなど光の刺激からの保護や、コント

ラスト感度の改善（ぼやけの解消）によって、

目の調子を整える機能があることが報告され

ています。 

一日当たりの摂取目安量 1日 1粒を目安にお召し上がりください。 

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：ルテイン 

含有量：20㎎ 

保存の方法 
直射日光、高温、多湿を避けて保存してくださ

い。 

摂取の方法 かまずに水等と共にお召し上がりください。 

摂取する上での注意事項 
目安量をお守りいただき、過剰摂取はお控えく

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） 

保存は高温、多湿を避け、開封後は必ず密封し

て湿気のない涼しい場所に保存してください。 



 

版番号 アタリ 

新デザイン ●105×160mm 



別紙様式（Ⅶ）-１ 

  

 

商品名：メラックス 

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） 

八幡物産株式会社 

代表取締役 八幡清志 

届出者の住所 

（法人にあっては主たる

事務所所在地） 

鳥取県米子市二本木 498-2 

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 

カプセル製造者：中日本カプセル株式会社 岐阜県

大垣市荒尾町 229-2 

小分け包装者：八幡物産株式会社 鳥取県米子市二

本木 498-2 

消費者対応部局（お客様相

談室等）の連絡先 

（電話番号等） 

0120-315-636(お客様相談センター) 

情報開示するウェブサイ

トのＵＲＬ 
http://www.yawata.tv/ 

届出事項及び開示情報に

ついての問合せ担当部局 

部 局：品質管理部 

電 話：0859-37-1133  
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届出食品に関する基本情報 

 

 

商品名 メラックス 

名称 ルテイン含有食品 

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 

該当なし 

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。） 

成人男女 

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 

本品の１日摂取目安量当たりの当該栄養素はごく

微量であり、日本人の食事摂取基準の１日摂取目標

量に影響を及ぼさないと考えられるから。 

販売開始予定日 2015年 12月 1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 メラックス 

機能性関与成分名 ルテイン 

表示しようとする

機能性 

本品にはルテインが含まれます。ルテインには目の黄斑

部の色素量を維持する働きがあり、ブルーライトなど光

の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善（ぼやけ

の解消）によって、目の調子を整える機能があることが

報告されています。 

 

２．作用機序 

①黄斑光学密度の上昇 

カロテノイドの一種であるルテインは体内で合成されない為、食事から摂取す

る必要がある。摂取したルテインはヒトの黄斑に特異的に供給され、体内のど

の部位よりも高い濃度で集積している 1。その基本的な取込みは一般的なカロテ

ノイドと同様に小腸から吸収され、キロミクロンへの取り込み、肝臓、血中を

経て、各組織に供給されると考えられる 2,3。ルテインが黄斑に特異的に供給さ

れるメカニズムは完全には解明されていないが、組織への安定や蓄積、その他

選択的取込みの為にルテインと親和性が高いタンパク質が関与すると考えられ

ている 4。ヒトにおいてはヒト網膜ルテイン結合たんぱく質として StARD3が同

定され、黄斑におけるルテイン結合部位としての役割を果たすことが報告され

ている 5。実際には当該製品のシステマティックレビューで採用した報告や、ア

カゲザルにおいてルテインを含まない食事を投与し続けると、網膜から全ての

色素が抜けるが、再度ルテインを摂取させることで網膜に色素が再沈着する等

の報告があり 6,7、食事から摂取したルテインが網膜に特異的に供給され黄斑色

素光学密度が上昇すると考えられる。 

②コントラスト感度の改善 

網膜にルテインが供給されることにより、空気中で散乱した青色光を吸収する

ため、コントラスト感度を改善する可能性も示唆されている。これは、波長の

短い青色光は空気中の微粒子により乱反射しやすく、物体を見るときに、その

物体が反射した光を更に散乱させるため青くぼやけて見えてしまうのを、網膜

でルテインが青色光を吸収することで無効化し、物体の濃淡をはっきりさせ視

界をクリアにするためであると言われている 8,9,10。実際、黄色く着色したフィ

ルタや眼内レンズを用いることでコントラスト感度が改善したという事例も報

告されている 11。 

③光による酸化ストレスの抑制 

網膜に供給されたルテインは光による酸化ストレスを抑制する。その作用機序
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はルテインがκB阻害物質（inhibitor of κB : lκB）の分解を抑制し、核内因

子κB（Nuclear Factor-kappa B :κB）の活性化を抑制することである 12。 
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