
別紙様式（Ⅳ） 

商品名：飲むはちみつ酢 りんご味 

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 
お客さま相談窓口 

  電話番号 0120-38-8317 

  ファックス番号 0120-38-8318 

  電子メール 
 

  その他 
 

連絡対応日時 

（曜日、時間等） 

電話：午前 8:30-午後 8:30（土日祝日は午後 5:30

まで） 

FAX：平日・土・日・祝日とも 24時間受付 

その他必要な事項 

ホームページ：http://www.3838.com 

（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：飲むはちみつ酢 りんご味  

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 

酢酸 

本品には酢酸が含まれます。酢酸には血圧が高めの

方に適した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 ３０ｍｌ 

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：酢酸 

含有量：７５０ｍｇ 

保存の方法 
直射日光や高温多湿を避け、涼しい所で保存し

てください。 

摂取の方法 

１日３０ｍｌ(大さじ２杯)を目安に、冷水また

はお湯で５倍に薄めてお召し上がりください。

お好みによって、牛乳や、炭酸割りなどもお楽

しみ頂けます。 

摂取する上での注意事項 

原材料名をご確認の上、食物アレルギーをお持

ちの方は飲用をお控えください。体調や体質に

より稀にかゆみ、発疹などや一時的に過敏な反

応が現れる場合があります。そのまま飲用され

ると刺激を強く感じる場合がありますので、薄

めて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 

（無） 

 



血圧が高めの方に
●名称：清涼飲料水●原材料名：醸造酢
（はちみつ酢）、りんご果汁、はちみつ／環
状オリゴ糖、香料、安定剤(ペクチン)、甘味
料(スクラロース)●内容量：5００ml
●賞味期限：上部シール部に記載●保存
方法：直射日光や高温多湿を避け、涼しい
所で保存してください。
●販売者:株式会社 山田養蜂場
岡山県苫田郡鏡野町市場194
賞味期限下段は製造所固有記号

栄養成分表示
12kcal
0.0g
0.0g
2.4g

0.003g

エネルギー 
タンパク質
脂 質
炭 水 化 物
食塩相当量

750mg
〈機能性関与成分〉
酢酸：

届出番号:0000機能性表示食品

機能性表示食品機能性表示食品

4 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 6

ダミー

外装フィルム
キャップ
口栓

本体

お電話

お電話

■ご注文・内容の変更・配達・お支払いについて

■お客さま相談窓口（ご質問・ご相談）

【ホームページ】

【届出表示】
本品には酢酸が含まれます。酢酸には血
圧が高めの方に適した機能があること
が報告されています。
摂取上の注意：原材料名をご確認の上、
食物アレルギーをお持ちの方は飲用を
お控えください。体調や体質により稀
にかゆみ、発疹などや一時的に過敏な
反応が現れる場合があります。そのま
ま飲用されると刺激を強く感じる場合
がありますので、薄めてお召し上がり
ください。

本品は、事業者の責任において特定の保
健の目的が期待できる旨を表示するもの
として、消費者庁長官に届出されたもの
です。ただし、特定保健用食
品と異なり、消費者庁長官
による個別審査を受けたも
のではありません。

●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的
としたものではありません。●本品は、
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
授乳婦を対象に開発された食品ではあ
りません。●疾病に罹患している場合は
医師に、医薬品を服用している場合は医
師、薬剤師に相談してください。●体調
に異変を感じた際は、速やかに摂取を中
止し、医師に相談してください。

※開封後はしっかりとキャップを閉め、
　冷蔵庫で保存してください。

飲む
はちみつ酢

飲む
はちみつ酢

血圧が高めの方に

■摂取の方法
１日３０ml（大さじ2杯）を目安に、冷水
またはお湯で５倍に薄めてお召し上がり
ください。お好みによって、牛乳や、炭酸
割りなどもお楽しみ頂けます。

■１日摂取目安量：３０ml

水：4
お好みに合
わせて濃度
を調節して
ください。

5倍
希釈

30ml 120ml

りんご味 5倍希釈タイプりんご味 5倍希釈タイプ

本品：1

（1日摂取目安30ml当たり）

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、
食事のバランスを。

5倍希釈時
果汁3%



別紙様式（Ⅶ）-１ 

  

 

商品名：飲むはちみつ酢 りんご味 

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 山田養蜂場 

代表取締役 山田 英生 

届出者の住所 

（法人にあっては主たる

事務所所在地） 

岡山県苫田郡鏡野町市場１９４番地 

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 

①株式会社 コトブキ 湯来工場 

 広島県広島市佐伯区湯来町大字下 2990番 1 

②株式会社 山田養蜂場本社 第一工場 

 岡山県津山市上田邑 337-6 

消費者対応部局（お客様相

談室等）の連絡先 

（電話番号等） 

お客様相談窓口 

電話番号：０１２０－３８－８３１７ 

情報開示するウェブサイ

トのＵＲＬ 
http://www.3838.com 

届出事項及び開示情報に

ついての問合せ担当部局 

部 局：お客様相談窓口 

電 話：０１２０－３８－８３１７  

http://www.3838.com/
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届出食品に関する基本情報 

 

 

商品名 飲むはちみつ酢 りんご味 

名称 清涼飲料水 

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 

本品の機能性関与成分は食酢(醸造酢)由来であり、

天然物由来の抽出物を化学的に合成・加工したもの

ではないため。 

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。） 

血圧が高めの方 

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 

本品の一般栄養成分を分析した結果、1日摂取目安

量(30ml)当たりの含有量は、脂質(飽和脂肪酸、コ

レステロール含む)0g、炭水化物(糖類含む)2.4g、

食塩相当量 0.003gと微量であった。以上のことか

ら、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はつながらないと考えられる。 

また、安全性試験の評価方法の一日摂取目安量の 5

倍量を想定した場合にも、脂質(飽和脂肪酸、コレ

ステロール含む)0g、炭水化物(糖類含む)12g、食塩

相当量 0.015gとなり、同様に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摂取にはつな

がらないと考えられる。 

販売開始予定日 2016年 5月 17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 飲むはちみつ酢 りんご味 

機能性関与成分名 酢酸 

表示しようとする

機能性 

本品には酢酸が含まれます。酢酸には血圧が高めの方に

適した機能があることが報告されています。 

 

２．作用機序 

酢酸は体内に吸収され、血液により各器官、組織へ運搬された後、アセチ

ル CoAに代謝され、この際に使用される ATPがアデノシンに代謝され、血中

のアデノシン受容体を介して各器官、組織の血管を拡張させることで、血流

量増加、血管抵抗性緩和を促すと考えられる。 

このことは、酢酸と同じくアセチル CoA に変換されるが、その際に ATP

の消費を伴わず、アデノシンを生成しないピルビン酸を静脈注射した際に血

流量の増加が認められなかったことや、ラットに酢酸を静脈注射した際の血

流量増加が、アデノシン受容体遮断剤である 8-phenyltheophylineにより遮

断されたこと 1)からも示唆される。 

 

 

1) Carmichael FJ, Saldivia V, Varghese GA, Israel Y, Orrego H, 

Ethanol-Induced increase in portal blood flow role of acetate and A1- and 

A2-adenosine receptors., Am J Physiol. 1988 Oct;255(4 Pt 1):G417-23. 
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