
別紙様式（Ⅳ） 

 

 

商品名：イミダペプチド 

 

健康被害の情報収集体制 

（組織図及びフローチャートを添付すること） 

 

 

 

健康被害の情報の対応 

窓口部署名等 
お客様相談室 

電話番号 0120-189-139 

ファックス番号 0120-189-565 

電子メール support@japanpm.com 

その他 住所：大阪府豊中市新千里東町一丁目 4 番 2 号 

連絡対応日時 

（曜日、時間等） 
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く） 

その他必要な事項 
年末年始の詳細については、12 月初旬よりホームページに

て案内。 



別紙様式（Ⅵ）-２ 

 

商品名：イミダペプチド  

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 

本品にはイミダゾールジペプチドが含まれる

ので、日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽

減する機能があります。身体的な疲労を自覚し

ている方に適した食品です。 

一日当たりの摂取目安量 2 本 60mL 

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：イミダゾールジペプチド 

含有量：400mg 

保存の方法 直射日光・高温多湿をさけ保存してください。 

摂取の方法 
一日 2 本を目安に、よく振ってからお召し上が

りください。 

摂取する上での注意事項 

多量に摂取することにより、疾病が治癒するも

のではありません。 

加熱・冷凍をせず、開栓後はなるべく早くお召

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） 



10本入り箱(80%)

153.5 62.5

449

62.5

92

45.5

153.5

届 出 番 号 ：○ ○ ○ ○

MC01

届出番号：○○○○

日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減

日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減

届出番号：○○○○



30本入り箱（50％）

実寸 192mm（横幅） 実寸 157mm（厚み）

実
寸
 98m

m
（
縦
）本飲料は、産官学連携研究プロジェ

クトから生まれた「イミダゾールジ
ペプチド含有ドリンク」です。イミ
ダゾールジペプチドは、何千キロも
飛び続ける渡り鳥の胸肉などに豊富
に含まれる物質です。

（機能性関与成分）イミダゾールジペプチド  4 0 0ｍｇ

名 称

原材料名

内 容 量

賞味期限

保存方法

販 売 者

清涼飲料水

鶏胸肉抽出物、はちみつ、濃縮りんご果汁、酸味料、香料、増粘安定剤（ジェラン）

900ml（30ml×30本）

枠外下部に記載

直射日光・高温多湿を避け保存してください。

日本予防医薬株式会社JP 大阪府豊中市新千里東町1-4-2

栄養成分表示／一日当たりの摂取目安量(2本60mL)当たり

熱量

たんぱく質

脂質

炭水化物

食塩相当量

　

46kcal

2.8g

0g

8.8g

0.068g

届出番号：●●●●●● 機能性表示食品



瓶用ラベル（100％）

実寸 85mm

実寸 55mm

実寸 25mm

実寸 25mm

清涼飲料水 ML01

届出番号：○○○○
賞味期限 製造番号

機能性表示食品

お問合せ先：お客様相談室 0120-189-139
受付時間　9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

日
常
の
生
活
で
生
じ
る
身
体
的
な
疲
労
感
を
軽
減



別紙様式（Ⅶ）－１ 

 

 

商品名：イミダペプチド 

 

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お

よび代表者） 

 

日本予防医薬株式会社  

代表取締役社長 石神賢太郎 

届出者の住所 

（法人にあっては主たる

事務所所在地） 

大阪府豊中市新千里東町一丁目 4 番 2 号 

製造者の氏名（製造所又

は加工所の名称）及び所

在地 

田村薬品工業株式会社  

奈良県御所市西寺田 50 番地 

消費者対応部局の連絡先 お客様相談室 0120-189-139 

情報開示するウェブサイ

トのＵＲＬ 

http://japanpm.com/ 

http://imida.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：お客様相談室 

電 話：06-6831-3383 
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届出食品に関する基本情報 

 

 

商品名 イミダペプチド 

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 

 

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。） 

日常の生活のなかで身体的な疲労を自覚している

健常成人男女 

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 

1 日摂取目安量（2 本 60mL）あたり脂質 0g、炭水化

物 8.8g、食塩相当量 0.068g であり、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

につながらないと考える。 

販売開始予定日 2015 年 8 月 3 日 



別紙様式（Ⅶ）－３ 

 

作用機序に関する説明資料 

 

１．製品概要 

商品名 イミダペプチド 

機能性関与成分名 イミダゾールジペプチド 

表示しようとする機能性 本品にはイミダゾールジペプチドが含まれるので、日常

の生活で生じる身体的な疲労感を軽減する機能がありま

す。身体的な疲労を自覚している方に適した食品です。 

 

２．作用機序 

イミダゾールジペプチドは、in vitro試験、in vivo試験において抗酸化作用を有することが

報告されている 1)。疲労は過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた心身

の活動能力・能率の減退状態と定義される。疲労のメカニズムの一つに肉体的活動によっ

て生じる酸化ストレスの上昇があり、実際に肉体的活動により酸化ストレスが誘導される

ことが報告されている 2)3)。酸化ストレスの有用な指標として、8-イソプラスタンおよび 8-

ヒドロキシデオキシグアノシン（OHdG）が挙げられる。8-イソプラスタンは活性酸素が直

接リン脂質を過酸化することで生成するアラキドン酸の酸化代謝物であり 4)、8-OHdGは

DNAの構成成分であるデオキシグアノシン（dG）が活性酸素などのフリーラジカルにより

酸化されて分子内に生成する物質である 5)。臨床試験において肉体的活動によって活動能

力・能率の減退状態と疲労感が生じ、それに伴って尿中 8-イソプラスタン濃度および尿中

8-OHdG濃度が上昇することが確認されており、当該製品「イミダペプチド」の摂取によ

りそれらの上昇が抑制され、活動能力・能率の減退状態の改善および疲労感の軽減が示さ

れていることから 6)、作用機序はイミダゾールジペプチドの抗酸化作用により、肉体的活動

によって生じる酸化ストレスを抑制し、細胞機能の低下を軽減することにより、疲労感を

軽減するものと考えられる。 
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