
変更箇所 変更後 変更前

パッケージ上部

「健康補助食品」
削除 あり

パッケージ上部説明文 ハリのある毎日のために… エラスチンはコラーゲンやヒアルロン酸と関係の深い…

1日摂取目安量の表記方法 1日摂取目安量：1粒 お召し上がり方：1日1粒を目安に

商品名 エラスチン フラコラ　エラスチン

原材料名 オリーブ油(スペイン製造)※原産地表示追記 オリーブ油

エラスチンペプチド/ゼラチン※食品と添加物の区切り エラスチンペプチド、ゼラチン

栄養成分表示(1粒当たり) 炭水化物：0.015g 炭水化物：0.02g

食塩相当量：0～0.008g ナトリウム：0～3mg

摂取上の注意内容 文言の微修正、表示順序の変更 －

fracoraモバイルサイトQRコード 削除 あり

パッケージ上部説明文 軽やかな毎日を応援… 本品は、独自コーティングを施した…

1日摂取目安量の表記方法 1日摂取目安量：6粒 お召し上がり方：1日6粒を目安に

商品名 グルコサミン フラコラ　グルコサミン

原材料名 金時ショウガ末(国内製造)※原産地表示追記 金時ショウガ末

鮫軟骨抽出物末(鮫軟骨抽出物、デキストリン) デキストリン、鮫軟骨抽出物

加工油脂 食用精製加工油脂

米ぬか抽出物/グルコサミン※食品と添加物の区切り 米ぬか抽出物、グルコサミン

製造所
日油株式会社 大師工場

〒210-0865 神奈川県川崎市川崎区千鳥町3-3
製造所固有記号は賞味期限の後に記載

1日当たりの栄養素等表示基準値に

占める割合

1日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の

量の栄養素等表示基準値(2015)(18歳以上、基準熱量2,200kcal)

に占める割合：ビタミンD(59%)

1日当たりの栄養素等表示基準値に占める割合：ビタミンD(65%)

栄養成分表示(6粒当たり) 食塩相当量：0.004g ナトリウム：1.71mg

摂取上の注意内容 文言の微修正、表示順序の変更 －

fracoraモバイルサイトQRコード 削除 あり

パッケージ上部

「健康補助食品」
削除 あり

パッケージ上部説明文 健康的な毎日のために… 本品は鹿児島県霧島産の…

1日摂取目安量の表記方法 1日摂取目安量：2粒 お召し上がり方：1日2粒を目安に

商品名 黒酢(生) フラコラ 黒酢(生)

原材料名 玄米黒酢濃縮エキス(国内製造)※原産地表示追記 玄米黒酢濃縮エキス

リュウガンエキス/ゼラチン ※食品と添加物の区切り リュウガンエキス、ゼラチン

製造所 製造所固有記号は賞味期限の後に記載 製造所固有記号「KSK2」

栄養成分表示(2粒当たり) 食塩相当量：0.001g ナトリウム：0.47mg

摂取上の注意内容 文言の微修正、表示順序の変更 －

fracoraモバイルサイトQRコード 削除 あり

パッケージ上部

「健康補助食品」
削除 あり

パッケージ上部説明文 はつらつとした毎日のために… 本品は2粒に乾燥ローヤルゼリー粉末を…

商品名 ローヤルゼリー フラコラ　ローヤルゼリー

1日摂取目安量の表記方法 1日摂取目安量：2粒 お召し上がり方：1日2粒を目安に

原材料名 還元麦芽糖水飴(国内製造、タイ製造)※原産地表示追記 還元麦芽糖水飴

還元水飴、ヒハツエキス※デキストリン表示削除 還元水飴、デキストリン、ヒハツエキス

ショ糖脂肪酸エステル ショ糖エステル

燕の巣粉末/結晶セルロース※食品と添加物の区切り 燕の巣粉末、結晶セルロース

製造所
堀内食品工業株式会社　あきる野工場　東京都あきる野市二宮東

三丁目９番地３
製造所固有記号「HS」

摂取上の注意内容 文言の微修正、表示順序の変更 －

栄養成分表示(2粒当たり) 食塩相当量：0.0007g ナトリウム 0.27mg

黒酢(生)

商品ＨＰ：https://www.fracora.com/products/healthfood/energy/detail.html?prod_id=19600501

サプリメント ・ドリンク 一部商品 のパッケージ表示事項変更内容
該当商品：エラスチンver.2、グルコサミンver.2、黒酢(生)、ローヤルゼリー、ＥＣＭ コラーゲン、フラワージュ、フラワージュリッチ、フラワージュプレミアム

                    ※各商品ＨＰはパッケージ切替予定の数日前に新表示に更新されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020.1.29

サプリ

メント

エラスチンver.2

商品ＨＰ：https://www.fracora.com/products/supplement/needle/detail.html?prod_id=25101301

グルコサミンver.2

商品ＨＰ：https://www.fracora.com/products/hf/base_116/detail.html?prod_id=25300501

ローヤルゼリー

商品ＨＰ：https://www.fracora.com/products/hf/sixties_138/detail.html?prod_id=27700101



fracoraモバイルサイトQRコード 削除 あり

果汁表記 10%未満 6%

内容量表記 500mL(50mL×10本） 50mL×10本

ご使用上の注意 表示項目の順序変更 －

ラベルリサイクルマーク 紙 プラスチック

箱側面 「はがしやすいラベルです」記載 －

原材料名

①ぶどう（イタリア）※原産地表示追記、②果糖ぶどう糖液糖、

③エリスリトール、④豚プラセンタエキス濃縮粉末、⑤カルシウ

ムＨＭＢ、⑥ローヤルゼリー粉末、⑦プロテオグリカン含有サケ

鼻軟骨抽出物、⑧大豆胚芽抽出物（イソフラボン含有）、⑨高麗

人参抽出物、⑩エラスチンペプチド、⑪パイナップル果実抽出物

（セラミド含有） ／ ⑫Ｖ.Ｃ、⑬香料、⑭L-ヒドロキシプロリ

ン、⑮増粘多糖類（りんご由来）、⑯酸味料、⑰ヒアルロン酸、

⑱甘味料（アセスルファムＫ、スクラロース）、⑲乳化剤（大豆

由来）※並び順変更、⑳Ｖ.Ｂ２、㉑Ｖ.Ｂ６、㉒ナイアシン、㉓パ

ントテン酸Ｃａ、㉔Ｖ.Ｂ１、㉕葉酸、㉖Ｖ.Ｂ12

①ぶどう、②果糖ぶどう糖液糖、③エリスリトール、④プラセン

タエキス濃縮粉末(豚由来)、⑤デキストリン※表示削除、⑥カル

シウムＨＭＢ、⑦大豆胚芽抽出物（イソフラボン含有）、⑧ロー

ヤルゼリー、⑨プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物、⑩高麗

人参抽出物、⑪エラスチンペプチド、⑫パイナップル果実抽出物

（セラミド含有） ／⑬ Ｖ.Ｃ、⑭香料、⑮L-ヒドロキシプロリ

ン、⑯増粘多糖類（りんご由来）、⑰酸味料、⑱ヒアルロン酸、

⑲乳化剤（大豆由来）、⑳甘味料（アセスルファムＫ、スクラ

ロース）、㉑Ｖ.Ｂ２、㉒Ｖ.Ｂ６、㉓ナイアシン、㉔パントテン酸

Ｃａ、㉕Ｖ.Ｂ１、㉖葉酸、㉗Ｖ.Ｂ12

内容量表記 500mL(50mL×10本） 50mL×10本

製造所の追記 田村薬品工業株式会社　奈良県御所市西寺田50 製造所固有記号は賞味期限の後に記載

ご使用上の注意 表示項目の順序変更 －

ラベルリサイクルマーク 紙 プラスチック

箱側面 「はがしやすいラベルです」記載 －

原材料名

①エリスリトール（アメリカ製造）※原産地表示追記、②ぶどう

濃縮果汁（マスカット）、③豚プラセンタエキス濃縮粉末、④絹

たんぱく加水分解物、⑤大豆胚芽抽出物（イソフラボン含有）、

⑥カルシウムＨＭＢ、⑦ローヤルゼリー粉末、⑧プロテオグリカ

ン含有サケ鼻軟骨抽出物、⑨高麗人参抽出物、⑩エラスチンペプ

チド、⑪ラクトビオン酸含有乳糖発酵物、⑫アマニ抽出物、⑬ザ

クロ果汁粉末、⑭レモンバームエキス、⑮パイナップル果実抽出

物（セラミド含有）、⑯プロポリス抽出エキス（米粉、プロポリ

ス抽出物）※レッドプロポリス抽出エキスから成分変更、⑰月桃

葉エキス ／⑱ Ｖ.Ｃ、⑲香料、⑳L-ヒドロキシプロリン、㉑甘味

料（アセスルファムＫ、スクラロース）、㉒ヒアルロン酸、㉓増

粘多糖類、㉔乳化剤（大豆由来）※並び順変更、㉕酸味料、㉖ヘ

マトコッカス藻色素、㉗Ｖ.Ｂ２、㉘Ｖ.Ｂ６、㉙Ｖ.Ｂ１、㉚パント

テン酸Ｃａ、㉛ナイアシン、㉜葉酸、㉝Ｖ.Ｂ１２

①エリスリトール、②ぶどう果汁（マスカット）、③プラセンタ

エキス濃縮粉末(豚由来)、④絹たんぱく加水分解物、⑤デキスト

リン※表示削除、⑥大豆胚芽抽出物（イソフラボン含有）、⑦カ

ルシウムＨＭＢ、⑧ローヤルゼリー、⑨プロテオグリカン含有サ

ケ鼻軟骨抽出物、⑩エラスチンペプチド、⑪ラクトビオン酸含有

乳糖発酵物(乳糖を含む)、⑫アマニ抽出物、⑬高麗人参抽出物、

⑭ザクロ果汁粉末、⑮レモンバームエキス、⑯パイナップル果実

抽出物（セラミド含有）、⑰レッドプロポリス抽出エキス（米

粉、レッドプロポリス抽出物）、⑱月桃葉エキス ／⑲ Ｖ.Ｃ、⑳

香料、㉑L-ヒドロキシプロリン、㉒甘味料（アセスルファムＫ、

スクラロース）、㉓ヒアルロン酸、㉔乳化剤（大豆由来）、㉕増

粘多糖類、㉖酸味料、㉗ヘマトコッカス藻色素、㉘Ｖ.Ｂ２、㉙

Ｖ.Ｂ６、㉚Ｖ.Ｂ１、㉛パントテン酸Ｃａ、㉜ナイアシン、㉝葉

酸、㉞Ｖ.Ｂ１２

内容量表記 500mL(50mL×10本） 50mL×10本

製造所の追記 田村薬品工業株式会社　奈良県御所市西寺田50 製造所固有記号は賞味期限の後に記載

ご使用上の注意 表示項目の順序変更 －

ラベルリサイクルマーク 紙 プラスチック

箱側面 「はがしやすいラベルです」記載 －

サプリ

メント

ドリンク

フラワージュプレミアム

商品ＨＰ：https://www.fracora.com/products/drink/detail.html?prod_id=02815301

ＥＣＭ コラーゲン

商品ＨＰ：https://www.fracora.com/products/hf/collagen_125/detail.html?prod_id=02818401

フラワージュ

商品ＨＰ：https://www.fracora.com/products/drink/detail.html?prod_id=02815101

フラワージュリッチ

商品ＨＰ：https://www.fracora.com/products/drink/detail.html?prod_id=02815201



原材料名

①エリスリトール（アメリカ製造）※原産地表示追記、②ぶどう

濃縮果汁（マスカット、巨峰）、③豚プラセンタエキス濃縮粉

末、④絹たんぱく加水分解物、⑤大豆胚芽抽出物（イソフラボン

含有)、⑥コエンザイムＱ１０、⑦カルシウムＨＭＢ、⑧ローヤ

ルゼリー粉末、⑨プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物、⑩高

麗人参抽出物、⑪レモンバームエキス※並び順変更、⑫パイナッ

プル果実抽出物(セラミド含有）、⑬エラスチンペプチド、⑭ラ

クトビオン酸含有乳糖発酵物、⑮アマニ抽出物、⑯ザクロ果汁粉

末、⑰プロポリス抽出エキス（米粉、プロポリス抽出物）※レッ

ドプロポリス抽出エキスから成分変更、⑱月桃葉エキス ／ ⑲Ｖ.

Ｃ、⑳香料、㉑L-ヒドロキシプロリン、㉒甘味料（スクラロー

ス、アセスルファムＫ）、㉓ヒアルロン酸、㉔乳化剤（大豆由

来）※並び順変更、㉕ナイアシン、㉖増粘多糖類、㉗酸味料、㉘

Ｖ.Ｂ２、㉙ヘマトコッカス藻色素、㉚Ｖ.Ｂ１、㉛Ｖ.Ｂ６、㉜パン

トテン酸Ｃａ、㉝葉酸、㉞Ｖ.Ｂ１２

①エリスリトール、②ぶどう果汁（マスカット）、③プラセンタ

エキス濃縮粉末(豚由来)、④ぶどう果汁(巨峰)、⑤絹たんぱく加

水分解物、⑥デキストリン※表示削除、⑦大豆胚芽抽出物（イソ

フラボン含有)、⑧コエンザイムＱ１０(大豆を含む)、⑨カルシウ

ムＨＭＢ、⑩ローヤルゼリー、⑪レモンバームエキス、⑫プロテ

オグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物、⑬パイナップル果実抽出物

(セラミド含有）、⑭エラスチンペプチド、⑮ラクトビオン酸含

有乳糖発酵物(乳糖を含む)、⑯アマニ抽出物、⑰高麗人参抽出

物、⑱ザクロ果汁粉末、⑲レッドプロポリス抽出エキス（米粉、

レッドプロポリス抽出物）、⑳月桃葉エキス ／㉑ Ｖ.Ｃ、㉒香

料、㉓L-ヒドロキシプロリン、㉔乳化剤（大豆由来）、㉕甘味料

（スクラロース、アセスルファムＫ）、㉖ヒアルロン酸、㉗ナイ

アシン、㉘増粘多糖類、㉙酸味料、㉚Ｖ.Ｂ２、㉛ヘマトコッカス

藻色素、㉜Ｖ.Ｂ１、㉝Ｖ.Ｂ６、㉞パントテン酸Ｃａ、㉟葉酸、㊱

Ｖ.Ｂ１２

内容量表記 500mL(50mL×10本） 50mL×10本

製造所の追記 田村薬品工業株式会社　奈良県御所市西寺田50 製造所固有記号は賞味期限の後に記載

ご使用上の注意 表示項目の順序変更 －

ラベルリサイクルマーク 紙 プラスチック

箱側面 「はがしやすいラベルです」記載 －

ドリンク


