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令和２年１月２２日 
 

特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示について 
 
○ 消費者庁は、通信販売業者である株式会社ＧＲＡＣＥ（グレース）（本店

所在地：東京都新宿区）（以下「同社」といいます。）に対し、令和２年１

月２１日、特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」といいます。）

第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり指示しました。 

① 電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる

電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作

を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称する

ダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。 

② 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果

を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築

し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制につい

て報告すること。 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名    称：株式会社ＧＲＡＣＥ（グレース） 

（法人番号：２０１１１０１０８５８６９） 

（２）本店所在地：東京都新宿区西新宿三丁目６番１７号 

（３）代  表  者：代表取締役 江頭 竜輔（えがしら りゅうすけ） 

（４）設   立：平成３０年１１月１日 

（５）資  本  金：５００万円 

（６）取 引 類 型：通信販売 

（７）取 扱 商 品：健康食品（ダイエットサプリメント）等 

 

２ 特定商取引法に違反する行為 

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為 

（特定商取引法第１４条第１項第２号の規定に基づく特定商取引に関する

法律施行規則第１６条第１項第１号） 

 

３ 同社に対する指示の詳細は別紙のとおりです。 
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【本件に関するお問合せ】 

 

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消

費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承

ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話  

 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲

介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

北海道経済産業局消費者相談室  電話 ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室      ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室      ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室      ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室      ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室      ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室      ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室      ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 

 

○ 消費者ホットライン（全国統一番号）  １８８（局番なし） 

身近な消費生活相談窓口を御案内します。 

※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 

○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 
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  （別紙） 

株式会社ＧＲＡＣＥ（グレース）に対する行政処分の概要 

 

１ 事業概要 

株式会社ＧＲＡＣＥ（グレース）（以下「同社」という。）は、「ｅｍｉｃｈ

ｉｌ ｓｔｏｒｅ」と称するウェブサイト（以下「本件サイト」という。）にお

いて、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方

法により、「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメント（以下「本件

商品」という。）の売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っているこ

とから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律（以

下「特定商取引法」という。）第２条第２項に規定する通信販売（以下「通信

販売」という。）に該当する。 

 

２ 処分の内容 

同社に対し、特定商取引法第１４条第１項の規定に基づき、以下のとおり違

反行為の是正等を指示した。 

（１）同社が特定商取引に関する法律施行規則（以下「施行規則」という。）第

１６条第１項第１号に規定する電子契約（以下「電子契約」という。）の申

込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操

作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易

に認識できるように、直ちに本件商品に係る表示を是正すること。 

 

（２）同社は、特定商取引法第１４条第１項第２号の規定に基づく施行規則第

１６条第１項第１号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込み

をさせようとする行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反す

るものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の

上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコン

プライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コン

プライアンス体制について、令和２年２月２１日までに、消費者庁長官宛

てに文書により報告するとともに、令和２年１月２１日以降通信販売を継

続するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の

各規定を遵守すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第１４条第１項 
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４ 処分の原因となる事実 

同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「通信販

売に係る取引の公正及び購入者」「の利益が害されるおそれがある」と認定し

た。 

 

（１）顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行

為（特定商取引法第１４条第１項第２号の規定に基づく施行規則第１６条

第１項第１号） 

同社は、遅くとも令和元年１０月２８日以降、別添資料１のとおり、本

件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を１か月に１回の頻度で継続

して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約（以

下「本件定期購入契約①」という。）の申込みとなる電子計算機の操作を行

う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約①の申込み

を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完

全無料の贅沢コースに参加する」と表示しているなど、もって当該操作が

本件定期購入契約①の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容

易に認識できるように表示していない。 

 

（２）顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行

為（特定商取引法第１４条第１項第２号の規定に基づく施行規則第１６条

第１項第１号） 

同社は、遅くとも令和元年１０月２８日以降、別添資料２のとおり、本

件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を３か月に１回の頻度で継続

して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約（以

下「本件定期購入契約②」という。）の申込みとなる電子計算機の操作を行

う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約②の申込み

を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完

了ページへ」と表示しているなど、もって当該操作が本件定期購入契約②

の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるよう

に表示していない。 



▼ご注⽂者様情報

▼お⽀払⽅法・その他お問い合わせ

ご入力内容のご確認

下記ご注⽂内容で送信してもよろしいでしょうか︖
よろしければ、⼀番下の「ご注⽂完了ページへ」ボタンをクリックしてください。

商品写真 商品名 単価 個数 ⼩計

麹の贅沢⽣酵素【超贅沢コース】 0円 ※ 1個 0円 

⼩計
計 0円 

軽減税率対象(8%) 0円

送料 0円

⼿数料 0円

合計 0円 

単価欄に※が表⽰されている商品は軽減税率対象です。

■超贅沢コースのご解約について
超贅沢コースのご解約はいつでも可能です。
ただし1回目の商品お届けを受け取り後、 2回目を受け取らずに超贅沢コースを解約する場合のみ、
超贅沢コース購⼊特典・初回無料の対象外となりますので、
通常購⼊代⾦として下記の商品代⾦のお⽀払いが発⽣いたします。

■麹の贅沢⽣酵素 通常購⼊代⾦:本体価格5,480円(税抜)+送料300円(税抜)

上記 通常購⼊代⾦は、弊社より別途郵送でお送りする請求書にてお⽀払い頂く形になります。 予めご了承ください。 

お名前

お名前（フリガナ）

郵便番号

住所

電話番号

お⽀払⽅法 【次回以降⼿数料350円】コンビニ後払い

その他お問い合わせ oo

ご入力内容のご確認-[emichil store]

別添資料１





ご入力内容のご確認-[emichil store]



ご入力内容のご確認-[emichil store]



ご入力内容のご確認-[emichil store]
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当サイトについて よくあるご質問 お問い合わせ 特定商取引に関する法律 返品について プライバシーポリシー
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▼ご注⽂者様情報

▼お⽀払⽅法・その他お問い合わせ

ご⼊⼒内容のご確認

下記ご注⽂内容で送信してもよろしいでしょうか︖
よろしければ、⼀番下の「ご注⽂完了ページへ」ボタンをクリックしてください。

商品写真 商品名 単価 個数 ⼩計

麹の贅沢⽣酵素【贅沢おまとめコース】 8,618円 ※ 1個 8,618円 

⼩計
計 8,618円 

軽減税率対象(8%) 8,618円

送料 0円

手数料 0円

合計 8,618円 

単価欄に※が表⽰されている商品は軽減税率対象です。

※贅沢おまとめコースは3ヶ⽉分を⼀度におまとめにした特別セットです。
配送は3ヶ⽉に1度のペースで3袋をお届けします。
解約・休⽌・お届けペースの変更は、次回発送の14⽇前までにご連絡ください。
※次回のお届けからは11,980円(税抜)でのお届けになります。
※詳細は特定商取引法についてをご確認ください。

お名前

お名前（フリガナ）

郵便番号

住所

電話番号

お支払⽅法 【次回以降手数料350円】コンビニ後払い

その他お問い合わせ

ログイン カートを⾒る

HOME CATEGORY NEWS Q&A CONTACT

ご⼊⼒内容のご確認-[emichil store]
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