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令和２年３月６日 

 

株式会社エムアンドエム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、株式会社エムアンドエム（以下「エムアンドエム」といいま

す。）に対し、同社が供給する「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と称する食品に係

る表示について、景品表示法に違反する行為（同法第５条第１号（優良誤認）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（別添参

照）を行いました。 

 

１ 違反行為者の概要 

名  称 株式会社エムアンドエム（法人番号 7010401094880） 

所 在 地 東京都港区赤坂三丁目１番２号 

代 表 者 代表取締役 帆足 拓馬 

設立年月 平成２３年７月 

資 本 金 ９９９万円（令和２年３月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

⑴ 対象商品 

「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と称する食品（以下「本件商品」とい

う。） 

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ) 表示媒体 

自社ウェブサイト 

(ｲ) 表示期間 

少なくとも平成３１年４月１０日、令和元年５月１７日、同年７月３

日、同年８月１９日、同年９月１９日、同月３０日、同年１０月１０日

及び同月２３日並びに遅くとも令和２年１月２８日から同年２月２５

日までの間 

(ｳ) 表示内容（表示例：別紙） 

別表１「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、

健康的な食事や運動と共に、本件商品を毎日４粒を目安に摂取し続け

れば、本件商品に含まれる成分の作用により、効率よく筋肉増強効果及

び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 
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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、エムアンドエムに対し、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、同社から資料が提出さ

れた。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す

ものであるとは認められないものであった。 

ウ 打消し表示 

前記アの表示について、自社ウェブサイトにおいて 

(ｱ) 例えば、少なくとも平成３１年４月１０日に、「※適度な食事と運動

後の一例の個人の感想で結果には個人差がございます。」と表示するな

ど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のと

おり表示していたが、当該表示は 

(ｲ) 例えば、少なくとも令和元年７月３日に、「理想の体※２」との表示に

ついて「※２ 健康的で美しい体」と表示するなど、別表３「表示期間」

欄記載の期間に、同表「打消しの対象となる表示」欄記載の表示につい

て、同表「対応する打消し表示」欄記載のとおり表示していたが、当該

表示は 

一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打

ち消すものではない。 

 

⑶ 命令の概要 

ア 前記⑵アの表示は、本件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アの表示と同様の表示を行わないこと。 

 

【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 

 
表示期間 表示内容 

少なくとも平成３１

年４月１０日 

 

・「筋肉サプリ『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』」、並びに２名

の筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「１２０粒入り（約

１ヶ月分）」、「アップ系×カット系Ｗ配合」及び「ファイラマ

ッスルサプリＨＭＢ」と記載 

・「細マッチョお試し超トク継続コース」 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、ビルドアップに力を発揮

するＨＭＢとＢＣＡＡ、スッキリ成分のインディアンデーツを

厳選し、絶妙なバランスで配合した安心・安全に配慮したサプ

リメントです。」 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「肉体派芸人

の 小島よしおさんもトレーニング後に即ファイラ！！」及び

「ｋｏｊｉｍａｙｏｓｈｉｏｐｉｙａ ３／５ 隅田川 ６

０分９ｋｍ 最近はトレーニング終わりの体にファイラマッ

スルサプリで即エネルギー補給！ ＨＭＢとＢＣＡＡを同時

摂取ピーヤ！ カロリーカット成分も入ってるからロケ弁の

お供にも^_^ もうすぐ薄着の季節。 細マッチョを目指して

いるメンズ、密かにシェイプアップをと思ってるレディーの皆

さまにもおススメおっぱっぴー！ 一緒に頑張りましょう。 

＠ｆｉｒａｍｕｓｃｌｅ ＃ランニング ＃筋トレ ＃ファ

イラマッスルサプリ ＃ファイラ ＃ｈｍｂ」と記載 

・本件商品の画像と共に、「アップ系とカット系の両立で理想の

体を手に入れた人が続出！」と記載 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「１日たった

４粒飲めば体が引き締まる！」と記載 

・本件商品を手にした人物の画像と共に、「毎日飲んでお腹周り

が気にならなくなった！」と記載 

・「一生、今の体でいるの？ そろそろ卒業して 理想の体を 

目指しましょう！」と記載、人物の画像と共に、「全体的にだ

らしない見た目に。」、「運動しても結果が出ない。」、「筋肉をつ

けて魅力的になりたい。」、「かと言って、スポーツジム通いは

… 時間に余裕がない。 金銭的に気軽に行けない。 過度な

運動 食事制限 は苦痛。」及び「簡単・手軽に その悩みを

解決 したくありませんか？」、並びに「理想の体を叶えるヒ

ミツ」及び「運動や食事を気を付けているのになかなか理想の

体に近づかない…。プロテインは筋肉はつくけど太った、ダイ

エットサプリは痩せたけど筋肉がつかない…。そんな悲鳴をよ

く耳にします。そこで着目したのが『ビルドアップ＆スッキリ

の両立』。両方の成分を同時に摂取することで、引き締めスピ

ードも格段アップ！」、並びに複数の人物の画像を組み合わせ

た図と共に、「筋肉をつけ代謝を上げつつ、余分な摂取をスッ

キリさせることで、」及び「リバウンド知らずの理想の体に！」

と記載 

・本件商品の画像と共に、「＼ビルドアップ×スッキリの両立！

／ 『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』」、「アップ系 ＨＭＢ
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＆ＢＣＡＡ」、「カット系 インディアンデーツ３，０００ｍ

ｇ」、「Ｗ配合」及び「１２０粒入り（約１ヶ月分）」と記載 

・本件商品の画像と共に、「スポーツジムは続かない…でも理想

の体を手に入れたい！そんな悩みを解消すべく『ファイラマッ

スルサプリＨＭＢ』は開発されました。少しでも多くの方々に、

快適な毎日を送ってほしい。という思いのもと、身体に負担を

かけるものを極力省き、ボディメイクに役立つ要素だけを集め

て出来ました。」と記載、並びに「選ばれるには理由がありま

す」及び「アップ系×カット系Ｗ配合 『ファイラマッスルサ

プリＨＭＢ』 ３つのポイント プロテインやダイエットサプ

リを飲んでも筋肉がつくか、痩せるかどちらかだけ。 独学で

サプリを飲み合わせるのも危険が伴い不安。 『ファイラマッ

スルサプリＨＭＢ』が数ある筋肉サプリの中で、“理想の体”

を求める方々に支持されているのにはわけがあるのです。 

『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』ならではのポイントをご紹

介します。 しっかりとお試しいただきたいからこそ、こだわ

りぬいた筋肉サプリです！」 

・「ＰＯＩＮＴ１ 話題のＨＭＢに加え、アスリートも多数摂取

“ＢＣＡＡ”も高配合！ ２種のビルドアップ成分を超凝縮！

プロテインよりボディメイクの実感度アップ！」及び「【ＨＭ

Ｂ】近年、多くの筋肉サプリがこぞって採用しているＨＭＢ。 

必須アミノ酸の一種であるロイシンという成分が、体内で代謝

されてできる物質です。 しかも、ロイシンからわずか５％し

か生成されない貴重な成分で、体内で筋肉の素となるタンパク

質の生成を命令すると同時に、筋肉組織を刺激する事で、ビル

ドアップの活性化、筋トレ後の回復サポートをする働きがあり

ます。」と記載した上で、プロテインシェーカー、本件商品、

ロイシン及びＨＭＢのイラストの画像と共に、「プロテイン」、

「含まれるＨＭＢはわずか５％」、「ファイラマッスルサプリＨ

ＭＢ」及び「プロテイン２０杯相当のＨＭＢを配合！！」と記

載、並びに「【ＢＣＡＡ】有名アスリートが多数摂取している

と話題のＢＣＡＡ。分岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイシ

ン、イソロイシンのアミノ酸総称です。 ヒトが体内で作るこ

とが出来ない必須アミノ酸と呼ばれ、ビルドアップには欠かせ

ないエネルギーの源とされています。」 

・「ＰＯＩＮＴ２ ボディメイクをさらに加速させる、スッキリ

サポート成分！ 自然由来のスッキリ成分を凝縮！ ＨＭＢ

やプロテインだけだと、筋肉はついても痩せなかった…。 そ

んなお声が多い中、ファイラは絶妙なバランスでスッキリ系成

分を配合することで、ビルドアップとスッキリの両立を実現し

ました！」及び「【インディアンデーツ】インディアンデーツ

は、アフリカ原産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整

える民間薬として用いられています。また、余分な摂取をスッ

キリサポートする働きが期待されています。」 

・「ＰＯＩＮＴ３ 自宅で気軽にボディメイク！コスパも抜群！ 

通販サプリだから場所・時間・費用など自分のペースででき

る！ たるんだ体に悩んだとき、まずスポーツジムを思い浮か

べる方も多いかもしれませんが、よく言われるのが『費用が高
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い・通うのが大変・色々と制限があり面倒…』といった点でし

ょうか。 さらに数十万かかっても、満足いく結果を得られな

かった。通わなくなったら、また太ってきた。等の声をよく耳

にします。 その点、ファイラマッスルサプリＨＭＢならサプ

リですので、そんな心配はありません！自分のペースで簡単に

ボディメイクができますし、何より圧倒的に低コストですの

で、気軽にはじめることができます！ファイラマッスルサプリ

ＨＭＢなら毎月のお小遣いでもケアできますね。」と記載の上、

本件商品、スポーツジム、エステサロンの大変さ及び手軽さス

ピードを比較した表において、本件商品について、「大変さ ◎ 

１日４粒飲むだけ」及び「手軽さ スピード ◎ 早い方で１

ヶ月で実感」と記載 

・「トレーニングの結果が出やすい今こそ！ ファイラマッスル

サプリＨＭＢで理想の体へ！」 

・「“オードリー春日さん”も抜群のボディビル体型維持の栄養補

給に『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』をご愛飲」と記載の上、

本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「水さえあれ

ばどこでも飲めるのが良い。 軽いし邪魔にならず、いつどこ

でも飲めるようにバッグに入れている。 筋肉の栄養分ＢＣＡ

ＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成分の『インディアン

デーツ』。 このファイラマッスルサプリＨＭＢで初めて知っ

たのだが、なかなかに良し！」と記載 

・人物の画像と共に、「アップ系×カット系Ｗ配合 『ファイラ

マッスルサプリＨＭＢ』は、多くのお客様に支持される筋肉サ

プリです！」と記載 

・「体型に悩む多くの方に“１０年間”支持され続ける『ファイ

ラマッスルサプリＨＭＢ』は、皆様に理想の体型をお届けしま

す。」 

・「＼お客様からの喜びの声をご紹介します！／」と記載した上

で、人物の上半身の画像と共に、「他とは違う結果重視！ ■

■様／３０歳／満足度★★★★★ これまで色んなサプリや

プロテインを飲んできましたが、他の商品と決定的に違うのが

結果の出方です。今までのトレーニングも実感度が違う！ファ

イラマッスルサプリＨＭＢと出会って、僕の人生は変わりまし

た！続ければ続けるほど確かな成果を得られました。」と記載、

人物の上半身の画像と共に、「旦那と一緒に理想の体型に！ 

■■様／３５歳／満足度★★★★ 筋肉ゴリゴリ！の体型を

目指してはないけど、ある程度は筋肉がある方が、より女性ら

しいラインが作れるかなと思い、旦那と一緒に飲み始めまし

た！軽く運動しながら続けていたら２人とも理想の体型に近

づいてきて、今ではサーフィンなどに挑戦しています♪」と記

載、及び人物の上半身の画像と共に、「トレーニングが楽しい！ 

■■様／４６歳／満足度★★★★★ プロテインを摂って筋

トレしていましたが、途中から成長が見られなくなりました。

ファイラは筋肉増強＋カロリーカットしてくれるので、元々の

筋肉はキープしたまま引き締まり、我ながらイケてる体に大満

足しています。」と記載 

・人物の画像及び本件商品の画像と共に、「理想の体になれない
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と悩み続けた人生は… ファイラマッスルサプリＨＭＢで今

すぐ変えられる！」と記載 

・人物の画像と共に、「理想の体でファッションがキマる！」、「運

動の成果も得られ充実！」及び「異性からスタイルを褒められ

るように！」と記載 

・「だから、理想の体を手に入れたい！ 本気で変わりたいと願

う全ての方におすすめします！」 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 お試しいただく前に

お答えします。」と記載した上で、「Ｑ どんな人でも理想の体

になれるの？ Ａ 大変多くの方に、広くご愛用いただいてお

ります。 ビルドアップしたい方、ダイエット目的の方、その

両方の方など様々な方に広くご愛用いただいております。お薬

ではありませんので、個人差はありますが、正しくお飲みいた

だいている方からは、数日で『変わってきたかも！』と言った

お声も少なくなく、飲用期間が長い方ほど、高いご満足を頂い

ている、リピーターの大変多い人気商品です。」及び「Ｑ オ

ススメの飲み方は？ Ａ 健康的な食事や運動のお供に、毎日

同じタイミングでお飲み下さい。 摂り続けるほど実感度アッ

プが期待できます。１日４粒以上を目安に、毎日、お飲み下さ

い。より早く実感されたい方は、運動前の飲用をオススメして

います。」と記載 

・本件商品の画像及び筋肉質な人物の画像と共に、「ビルドアッ

プ×スッキリで理想の体へ！」及び「１２０粒入り（約１ヵ月

分）」と記載 

・２名の筋肉質な人物の及び本件商品の画像と共に、「理想の体

になりたいアナタへ」及び「アップ系×カット系Ｗ配合 ファ

イラマッスルサプリＨＭＢ」と記載 

少なくとも令和元年

５月１７日 

 

・「あのオードリー春日さんも愛用」、並びに筋肉質な人物及び本

件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢでタル

んだ体にトゥース！」、「１２０粒入り（約１ヶ月分）」、「ＨＭ

Ｂ配合でパワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、

「カット系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ

作用の２層式粒」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、スッキリ成分のインディ

アンデーツと、様々な力を発揮するＨＭＢとＢＣＡＡを厳選

し、安心なＧＭＰ認定工場が管理して国内で製造。結果にこだ

わり安全性にも配慮した当サプリは、１０年近い販売実績を誇

る自信作です。」 

・筋肉質な人物及び円グラフの画像と共に、「９３．６％※の方が

実感しリピートされています！！」と記載 

・「☑ダラしない見た目に諦めモード…」、「☑結果にこだわった

サポートがほしい…」、「☑食事制限してるけど、栄養面が心配

…」及び「☑自信がモテず行動が消極的に」、並びに筋肉質な

人物及び本件商品の画像と共に、「もう悩みたくないあなた

へ」、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「１２０粒入り（約１

ヶ月分）」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「カット系 イ

ンディアンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」

と記載 
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・「そんなあなたに 成功の秘訣をお教えします。」、「それは」及

び「アップ＆カット の両立」 

・筋肉質な人物の画像と共に、「断然効率がいいんです！」、「だ

から！」及び「『超アップ系』×『カット系』 ２大成分をＷ

配合！ さらに！アップ系にＨＭＢを新配合」と記載 

・「ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「アスリートも多数摂取！ ２種のとっ

ておき成分」及び「ＨＭＢ（Ｈｙｄｒｏｘｙ Ｍｅｔｈｙｌ Ｂ

ｕｔｙｒａｔｅ）は、必須アミノ酸の１種であるロイシンとい

う成分が、体内で代謝されてできる物質です。しかも、ロイシ

ンからワズカ５％しか生成されない貴重な成分で、欠かせない

サポートの役割を持ち合わせています。」、並びにプロテインシ

ェーカー、本件商品、ＨＭＢのイラストの画像と共に、「プロ

テインに含まれるＨＭＢはワズカ５％」及び「プロテイン２０

杯相当のＨＭＢを配合！！」と記載、並びに「ＢＣＡＡ（Ｂｒ

ａｎｃｈｅｄ Ｃｈａｉｎ Ａｍｉｎｏ Ａｃｉｄ）は分岐鎖

アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイシン、イソロイシンのアミノ

酸総称です。ヒトが体内で作ることが出来ない必須アミノ酸と

呼ばれ、欠かせないエネルギーの源とされています。」、「自分

で生成できない必須アミノ酸『バリン、ロイシン、イソロイシ

ン』のＢＣＡＡと呼ばれる３つを黄金比で配合！筋タンパク質

中の必須アミノ酸の３５％を占めるＢＣＡＡは、大事な栄養素

となるのです！」及び「理想も夢じゃない！」、並びに筋肉質

な人物の画像及びＢＣＡＡのイラストの画像と共に、「吸収」、

「ＢＣＡＡ 吸収」、「ＨＭＢ＆ＢＣＡＡをダイレクトに吸

収！」及び「しかも、人は分解と合成を常に繰り返し、栄養と

なるアミノ酸は自然と減っていきます。だからこそ、サプリで

手軽に毎日ＨＭＢ＆ＢＣＡＡを摂取すれば、栄養補給も十分可

能に。」と記載 

・「カット系 インディアンデーツ」、「注目のサポート成分」及

び「ＴｉＬ．（Ｔａｍａｒｉｎｄｕｓ ｉｎｄｉｃａ Ｌ．）は

タマリンドまたはインディアンデーツと呼ばれるアフリカ原

産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整えるものとして

用いられています。」 

・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「超

アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「カット系 インディアンデー

ツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラなら シ

ェイカー不要！ いつでもどこでも速攻吸収！」、「サッと出し

て」、「パクッ！」、「水で飲むだけ」、「春日は毎日飲んでるぞ！」

及び「しかも！」と記載、並びに筋肉質な人物及び本件商品の

画像と共に、「手軽！ １日目安 ４粒」、「低カロリー！ １

日約 ５ｋｃａｌ」、「低コスト！ １日約 １７２円」及び「を

実現！！」と記載、並びに筋肉質な人物の画像と共に、「理想

に近づく！」と記載 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「軽いし邪魔

にならず、いつどこでも飲めるようにバッグに入れている。 

栄養分ＢＣＡＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成分の

『インディアンデーツ』。 このファイラマッスルサプリＨＭ
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Ｂで初めて知ったのだが、なかなかに良し！」と記載 

・「多数！喜びの報告が届いています！」と記載した上で、本件

商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「他とは違うこだ

わり！ ■■■■■様（３０歳） これまで色んなサプリやプ

ロテインを飲んできましたが、ファイラはこだわりがほかと違

うのがいいですね。 ジム仲間にも普及していきたいと思いま

す。」と記載、人物の上半身の画像と共に、「■■■様（４６歳） 

プロテインをとってトレーニングしていましたが、途中から成

長が見られなくなりました。ファイラは食事・トレーニングで

足りていない栄養分を補ってくれます。我ながら魅力的だなと

大満足しています。」と記載、及び人物の上半身の画像と共に、

「旦那と一緒にサーフィンも！ ■■様（３５歳） ボディビ

ルダー並を目指してはないけど、ある程度引き締まっているほ

うがより女性らしいラインが作れるかなと思い、旦那と一緒に

飲み始めました！今ではサーフィンなどに挑戦してます♪」と

記載 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ハードな運動や極

端な食事制限は 続かないから失敗する…」、「適度な運動と食

事調整の結果をより効率よく高める アップ＆カットの継続

が 重要」、「だから！」及び「Ｗサポートが期待できる ファ

イラマッスルサプリＨＭＢ」と記載、並びに「さらに」及び「色々

な成分を配合するより成分を厳選した方が」、並びに「１粒あ

たりの成分配合率」と記載のある２つの円グラフと共に、「本

来の力を発揮！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「カット

系 インディアンデーツ」、「しかも」及び「『スッキリ成分』

が配合されているので」と記載、並びに筋肉質な人物の画像と

共に、「効率よく実感しやすい！」と記載、並びに本件商品、

他社のサプリメント、プロテインのボディアップ及びスッキリ

成分を比較した表において、本件商品について、「ボディアッ

プ ◎ ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ 高配合」及び「スッキリ成分 ◎ 

インディアンデーツ 高配合」と記載 

・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢを毎

日に取り入れることで」と記載及び人物の画像を掲載 

・「よくある質問 Ｑ＆Ａ」と記載した上で、「Ａ 個人差もあり

ますが、早い方で１～２ヶ月、平均して４ヶ月前後で実感され

る方が多くいらっしゃいます。より実感いただくために、通勤

でも座らず、立つなど負荷をかけたり、運動を日常生活に取り

入れる事をオススメします。」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢで 今すぐ！」と記載した上

で、筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「１２０

粒入り（約１ヶ月分）」、「ＨＭＢ配合でパワーアップ！」、「超

アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「カット系 インディアンデー

ツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

少なくとも令和元年

７月３日 

 

・２名の筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「理想の体※２

になりたいアナタへ」及び「アップ系×スッキリ系Ｗ配合」と

記載 

・「細マッチョ※お試し 超トク継続コース」 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、ビルドアップ※に力を発揮
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するＨＭＢとＢＣＡＡ、スッキリ成分のインディアンデーツを

厳選し、絶妙なバランスで配合した安心・安全に配慮したサプ

リメントです。」 

・本件商品の画像と共に、「アップ系とスッキリ系の両立で理想

の体※を手に入れた人が続出！」と記載 

・筋肉質な人物の画像及び円グラフの画像と共に、「９３．６％

の方が実感し」と記載 

・「一生、今の体でいるの？」及び「そろそろ卒業して 理想の

体※を 目指しましょう！」、並びに人物の画像と共に、「運動

しても結果が出ない。」、「筋肉をつけて魅力的になりたい。」、

「かと言って、スポーツジム通いは… 時間に余裕がない。 

金銭的に気軽に行けない。」及び「簡単・手軽にその悩みを解

決したくありませんか？」と記載、並びに「理想の体※１を叶え

るヒミツ それは」と記載した上で、人物の画像と共に、「運

動や食事を気を付けているのになかなか理想の体※１に近づか

ない…。」、「プロテインは筋肉はつくけど太った、ダイエット

サプリは痩せたけど筋肉がつかない…。 そんな悲鳴をよく耳

にします。」、「そこで着目したのが『ビルドアップ※２＆スッキ

リの両立』。 運動面と食事面を同時に補助することで、理想

実現※１スピードも格段アップ！」及び「筋肉をつけ代謝を上げ

つつ、余分な摂取をスッキリさせることで、」と記載 

・本件商品の画像と共に、「＼ビルドアップ※×スッキリの両立！

／」、「『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』」、「アップ系 ＨＭＢ

＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ３，０００ｍ

ｇ」、「Ｗ配合」、「１２０粒入り（約１ヶ月分）」及び「スポー

ツジムは続かない…でも理想の体※１を手に入れたい！」と記

載 

・本件商品の画像と共に、「選ばれるには理由があります」、「ア

ップ系×スッキリ系Ｗ配合」、「『ファイラマッスルサプリＨＭ

Ｂ』」、「３つのポイント」、「プロテインやダイエットサプリを

飲んでも筋肉がつくか、痩せるかどちらかだけ。 独学でサプ

リを飲み合わせるのも危険が伴い不安。」、「『ファイラマッスル

サプリＨＭＢ』が数ある筋肉サプリ※１の中で、“理想の体”※２

を求める方々に支持されているのにはわけがあるのです。」及

び「『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』ならではのポイントを

ご紹介します。 しっかりとお試しいただきたいからこそ、こ

だわりぬいた筋肉サプリ※１です！」と記載 

・「２種のビルドアップ※１成分を超凝縮！ プロテインよりボデ

ィメイク※２の実感度アップ！」、「【ＨＭＢ】 近年、多くの筋

肉サプリ※がこぞって採用しているＨＭＢ。必須アミノ酸の一

種であるロイシンという成分が、体内で代謝されてできる物質

です。 しかも、ロイシンからわずか５％しか生成されない貴

重な成分で、体内で筋肉の素となるタンパク質の生成を命令す

ると同時に、筋肉組織を刺激する事で、ビルドアップ※の活性

化、筋トレ後の回復サポートをする働きがあります。」及び「【Ｂ

ＣＡＡ】 有名アスリートが多数摂取していると話題のＢＣＡ

Ａ。 分岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイシン、イソロイ

シンのアミノ酸総称です。 ヒトが体内で作ることが出来ない
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必須アミノ酸と呼ばれ、ビルドアップ※には欠かせないエネル

ギーの源とされています。」 

・「ＰＯＩＮＴ２」、「ボディメイク※１をさらに加速させる、スッ

キリサポート※２成分！」、「自然由来のスッキリ成分を凝

縮！」、「ＨＭＢやプロテインだけだと、筋肉はついても痩せな

かった…。 そんなお声が多い中、ファイラは絶妙なバランス

でスッキリ系成分を配合することで、ビルドアップとスッキリ

の両立を実現しました！※」及び「【インディアンデーツ】 イ

ンディアンデーツは、アフリカ原産の天然植物です。」 

・「ＰＯＩＮＴ３」、「自宅で気軽にボディメイク※！コスパも抜

群！」、「通販サプリだから場所・時間・費用など自分のペース

でできる！」、「その点、ファイラマッスルサプリＨＭＢならサ

プリですので、そんな心配はありません！自分のペースで簡単

にボディメイク※ができますし、何より圧倒的に低コストです

ので、気軽にはじめることができます！ファイラマッスルサプ

リＨＭＢなら毎月のお小遣いでもケアできますね。」と記載の

上、本件商品、スポーツジム、エステサロンの大変さ及び手軽

さスピードを比較した表において、本件商品について、「大変

さ ◎ １日４粒飲むだけ」及び「手軽さ スピード ◎ 早

い方で１ヶ月で実感」と記載 

・筋肉質な人物の画像と共に、「アップ系×スッキリ系Ｗ配合『フ

ァイラマッスルサプリＨＭＢ』は、多くのお客様に支持される

筋肉サプリ※２です！」と記載 

・「不満な体に悩む多くの方に“１０年間”支持され続ける『フ

ァイラマッスルサプリＨＭＢ』は、皆様に理想の体※をお届け

します。 この数字が、お客様評価の何よりの証！」 

・「＼お客様からの喜びの声をご紹介します！／」と記載した上

で、人物の上半身の画像と共に、「他とは違う実感重視！ ■

■様／３０歳／満足度★★★★★」と記載、人物の上半身の画

像と共に、「旦那と理想に近づいた！ ■■様／３５歳／満足

度★★★★ 筋肉ゴリゴリ！の体型を目指してはないけど、あ

る程度は筋肉がある方が、より女性らしいラインが作れるかな

と思い、運動のお供に旦那と一緒に飲み始めました！何もして

なかった頃と比べ、続けていたら２人とも理想に近づいてき

て、今ではサーフィンなどに挑戦しています♪」と記載、及び

「トレーニングが楽しい！ ■■様／４６歳／満足度★★★

★★ プロテインを摂って筋トレしていましたが、途中から成

長が見られなくなりモチベーションが下がってました。ファイ

ラはアップ系とスッキリ系が両方入ってる！気持ち新たに筋

トレを再開し、バルクはキープしたまま引き締め、我ながらイ

ケてる体に大満足しています。」と記載 

・人物の画像と共に、「理想の体※１でファッションがキマる！」

及び「運動の成果も得られ充実！」 

・「理想の体※１を手に入れたい！ 本気で変わりたいと願う※２

全ての方におすすめします！」 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 お試しいただく前に

お答えします。」と記載した上で、「Ｑ どんな人でも理想の体
※になれるの？ Ａ 大変多くの方に、広くご愛用」、「正しく
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お飲みいただいている方からは、数日で『変わってきたかも！』
※２と言ったお声も少なくなく、飲用期間が長い方ほど、高いご

満足を頂いている、リピーターの大変多い人気商品です。」及

び「Ｑ オススメの飲み方は？ Ａ 健康的な食事や運動のお

供に、毎日同じタイミングでお飲み下さい。 摂り続けるほど

実感度アップが期待できます。１日４粒以上を目安に、毎日、

お飲み下さい。より早く実感されたい方は、運動前の飲用をオ

ススメしています。」と記載 

・筋肉質な人物の画像と共に、「女性にも大好評！」及び「アッ

プ系×スッキリ系Ｗ配合 ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と

記載 

少なくとも令和元年

８月１９日 

 

・「あのオードリー春日さんも愛用」、並びに筋肉質な人物及び本

件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢでタル

んだ体にトゥース！」、「栄養機能食品 ビタミンＢ２」、「ＨＭ

Ｂ配合でパワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、

「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ

作用の２層式粒」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、スッキリ成分のインディ

アンデーツと、様々な力を発揮するＨＭＢとＢＣＡＡを厳選

し、安心なＧＭＰ認定工場が管理して国内で製造。結果にこだ

わり安全性にも配慮した当サプリは、１０年近い販売実績を誇

る自信作です。」 

・筋肉質な人物及び円グラフの画像と共に、「９３．６％※の方が

実感しリピートされています！！」と記載 

・「こんな思いしていませんか？」、「☑ダラしない見た目に諦め

モード…」、「☑結果にこだわったサポートがほしい…」、「☑食

事制限してるけど、栄養面が心配…」及び「☑自信がモテず行

動が消極的に」、並びに筋肉質な人物及び本件商品の画像と共

に、「もう悩みたくないあなたへ」と記載、並びに本件商品の

画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「超アップ系 

ＨＭＢ ＆ ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ 

３，０００ｍｇ」、「Ｗ作用の２層式粒」及び「１２０粒入り（約

１ヶ月分）」と記載 

・「理想に近づきたい！ そんなあなたに 成功の秘訣をお教え

します。」、「それは」及び「アップ＆スッキリ の両立」 

・筋肉質な人物の画像と共に、「プロテインを飲むより断然効率

がいいんです！」、「だから！」及び「『超アップ系』×『スッ

キリ系』 ２大成分をＷ配合！ さらに！アップ系にＨＭＢを

新配合」と記載 

・「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「アスリートも多数摂取！ 

２種のとっておき成分」及び「ＨＭＢ（Ｈｙｄｒｏｘｙ Ｍｅ

ｔｈｙｌ Ｂｕｔｙｒａｔｅ）は、必須アミノ酸の１種である

ロイシンという成分が、体内で代謝されてできる物質です。し

かも、ロイシンからワズカ５％しか生成されない貴重な成分

で、欠かせないサポートの役割を持ち合わせています。」、並び

にプロテインシェーカー、本件商品、ロイシン及びＨＭＢのイ

ラストの画像と共に、「プロテインに含まれるＨＭＢはワズカ

５％」及び「プロテイン２０杯相当のＨＭＢを配合！！」と記
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載、並びに「ＢＣＡＡ（Ｂｒａｎｃｈｅｄ Ｃｈａｉｎ Ａｍ

ｉｎｏ Ａｃｉｄ）は分岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイ

シン、イソロイシンのアミノ酸総称です。ヒトが体内で作るこ

とが出来ない必須アミノ酸と呼ばれ、欠かせないエネルギーの

源とされています。」、「自分で生成できない必須アミノ酸『バ

リン、ロイシン、イソロイシン』のＢＣＡＡと呼ばれる３つを

黄金比で配合！筋タンパク質中の必須アミノ酸の３５％を占

めるＢＣＡＡは、大事な栄養素となるのです！」及び「理想も

夢じゃない！」、並びに筋肉質な人物の画像並びにＨＭＢ及び

ＢＣＡＡのイラストの画像と共に、「ＨＭＢ 吸収」、「ＢＣＡ

Ａ 吸収」、「ＨＭＢ＆ＢＣＡＡをダイレクトに吸収！」及び「し

かも、人は分解と合成を常に繰り返し、栄養となるアミノ酸は

自然と減っていきます。だからこそ、サプリで手軽に毎日ＨＭ

Ｂ＆ＢＣＡＡを摂取すれば、栄養補給も十分可能に。」と記載 

・「スッキリ系 インディアンデーツ」、「注目のサポート成分」

及び「ＴｉＬ．（Ｔａｍａｒｉｎｄｕｓ ｉｎｄｉｃａ Ｌ．）

はタマリンドまたはインディアンデーツと呼ばれるアフリカ

原産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整えるものとし

て用いられています。」 

・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「超

アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデ

ーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

・筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「ファイラな

ら シェイカー不要！ いつでもどこでも速攻吸収！」、「サッ

と出して」、「パクッ！」、「水で飲むだけ」、「超手軽！ 春日は

毎日飲んでるぞ！」及び「しかも！」と記載、並びに筋肉質な

人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨ

ＭＢなら」、「手軽！ １日目安 ４粒」、「低カロリー！ １日

約 ５ｋｃａｌ」、「低コスト！ １日約 １６０円（税抜）」

及び「を実現！！」と記載、並びに筋肉質な人物の画像と共に、

「Ｗ作用で理想に近づく！」と記載 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「オードリー

春日さんもファイラマッスルサプリＨＭＢを大絶賛！」及び

「軽いし邪魔にならず、いつどこでも飲めるようにバッグに入

れている。 ＢＣＡＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成

分の『インディアンデーツ』。 このファイラマッスルサプリ

ＨＭＢで初めて知ったのだが、なかなかに良し！」と記載 

・「多数！喜びの報告が届いています！」と記載した上で、本件

商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「他とは違うこだ

わり！ ■■■■■様（３０歳） これまで色んなサプリやプ

ロテインを飲んできましたが、ファイラはこだわりがほかと違

うのがいいですね。 ジム仲間にも普及していきたいと思いま

す。」と記載、人物の上半身の画像と共に、「トレーニングが楽

しい！ ■■■様（４６歳） プロテインをとってトレーニン

グしていましたが、途中から成長が見られなくなりました。フ

ァイラは食事・トレーニングで足りていない栄養分を補ってく

れます。我ながら魅力的だなと大満足しています。」と記載、

及び人物の上半身の画像と共に、「旦那と一緒にサーフィン
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も！ ■■様（３５歳） ボディビルダー並を目指してはない

けど、ある程度引き締まっているほうがより女性らしいライン

が作れるかなと思い、旦那と一緒に飲み始めました！今ではサ

ーフィンなどに挑戦してます♪」と記載 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ハードな運動や極

端な食事制限は 続かないから失敗する…」、「そうならない為

には」、「適度な運動と食事調整の結果をより効率よく高める 

アップ＆スッキリの継続が 重要」、「だから！」及び「Ｗサポ

ートが期待できる ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と記載、

並びに「さらに」及び「１粒のサプリの中に色々な成分を配合

するより成分を厳選した方が」、並びに「１粒あたりの成分配

合率」と記載のある２つの円グラフと共に、「１粒あたりにお

ける本来の力を発揮！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、

「スッキリ系 インディアンデーツ」、「しかも」及び「プロテ

インと違い『スッキリ成分』が配合されているので」と記載、

並びに筋肉質な人物の画像と共に、「効率よく実感しやすい！」

とと記載、並びに本件商品、他社サプリメント、プロテインの

ボディアップ及びスッキリ成分を比較した表において、本件商

品について、「ボディアップ※ ◎ ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ 高配

合」及び「スッキリ成分 ◎ インディアンデーツ 高配合」

と記載 

・本件商品の画像及び人物の画像と共に、「ファイラマッスルサ

プリＨＭＢを毎日に取り入れることで」、「ファッションがキマ

る！」、「だから 本気で理想に近づきたい あなたには 断然

オススメ！」及び「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と記載 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 Ｑ＆Ａ」と記載した

上で、「Ａ 個人差もありますが、早い方で１～２ヶ月、平均

して４ヶ月前後で実感される方が多くいらっしゃいます。より

実感いただくために、通勤でも座らず、立つなど負荷をかけた

り、運動を日常生活に取り入れる事をオススメします。」と記

載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢで 今すぐ！」と記載した上

で、筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「タルんだ体に

トゥース！」、「栄養機能食品 ビタミンＢ２」、「ＨＭＢ配合で

パワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキ

リ系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の

２層式粒」と記載 

少なくとも令和元年

９月１９日 

 

・「あのオードリー春日さんも愛用」、並びに筋肉質な人物の画像

及び本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ

でタルんだ体にトゥース！」、「栄養機能食品 ビタミンＢ２」、

「ＨＭＢ配合でパワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣ

ＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」

及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、スッキリ成分のインディ

アンデーツと、様々な力を発揮するＨＭＢとＢＣＡＡを厳選

し、安心なＧＭＰ認定工場が管理して国内で製造。結果にこだ

わり安全性にも配慮した当サプリは、１０年近い販売実績を誇

る自信作です。」 
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・筋肉質な人物及び円グラフの画像と共に、「９３．６％※の方が

実感しリピートされています！！」と記載 

・「こんな思いしていませんか？」、「☑ダラしない見た目に諦め

モード…」、「☑結果にこだわったサポートがほしい…」、「☑食

事制限してるけど、栄養面が心配…」及び「☑自信がモテず行

動が消極的になりやすい…」並びに筋肉質な人物の画像と共

に、「もう悩みたくないあなたへ」並びに本件商品の画像と共

に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「超アップ系 ＨＭＢ

＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０００

ｍｇ」、「Ｗ作用の２層式粒」及び「１２０粒入り（約１ヶ月分）」

と記載 

・「理想に近づきたい！ そんなあなたに 成功の秘訣をお教え

します。」、「それは」及び「アップ＆スッキリ の両立」 

・筋肉質な人物の画像と共に、「プロテインを飲むより断然効率

がいいんです！」、「だから！」及び「『超アップ系』×『スッ

キリ系』 ２大成分をＷ配合！ さらに！アップ系にＨＭＢを

新配合」と記載 

・「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「アスリートも多数摂取！ 

２種のとっておき成分」及び「ＨＭＢ（Ｈｙｄｒｏｘｙ Ｍｅ

ｔｈｙｌ Ｂｕｔｙｒａｔｅ）は、必須アミノ酸の１種である

ロイシンという成分が、体内で代謝されてできる物質です。し

かも、ロイシンからワズカ５％しか生成されない貴重な成分

で、欠かせないサポートの役割を持ち合わせています。」並び

にプロテインシェーカー、本件商品、ロイシン及びＨＭＢのイ

ラストの画像と共に、「プロテインに含まれるＨＭＢはワズカ

５％」、「ファイラマッスルサプリＨＭＢは」及び「プロテイン

２０杯相当のＨＭＢを配合！！」と記載、並びに「ＢＣＡＡ（Ｂ

ｒａｎｃｈｅｄ Ｃｈａｉｎ Ａｍｉｎｏ Ａｃｉｄ）は、分

岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイシン、イソロイシンのア

ミノ酸総称です。ヒトが体内で作ることが出来ない必須アミノ

酸と呼ばれ、欠かせないエネルギーの源とされています。」、「こ

のアミノ酸は、必須アミノ酸（自分で製造できない）と非必須

アミノ酸（自己製造できる）に分かれます。自分で生成できな

い必須アミノ酸『バリン、ロイシン、イソロイシン』のＢＣＡ

Ａと呼ばれる３つを黄金比で配合！筋タンパク質中の必須ア

ミノ酸の３５％を占めるＢＣＡＡは、大事な栄養素となるので

す！」及び「理想も夢じゃない！」、並びに筋肉質な人物の画

像並びにＨＭＢ及びＢＣＡＡのイラストの画像と共に、「ＨＭ

Ｂ 吸収」、「ＢＣＡＡ 吸収」、「ＨＭＢ＆ＢＣＡＡをダイレク

トに吸収！」及び「しかも、人は分解と合成を常に繰り返し、

栄養となるアミノ酸は自然と減っていきます。だからこそ、サ

プリで手軽に毎日ＨＭＢ＆ＢＣＡＡを摂取すれば、栄養補給も

十分可能に。」と記載 

・「スッキリ系 インディアンデーツ」、「注目のサポート成分」

及び「ＴｉＬ．（Ｔａｍａｒｉｎｄｕｓ ｉｎｄｉｃａ Ｌ．）

はタマリンドまたはインディアンデーツと呼ばれるアフリカ

原産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整えるものとし

て用いられています。」 
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・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「超

アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデ

ーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

・筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「ファイラな

ら シェイカー不要！ いつでもどこでも速攻吸収！」、「サッ

と出して」、「パクッ！」、「水で飲むだけ」、「超手軽！ 春日は

毎日飲んでるぞ！」及び「しかも！」と記載、並びに筋肉質な

人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨ

ＭＢなら」、「手軽！ １日目安 ４粒」、「低カロリー！ １日

約 ５ｋｃａｌ」、「低コスト！ １日約 １６０円（税抜）」

及び「を実現！！」と記載、並びに筋肉質な人物の画像と共に、

「Ｗ作用で理想に近づく！」と記載 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「オードリー

春日さんもファイラマッスルサプリＨＭＢを大絶賛！」及び

「水さえあればどこでも飲めるのが良い。 軽いし邪魔になら

ず、いつどこでも飲めるようにバッグに入れている。 ＢＣＡ

ＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成分の『インディアン

デーツ』。 このファイラマッスルサプリＨＭＢで初めて知っ

たのだが、なかなかに良し！」と記載 

・「ファイラ成功者からも 多数！喜びの報告が届いていま

す！」と記載した上で、本件商品を手にした筋肉質な人物の上

半身の画像と共に、「他とは違うこだわり！ ■■■■■様（３

０歳） これまで色んなサプリやプロテインを飲んできました

が、ファイラはこだわりがほかと違うのがいいですね。 ジム

仲間にも普及していきたいと思います。」と記載、人物の上半

身の画像と共に、「トレーニングが楽しい！ ■■■様（４６

歳） プロテインをとってトレーニングしていましたが、途中

から成長が見られなくなりました。ファイラは食事・トレーニ

ングで足りていない栄養分を補ってくれます。我ながら魅力的

だなと大満足しています。」と記載、並びに人物の上半身の画

像と共に、「旦那と一緒にサーフィンも！ ■■様（３５歳） 

ボディビルダー並を目指してはないけど、ある程度引き締まっ

ているほうがより女性らしいラインが作れるかなと思い、運動

のお供に旦那と一緒に飲み始めました！今ではサーフィンな

どに挑戦してます♪」と記載 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ハードな運動や極

端な食事制限は 続かないから失敗する…」、「そうならない為

には」、「適度な運動と食事調整の結果をより効率よく高める 

アップ＆スッキリの継続が 重要」、「だから！」及び「アップ

＆スッキリのＷサポートが期待できる ファイラマッスルサ

プリＨＭＢ」と記載、並びに「さらに」及び「１粒のサプリの

中に色々な成分を配合するより成分を厳選した方が」、並びに

「１粒あたりの成分配合率」と記載のある２つの円グラフと共

に、「１粒あたりにおける本来の力を発揮！」、「超アップ系 Ｈ

ＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ」、「しか

も」及び「プロテインと違い『スッキリ成分』が配合されてい

るので」と記載、並びに筋肉質な人物の画像と共に、「効率よ

く実感しやすい！」と記載、並びに本件商品、他社サプリメン



16 

ト及びプロテインのボディアップ及びスッキリ成分を比較し

た表において、本件商品について、「ボディアップ※ ◎ ＨＭ

Ｂ＆ＢＣＡＡ 高配合」及び「スッキリ成分 ◎ インディア

ンデーツ 高配合」と記載 

・本件商品の画像及び人物の画像と共に、「ファイラマッスルサ

プリＨＭＢを毎日に取り入れることで」、「ファッションがキマ

る！」、「スーツ姿も色気がｼ益れる！」及び「自然と女性を惹き

付ける！」と記載、並びに「だから 本気で理想に近づきたい 

あなたには 断然オススメ！」及び「ファイラマッスルサプリ

ＨＭＢ」 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 Ｑ＆Ａ」と記載した

上で、「Ｑ どれくらいで実感しますか？」及び「Ａ 個人差

もありますが、早い方で１～２ヶ月、平均して４ヶ月前後で実

感される方が多くいらっしゃいます。より実感いただくため

に、通勤でも座らず、立つなど負荷をかけたり、運動を日常生

活に取り入れる事をオススメします。」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢで 今すぐ！」と記載した上

で、筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「タルん

だ体にトゥース！」、「栄養機能食品 ビタミンＢ２」、「ＨＭＢ

配合でパワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、

「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ

作用の２層式粒」と記載 

少なくとも令和元年

９月３０日、同年１０

月 １０日及び同月 

２３日並びに遅くと

も令和２年１月２８

日から同年２月２５

日までの間 

（別紙） 

・「あのオードリー春日さんも愛用」、並びに筋肉質な人物及び本

件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢでタル

んだ体にトゥース！」、「１２０粒入り（約１ヶ月分）」、「栄養

機能食品 ビタミンＢ２」、「ＨＭＢ配合でパワーアップ！」、

「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディア

ンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、スッキリ成分のインディ

アンデーツと、ボディアップ※に力を発揮するＨＭＢとＢＣＡ

Ａを厳選し、安心なＧＭＰ認定工場が管理して国内で製造。結

果にこだわり安全性にも配慮した当サプリは、１０年近い販売

実績を誇る自信作です。」 

・筋肉質な人物及び円グラフの画像と共に、「９３．６％※の方が

実感しリピートされています！！」と記載 

・「こんな思いしていませんか？」、「☑ダラしない見た目に諦め

モード…」、「☑ガリガリでたくましさが足りない…」、「☑プロ

テインを使っても満足できない…」、「☑運動してもなかなか理

想に近づかない…」及び「☑自信がモテず行動が消極的になり

やすい…」と記載した上で、筋力トレーニングをする人物及び

筋肉質な人物の画像と共に、「今すぐ解決したいけど…」、「忙

しくてジムに通う時間がない」、「トレーニングをやっても続か

ない」、「プロテインを飲んでも理想のスタイル※になれない」

及び「もう悩みたくないあなたへ」と記載、並びに本件商品の

画像と共に、「いつでもラクラク ＼ボディメイク※×スッキ

リ！！／」、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「超アップ系 

ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ ３，

０００ｍｇ」、「Ｗ作用の２層式粒」及び「１２０粒入り（約１
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ヶ月分）」と記載 

・「スッキリボディ※を目指すあなたに成功の秘訣をお教えしま

す。」、「それは」、「隠れた逞しさを表に出す！」及び「ボディ

メイク※＆スッキリの両立」と記載した上で、肥満体の人物及

び筋肉質な人物の合成画像を掲載 

・筋肉質な人物の画像と共に、「プロテインを飲むより断然効率

がいいんです！」、「だから！」及び「『超アップ系』×『スッ

キリ系』 さらに！アップ系にＨＭＢを新配合」と記載 

・「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「アスリートも多数摂取！ 

２種のボディメイク※成分」及び「ＨＭＢ（Ｈｙｄｒｏｘｙ Ｍ

ｅｔｈｙｌ Ｂｕｔｙｒａｔｅ）は、必須アミノ酸の１種であ

るロイシンという成分が、体内で代謝されてできる物質です。

しかも、ロイシンからワズカ５％しか生成されない貴重な成分

で、ボディメイク※に欠かせないサポートの役割を持ち合わせ

ると同時に、運動によりカラダに刺激を与える事で、ボディメ

イク※の活発化、運動後の回復サポートをする働きがあるとさ

れています。」、並びにプロテインシェーカー、本件商品、ロイ

シン及びＨＭＢのイラストの画像と共に、「プロテインに含ま

れるＨＭＢはワズカ５％」、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ

は」及び「プロテイン２０杯相当のＨＭＢを配合！！」と記載、

「ＢＣＡＡ（Ｂｒａｎｃｈｅｄ Ｃｈａｉｎ Ａｍｉｎｏ Ａ

ｃｉｄ）は分岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイシン、イソ

ロイシンのアミノ酸総称です。ヒトが体内で作ることが出来な

い必須アミノ酸と呼ばれ、欠かせないエネルギーの源とされて

います。」、「このアミノ酸は、必須アミノ酸（自分で製造でき

ない）と非必須アミノ酸（自己製造できる）に分かれます。自

分で生成できない必須アミノ酸『バリン、ロイシン、イソロイ

シン』のＢＣＡＡと呼ばれる３つを黄金比で配合！筋タンパク

質中の必須アミノ酸の３５％を占めるＢＣＡＡは、ボディメイ

ク※にとって大事な栄養素となるのです！」及び「運動の効率

がスピードアップして理想のボディメイク※も夢じゃない！」

と記載、並びに筋肉質な人物の画像並びにＨＭＢ及びＢＣＡＡ

のイラストの画像と共に、「ＨＭＢ 吸収」、「ＢＣＡＡ 吸収」、

「ＨＭＢ＆ＢＣＡＡをダイレクトに吸収！」及び「しかも、人

は分解と合成を常に繰り返し、栄養となるアミノ酸は自然と減

っていきます。だからこそ、サプリで手軽に毎日ＨＭＢ＆ＢＣ

ＡＡを摂取すれば、栄養補給も十分可能に。」と記載 

・「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」、「ダイ

エッターも注目！スッキリサポート※成分」及び「ＴｉＬ．（Ｔ

ａｍａｒｉｎｄｕｓ ｉｎｄｉｃａ Ｌ．）はタマリンドまた

はインディアンデーツと呼ばれるアフリカ原産の天然植物で

す。現地では乱れた食生活を整えるものとして用いられていま

す。また、余分な摂取をスッキリサポート※する働きが期待さ

れています。」 

・本件商品の画像と共に、「いつでもラクラク ＼ボディメイク
※×スッキリ！！／」、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「超

アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデ

ーツ ３，０００ｍｇ」、「Ｗ作用の２層式粒」及び「１２０粒
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入り（約１ヶ月分）」と記載 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラなら シ

ェイカー不要！ いつでもどこでも速攻吸収！」、「サッと出し

て」、「パクッ！」、「水で飲むだけ」、「超手軽！ 春日は運動で

きない日も毎日飲んでるぞ！」、「スッキリとボディメイク※を

同時にＷサポート！」及び「しかも！」と記載、並びに筋肉質

な人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリ

ＨＭＢなら」、「手軽！ １日目安 ４粒」、「低カロリー！ １

日約 ５ｋｃａｌ」、「低コスト！ １日約 １６０円（税抜）」

及び「を実現！！」と記載、並びに筋肉質な人物の画像と共に、

「Ｗ作用でラクして早く激モテＢＯＤＹを目指せる！」と記載 

・「オードリー春日さんもファイラマッスルサプリＨＭＢを大絶

賛！」と記載の上、本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と

共に、「水さえあればどこでも飲めるのが良い。 軽いし邪魔

にならず、いつどこでも飲めるようにバッグに入れている。 

栄養分ＢＣＡＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成分の

『インディアンデーツ』。 このファイラマッスルサプリＨＭ

Ｂで初めて知ったのだが、なかなかに良し！」と記載 

・「自慢のボディを手に入れた成功者からも 多数！喜びの報告

が届いています！」と記載した上で、本件商品を手にした筋肉

質な人物の上半身の画像と共に、「他とは違う実感重視！ ■

■■■■様（３０歳） これまで色んなサプリやプロテインを

飲んできましたが、他の商品とは『飲んでるな！』という実感

が決定的に違います。今までのトレーニングも満足度が上がり

ました！ファイラマッスルサプリＨＭＢと出会って、僕の人生

は変わりました！続ければ続けるほど確かな達成感を得られ

ました。」と記載、人物の上半身の画像と共に、「おどろくほど

スッキリ♪ ■■■■■様（４３歳） 昔は何もしなくても勝

手に体重が変動してたけど、年齢を重ねるごとにお肉がどんど

ん蓄積されていく一方…。この頑固なお肉をどうにかするには

パワーがあるやつを！（笑）と思い、ファイラを購入しました。

今では、おどろくほどスッキリしています！」と記載、人物の

上半身の画像と共に、「トレーニングが楽しい！ ■■■様（４

６歳） プロテインを摂って筋トレをしていましたが、途中か

ら成長が見られなくなりモチベーションが下がってました。フ

ァイラはアップ系とスッキリ系が両方入ってる！気持ち新た

に筋トレを再開し、バルクはキープしたまま引き締め、我なが

らイケてる体に大満足しています。」と記載、及び「旦那と理

想に近づいた！ ■■様（３５歳） マッチョな体型を目指し

てはないけど、ある程度引き締まっているほうがより女性らし

いラインが作れるかなと思い、運動のお供に旦那と一緒に飲み

始めました！何もしなかった頃と比べ、続けていたら２人とも

理想に近づいてきて、今ではサーフィンなどに挑戦しています

♪」と記載 

・筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「ハードな運

動や極端な食事制限は 続かないから失敗する…」、「そうなら

ない為には」、「適度な運動と食事調整の結果をより効率よく高

める アップ＆スッキリの継続が 重要」、「だから！」及び「ア
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ップ＆スッキリのＷサポートが期待できる ファイラマッス

ルサプリＨＭＢ」と記載、並びに「１粒のサプリの中に色々な

成分を配合するより成分を厳選した方が」と記載し、「１粒あ

たりの成分配合率」と記載のある２つの円グラフ及び本件商品

の画像と共に、「１粒あたりにおける本来の力を発揮！」、「超

アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデ

ーツ」、「しかも」及び「プロテインと違い『スッキリ成分』が

配合されているので」と記載、並びに筋肉質な人物の画像と共

に、「効率よく実感しやすい！」と記載、並びに本件商品、他

社サプリメント、プロテインのボディアップ及びスッキリ成分

を比較した表において、本件商品について、「ボディアップ※ 

◎ ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ 高配合」及び「スッキリ成分 ◎ イ

ンディアンデーツ 高配合」と記載 

・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢを毎

日に取り入れることで」と記載した上で、人物の画像と共に、

「ファッションがキマる！」、「スーツ姿も色気がｼ益れる！」及

び「自然と女性を惹き付ける！」と記載、並びに「だから 本

気でモテＢＯＤＹを 目指す方には 断然オススメ！」及び

「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と記載 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 Ｑ＆Ａ」と記載した

上で、「Ｑ どれくらいで実感しますか？」及び「Ａ 個人差

もありますが、早い方で１～２ヶ月、平均して４ヶ月前後で実

感される方が多くいらっしゃいます。早期に変化が現れた方も

リバウンド防止も兼ね、半年間はご使用頂くことをオススメし

ます。より早く実感されたい方は、通勤でも座らず、立つなど

カラダへの負担や運動を日常生活に取り入れる事をオススメ

します。」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢで 今すぐ！」と記載した上

で、筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「タルん

だ体にトゥース！」、「１２０粒入り（約１ヶ月分）」、「栄養機

能食品 ビタミンＢ２」、「ＨＭＢ配合でパワーアップ！」、「超

アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデ

ーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 
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別表２ 

 

表示期間 表示内容 

少なくとも平成３１年４月１０日 

 

・「※適度な食事と運動後の一例の個人の感想で

結果には個人差がございます。」 

少なくとも令和元年５月１７日 

 

・「※適度な食事と運動後の一例の個人の感想で

結果には個人差がございます。」 

少なくとも令和元年７月３日 

 

・「※適度な運動と食事管理の補助として使用し

た一例で感想・結果には個人差があります。」 

少なくとも令和元年８月１９日 

 

・「※適度な運動と食事管理の補助として使用し

た一例で感想・結果には個人差があります。」 

少なくとも令和元年９月１９日 

 

・「※適度な運動と食事管理の補助として使用し

た一例で感想・結果には個人差があります。」 

少なくとも令和元年９月３０日、同年

１０月１０日及び同月２３日並びに

遅くとも令和２年１月２８日から同

年２月２５日までの間 

（別紙） 

・「※適度な運動と食事管理の補助として使用し

た一例で感想・結果には個人差があります。」 
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別表３ 

 

表示期間 
表示内容 

打消しの対象となる表示 対応する打消し表示 

少なくとも令和元年

７月３日 

 

・「理想の体※２」 ・「※２健康的で美しい体」 

・「細マッチョ※」 ・「※細マッチョを目指した運

動・食事管理への栄養補給」 

・「ビルドアップ※」 ・「※筋トレ後の栄養補給」 

・「理想の体※」 ・「※健康的で美しい体」 

・「理想の体※１」及び「理想実現
※１」 

・「※１健康的で美しい体」 

・「ビルドアップ※２」 ・「※２筋トレ後の栄養補給」 

・「筋肉サプリ※１」 ・「※１筋トレ後の栄養補給」 

・「“理想の体”※２」 ・「※２健康的で美しい体」 

・「２種のビルドアップ※１成分」 ・「※１筋トレ後の栄養補給」 

・「プロテインよりボディメイク
※２の実感度アップ！」 

・「※２健康体構築」 

・「ビルドアップ※」 ・「※筋トレ後の栄養補給」 

・「ボディメイク※１」 ・「※１健康体構築」 

・「スッキリサポート※２」 ・「※２運動・食事管理への栄養

補給」 

・「ビルドアップとスッキリの両

立を実現しました！※」 

・「※運動・食事管理、両面への

栄養補給」 

・「ボディメイク※」 ・「※健康体構築」 

・「ボディメイク※」 ・「※健康体構築」 

・「筋肉サプリ※２」 ・「※２筋トレ後の栄養補給」 

・「本気で変わりたいと願う※２」 ・「※２本品をキッカケに運動・

食事管理を行った結果」 

・「正しくお飲みいただいている

方からは、数日で『変わってき

たかも！』※２と言ったお声も

少なくなく」 

・「※２運動・食事管理・栄養補

給により」 

少なくとも令和元年

８月１９日 

 

・「ボディアップ※」 ・「※トレーニング後の栄養補

給」 

少なくとも令和元年

９月１９日 

 

・「ボディアップ※」 ・「※トレーニング後の栄養補

給」 

少なくとも令和元年

９月３０日、同年 

１０月１０日及び同

月２３日並びに遅く

とも令和２年１月 

２８日から同年２月

２５日までの間 

（別紙） 

・「理想のスタイル※」 ・「※健康的で美しい体」 

・「ボディメイク※」 ・「※健康体構築」 

・「スッキリボディ※」 ・「※健康的で美しい体」 

・「隠れた逞しさを表に出す！ボ

ディメイク※＆スッキリの両

立」と記載した上で表示され

ている人物の合成画像 

・「※画像はイメージです」 

・「スッキリサポート※」 ・「※運動・食事管理への栄養補
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給」 

・「ボディメイク※」 ・「※健康体構築」 

・「ボディアップ※」 ・「※筋トレ後の栄養補給」 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 

 （不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、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し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

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つて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反

する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び

行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要

な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に

おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

２ （省略） 

（参考１）
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 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条

第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ

の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告

をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若

しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を

行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。  

２～３ （省略） 

 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費

者庁長官に委任する。 

２～１１ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 
（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三

条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、

第五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及

び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項

において準用する場合を含む。）の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（参考２） 

 

（参考２） 

 

（参考２） 

 

景
品
表
示
法 

第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（５条１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（５条２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（７条２項） 

 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容（効果、

性能）に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある

場合に、期間を定めて、事業者に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ることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、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 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

①商品・サービス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 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（５条３号） 

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより

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 
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消 表 対 第 ３ ６ ２ 号 

令 和 ２ 年 ３ 月 ６ 日 

 

 

株式会社エムアンドエム 

代表取締役 帆足 拓馬 殿 

 

消費者庁長官 伊藤 明子 

（公印省略） 

 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

 

貴社は、貴社が供給する「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と称する食品（以下「本件商

品」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４

号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当す

る不当な表示を行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

(1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、

例えば、少なくとも平成３１年４月１０日に、「１日たった４粒飲めば体が引き締ま

る！」、「筋肉をつけ代謝を上げつつ、余分な摂取をスッキリさせることで、」、「リ

バウンド知らずの理想の体に！」、「ＰＯＩＮＴ１ 話題のＨＭＢに加え、アスリー

トも多数摂取“ＢＣＡＡ”も高配合！ ２種のビルドアップ成分を超凝縮！プロテイ

ンよりボディメイクの実感度アップ！」、「ＰＯＩＮＴ２ ボディメイクをさらに加

速させる、スッキリサポート成分！ 自然由来のスッキリ成分を凝縮！ ＨＭＢや

プロテインだけだと、筋肉はついても痩せなかった…。 そんなお声が多い中、ファ

イラは絶妙なバランスでスッキリ系成分を配合することで、ビルドアップとスッキ

リの両立を実現しました！」、「【インディアンデーツ】インディアンデーツは、ア

フリカ原産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整える民間薬として用いられ

ています。また、余分な摂取をスッキリサポートする働きが期待されています。」、

「アップ系×カット系Ｗ配合 『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』は、多くのお客様

に支持される筋肉サプリです！」、「ビルドアップしたい方、ダイエット目的の方、

その両方の方など様々な方に広くご愛用いただいております。」、「健康的な食事や

運動のお供に、毎日同じタイミングでお飲み下さい。 摂り続けるほど実感度アップ

※別添写しについては、添付を省略しています。 

別添 
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が期待できます。１日４粒以上を目安に、毎日、お飲み下さい。」等と表示するなど、

別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示すること

により、あたかも、健康的な食事や運動と共に、本件商品を毎日４粒を目安に摂取し

続ければ、本件商品に含まれる成分の作用により、効率よく筋肉増強効果及び痩身効

果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 

イ 前記アの表示は、本件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こと。 

(2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、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(1)アの表示と同様の表示が行われるこ

とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな

ければならない。 

(3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、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(1)アの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

(4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につ

いて、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

(1) 株式会社エムアンドエム（以下「エムアンドエム」という。）は、東京都港区赤坂三

丁目１番２号に本店を置き、食品等の通信販売業等を営む事業者である。 

(2) エムアンドエムは、本件商品を通信販売の方法により一般消費者に販売している。 

(3) エムアンドエムは、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定してい

る。 

(4)ア エムアンドエムは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト

において、例えば、少なくとも平成３１年４月１０日に、「１日たった４粒飲めば体

が引き締まる！」、「筋肉をつけ代謝を上げつつ、余分な摂取をスッキリさせること

で、」、「リバウンド知らずの理想の体に！」、「ＰＯＩＮＴ１ 話題のＨＭＢに加

え、アスリートも多数摂取“ＢＣＡＡ”も高配合！ ２種のビルドアップ成分を超凝

縮！プロテインよりボディメイクの実感度アップ！」、「ＰＯＩＮＴ２ ボディメイ

クをさらに加速させる、スッキリサポート成分！ 自然由来のスッキリ成分を凝

縮！ ＨＭＢやプロテインだけだと、筋肉はついても痩せなかった…。 そんなお声

が多い中、ファイラは絶妙なバランスでスッキリ系成分を配合することで、ビルドア

ップとスッキリの両立を実現しました！」、「【インディアンデーツ】インディアン

デーツは、アフリカ原産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整える民間薬とし

て用いられています。また、余分な摂取をスッキリサポートする働きが期待されてい

ます。」、「アップ系×カット系Ｗ配合 『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』は、多
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くのお客様に支持される筋肉サプリです！」、「ビルドアップしたい方、ダイエット

目的の方、その両方の方など様々な方に広くご愛用いただいております。」、「健康

的な食事や運動のお供に、毎日同じタイミングでお飲み下さい。 摂り続けるほど実

感度アップが期待できます。１日４粒以上を目安に、毎日、お飲み下さい。」等と表

示するなど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり

表示することにより、あたかも、健康的な食事や運動と共に、本件商品を毎日４粒を

目安に摂取し続ければ、本件商品に含まれる成分の作用により、効率よく筋肉増強効

果及び痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第５条第１号に該当する表示

か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、エムアンドエムに対し、

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、エムアンドエムは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、

当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められ

ないものであった。 

ウ エムアンドエムは、前記アの表示について、自社ウェブサイトにおいて 

(ｱ) 例えば、少なくとも平成３１年４月１０日に、「※適度な食事と運動後の一例の

個人の感想で結果には個人差がございます。」と表示するなど、別表２「表示期間」

欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は 

(ｲ) 例えば、少なくとも令和元年７月３日に、「理想の体※２」との表示について「※

２ 健康的で美しい体」と表示するなど、別表３「表示期間」欄記載の期間に、同

表「打消しの対象となる表示」欄記載の表示について、同表「対応する打消し表示」

欄記載のとおり表示していたが、当該表示は 

一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すもの

ではない。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、エムアンドエムが自己の供給する本件商品の取引に関し行った表

示は、景品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件商品の

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ことにより、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ

ると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規

定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

(1) 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条
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第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくな

る。 

(2) 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ

る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１

年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別表１ 

表示期間 表示内容 

少なくとも平成３１

年４月１０日 

（別添写し１） 

・「筋肉サプリ『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』」、並びに２

名の筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「１２０粒入り

（約１ヶ月分）」、「アップ系×カット系Ｗ配合」及び「ファ

イラマッスルサプリＨＭＢ」と記載 

・「細マッチョお試し超トク継続コース」 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、ビルドアップに力を発揮

するＨＭＢとＢＣＡＡ、スッキリ成分のインディアンデーツを

厳選し、絶妙なバランスで配合した安心・安全に配慮したサプ

リメントです。」 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「肉体派芸人

の 小島よしおさんもトレーニング後に即ファイラ！！」及び

「ｋｏｊｉｍａｙｏｓｈｉｏｐｉｙａ ３／５ 隅田川 ６

０分９ｋｍ 最近はトレーニング終わりの体にファイラマッ

スルサプリで即エネルギー補給！ ＨＭＢとＢＣＡＡを同時

摂取ピーヤ！ カロリーカット成分も入ってるからロケ弁の

お供にも^_^ もうすぐ薄着の季節。 細マッチョを目指して

いるメンズ、密かにシェイプアップをと思ってるレディーの皆

さまにもおススメおっぱっぴー！ 一緒に頑張りましょう。 

＠ｆｉｒａｍｕｓｃｌｅ ＃ランニング ＃筋トレ ＃ファ

イラマッスルサプリ ＃ファイラ ＃ｈｍｂ」と記載 

・本件商品の画像と共に、「アップ系とカット系の両立で理想の

体を手に入れた人が続出！」と記載 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「１日たった

４粒飲めば体が引き締まる！」と記載 

・本件商品を手にした人物の画像と共に、「毎日飲んでお腹周り

が気にならなくなった！」と記載 

・「一生、今の体でいるの？ そろそろ卒業して 理想の体を 

目指しましょう！」と記載、人物の画像と共に、「全体的にだ

らしない見た目に。」、「運動しても結果が出ない。」、「筋

肉をつけて魅力的になりたい。」、「かと言って、スポーツジ

ム通いは… 時間に余裕がない。 金銭的に気軽に行けない。 

過度な運動 食事制限 は苦痛。」及び「簡単・手軽に その

悩みを解決 したくありませんか？」、並びに「理想の体を叶

えるヒミツ」及び「運動や食事を気を付けているのになかなか
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理想の体に近づかない…。プロテインは筋肉はつくけど太っ

た、ダイエットサプリは痩せたけど筋肉がつかない…。そんな

悲鳴をよく耳にします。そこで着目したのが『ビルドアップ＆

スッキリの両立』。両方の成分を同時に摂取することで、引き

締めスピードも格段アップ！」、並びに複数の人物の画像を組

み合わせた図と共に、「筋肉をつけ代謝を上げつつ、余分な摂

取をスッキリさせることで、」及び「リバウンド知らずの理想

の体に！」と記載 

・本件商品の画像と共に、「＼ビルドアップ×スッキリの両立！

／ 『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』」、「アップ系 ＨＭ

Ｂ＆ＢＣＡＡ」、「カット系 インディアンデーツ３，０００

ｍｇ」、「Ｗ配合」及び「１２０粒入り（約１ヶ月分）」と記

載 

・本件商品の画像と共に、「スポーツジムは続かない…でも理想

の体を手に入れたい！そんな悩みを解消すべく『ファイラマッ

スルサプリＨＭＢ』は開発されました。少しでも多くの方々に、

快適な毎日を送ってほしい。という思いのもと、身体に負担を

かけるものを極力省き、ボディメイクに役立つ要素だけを集め

て出来ました。」と記載、並びに「選ばれるには理由がありま

す」及び「アップ系×カット系Ｗ配合 『ファイラマッスルサ

プリＨＭＢ』 ３つのポイント プロテインやダイエットサプ

リを飲んでも筋肉がつくか、痩せるかどちらかだけ。 独学で

サプリを飲み合わせるのも危険が伴い不安。 『ファイラマッ

スルサプリＨＭＢ』が数ある筋肉サプリの中で、“理想の体”

を求める方々に支持されているのにはわけがあるのです。 

『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』ならではのポイントをご紹

介します。 しっかりとお試しいただきたいからこそ、こだわ

りぬいた筋肉サプリです！」 

・「ＰＯＩＮＴ１ 話題のＨＭＢに加え、アスリートも多数摂取

“ＢＣＡＡ”も高配合！ ２種のビルドアップ成分を超凝縮！

プロテインよりボディメイクの実感度アップ！」及び「【ＨＭ

Ｂ】近年、多くの筋肉サプリがこぞって採用しているＨＭＢ。 

必須アミノ酸の一種であるロイシンという成分が、体内で代謝

されてできる物質です。 しかも、ロイシンからわずか５％し

か生成されない貴重な成分で、体内で筋肉の素となるタンパク

質の生成を命令すると同時に、筋肉組織を刺激する事で、ビル
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ドアップの活性化、筋トレ後の回復サポートをする働きがあり

ます。」と記載した上で、プロテインシェーカー、本件商品、

ロイシン及びＨＭＢのイラストの画像と共に、「プロテイン」、

「含まれるＨＭＢはわずか５％」、「ファイラマッスルサプリ

ＨＭＢ」及び「プロテイン２０杯相当のＨＭＢを配合！！」と

記載、並びに「【ＢＣＡＡ】有名アスリートが多数摂取してい

ると話題のＢＣＡＡ。分岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイ

シン、イソロイシンのアミノ酸総称です。 ヒトが体内で作る

ことが出来ない必須アミノ酸と呼ばれ、ビルドアップには欠か

せないエネルギーの源とされています。」 

・「ＰＯＩＮＴ２ ボディメイクをさらに加速させる、スッキリ

サポート成分！ 自然由来のスッキリ成分を凝縮！ ＨＭＢ

やプロテインだけだと、筋肉はついても痩せなかった…。 そ

んなお声が多い中、ファイラは絶妙なバランスでスッキリ系成

分を配合することで、ビルドアップとスッキリの両立を実現し

ました！」及び「【インディアンデーツ】インディアンデーツ

は、アフリカ原産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整

える民間薬として用いられています。また、余分な摂取をスッ

キリサポートする働きが期待されています。」 

・「ＰＯＩＮＴ３ 自宅で気軽にボディメイク！コスパも抜群！ 

通販サプリだから場所・時間・費用など自分のペースででき

る！ たるんだ体に悩んだとき、まずスポーツジムを思い浮か

べる方も多いかもしれませんが、よく言われるのが『費用が高

い・通うのが大変・色々と制限があり面倒…』といった点でし

ょうか。 さらに数十万かかっても、満足いく結果を得られな

かった。通わなくなったら、また太ってきた。等の声をよく耳

にします。 その点、ファイラマッスルサプリＨＭＢならサプ

リですので、そんな心配はありません！自分のペースで簡単に

ボディメイクができますし、何より圧倒的に低コストですの

で、気軽にはじめることができます！ファイラマッスルサプリ

ＨＭＢなら毎月のお小遣いでもケアできますね。」と記載の上、

本件商品、スポーツジム、エステサロンの大変さ及び手軽さス

ピードを比較した表において、本件商品について、「大変さ ◎ 

１日４粒飲むだけ」及び「手軽さ スピード ◎ 早い方で１

ヶ月で実感」と記載 
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・「トレーニングの結果が出やすい今こそ！ ファイラマッスル

サプリＨＭＢで理想の体へ！」 

・「“オードリー春日さん”も抜群のボディビル体型維持の栄養

補給に『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』をご愛飲」と記載の

上、本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「水さえ

あればどこでも飲めるのが良い。 軽いし邪魔にならず、いつ

どこでも飲めるようにバッグに入れている。 筋肉の栄養分Ｂ

ＣＡＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成分の『インディ

アンデーツ』。 このファイラマッスルサプリＨＭＢで初めて

知ったのだが、なかなかに良し！」と記載 

・人物の画像と共に、「アップ系×カット系Ｗ配合 『ファイラ

マッスルサプリＨＭＢ』は、多くのお客様に支持される筋肉サ

プリです！」と記載 

・「体型に悩む多くの方に“１０年間”支持され続ける『ファイ

ラマッスルサプリＨＭＢ』は、皆様に理想の体型をお届けしま

す。」 

・「＼お客様からの喜びの声をご紹介します！／」と記載した上

で、人物の上半身の画像と共に、「他とは違う結果重視！ ■

■様／３０歳／満足度★★★★★ これまで色んなサプリや

プロテインを飲んできましたが、他の商品と決定的に違うのが

結果の出方です。今までのトレーニングも実感度が違う！ファ

イラマッスルサプリＨＭＢと出会って、僕の人生は変わりまし

た！続ければ続けるほど確かな成果を得られました。」と記載、

人物の上半身の画像と共に、「旦那と一緒に理想の体型に！ 

■■様／３５歳／満足度★★★★ 筋肉ゴリゴリ！の体型を

目指してはないけど、ある程度は筋肉がある方が、より女性ら

しいラインが作れるかなと思い、旦那と一緒に飲み始めまし

た！軽く運動しながら続けていたら２人とも理想の体型に近

づいてきて、今ではサーフィンなどに挑戦しています♪」と記

載、及び人物の上半身の画像と共に、「トレーニングが楽しい！ 

■■様／４６歳／満足度★★★★★ プロテインを摂って筋

トレしていましたが、途中から成長が見られなくなりました。

ファイラは筋肉増強＋カロリーカットしてくれるので、元々の

筋肉はキープしたまま引き締まり、我ながらイケてる体に大満

足しています。」と記載 
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・人物の画像及び本件商品の画像と共に、「理想の体になれない

と悩み続けた人生は… ファイラマッスルサプリＨＭＢで今

すぐ変えられる！」と記載 

・人物の画像と共に、「理想の体でファッションがキマる！」、

「運動の成果も得られ充実！」及び「異性からスタイルを褒め

られるように！」と記載 

・「だから、理想の体を手に入れたい！ 本気で変わりたいと願

う全ての方におすすめします！」 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 お試しいただく前に

お答えします。」と記載した上で、「Ｑ どんな人でも理想の

体になれるの？ Ａ 大変多くの方に、広くご愛用いただいて

おります。 ビルドアップしたい方、ダイエット目的の方、そ

の両方の方など様々な方に広くご愛用いただいております。お

薬ではありませんので、個人差はありますが、正しくお飲みい

ただいている方からは、数日で『変わってきたかも！』と言っ

たお声も少なくなく、飲用期間が長い方ほど、高いご満足を頂

いている、リピーターの大変多い人気商品です。」及び「Ｑ オ

ススメの飲み方は？ Ａ 健康的な食事や運動のお供に、毎日

同じタイミングでお飲み下さい。 摂り続けるほど実感度アッ

プが期待できます。１日４粒以上を目安に、毎日、お飲み下さ

い。より早く実感されたい方は、運動前の飲用をオススメして

います。」と記載 

・本件商品の画像及び筋肉質な人物の画像と共に、「ビルドアッ

プ×スッキリで理想の体へ！」及び「１２０粒入り（約１ヵ月

分）」と記載 

・２名の筋肉質な人物の及び本件商品の画像と共に、「理想の体

になりたいアナタへ」及び「アップ系×カット系Ｗ配合 ファ

イラマッスルサプリＨＭＢ」と記載 

少なくとも令和元年

５月１７日 

（別添写し２） 

・「あのオードリー春日さんも愛用」、並びに筋肉質な人物及び

本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢでタ

ルんだ体にトゥース！」、「１２０粒入り（約１ヶ月分）」、

「ＨＭＢ配合でパワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆Ｂ

ＣＡＡ」、「カット系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」

及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、スッキリ成分のインディ

アンデーツと、様々な力を発揮するＨＭＢとＢＣＡＡを厳選
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し、安心なＧＭＰ認定工場が管理して国内で製造。結果にこだ

わり安全性にも配慮した当サプリは、１０年近い販売実績を誇

る自信作です。」 

・筋肉質な人物及び円グラフの画像と共に、「９３．６％※の方

が実感しリピートされています！！」と記載 

・「☑ダラしない見た目に諦めモード…」、「☑結果にこだわっ

たサポートがほしい…」、「☑食事制限してるけど、栄養面が

心配…」及び「☑自信がモテず行動が消極的に」、並びに筋肉

質な人物及び本件商品の画像と共に、「もう悩みたくないあな

たへ」、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「１２０粒入り

（約１ヶ月分）」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「カ

ット系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用

の２層式粒」と記載 

・「そんなあなたに 成功の秘訣をお教えします。」、「それは」

及び「アップ＆カット の両立」 

・筋肉質な人物の画像と共に、「断然効率がいいんです！」、「だ

から！」及び「『超アップ系』×『カット系』 ２大成分をＷ

配合！ さらに！アップ系にＨＭＢを新配合」と記載 

・「ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「アスリートも多数摂取！ ２種のと

っておき成分」及び「ＨＭＢ（Ｈｙｄｒｏｘｙ Ｍｅｔｈｙｌ 

Ｂｕｔｙｒａｔｅ）は、必須アミノ酸の１種であるロイシンと

いう成分が、体内で代謝されてできる物質です。しかも、ロイ

シンからワズカ５％しか生成されない貴重な成分で、欠かせな

いサポートの役割を持ち合わせています。」、並びにプロテイ

ンシェーカー、本件商品、ＨＭＢのイラストの画像と共に、「プ

ロテインに含まれるＨＭＢはワズカ５％」及び「プロテイン２

０杯相当のＨＭＢを配合！！」と記載、並びに「ＢＣＡＡ（Ｂ

ｒａｎｃｈｅｄ Ｃｈａｉｎ Ａｍｉｎｏ Ａｃｉｄ）は分岐

鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイシン、イソロイシンのアミ

ノ酸総称です。ヒトが体内で作ることが出来ない必須アミノ酸

と呼ばれ、欠かせないエネルギーの源とされています。」、「自

分で生成できない必須アミノ酸『バリン、ロイシン、イソロイ

シン』のＢＣＡＡと呼ばれる３つを黄金比で配合！筋タンパク

質中の必須アミノ酸の３５％を占めるＢＣＡＡは、大事な栄養

素となるのです！」及び「理想も夢じゃない！」、並びに筋肉

質な人物の画像及びＢＣＡＡのイラストの画像と共に、「吸
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収」、「ＢＣＡＡ 吸収」、「ＨＭＢ＆ＢＣＡＡをダイレクト

に吸収！」及び「しかも、人は分解と合成を常に繰り返し、栄

養となるアミノ酸は自然と減っていきます。だからこそ、サプ

リで手軽に毎日ＨＭＢ＆ＢＣＡＡを摂取すれば、栄養補給も十

分可能に。」と記載 

・「カット系 インディアンデーツ」、「注目のサポート成分」

及び「ＴｉＬ．（Ｔａｍａｒｉｎｄｕｓ ｉｎｄｉｃａ Ｌ．）

はタマリンドまたはインディアンデーツと呼ばれるアフリカ

原産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整えるものとし

て用いられています。」 

・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、

「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「カット系 インディア

ンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラなら シ

ェイカー不要！ いつでもどこでも速攻吸収！」、「サッと出

して」、「パクッ！」、「水で飲むだけ」、「春日は毎日飲ん

でるぞ！」及び「しかも！」と記載、並びに筋肉質な人物及び

本件商品の画像と共に、「手軽！ １日目安 ４粒」、「低カ

ロリー！ １日約 ５ｋｃａｌ」、「低コスト！ １日約 １

７２円」及び「を実現！！」と記載、並びに筋肉質な人物の画

像と共に、「理想に近づく！」と記載 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「軽いし邪魔

にならず、いつどこでも飲めるようにバッグに入れている。 

栄養分ＢＣＡＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成分の

『インディアンデーツ』。 このファイラマッスルサプリＨＭ

Ｂで初めて知ったのだが、なかなかに良し！」と記載 

・「多数！喜びの報告が届いています！」と記載した上で、本件

商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「他とは違うこだ

わり！ ■■■■■様（３０歳） これまで色んなサプリやプ

ロテインを飲んできましたが、ファイラはこだわりがほかと違

うのがいいですね。 ジム仲間にも普及していきたいと思いま

す。」と記載、人物の上半身の画像と共に、「■■■様（４６

歳） プロテインをとってトレーニングしていましたが、途中

から成長が見られなくなりました。ファイラは食事・トレーニ

ングで足りていない栄養分を補ってくれます。我ながら魅力的

だなと大満足しています。」と記載、及び人物の上半身の画像
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と共に、「旦那と一緒にサーフィンも！ ■■様（３５歳） ボ

ディビルダー並を目指してはないけど、ある程度引き締まって

いるほうがより女性らしいラインが作れるかなと思い、旦那と

一緒に飲み始めました！今ではサーフィンなどに挑戦してま

す♪」と記載 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ハードな運動や極

端な食事制限は 続かないから失敗する…」、「適度な運動と

食事調整の結果をより効率よく高める アップ＆カットの継

続が 重要」、「だから！」及び「Ｗサポートが期待できる フ

ァイラマッスルサプリＨＭＢ」と記載、並びに「さらに」及び

「色々な成分を配合するより成分を厳選した方が」、並びに「１

粒あたりの成分配合率」と記載のある２つの円グラフと共に、

「本来の力を発揮！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、

「カット系 インディアンデーツ」、「しかも」及び「『スッ

キリ成分』が配合されているので」と記載、並びに筋肉質な人

物の画像と共に、「効率よく実感しやすい！」と記載、並びに

本件商品、他社のサプリメント、プロテインのボディアップ及

びスッキリ成分を比較した表において、本件商品について、「ボ

ディアップ ◎ ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ 高配合」及び「スッキリ

成分 ◎ インディアンデーツ 高配合」と記載 

・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢを毎

日に取り入れることで」と記載及び人物の画像を掲載 

・「よくある質問 Ｑ＆Ａ」と記載した上で、「Ａ 個人差もあ

りますが、早い方で１～２ヶ月、平均して４ヶ月前後で実感さ

れる方が多くいらっしゃいます。より実感いただくために、通

勤でも座らず、立つなど負荷をかけたり、運動を日常生活に取

り入れる事をオススメします。」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢで 今すぐ！」と記載した上

で、筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「１２０

粒入り（約１ヶ月分）」、「ＨＭＢ配合でパワーアップ！」、

「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「カット系 インディア

ンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

少なくとも令和元年

７月３日 

（別添写し３） 

・２名の筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「理想の体※

２になりたいアナタへ」及び「アップ系×スッキリ系Ｗ配合」

と記載 

・「細マッチョ※お試し 超トク継続コース」 
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・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、ビルドアップ※に力を発

揮するＨＭＢとＢＣＡＡ、スッキリ成分のインディアンデーツ

を厳選し、絶妙なバランスで配合した安心・安全に配慮したサ

プリメントです。」 

・本件商品の画像と共に、「アップ系とスッキリ系の両立で理想

の体※を手に入れた人が続出！」と記載 

・筋肉質な人物の画像及び円グラフの画像と共に、「９３．６％

の方が実感し」と記載 

・「一生、今の体でいるの？」及び「そろそろ卒業して 理想の

体※を 目指しましょう！」、並びに人物の画像と共に、「運

動しても結果が出ない。」、「筋肉をつけて魅力的になりたい。」、

「かと言って、スポーツジム通いは… 時間に余裕がない。 

金銭的に気軽に行けない。」及び「簡単・手軽にその悩みを解

決したくありませんか？」と記載、並びに「理想の体※１を叶え

るヒミツ それは」と記載した上で、人物の画像と共に、「運

動や食事を気を付けているのになかなか理想の体※１に近づか

ない…。」、「プロテインは筋肉はつくけど太った、ダイエッ

トサプリは痩せたけど筋肉がつかない…。 そんな悲鳴をよく

耳にします。」、「そこで着目したのが『ビルドアップ※２＆ス

ッキリの両立』。 運動面と食事面を同時に補助することで、

理想実現※１スピードも格段アップ！」及び「筋肉をつけ代謝を

上げつつ、余分な摂取をスッキリさせることで、」と記載 

・本件商品の画像と共に、「＼ビルドアップ※×スッキリの両立！

／」、「『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』」、「アップ系 Ｈ

ＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ３，０

００ｍｇ」、「Ｗ配合」、「１２０粒入り（約１ヶ月分）」及

び「スポーツジムは続かない…でも理想の体※１を手に入れた

い！」と記載 

・本件商品の画像と共に、「選ばれるには理由があります」、「ア

ップ系×スッキリ系Ｗ配合」、「『ファイラマッスルサプリＨ

ＭＢ』」、「３つのポイント」、「プロテインやダイエットサ

プリを飲んでも筋肉がつくか、痩せるかどちらかだけ。 独学

でサプリを飲み合わせるのも危険が伴い不安。」、「『ファイ

ラマッスルサプリＨＭＢ』が数ある筋肉サプリ※１の中で、“理

想の体”※２を求める方々に支持されているのにはわけがある

のです。」及び「『ファイラマッスルサプリＨＭＢ』ならでは
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のポイントをご紹介します。 しっかりとお試しいただきたい

からこそ、こだわりぬいた筋肉サプリ※１です！」と記載 

・「２種のビルドアップ※１成分を超凝縮！ プロテインよりボデ

ィメイク※２の実感度アップ！」、「【ＨＭＢ】 近年、多くの

筋肉サプリ※がこぞって採用しているＨＭＢ。必須アミノ酸の

一種であるロイシンという成分が、体内で代謝されてできる物

質です。 しかも、ロイシンからわずか５％しか生成されない

貴重な成分で、体内で筋肉の素となるタンパク質の生成を命令

すると同時に、筋肉組織を刺激する事で、ビルドアップ※の活

性化、筋トレ後の回復サポートをする働きがあります。」及び

「【ＢＣＡＡ】 有名アスリートが多数摂取していると話題の

ＢＣＡＡ。 分岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイシン、イ

ソロイシンのアミノ酸総称です。 ヒトが体内で作ることが出

来ない必須アミノ酸と呼ばれ、ビルドアップ※には欠かせない

エネルギーの源とされています。」 

・「ＰＯＩＮＴ２」、「ボディメイク※１をさらに加速させる、ス

ッキリサポート※２成分！」、「自然由来のスッキリ成分を凝

縮！」、「ＨＭＢやプロテインだけだと、筋肉はついても痩せ

なかった…。 そんなお声が多い中、ファイラは絶妙なバラン

スでスッキリ系成分を配合することで、ビルドアップとスッキ

リの両立を実現しました！※」及び「【インディアンデーツ】 

インディアンデーツは、アフリカ原産の天然植物です。」 

・「ＰＯＩＮＴ３」、「自宅で気軽にボディメイク※！コスパも

抜群！」、「通販サプリだから場所・時間・費用など自分のペ

ースでできる！」、「その点、ファイラマッスルサプリＨＭＢ

ならサプリですので、そんな心配はありません！自分のペース

で簡単にボディメイク※ができますし、何より圧倒的に低コス

トですので、気軽にはじめることができます！ファイラマッス

ルサプリＨＭＢなら毎月のお小遣いでもケアできますね。」と

記載の上、本件商品、スポーツジム、エステサロンの大変さ及

び手軽さスピードを比較した表において、本件商品について、

「大変さ ◎ １日４粒飲むだけ」及び「手軽さ スピード 

◎ 早い方で１ヶ月で実感」と記載 

・筋肉質な人物の画像と共に、「アップ系×スッキリ系Ｗ配合『フ

ァイラマッスルサプリＨＭＢ』は、多くのお客様に支持される

筋肉サプリ※２です！」と記載 
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・「不満な体に悩む多くの方に“１０年間”支持され続ける『フ

ァイラマッスルサプリＨＭＢ』は、皆様に理想の体※をお届け

します。 この数字が、お客様評価の何よりの証！」 

・「＼お客様からの喜びの声をご紹介します！／」と記載した上

で、人物の上半身の画像と共に、「他とは違う実感重視！ ■

■様／３０歳／満足度★★★★★」と記載、人物の上半身の画

像と共に、「旦那と理想に近づいた！ ■■様／３５歳／満足

度★★★★ 筋肉ゴリゴリ！の体型を目指してはないけど、あ

る程度は筋肉がある方が、より女性らしいラインが作れるかな

と思い、運動のお供に旦那と一緒に飲み始めました！何もして

なかった頃と比べ、続けていたら２人とも理想に近づいてき

て、今ではサーフィンなどに挑戦しています♪」と記載、及び

「トレーニングが楽しい！ ■■様／４６歳／満足度★★★

★★ プロテインを摂って筋トレしていましたが、途中から成

長が見られなくなりモチベーションが下がってました。ファイ

ラはアップ系とスッキリ系が両方入ってる！気持ち新たに筋

トレを再開し、バルクはキープしたまま引き締め、我ながらイ

ケてる体に大満足しています。」と記載 

・人物の画像と共に、「理想の体※１でファッションがキマる！」

及び「運動の成果も得られ充実！」 

・「理想の体※１を手に入れたい！ 本気で変わりたいと願う※２

全ての方におすすめします！」 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 お試しいただく前に

お答えします。」と記載した上で、「Ｑ どんな人でも理想の

体※になれるの？ Ａ 大変多くの方に、広くご愛用」、「正

しくお飲みいただいている方からは、数日で『変わってきたか

も！』※２と言ったお声も少なくなく、飲用期間が長い方ほど、

高いご満足を頂いている、リピーターの大変多い人気商品で

す。」及び「Ｑ オススメの飲み方は？ Ａ 健康的な食事や

運動のお供に、毎日同じタイミングでお飲み下さい。 摂り続

けるほど実感度アップが期待できます。１日４粒以上を目安

に、毎日、お飲み下さい。より早く実感されたい方は、運動前

の飲用をオススメしています。」と記載 

・筋肉質な人物の画像と共に、「女性にも大好評！」及び「アッ

プ系×スッキリ系Ｗ配合 ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と

記載 
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少なくとも令和元年

８月１９日 

（別添写し４） 

・「あのオードリー春日さんも愛用」、並びに筋肉質な人物及び

本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢでタ

ルんだ体にトゥース！」、「栄養機能食品 ビタミンＢ２」、

「ＨＭＢ配合でパワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆Ｂ

ＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０００ｍ

ｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、スッキリ成分のインディ

アンデーツと、様々な力を発揮するＨＭＢとＢＣＡＡを厳選

し、安心なＧＭＰ認定工場が管理して国内で製造。結果にこだ

わり安全性にも配慮した当サプリは、１０年近い販売実績を誇

る自信作です。」 

・筋肉質な人物及び円グラフの画像と共に、「９３．６％※の方

が実感しリピートされています！！」と記載 

・「こんな思いしていませんか？」、「☑ダラしない見た目に諦

めモード…」、「☑結果にこだわったサポートがほしい…」、

「☑食事制限してるけど、栄養面が心配…」及び「☑自信がモ

テず行動が消極的に」、並びに筋肉質な人物及び本件商品の画

像と共に、「もう悩みたくないあなたへ」と記載、並びに本件

商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「超

アップ系 ＨＭＢ ＆ ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディ

アンデーツ ３，０００ｍｇ」、「Ｗ作用の２層式粒」及び「１

２０粒入り（約１ヶ月分）」と記載 

・「理想に近づきたい！ そんなあなたに 成功の秘訣をお教え

します。」、「それは」及び「アップ＆スッキリ の両立」 

・筋肉質な人物の画像と共に、「プロテインを飲むより断然効率

がいいんです！」、「だから！」及び「『超アップ系』×『ス

ッキリ系』 ２大成分をＷ配合！ さらに！アップ系にＨＭＢ

を新配合」と記載 

・「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「アスリートも多数摂取！ 

２種のとっておき成分」及び「ＨＭＢ（Ｈｙｄｒｏｘｙ Ｍｅ

ｔｈｙｌ Ｂｕｔｙｒａｔｅ）は、必須アミノ酸の１種である

ロイシンという成分が、体内で代謝されてできる物質です。し

かも、ロイシンからワズカ５％しか生成されない貴重な成分

で、欠かせないサポートの役割を持ち合わせています。」、並

びにプロテインシェーカー、本件商品、ロイシン及びＨＭＢの

イラストの画像と共に、「プロテインに含まれるＨＭＢはワズ
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カ５％」及び「プロテイン２０杯相当のＨＭＢを配合！！」と

記載、並びに「ＢＣＡＡ（Ｂｒａｎｃｈｅｄ Ｃｈａｉｎ Ａ

ｍｉｎｏ Ａｃｉｄ）は分岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロ

イシン、イソロイシンのアミノ酸総称です。ヒトが体内で作る

ことが出来ない必須アミノ酸と呼ばれ、欠かせないエネルギー

の源とされています。」、「自分で生成できない必須アミノ酸

『バリン、ロイシン、イソロイシン』のＢＣＡＡと呼ばれる３

つを黄金比で配合！筋タンパク質中の必須アミノ酸の３５％

を占めるＢＣＡＡは、大事な栄養素となるのです！」及び「理

想も夢じゃない！」、並びに筋肉質な人物の画像並びにＨＭＢ

及びＢＣＡＡのイラストの画像と共に、「ＨＭＢ 吸収」、「Ｂ

ＣＡＡ 吸収」、「ＨＭＢ＆ＢＣＡＡをダイレクトに吸収！」

及び「しかも、人は分解と合成を常に繰り返し、栄養となるア

ミノ酸は自然と減っていきます。だからこそ、サプリで手軽に

毎日ＨＭＢ＆ＢＣＡＡを摂取すれば、栄養補給も十分可能に。」

と記載 

・「スッキリ系 インディアンデーツ」、「注目のサポート成分」

及び「ＴｉＬ．（Ｔａｍａｒｉｎｄｕｓ ｉｎｄｉｃａ Ｌ．）

はタマリンドまたはインディアンデーツと呼ばれるアフリカ

原産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整えるものとし

て用いられています。」 

・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、

「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディ

アンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記

載 

・筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「ファイラな

ら シェイカー不要！ いつでもどこでも速攻吸収！」、「サ

ッと出して」、「パクッ！」、「水で飲むだけ」、「超手軽！ 

春日は毎日飲んでるぞ！」及び「しかも！」と記載、並びに筋

肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサ

プリＨＭＢなら」、「手軽！ １日目安 ４粒」、「低カロリ

ー！ １日約 ５ｋｃａｌ」、「低コスト！ １日約 １６０

円（税抜）」及び「を実現！！」と記載、並びに筋肉質な人物

の画像と共に、「Ｗ作用で理想に近づく！」と記載 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「オードリー

春日さんもファイラマッスルサプリＨＭＢを大絶賛！」及び
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「軽いし邪魔にならず、いつどこでも飲めるようにバッグに入

れている。 ＢＣＡＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成

分の『インディアンデーツ』。 このファイラマッスルサプリ

ＨＭＢで初めて知ったのだが、なかなかに良し！」と記載 

・「多数！喜びの報告が届いています！」と記載した上で、本件

商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「他とは違うこだ

わり！ ■■■■■様（３０歳） これまで色んなサプリやプ

ロテインを飲んできましたが、ファイラはこだわりがほかと違

うのがいいですね。 ジム仲間にも普及していきたいと思いま

す。」と記載、人物の上半身の画像と共に、「トレーニングが

楽しい！ ■■■様（４６歳） プロテインをとってトレーニ

ングしていましたが、途中から成長が見られなくなりました。

ファイラは食事・トレーニングで足りていない栄養分を補って

くれます。我ながら魅力的だなと大満足しています。」と記載、

及び人物の上半身の画像と共に、「旦那と一緒にサーフィン

も！ ■■様（３５歳） ボディビルダー並を目指してはない

けど、ある程度引き締まっているほうがより女性らしいライン

が作れるかなと思い、旦那と一緒に飲み始めました！今ではサ

ーフィンなどに挑戦してます♪」と記載 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ハードな運動や極

端な食事制限は 続かないから失敗する…」、「そうならない

為には」、「適度な運動と食事調整の結果をより効率よく高め

る アップ＆スッキリの継続が 重要」、「だから！」及び「Ｗ

サポートが期待できる ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と記

載、並びに「さらに」及び「１粒のサプリの中に色々な成分を

配合するより成分を厳選した方が」、並びに「１粒あたりの成

分配合率」と記載のある２つの円グラフと共に、「１粒あたり

における本来の力を発揮！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡ

Ａ」、「スッキリ系 インディアンデーツ」、「しかも」及び

「プロテインと違い『スッキリ成分』が配合されているので」

と記載、並びに筋肉質な人物の画像と共に、「効率よく実感し

やすい！」とと記載、並びに本件商品、他社サプリメント、プ

ロテインのボディアップ及びスッキリ成分を比較した表にお

いて、本件商品について、「ボディアップ※ ◎ ＨＭＢ＆Ｂ

ＣＡＡ 高配合」及び「スッキリ成分 ◎ インディアンデー

ツ 高配合」と記載 
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・本件商品の画像及び人物の画像と共に、「ファイラマッスルサ

プリＨＭＢを毎日に取り入れることで」、「ファッションがキ

マる！」、「だから 本気で理想に近づきたい あなたには 断

然オススメ！」及び「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と記載 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 Ｑ＆Ａ」と記載した

上で、「Ａ 個人差もありますが、早い方で１～２ヶ月、平均

して４ヶ月前後で実感される方が多くいらっしゃいます。より

実感いただくために、通勤でも座らず、立つなど負荷をかけた

り、運動を日常生活に取り入れる事をオススメします。」と記

載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢで 今すぐ！」と記載した上

で、筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「タルんだ体に

トゥース！」、「栄養機能食品 ビタミンＢ２」、「ＨＭＢ配

合でパワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、

「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ

作用の２層式粒」と記載 

少なくとも令和元年

９月１９日 

（別添写し５） 

・「あのオードリー春日さんも愛用」、並びに筋肉質な人物の画

像及び本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭ

Ｂでタルんだ体にトゥース！」、「栄養機能食品 ビタミンＢ

２」、「ＨＭＢ配合でパワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭ

Ｂ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０

００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、スッキリ成分のインディ

アンデーツと、様々な力を発揮するＨＭＢとＢＣＡＡを厳選

し、安心なＧＭＰ認定工場が管理して国内で製造。結果にこだ

わり安全性にも配慮した当サプリは、１０年近い販売実績を誇

る自信作です。」 

・筋肉質な人物及び円グラフの画像と共に、「９３．６％※の方

が実感しリピートされています！！」と記載 

・「こんな思いしていませんか？」、「☑ダラしない見た目に諦

めモード…」、「☑結果にこだわったサポートがほしい…」、

「☑食事制限してるけど、栄養面が心配…」及び「☑自信がモ

テず行動が消極的になりやすい…」並びに筋肉質な人物の画像

と共に、「もう悩みたくないあなたへ」並びに本件商品の画像

と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、「超アップ系 Ｈ

ＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデーツ ３，
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０００ｍｇ」、「Ｗ作用の２層式粒」及び「１２０粒入り（約

１ヶ月分）」と記載 

・「理想に近づきたい！ そんなあなたに 成功の秘訣をお教え

します。」、「それは」及び「アップ＆スッキリ の両立」 

・筋肉質な人物の画像と共に、「プロテインを飲むより断然効率

がいいんです！」、「だから！」及び「『超アップ系』×『ス

ッキリ系』 ２大成分をＷ配合！ さらに！アップ系にＨＭＢ

を新配合」と記載 

・「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「アスリートも多数摂取！ 

２種のとっておき成分」及び「ＨＭＢ（Ｈｙｄｒｏｘｙ Ｍｅ

ｔｈｙｌ Ｂｕｔｙｒａｔｅ）は、必須アミノ酸の１種である

ロイシンという成分が、体内で代謝されてできる物質です。し

かも、ロイシンからワズカ５％しか生成されない貴重な成分

で、欠かせないサポートの役割を持ち合わせています。」並び

にプロテインシェーカー、本件商品、ロイシン及びＨＭＢのイ

ラストの画像と共に、「プロテインに含まれるＨＭＢはワズカ

５％」、「ファイラマッスルサプリＨＭＢは」及び「プロテイ

ン２０杯相当のＨＭＢを配合！！」と記載、並びに「ＢＣＡＡ

（Ｂｒａｎｃｈｅｄ Ｃｈａｉｎ Ａｍｉｎｏ Ａｃｉｄ）

は、分岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイシン、イソロイシ

ンのアミノ酸総称です。ヒトが体内で作ることが出来ない必須

アミノ酸と呼ばれ、欠かせないエネルギーの源とされていま

す。」、「このアミノ酸は、必須アミノ酸（自分で製造できな

い）と非必須アミノ酸（自己製造できる）に分かれます。自分

で生成できない必須アミノ酸『バリン、ロイシン、イソロイシ

ン』のＢＣＡＡと呼ばれる３つを黄金比で配合！筋タンパク質

中の必須アミノ酸の３５％を占めるＢＣＡＡは、大事な栄養素

となるのです！」及び「理想も夢じゃない！」、並びに筋肉質

な人物の画像並びにＨＭＢ及びＢＣＡＡのイラストの画像と

共に、「ＨＭＢ 吸収」、「ＢＣＡＡ 吸収」、「ＨＭＢ＆Ｂ

ＣＡＡをダイレクトに吸収！」及び「しかも、人は分解と合成

を常に繰り返し、栄養となるアミノ酸は自然と減っていきま

す。だからこそ、サプリで手軽に毎日ＨＭＢ＆ＢＣＡＡを摂取

すれば、栄養補給も十分可能に。」と記載 

・「スッキリ系 インディアンデーツ」、「注目のサポート成分」

及び「ＴｉＬ．（Ｔａｍａｒｉｎｄｕｓ ｉｎｄｉｃａ Ｌ．）
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はタマリンドまたはインディアンデーツと呼ばれるアフリカ

原産の天然植物です。現地では乱れた食生活を整えるものとし

て用いられています。」 

・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、

「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディ

アンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記

載 

・筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「ファイラな

ら シェイカー不要！ いつでもどこでも速攻吸収！」、「サ

ッと出して」、「パクッ！」、「水で飲むだけ」、「超手軽！ 

春日は毎日飲んでるぞ！」及び「しかも！」と記載、並びに筋

肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサ

プリＨＭＢなら」、「手軽！ １日目安 ４粒」、「低カロリ

ー！ １日約 ５ｋｃａｌ」、「低コスト！ １日約 １６０

円（税抜）」及び「を実現！！」と記載、並びに筋肉質な人物

の画像と共に、「Ｗ作用で理想に近づく！」と記載 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「オードリー

春日さんもファイラマッスルサプリＨＭＢを大絶賛！」及び

「水さえあればどこでも飲めるのが良い。 軽いし邪魔になら

ず、いつどこでも飲めるようにバッグに入れている。 ＢＣＡ

ＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成分の『インディアン

デーツ』。 このファイラマッスルサプリＨＭＢで初めて知っ

たのだが、なかなかに良し！」と記載 

・「ファイラ成功者からも 多数！喜びの報告が届いていま

す！」と記載した上で、本件商品を手にした筋肉質な人物の上

半身の画像と共に、「他とは違うこだわり！ ■■■■様（３

０歳） これまで色んなサプリやプロテインを飲んできました

が、ファイラはこだわりがほかと違うのがいいですね。 ジム

仲間にも普及していきたいと思います。」と記載、人物の上半

身の画像と共に、「トレーニングが楽しい！ ■■■様（４６

歳） プロテインをとってトレーニングしていましたが、途中

から成長が見られなくなりました。ファイラは食事・トレーニ

ングで足りていない栄養分を補ってくれます。我ながら魅力的

だなと大満足しています。」と記載、並びに人物の上半身の画

像と共に、「旦那と一緒にサーフィンも！ ■■様（３５歳） 

ボディビルダー並を目指してはないけど、ある程度引き締まっ
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ているほうがより女性らしいラインが作れるかなと思い、運動

のお供に旦那と一緒に飲み始めました！今ではサーフィンな

どに挑戦してます♪」と記載 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ハードな運動や極

端な食事制限は 続かないから失敗する…」、「そうならない

為には」、「適度な運動と食事調整の結果をより効率よく高め

る アップ＆スッキリの継続が 重要」、「だから！」及び「ア

ップ＆スッキリのＷサポートが期待できる ファイラマッス

ルサプリＨＭＢ」と記載、並びに「さらに」及び「１粒のサプ

リの中に色々な成分を配合するより成分を厳選した方が」、並

びに「１粒あたりの成分配合率」と記載のある２つの円グラフ

と共に、「１粒あたりにおける本来の力を発揮！」、「超アッ

プ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディアンデー

ツ」、「しかも」及び「プロテインと違い『スッキリ成分』が

配合されているので」と記載、並びに筋肉質な人物の画像と共

に、「効率よく実感しやすい！」と記載、並びに本件商品、他

社サプリメント及びプロテインのボディアップ及びスッキリ

成分を比較した表において、本件商品について、「ボディアッ

プ※ ◎ ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ 高配合」及び「スッキリ成分 ◎ 

インディアンデーツ 高配合」と記載 

・本件商品の画像及び人物の画像と共に、「ファイラマッスルサ

プリＨＭＢを毎日に取り入れることで」、「ファッションがキ

マる！」、「スーツ姿も色気がｼ益れる！」及び「自然と女性を

惹き付ける！」と記載、並びに「だから 本気で理想に近づき

たい あなたには 断然オススメ！」及び「ファイラマッスル

サプリＨＭＢ」 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 Ｑ＆Ａ」と記載した

上で、「Ｑ どれくらいで実感しますか？」及び「Ａ 個人差

もありますが、早い方で１～２ヶ月、平均して４ヶ月前後で実

感される方が多くいらっしゃいます。より実感いただくため

に、通勤でも座らず、立つなど負荷をかけたり、運動を日常生

活に取り入れる事をオススメします。」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢで 今すぐ！」と記載した上

で、筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「タルん

だ体にトゥース！」、「栄養機能食品 ビタミンＢ２」、「Ｈ

ＭＢ配合でパワーアップ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡ
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Ａ」、「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」

及び「Ｗ作用の２層式粒」と記載 

少なくとも令和元年

９月３０日、同年１０

月 １０日及び同月 

２３日並びに遅くと

も令和２年１月２８

日から同年２月２５

日までの間 

（別添写し６） 

・「あのオードリー春日さんも愛用」、並びに筋肉質な人物及び

本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢでタ

ルんだ体にトゥース！」、「１２０粒入り（約１ヶ月分）」、

「栄養機能食品 ビタミンＢ２」、「ＨＭＢ配合でパワーアッ

プ！」、「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 イ

ンディアンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」

と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢは、スッキリ成分のインディ

アンデーツと、ボディアップ※に力を発揮するＨＭＢとＢＣＡ

Ａを厳選し、安心なＧＭＰ認定工場が管理して国内で製造。結

果にこだわり安全性にも配慮した当サプリは、１０年近い販売

実績を誇る自信作です。」 

・筋肉質な人物及び円グラフの画像と共に、「９３．６％※の方

が実感しリピートされています！！」と記載 

・「こんな思いしていませんか？」、「☑ダラしない見た目に諦

めモード…」、「☑ガリガリでたくましさが足りない…」、「☑

プロテインを使っても満足できない…」、「☑運動してもなか

なか理想に近づかない…」及び「☑自信がモテず行動が消極的

になりやすい…」と記載した上で、筋力トレーニングをする人

物及び筋肉質な人物の画像と共に、「今すぐ解決したいけど

…」、「忙しくてジムに通う時間がない」、「トレーニングを

やっても続かない」、「プロテインを飲んでも理想のスタイル

※になれない」及び「もう悩みたくないあなたへ」と記載、並

びに本件商品の画像と共に、「いつでもラクラク ＼ボディメ

イク※×スッキリ！！／」、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、

「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディ

アンデーツ ３，０００ｍｇ」、「Ｗ作用の２層式粒」及び「１

２０粒入り（約１ヶ月分）」と記載 

・「スッキリボディ※を目指すあなたに成功の秘訣をお教えしま

す。」、「それは」、「隠れた逞しさを表に出す！」及び「ボ

ディメイク※＆スッキリの両立」と記載した上で、肥満体の人

物及び筋肉質な人物の合成画像を掲載 
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・筋肉質な人物の画像と共に、「プロテインを飲むより断然効率

がいいんです！」、「だから！」及び「『超アップ系』×『ス

ッキリ系』 さらに！アップ系にＨＭＢを新配合」と記載 

・「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「アスリートも多数摂取！ 

２種のボディメイク※成分」及び「ＨＭＢ（Ｈｙｄｒｏｘｙ Ｍ

ｅｔｈｙｌ Ｂｕｔｙｒａｔｅ）は、必須アミノ酸の１種であ

るロイシンという成分が、体内で代謝されてできる物質です。

しかも、ロイシンからワズカ５％しか生成されない貴重な成分

で、ボディメイク※に欠かせないサポートの役割を持ち合わせ

ると同時に、運動によりカラダに刺激を与える事で、ボディメ

イク※の活発化、運動後の回復サポートをする働きがあるとさ

れています。」、並びにプロテインシェーカー、本件商品、ロ

イシン及びＨＭＢのイラストの画像と共に、「プロテインに含

まれるＨＭＢはワズカ５％」、「ファイラマッスルサプリＨＭ

Ｂは」及び「プロテイン２０杯相当のＨＭＢを配合！！」と記

載、「ＢＣＡＡ（Ｂｒａｎｃｈｅｄ Ｃｈａｉｎ Ａｍｉｎｏ 

Ａｃｉｄ）は分岐鎖アミノ酸と呼ばれるバリン、ロイシン、イ

ソロイシンのアミノ酸総称です。ヒトが体内で作ることが出来

ない必須アミノ酸と呼ばれ、欠かせないエネルギーの源とされ

ています。」、「このアミノ酸は、必須アミノ酸（自分で製造

できない）と非必須アミノ酸（自己製造できる）に分かれます。

自分で生成できない必須アミノ酸『バリン、ロイシン、イソロ

イシン』のＢＣＡＡと呼ばれる３つを黄金比で配合！筋タンパ

ク質中の必須アミノ酸の３５％を占めるＢＣＡＡは、ボディメ

イク※にとって大事な栄養素となるのです！」及び「運動の効

率がスピードアップして理想のボディメイク※も夢じゃな

い！」と記載、並びに筋肉質な人物の画像並びにＨＭＢ及びＢ

ＣＡＡのイラストの画像と共に、「ＨＭＢ 吸収」、「ＢＣＡ

Ａ 吸収」、「ＨＭＢ＆ＢＣＡＡをダイレクトに吸収！」及び

「しかも、人は分解と合成を常に繰り返し、栄養となるアミノ

酸は自然と減っていきます。だからこそ、サプリで手軽に毎日

ＨＭＢ＆ＢＣＡＡを摂取すれば、栄養補給も十分可能に。」と

記載 

・「スッキリ系 インディアンデーツ ３，０００ｍｇ」、「ダ

イエッターも注目！スッキリサポート※成分」及び「ＴｉＬ．

（Ｔａｍａｒｉｎｄｕｓ ｉｎｄｉｃａ Ｌ．）はタマリンド
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またはインディアンデーツと呼ばれるアフリカ原産の天然植

物です。現地では乱れた食生活を整えるものとして用いられて

います。また、余分な摂取をスッキリサポート※する働きが期

待されています。」 

・本件商品の画像と共に、「いつでもラクラク ＼ボディメイク

※×スッキリ！！／」、「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」、

「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディ

アンデーツ ３，０００ｍｇ」、「Ｗ作用の２層式粒」及び「１

２０粒入り（約１ヶ月分）」と記載 

・筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラなら シ

ェイカー不要！ いつでもどこでも速攻吸収！」、「サッと出

して」、「パクッ！」、「水で飲むだけ」、「超手軽！ 春日

は運動できない日も毎日飲んでるぞ！」、「スッキリとボディ

メイク※を同時にＷサポート！」及び「しかも！」と記載、並

びに筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「ファイラマッ

スルサプリＨＭＢなら」、「手軽！ １日目安 ４粒」、「低

カロリー！ １日約 ５ｋｃａｌ」、「低コスト！ １日約 １

６０円（税抜）」及び「を実現！！」と記載、並びに筋肉質な

人物の画像と共に、「Ｗ作用でラクして早く激モテＢＯＤＹを

目指せる！」と記載 

・「オードリー春日さんもファイラマッスルサプリＨＭＢを大絶

賛！」と記載の上、本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と

共に、「水さえあればどこでも飲めるのが良い。 軽いし邪魔

にならず、いつどこでも飲めるようにバッグに入れている。 

栄養分ＢＣＡＡとＨＭＢも入っているし、スッキリ系成分の

『インディアンデーツ』。 このファイラマッスルサプリＨＭ

Ｂで初めて知ったのだが、なかなかに良し！」と記載 

・「自慢のボディを手に入れた成功者からも 多数！喜びの報告

が届いています！」と記載した上で、本件商品を手にした筋肉

質な人物の上半身の画像と共に、「他とは違う実感重視！ ■

■■■■様（３０歳） これまで色んなサプリやプロテインを

飲んできましたが、他の商品とは『飲んでるな！』という実感

が決定的に違います。今までのトレーニングも満足度が上がり

ました！ファイラマッスルサプリＨＭＢと出会って、僕の人生

は変わりました！続ければ続けるほど確かな達成感を得られ

ました。」と記載、人物の上半身の画像と共に、「おどろくほ
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どスッキリ♪ ■■■■様（４３歳） 昔は何もしなくても勝

手に体重が変動してたけど、年齢を重ねるごとにお肉がどんど

ん蓄積されていく一方…。この頑固なお肉をどうにかするには

パワーがあるやつを！（笑）と思い、ファイラを購入しました。

今では、おどろくほどスッキリしています！」と記載、人物の

上半身の画像と共に、「トレーニングが楽しい！ ■■様（４

６歳） プロテインを摂って筋トレをしていましたが、途中か

ら成長が見られなくなりモチベーションが下がってました。フ

ァイラはアップ系とスッキリ系が両方入ってる！気持ち新た

に筋トレを再開し、バルクはキープしたまま引き締め、我なが

らイケてる体に大満足しています。」と記載、及び「旦那と理

想に近づいた！ ■■様（３５歳） マッチョな体型を目指し

てはないけど、ある程度引き締まっているほうがより女性らし

いラインが作れるかなと思い、運動のお供に旦那と一緒に飲み

始めました！何もしなかった頃と比べ、続けていたら２人とも

理想に近づいてきて、今ではサーフィンなどに挑戦しています

♪」と記載 

・筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「ハードな運

動や極端な食事制限は 続かないから失敗する…」、「そうな

らない為には」、「適度な運動と食事調整の結果をより効率よ

く高める アップ＆スッキリの継続が 重要」、「だから！」

及び「アップ＆スッキリのＷサポートが期待できる ファイラ

マッスルサプリＨＭＢ」と記載、並びに「１粒のサプリの中に

色々な成分を配合するより成分を厳選した方が」と記載し、「１

粒あたりの成分配合率」と記載のある２つの円グラフ及び本件

商品の画像と共に、「１粒あたりにおける本来の力を発揮！」、

「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディ

アンデーツ」、「しかも」及び「プロテインと違い『スッキリ

成分』が配合されているので」と記載、並びに筋肉質な人物の

画像と共に、「効率よく実感しやすい！」と記載、並びに本件

商品、他社サプリメント、プロテインのボディアップ及びスッ

キリ成分を比較した表において、本件商品について、「ボディ

アップ※ ◎ ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ 高配合」及び「スッキリ成

分 ◎ インディアンデーツ 高配合」と記載 

・本件商品の画像と共に、「ファイラマッスルサプリＨＭＢを毎

日に取り入れることで」と記載した上で、人物の画像と共に、
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「ファッションがキマる！」、「スーツ姿も色気がｼ益れる！」

及び「自然と女性を惹き付ける！」と記載、並びに「だから 本

気でモテＢＯＤＹを 目指す方には 断然オススメ！」及び

「ファイラマッスルサプリＨＭＢ」と記載 

・本件商品の画像と共に、「よくある質問 Ｑ＆Ａ」と記載した

上で、「Ｑ どれくらいで実感しますか？」及び「Ａ 個人差

もありますが、早い方で１～２ヶ月、平均して４ヶ月前後で実

感される方が多くいらっしゃいます。早期に変化が現れた方も

リバウンド防止も兼ね、半年間はご使用頂くことをオススメし

ます。より早く実感されたい方は、通勤でも座らず、立つなど

カラダへの負担や運動を日常生活に取り入れる事をオススメ

します。」と記載 

・「ファイラマッスルサプリＨＭＢで 今すぐ！」と記載した上

で、筋肉質な人物の画像及び本件商品の画像と共に、「タルん

だ体にトゥース！」、「１２０粒入り（約１ヶ月分）」、「栄

養機能食品 ビタミンＢ２」、「ＨＭＢ配合でパワーアップ！」、

「超アップ系 ＨＭＢ＆ＢＣＡＡ」、「スッキリ系 インディ

アンデーツ ３，０００ｍｇ」及び「Ｗ作用の２層式粒」と記

載 

 

  



２８ 

 

別表２ 

表示期間 表示内容 

少なくとも平成３１年４月１０日 

（別添写し１） 

・「※適度な食事と運動後の一例の個人の感想で

結果には個人差がございます。」 

少なくとも令和元年５月１７日 

（別添写し２） 

・「※適度な食事と運動後の一例の個人の感想で

結果には個人差がございます。」 

少なくとも令和元年７月３日 

（別添写し３） 

・「※適度な運動と食事管理の補助として使用し

た一例で感想・結果には個人差があります。」 

少なくとも令和元年８月１９日 

（別添写し４） 

・「※適度な運動と食事管理の補助として使用し

た一例で感想・結果には個人差があります。」 

少なくとも令和元年９月１９日 

（別添写し５） 

・「※適度な運動と食事管理の補助として使用し

た一例で感想・結果には個人差があります。」 

少なくとも令和元年９月３０日、同年

１０月１０日及び同月２３日並びに

遅くとも令和２年１月２８日から同

年２月２５日までの間 

（別添写し６） 

・「※適度な運動と食事管理の補助として使用し

た一例で感想・結果には個人差があります。」 

 

  



２９ 

 

別表３ 

表示期間 
表示内容 

打消しの対象となる表示 対応する打消し表示 

少なくとも令和元年

７月３日 

（別添写し３） 

・「理想の体※２」 ・「※２健康的で美しい体」 

・「細マッチョ※」 ・「※細マッチョを目指した運

動・食事管理への栄養補給」 

・「ビルドアップ※」 ・「※筋トレ後の栄養補給」 

・「理想の体※」 ・「※健康的で美しい体」 

・「理想の体※１」及び「理想実現

※１」 

・「※１健康的で美しい体」 

・「ビルドアップ※２」 ・「※２筋トレ後の栄養補給」 

・「筋肉サプリ※１」 ・「※１筋トレ後の栄養補給」 

・「“理想の体”※２」 ・「※２健康的で美しい体」 

・「２種のビルドアップ※１成分」 ・「※１筋トレ後の栄養補給」 

・「プロテインよりボディメイク

※２の実感度アップ！」 

・「※２健康体構築」 

・「ビルドアップ※」 ・「※筋トレ後の栄養補給」 

・「ボディメイク※１」 ・「※１健康体構築」 

・「スッキリサポート※２」 ・「※２運動・食事管理への栄

養補給」 

・「ビルドアップとスッキリの両

立を実現しました！※」 

・「※運動・食事管理、両面へ

の栄養補給」 

・「ボディメイク※」 ・「※健康体構築」 

・「ボディメイク※」 ・「※健康体構築」 

・「筋肉サプリ※２」 ・「※２筋トレ後の栄養補給」 

・「本気で変わりたいと願う※２」 ・「※２本品をキッカケに運動・

食事管理を行った結果」 

・「正しくお飲みいただいている

方からは、数日で『変わってき

たかも！』※２と言ったお声も

少なくなく」 

・「※２運動・食事管理・栄養

補給により」 

少なくとも令和元年

８月１９日 

（別添写し４） 

・「ボディアップ※」 ・「※トレーニング後の栄養補

給」 



３０ 

 

少なくとも令和元年

９月１９日 

（別添写し５） 

・「ボディアップ※」 ・「※トレーニング後の栄養補

給」 

少なくとも令和元年

９月３０日、同年 

１０月１０日及び同

月２３日並びに遅く

とも令和２年１月 

２８日から同年２月

２５日までの間 

（別添写し６） 

・「理想のスタイル※」 ・「※健康的で美しい体」 

・「ボディメイク※」 ・「※健康体構築」 

・「スッキリボディ※」 ・「※健康的で美しい体」 

・「隠れた逞しさを表に出す！ボ

ディメイク※＆スッキリの両

立」と記載した上で表示され

ている人物の合成画像 

・「※画像はイメージです」 

・「スッキリサポート※」 ・「※運動・食事管理への栄養

補給」 

・「ボディメイク※」 ・「※健康体構築」 

・「ボディアップ※」 ・「※筋トレ後の栄養補給」 

 


