News Release
令和元年１１月２９日
痩身効果を標ぼうするダイエットパッチの販売事業者３社に対する
景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、痩身効果を標ぼうするダイエットパッチ（以下「ダイエット
パッチ」といいます。）の販売事業者３社（以下「３社」といいます。）に対し、３
社が供給するダイエットパッチに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反
する行為（同法第５条第１号（優良誤認）又は同条第２号（有利誤認）に該当）が
認められたことから、同法第７条第１項の規定に基づき、措置命令（別添１ないし
別添３参照）を行いました。
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３社の概要
⑴ 措置命令において、一般消費者に対する誤認排除措置、再発防止及び不作為を
命じる事業者（２社）

名称（法人番号）
代表者
１ 株式会社シンビジャパン
（4010601028294）
代表取締役 沈 載哲
２ 株式会社ユニッシュ
（2010401093771）
代表取締役 中西 博文

所在地

設立年月

資本金 ※

東 京 都 墨 田 区 本 所 四 平成元年５月
丁目１３番４号

２０００万円

大 阪 市 中 央 区 道 修 町 平成１２年１１月
二丁目２番１１号

１５００万円

※いずれも令和元年１１月現在
⑵

既に一般消費者に対する誤認排除措置を講じており、措置命令において、再発
防止及び不作為を命じる事業者（１社）
名称（法人番号）
代表者
タ

ッ

ト

ワ

株式会社 ｔａｔｔｖａ
（7010701024843）
代表取締役 髙瀬 大輔

所在地

設立年月

東 京 都 品 川 区 西 五 反 平成２３年３月
田三丁目１１番６号

資本金 ※
２億
３４９９万
６０００円

※令和元年１１月現在
２

措置命令の概要
⑴ 対象商品
名称

対象商品

１ 株式会社シンビジャパン
（以下 「ロロチェンジ」と称する商品（以下「本件商品①」

「シンビジャパン」という。） という。）
２ 株式会社ユニッシュ（以下「ユ 「カーブシート」と称する商品（以下「本件商品②」
ニッシュ」という。
）

という。）
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３ 株式会社ｔａｔｔｖａ （以下 「スリムデトパッチ」と称する商品（以下「本件商品

「ｔａｔｔｖａ」という。）

③」という。）

⑵ 対象表示
ア 優良誤認表示
(ｱ) 表示の概要
ａ 表示媒体
別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体
ｂ 表示期間
別表１「表示期間」欄記載の期間
ｃ 表示内容
(a) シンビジャパン（別紙１）
別表２「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、
本件商品①を身体の部位に貼付するだけで、当該部位に短期間で著しい
痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(b) ユニッシュ（別紙２）
別表３「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、
本件商品②を身体の部位に貼付するだけで、当該部位に短期間で著しい
痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(c) ｔａｔｔｖａ（別紙３）
別表４「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、
本件商品③をへそに貼付するだけで、短期間で著しい痩身効果が得られ
るかのように示す表示をしていた。
(ｲ) 実際
前記(ｱ)の表示について、消費者庁は、景品表示法第７条第２項の規定に
基づき、３社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合
理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、３社から資料が提出された。
しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す
ものとは認められないものであった。
(ｳ) 打消し表示
シンビジャパンは、前記(ｱ)ｃ(a)の表示について、「韓国女子会セレクト
ショップ」と称する自社ウェブサイトにおいて、
「※個人差あり」と表示して
いたが、当該表示は、一般消費者が前記(ｱ)ｃ(a)の表示から受ける本件商品
①の効果に関する認識を打ち消すものではない。
イ

有利誤認表示
(ｱ) 表示の概要
ａ 表示媒体
「スリムデトパッチ」と称する自社ウェブサイト
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ｂ

表示期間
遅くとも平成３１年４月３日から令和元年５月２０日までの間
ｃ 表示内容（別紙３）
ｔａｔｔｖａは、
「５袋＋１袋プレゼント（７２日分） 通常価格９９，
０００円→特別価格１９，８００円」、
「３個セット（３６日分） 通常価
格５９，４００円→特別価格１１，８８０円」及び「単品購入（１２日分）
通常価格１９，８００円→特別価格３，９６０円」と表示することにより、
あたかも、
「通常価格」と称する価額は、本件商品③について通常販売して
いる価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安
いかのように表示していた。
(ｲ) 実際
「通常価格」と称する価額は、ｔａｔｔｖａが任意に設定したものであっ
て、ｔａｔｔｖａにおいて販売された実績のないものであった。
⑶

命令の概要
ア シンビジャパン及びユニッシュに対する命令の概要
(ｱ) 前記⑵ア(ｱ)の表示は、それぞれ、対象商品の内容について、一般消費者
に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法
に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(ｲ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(ｳ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前
記⑵ア(ｱ)の表示と同様の表示を行わないこと。
イ ｔａｔｔｖａに対する命令の概要
(ｱ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(ｲ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前
記⑵ア(ｱ)の表示と同様の表示を行わないこと。
(ｳ) 今後、前記⑵イの表示と同様の表示を行わないこと。

⑷

その他
ｔａｔｔｖａは、本件商品③の内容について、一般消費者に対し、実際のもの
よりも著しく優良であると示す表示であった旨及び本件商品③の取引条件につ
いて、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認さ
れる表示であった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電
話：０３（３５０７）９２３９
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.caa.go.jp/
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別表１
事業者名

表示媒体
「韓国女子会セレクトシ

１

株式会社シンビジャパン

ョップ」と称する自社ウ
ェブサイト

２

株式会社ユニッシュ

３

株式会社ｔａｔｔｖａ

表示期間
遅くとも平成３１年４月４日から
令和元年５月１７日までの間

「カーブシート」と称す

遅くとも平成３１年４月３日から

る自社ウェブサイト

令和元年９月１９日までの間

「スリムデトパッチ」と

遅くとも平成３１年４月３日から

称する自社ウェブサイト

令和元年５月２０日までの間
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別表２
事業者名

表示内容

（商品名）
株式会社シンビ

・「密着シートがお腹まわりをシェイプ！」と記載し、本件商品①を腹部に

ジャパン

貼り付けた細身の人物の写真と共に、「貼るだけカンタン！薄いから目立

（ロロチェン

たない 就寝時や、服の下に着用ながらダイエット」と記載

ジ）

・「気になるおなか・わき腹に 短期集中ダイエットパッチ ロロチェンジ」
・「お尻や太ももなどウエスト以外にも！！ セルライトやむくみを改善し
て美しいボディーをキープ！！」及び「ＢＥＦＯＲＥ

ＡＦＴＥＲ」と記

載し、人物の臀部の比較写真を掲載
・「ロロパッチのセルライトの管理」、「『セルライトとは？凝縮されて硬
い脂肪の塊』」及び「現代の不規則な食習慣のために容易に生成されるセ
ルライト！特に露出度の高い暑い季節

滑らかな表面とは正反対のごつご

つした太ももや二の腕サロにより多くの女性が苦しんでいます。」と記載
し、人物の臀部の比較写真と共に、「同じ体重 セルライトの管理前・後
の姿」及び「上記の実験は、減量をしたものではなく、セルライトだけ管
理しています。でこぼこした肌がまとめているだけでも、見た目は完全に
異なる場合があります。」と記載
・「８週間の両方大腿部の部位を使用」及び「使用前
人物の大腿部の比較写真と共に、「Ａ志願者

様

使用後」と記載し、
対象者の太ももの周

囲の減少はもちろん セルライトのために堅い皮膚表面が多く なめらか
になるのを確認することができます。」と記載
・「使用前
者

様

使用後」と記載し、人物の大腿部の比較写真と共に、「Ｂ志願
セルライトの異常凝集のためにまるで肌が陥没したように発達

８週間の使用で陥没した皮膚が緩和されたことを確認しました。」と記載
・「８週間の両方ふくらはぎ部位に使用」及び「使用前 使用後」と記載し、
人物の腓腹部の比較写真と共に、「Ｂ志願者

様

８週間のロロパッチ

ふくらはぎ用に使用。ふくらはぎ部位周囲の減少を確認することができま
した。」と記載
・「使用前
者

使用後」と記載し、人物の腓腹部の比較写真と共に、「Ｄ志願

様 下半身の浮腫で普段の不快感を訴えいただいた応募者様 ８週

間の使用の結果、腫れ緩和効果にふくらはぎのラインが生きてたことを確
認することができました。」と記載
・
「使い方と成分作用原理」と記載し、本件商品①を腹部に貼り付けた人物の
イメージ画像と共に、
「へその位置に合わせてパッチを中央から付着させま
す。
」及び「手のひら面にパッチ接着面全体をまんべんなく押して密着させ
ます。
」と記載し、人物の腹部の側面の内部のイメージ画像と共に、「製品
の理解を助けるために製作した立体映像です。」と記載し、本件商品①を貼
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事業者名

表示内容

（商品名）

り付けた皮膚の内部のイメージの比較画像と共に、
「パッチが付着されてパ
ッチの様々な成分が皮膚の下の脂肪層に作用し『温熱効果』と加えて、
『む
くみ緩和』
『セルライトの減少』が徐々に出てきます。 温熱効果は体質ご
とに外部の温度や体調に応じて表示されます。」及び「パッチを付けると人
体の温度に応じてパッチの成分が人体に作用しているということをリアル
タイムで知ることができます。」と記載し、本件商品①を腹部に貼り付けた
人物の比較イメージ画像を掲載
（別紙１）
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別表３
事業者名

表示内容

（商品名）
株式会社ユニッ

・「夢のダイエットシートは運動・食事制限なし！貼るだけで痩せるってど

シュ

ういうこと？」及び「ついに『夢』のようなダイエットアイテムが開発さ

（カーブシー

れました！！辛いことは何もせずに、ただ気になる部位に一定時間貼って

ト）

寝るだけ。たったそれだけで痩身効果を得られる夢のダイエットシート、
その名も『カーブシート』」
・「脂肪分解注射の主成分が貼るだけで経皮吸収！？」及び「カーブシート
は、美容クリニックで行われる医療行為、脂肪分解注射（メソセラピー）
の主成分である“ホスファチジルコリン”と、脂肪燃焼促進成分“Ｌ－カ
ルニチン”を主要成分として含有させた湿布状のボディシートです。痩せ
たい部位に貼るとシートに含まれた主要成分が、皮膚表面から徐々に経皮
吸収され肌の内部に浸透。密封することで、主要成分がより通りやすくな
り角質層内にまで拡散される仕組み。さらに主要成分は、毛包・汗腺を経
由し毛細血管へと移行し、脂肪の分解と消費を促進する、というわけ。」
・「被験者の９０％以上がサイズダウンという驚異の結果」と記載し、人物
の腹部の比較写真と共に、「驚くべきはその効果。一般被験者を対象にし
た試験では、３５日（５週間）という短期間ながらも被験者の９０％以上
に、部分的な脂肪減少効果が得られたという。お風呂あがり、気になる身
体の部位（腹部やウエスト、二の腕、太ももなど）に貼付。使用方法は、
１日おきに気になる部位に貼付。１回の貼付時間は７～８時間を目安に。
就寝時が特にオススメ！！ダイエットが続かない言い訳はもう無くなりそ
う…」と記載
・人物の腹部の比較写真と共に、
「へそ周り －７．８ｃｍ」、
「腹部皮下脂肪
－６．７ｃｍ２」及び「腹部ＣＴ断層画像測定 ■部分が減少」と記載し、
人物の腹部のＣＴ断面図を掲載
（別紙２）
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別表４
事業者名

表示内容

（商品名）

株式会社ｔａ ・本件商品③及び本件商品③を腹部に貼り付けた細身の人物の写真と共に、
「こ
ｔｔｖａ
の一枚があなたの身体を変える！！ ただ特殊ＤＩＥＴパッチをへそに貼
（スリムデト
パッチ）

るだけでくびれが出現！！」と記載
・「痩身成分が濃縮されたシートが肌に密着するから
焼！！

２４時間ずーっと燃

貼った瞬間からドクドクギュンギュン身体中を駆け巡り

全身燃

焼モードに！！」
・体験談として、
「３週間使用」及び「太ももに隙間ができた！！

様

（２７歳） 使用してびっくりしたのが、ヘソからじわ～と効いている感じ
がして３日目から脚が軽くなってきたこと。３週間目には脚がすっきりし
て、隙間空き過ぎですｗ早すぎない？？って信じられませんでした。本当に
これは貼るだけで脂肪が溶けるんですね。」と記載
・体験談として、
「２週間使用」及び「顔の大きさが変わりました！

様

（２４歳） これは本当にすごいです！顔についた脂肪も溶かしてくれるん
です。使用して２週間で『顔、小さくなった？』と聞かれる程に。」と記載
・
「スリムデトパッチの使い方はとっても簡単です」、「ＳＴＥＰ１

スリムデ

トパッチを袋から取り出して、台紙を剥がします。」、「ＳＴＥＰ２ おへそ
に合わせて貼ります。」、「ＳＴＥＰ３ 剥がれにくいようには周りもしっか
りと貼ります。これでダイエット開始です。」
、
「これだけでＯＫ！」及び「成
分が浸透 つぼを刺激 磁気の力で １日中ダイエット！！」と記載し、細
身の人物が身体のサイズよりもはるかに大きいサイズのズボンを履いてい
る写真を掲載
（別紙３）
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