
 

 

令和２年３月１７日 

 

 

株式会社あすなろわかさ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、株式会社あすなろわかさ（以下「あすなろわかさ」といいま

す。）に対し、同社が供給する「黒椿」と称する食品に係る表示について、消費者庁

及び公正取引委員会（公正取引委員会事務総局九州事務所）の調査の結果を踏まえ、

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 株式会社あすなろわかさ（法人番号 1290001034447） 

  所 在 地 福岡市中央区今泉一丁目２０番２号 

  代 表 者 代表取締役 横尾 英武 

  設立年月 平成２１年４月 

  資 本 金 ５００万円（令和２年３月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

 ⑴ 対象商品 

「黒椿」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 

別表「表示媒体」欄記載の自社ウェブサイト 

(ｲ) 表示期間 

別表「表示日」欄記載の日 

(ｳ) 表示内容（別紙１及び別紙２） 

例えば、本件商品の容器包装及び黒髪の人物の写真と共に、「黒々艶やかな

髪本来の美しさを取り戻す 黒椿 －ＫＵＲＯＴＵＢＡＫＩ－ 黒ゴマ、黒

ウコン、亜鉛、ビオチンなどの黒々艶やかな天然成分をたっぷり使ったサプ

リメントです。あなたの髪本来の、若々しくて美しい黒髪を取り戻します。

市販の白髪染めや美容院で染めるのが面倒な方にオススメです。」等と表示

するなど、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、

本件商品を摂取することで、白髪が黒髪になる効果が得られるかのように示

す表示をしていた。 
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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、あすなろわかさに対し、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 

前記アの表示のうち体験談の表示について、令和元年７月４日及び同月８日

に、自社ウェブサイト（https://asunaro-wakasa.com/kurotuya/lp1/index.p

hp?ad_code=y003）において、「※お客様個人の感想であり実感には個人差があ

ります。」と表示していたが、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 

 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 

 

公正取引委員会事務総局九州事務所取引課 

電    話 ０９２（４３１）６０３１ 

 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/ 
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別表 

表示日 表示媒体 表示内容 

令和元年７

月５日及び

同月８日 

自社ウェブサイト

（https://asunaro-

wakasa.com/shop/prod

uct_detail/kuro.html

?ad_code=shop003） 

・ 本件商品の容器包装及び黒髪の人物の写真と共に、「黒々

艶やかな髪本来の美しさを取り戻す 黒椿 －ＫＵＲＯＴ

ＵＢＡＫＩ－ 黒ゴマ、黒ウコン、亜鉛、ビオチンなどの

黒々艶やかな天然成分をたっぷり使ったサプリメントで

す。あなたの髪本来の、若々しくて美しい黒髪を取り戻しま

す。市販の白髪染めや美容院で染めるのが面倒な方にオス

スメです。」と記載

・ 「髪の専門家が厳選した黒々艶やか成分」、「ゴマリグナ

ン」、「防止と改善」、「ゴマリグナンには『セサミン』『セサ

モリン』『セサミノール』『セサモール』などがありゴマ油の

中に０．５～１％程度含まれております。抗酸化作用がとて

も強くアンチエイジングなどに期待されています。」、「ポリ

フェノール」、「再生と生産」、「黒ウコンは、根茎切断面が濃

い紫色をしているので日本では別名『黒ショウガ』ともいわ

れます。色からも分かるようにポリフェノールやアントシ

アニンが豊富でフレッシュさを保つ力があります。」、「Ｌ－

リジン」、「修復と成長」、「黒豆に多く含まれているリジンは

たんぱく質の一種で、体内で合成ができないため食べ物か

ら摂取する必要があります。ツヤやハリでお悩みの方には

特に必要な栄養です。」、「アルギン酸」、「保湿と補修」及び

「アルギン酸は、コンブやワカメ、ヒジキ、モズクなどの海

藻類に多く含まれる多糖類の一種です。食物繊維と言い換

えることもできます。ヌメリ成分たっぷりでカラダの中か

らキレイにします。」 

・ 黒髪の人物及び本件商品の容器包装の写真と共に、「一時

的に染めるのではなく、内側から根本的に解決したい！黒

椿はそんなあなたにオススメです」、「ゴマリグナン３２ｍ

ｇ配合」、「ポリフェノール１６ｍｇ配合」、「Ｌ－リジン２４

ｍｇ配合」、「アルギン酸２１ｍｇ配合」及び「ガニアシ１８

ｍｇ配合」と記載

（別紙１） 

令和元年７

月４日及び

同月８日 

自社ウェブサイト

（https://asunaro-

wakasa.com/kurotuya/

lp1/index.php?ad_cod

e=y003） 

・ 黒髪の人物、本件商品及び本件商品の容器包装の写真と

共に、「白髪が気になるあなたへ 黒々ツヤツヤな髪本来の

美しさを取り戻す！」、「黒ゴマ１０２ｍｇ配合」、「黒ウコン

１１４ｍｇ配合」及び「ガニアシ１５．０ｍｇ配合」と記載、

「きれいな黒髪を保つためには『頭皮の健康状態』が大きく

関係しています。」、「白髪は、遺伝、加齢、ストレスなど様々
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表示日 表示媒体 表示内容 

な要因が重なり合ってできますが、毛穴のメラノサイト（色

素を作る細胞）が活動していないか、あるいは細胞そのもの

が無い状態です。また、色素であるメラニンは、チロシンと

いうアミノ酸から作られますから、メラノサイト（細胞）が

正常でも、素材であるチロシンが不足していると色素は作

られず、白髪になります。」、「髪の成分ケラチン、頭皮（皮

膚）の構成要素コラーゲン、そして色素メラニン、すべてア

ミノ酸からできています。健康的な黒髪を保つためには、ア

ミノ酸やミネラルをはじめ、必要な栄養素を十分に摂取す

ることが、まずはいちばん大切です。黒ゴマも黒ウコンも、

ともに強力な抗酸化作用をもち、アンチエイジング成分と

して注目されています。加齢による抜け毛を防ぐ効果はも

ちろんですが、黒ゴマに含まれるゴマリグナンはホルモン

バランスを整える働きをあわせもち、女性ホルモン減少に

よっておこる更年期障害や薄毛の予防にも効果が期待され

ています。いっぽう、黒ウコンに含まれるアントシアニンは

毛細血管を保護する働きがあり、毛根に栄養を届ける助け

になります。」及び「ガニアシは、昆布の中でも岩に張り付

いている部位で非常に硬く食用とはならないのですが、ア

ミノ酸やミネラルが、食用昆布のおよそ２倍も含まれてい

ることが分かり、近年注目されています。ビオチンはアミノ

酸代謝に必要な成分で、皮膚や粘膜、髪や爪を正常に保つ働

きがありますが、からだに蓄積されないので、日々摂取する

必要があります。健やかで美しい黒髪のために、必要な栄養

素を毎日摂って、頭皮を健やかに保つケアをなさってみて

はいかがでしょうか。」、並びに本件商品の容器包装の写真

と共に、「黒々ツヤツヤサプリメント黒椿―ＫＵＲＯＴＵＢ

ＡＫＩ―」と記載 

・ 「『飲む白髪ケアサプリ！？最初は半信半疑でした。』」と

記載し、「兵庫県 　様 ５０代」の体験談として、「本当に

黒くなってビックリです！ 自分ではあまり気づかなか っ

たのですが、最近会う人会う人に『若くなりましたね！』

と言われるようになりました。黒椿を飲み始めて髪の調子

が良くなって、目立たなくなったおかげだと思います。始め

は疑ってましたが、今ではもう欠かせません。」と記載、「静

岡県    様 ５０代」の体験談として、「人前に出るのが

楽しくなりました！ 最近、白いのが目立ち始めて悩んで

いました。毎回染めるのもお金がかかるし、なるべく自分で�

4

lu0281
長方形

lu0281
長方形



表示日 表示媒体 表示内容 

しようとしたのですが失敗ばかり･･･ 何か良いものがな

いか探していたところ黒椿に出会いました。今はもう、人の

目が気にならず毎日充実しています！」と記載、及び「北

海道    様 ６０代」の体験談として、「毎日、鏡の前で

笑顔になっちゃいます 年齢とともに先細りになってきた

ので、黒々とした艶やかさを目指して始めました。何事も

内側からのケアが大事だと思っているので、このサプリに

出会えて良かったです。自分自身、すごく実感してるので

友人や知人にオススメしてまわっています。」と記載 

・ 「ヘアケアが気になるみなさん こんなことでお悩みで

はありませんか？ ☑白いものが混じって見た目が汚

い･･･ ☑実年齢より上に見られてしまう･･･ ☑髪のハ

リ、ツヤ不足に困っている･･･ ☑染めても、すぐに白くな

ってめんどう･･･ ☑髪本来の黒さを取り戻したい･･･」と

記載し、白髪交じりの髪の頭頂部の写真と共に、「そんな不

調の原因は･･･」、「髪の栄養不足」及び「ご存知ですか？ 実

は私たちの髪は黒色ではなくもともと白色です。黒髪は髪

の毛が作り出される過程で、メラニン色素と合成され黒い

色に染められて生えてきています。白髪になるというのは、

『欠失型』と呼ばれるメラノサイトがメラニン色素を作り

出せなかった時、つまり髪に栄養がいき渡っていない時に

できるのです。」と記載、「しかも、市販の白髪染めは一時的

なものに過ぎず、髪にダメージを与えてしまいます」及び

「髪の毛によくない… ツヤがでない 不自然な黒髪に

…」、並びに黒髪の人物及び本件商品の容器包装の写真と共

に、「一時的に染めるのではなく、内側から根本的に解決し

たい！黒椿はそんなあなたにオススメです」、「黒ゴマ１０

２ｍｇ配合」、「黒ウコン１１４ｍｇ配合」及び「ガニアシ１

５．０ｍｇ配合」と記載 

・ 「あすなろわかさが目指したのは しっかり実感
・ ・ ・ ・ ・

できる

黒々艶やかサプリ」、及び「神奈川県    様 ６０代」の体

験談として、「毎回、髪を染めていたんですがお金もかか

るし面倒でした。今では毎日、髪の調子が良いのが分かり

ます♪こんな有効成分がたっぷり入ったサプリは他では買

えません。もうちょっと早く知っておけば･･･」と記載 

・ 「実感の秘密 髪の専門家が厳選した黒々艶やか成分」、

「ゴマリグナン」、「防止と改善」、「老化防止、毛細血管まで

イキイキと若さを保つ効果があり、白髪改善・白髪防止はも
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表示日 表示媒体 表示内容 

とより、ツヤツヤとした健康な太い髪を再生することに効

果的と言われています。」、「ポリフェノール」、「再生と生

産」、「黒ウコンに豊富に含まれるポリフェノールはストレ

スや加齢による頭皮環境の悪化を防ぎ、毛母細胞を健全に

してくれます。その結果、髪にまでしっかり栄養が行き届く

状態になり黒髪の再生と生産を促してくれます。」、「Ｌ－リ

ジン」、「修復と成長」、「リジンとはたんぱく質の一種で、必

須アミノ酸と呼ばれている成分です。組織の成長や修復を

する働きがあり、成長ホルモンの低下を防ぎ、頭皮環境を整

えてくれます。」、「アルギン酸」、「保湿と補修」及び「アル

ギン酸はひじきやわかめなどに含まれる食物繊維で便秘を

解消する働きがあります。その結果、余分な老廃物を排出す

ることで調子を整え、メラノサイトの正常な働きをサポー

トしてくれます。」

・ 「お便りが後を絶ちません」及び「どんどん届く感動体

験！『黒椿』で実感した喜びのお声をご紹介」と記載し、「大

阪府        様 ６０代」の体験談として、「白髪染めの

日々から一転！本来の私の髪を取り戻しました。 若いころ

から白髪が多く悩んでいました。長年、美容室に通っていま

したが、お金も手間もかかるし他にいい方法がないかず っ

と探していたところ、このサプリと出会いました。今では特

にケアすることなく自分本来の髪を取り戻すことができま

した。これからも続けていきます。」と記載、「東京都                                         

_     様 ５０代」の体験談として、「友達から頻繁に『若

くなったね』と言われるのが嬉しい ４０代の頃から増えだ

して以来、実年齢よりも老けて見られるようになりまし

た･･･黒椿を飲み始めてから、少しずつ黒くなりハリが出て

くるようになりました。今では実年齢よりも４、５歳は必ず

若く見られます。とっても嬉しかったのですが、最初言われ

たときは信じられませんでした（笑）」と記載、「宮城県      

_     様 ４０代」の体験談として、「毎日のオシャレが楽

しくなって、生まれ変わった気分です♪ 白髪になる家系で

はないのに、なぜか私だけ･･･毎日、鏡を見るのも嫌でし

た。そんな時に友人から教えてもらって飲み始めたのです

が、最初はあまり変化がなくやめようかと思っていた時に

少しずつ減ってきました。白髪染めなどとは違い自然な感

じで生えてるのでとても気に入ってます。」と記載、並びに

「福岡県         様 ５０代」の体験談として、「黒くな
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表示日 表示媒体 表示内容 

ってからは、見た目も心も若くなって仕事も順調です 仕

事のストレスか年齢のせいか分かりませんがここ最近急に

白いのが増えだしました。すると一気に老けて見られるよ

うになり、仕事先でも『苦労してるんですね』なんて言われ

たり･･･黒椿を飲み始めて半年ぐらいかかりましたが、今で

はもうこの通り！見た目が若くなるとなんだか元気も出て

きます。」と記載 

・ 黒髪の人物の写真と共に、「さあ、あなたも『黒椿』で黒々

艶やか体験を始めませんか？」及び「飲んで黒々ツヤツヤ」

と記載、並びに本件商品の容器包装の写真と共に、「黒々ツ

ヤツヤサプリメント黒椿―ＫＵＲＯＴＵＢＡＫＩ―」と記

載 

（別紙２） 
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（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 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に

該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対

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るこ

（参考１） 

○ 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） 
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とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規

定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

（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 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一

部を公正取引委員会に委任することができる。 

３ （省略） 

４ 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定によ

り委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消

費者庁長官に報告するものとする。 

５～１１ （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。 

（公正取引委員会への権限の委任） 

第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第

二十九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。 

ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 
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○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

（参考２） 

○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） 

景品表示法による表示規制の概要 

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 

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 

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 

景
品
表
示
法

第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示
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消表対第４５４号 

令和２年３月１７日 

株式会社あすなろわかさ 

代表取締役 横尾 英武 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「黒椿」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 

⑴ 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、別表「表示日」欄記載の日に、

同表「表示媒体」欄記載の自社ウェブサイトにおいて、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、本件商品を摂取することで、白髪が黒髪になる

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。 

⑵ 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⑴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。 

⑶ 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⑴アの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵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。 

※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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２ 事実 

⑴ 株式会社あすなろわかさ（以下「あすなろわかさ」という。）は、福岡市中央区今泉

一丁目２０番２号に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ あすなろわかさは、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。

⑶ あすなろわかさは、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。 

⑷ア あすなろわかさは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、別表「表示日」欄

記載の日に、同表「表示媒体」欄記載の自社ウェブサイトにおいて、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、本件商品を摂取することで、白髪が

黒髪になる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、あすなろわかさに対し、

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、あすなろわかさは、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 あすなろわかさは、前記アの表示のうち体験談の表示について、令和元年７月４日

及び同月８日に、自社ウェブサイト（https://asunaro-wakasa.com/kurotuya/lp1/i

ndex.php?ad_code=y003）において、「※お客様個人の感想であり実感には個人差

があります。」と表示していたが、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、あすなろわかさ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 

⑴ 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

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。 
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（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。 

⑵ 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 

表示日 表示媒体 表示内容 

令和元年７

月５日及び

同月８日 

自社ウェブサイト

（https://asunaro-

wakasa.com/shop/produ

ct_detail/kuro.html?a

d_code=shop003） 

・ 本件商品の容器包装及び黒髪の人物の写真と共に、「黒々艶

やかな髪本来の美しさを取り戻す 黒椿 －ＫＵＲＯＴＵＢ

ＡＫＩ－ 黒ゴマ、黒ウコン、亜鉛、ビオチンなどの黒々艶

やかな天然成分をたっぷり使ったサプリメントです。あなた

の髪本来の、若々しくて美しい黒髪を取り戻します。市販の

白髪染めや美容院で染めるのが面倒な方にオススメです。」と

記載

・ 「髪の専門家が厳選した黒々艶やか成分」、「ゴマリグナン」、

「防止と改善」、「ゴマリグナンには『セサミン』『セサモリン』

『セサミノール』『セサモール』などがありゴマ油の中に０．

５～１％程度含まれております。抗酸化作用がとても強くア

ンチエイジングなどに期待されています。」、「ポリフェノー

ル」、「再生と生産」、「黒ウコンは、根茎切断面が濃い紫色を

しているので日本では別名『黒ショウガ』ともいわれます。

色からも分かるようにポリフェノールやアントシアニンが豊

富でフレッシュさを保つ力があります。」、「Ｌ－リジン」、「修

復と成長」、「黒豆に多く含まれているリジンはたんぱく質の

一種で、体内で合成ができないため食べ物から摂取する必要

があります。ツヤやハリでお悩みの方には特に必要な栄養で

す。」、「アルギン酸」、「保湿と補修」及び「アルギン酸は、コ

ンブやワカメ、ヒジキ、モズクなどの海藻類に多く含まれる

多糖類の一種です。食物繊維と言い換えることもできます。

ヌメリ成分たっぷりでカラダの中からキレイにします。」

・ 黒髪の人物及び本件商品の容器包装の写真と共に、「一時的

に染めるのではなく、内側から根本的に解決したい！黒椿は

そんなあなたにオススメです」、「ゴマリグナン３２ｍｇ配

合」、「ポリフェノール１６ｍｇ配合」、「Ｌ－リジン２４ｍｇ

配合」、「アルギン酸２１ｍｇ配合」及び「ガニアシ１８ｍｇ

配合」と記載

（別添写し１） 

令和元年７

月４日及び

同月８日 

自社ウェブサイト

（https://asunaro-

wakasa.com/kurotuya/l

p1/index.php?ad_code=

・ 黒髪の人物、本件商品及び本件商品の容器包装の写真と共

に、「白髪が気になるあなたへ 黒々ツヤツヤな髪本来の美し

さを取り戻す！」、「黒ゴマ１０２ｍｇ配合」、「黒ウコン１１

４ｍｇ配合」及び「ガニアシ１５．０ｍｇ配合」と記載、「き
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表示日 表示媒体 表示内容 

y003） れいな黒髪を保つためには『頭皮の健康状態』が大きく関係

しています。」、「白髪は、遺伝、加齢、ストレスなど様々な要

因が重なり合ってできますが、毛穴のメラノサイト（色素を

作る細胞）が活動していないか、あるいは細胞そのものが無

い状態です。また、色素であるメラニンは、チロシンという

アミノ酸から作られますから、メラノサイト（細胞）が正常

でも、素材であるチロシンが不足していると色素は作られず、

白髪になります。」、「髪の成分ケラチン、頭皮（皮膚）の構成

要素コラーゲン、そして色素メラニン、すべてアミノ酸から

できています。健康的な黒髪を保つためには、アミノ酸やミ

ネラルをはじめ、必要な栄養素を十分に摂取することが、ま

ずはいちばん大切です。黒ゴマも黒ウコンも、ともに強力な

抗酸化作用をもち、アンチエイジング成分として注目されて

います。加齢による抜け毛を防ぐ効果はもちろんですが、黒

ゴマに含まれるゴマリグナンはホルモンバランスを整える働

きをあわせもち、女性ホルモン減少によっておこる更年期障

害や薄毛の予防にも効果が期待されています。いっぽう、黒

ウコンに含まれるアントシアニンは毛細血管を保護する働き

があり、毛根に栄養を届ける助けになります。」及び「ガニア

シは、昆布の中でも岩に張り付いている部位で非常に硬く食

用とはならないのですが、アミノ酸やミネラルが、食用昆布

のおよそ２倍も含まれていることが分かり、近年注目されて

います。ビオチンはアミノ酸代謝に必要な成分で、皮膚や粘

膜、髪や爪を正常に保つ働きがありますが、からだに蓄積さ

れないので、日々摂取する必要があります。健やかで美しい

黒髪のために、必要な栄養素を毎日摂って、頭皮を健やかに

保つケアをなさってみてはいかがでしょうか。」、並びに本件

商品の容器包装の写真と共に、「黒々ツヤツヤサプリメント黒

椿―ＫＵＲＯＴＵＢＡＫＩ―」と記載 

・ 「『飲む白髪ケアサプリ！？最初は半信半疑でした。』」と記

載し、「兵庫県     様 ５０代」の体験談として、「本当に

黒くなってビックリです！ 自分ではあまり気づかなかった

のですが、最近会う人会う人に『若くなりましたね！』と言

われるようになりました。黒椿を飲み始めて髪の調子が良く

なって、目立たなくなったおかげだと思います。始めは疑っ�
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表示日 表示媒体 表示内容 

てましたが、今ではもう欠かせません。」と記載、「静岡県   

_ 様 ５０代」の体験談として、「人前に出るのが楽しくなり

ました！  最近、白いのが目立ち始めて悩んでいました。毎

回染めるのもお金がかかるし、なるべく自分でしようとした

のですが失敗ばかり･･･ 何か良いものがないか探していた

ところ黒椿に出会いました。今はもう、人の目が気にならず

毎日充実しています！」と記載、及び「北海道 _    様 ６

０代」の体験談として、「毎日、鏡の前で笑顔になっちゃいま

す 年齢とともに先細りになってきたので、黒々とした艶

やかさを目指して始めました。何事も内側からのケアが大事

だと思っているので、このサプリに出会えて良かったです。

自分自身、すごく実感してるので友人や知人にオススメして

まわっています。」と記載 

・ 「ヘアケアが気になるみなさん こんなことでお悩みでは

ありませんか？ ☑白いものが混じって見た目が汚い･･･ 

☑実年齢より上に見られてしまう･･･ ☑髪のハリ、ツヤ不足

に困っている･･･ ☑染めても、すぐに白くなってめんど

う･･･ ☑髪本来の黒さを取り戻したい･･･」と記載し、白髪

交じりの髪の頭頂部の写真と共に、「そんな不調の原因

は･･･」、「髪の栄養不足」及び「ご存知ですか？ 実は私たち

の髪は黒色ではなくもともと白色です。黒髪は髪の毛が作り

出される過程で、メラニン色素と合成され黒い色に染められ

て生えてきています。白髪になるというのは、『欠失型』と呼

ばれるメラノサイトがメラニン色素を作り出せなかった時、

つまり髪に栄養がいき渡っていない時にできるのです。」と記

載、「しかも、市販の白髪染めは一時的なものに過ぎず、髪に

ダメージを与えてしまいます」及び「髪の毛によくない… ツ

ヤがでない 不自然な黒髪に…」、並びに黒髪の人物及び本件

商品の容器包装の写真と共に、「一時的に染めるのではなく、

内側から根本的に解決したい！黒椿はそんなあなたにオスス

メです」、「黒ゴマ１０２ｍｇ配合」、「黒ウコン１１４ｍｇ配

合」及び「ガニアシ１５．０ｍｇ配合」と記載 

・ 「あすなろわかさが目指したのは しっかり実感
・ ・

できる
・ ・ ・

黒々艶やかサプリ」、及び「神奈川県 　　様 ６０代」の体

験談として、「毎回、髪を染めていたんですがお金もかかるし
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表示日 表示媒体 表示内容 

面倒でした。今では毎日、髪の調子が良いのが分かります♪

こんな有効成分がたっぷり入ったサプリは他では買えませ

ん。もうちょっと早く知っておけば･･･」と記載 

・ 「実感の秘密 髪の専門家が厳選した黒々艶やか成分」、「ゴ

マリグナン」、「防止と改善」、「老化防止、毛細血管までイキ

イキと若さを保つ効果があり、白髪改善・白髪防止はもとよ

り、ツヤツヤとした健康な太い髪を再生することに効果的と

言われています。」、「ポリフェノール」、「再生と生産」、「黒ウ

コンに豊富に含まれるポリフェノールはストレスや加齢によ

る頭皮環境の悪化を防ぎ、毛母細胞を健全にしてくれます。

その結果、髪にまでしっかり栄養が行き届く状態になり黒髪

の再生と生産を促してくれます。」、「Ｌ－リジン」、「修復と成

長」、「リジンとはたんぱく質の一種で、必須アミノ酸と呼ば

れている成分です。組織の成長や修復をする働きがあり、成

長ホルモンの低下を防ぎ、頭皮環境を整えてくれます。」、「ア

ルギン酸」、「保湿と補修」及び「アルギン酸はひじきやわか

めなどに含まれる食物繊維で便秘を解消する働きがありま

す。その結果、余分な老廃物を排出することで調子を整え、

メラノサイトの正常な働きをサポートしてくれます。」

・ 「お便りが後を絶ちません」及び「どんどん届く感動体験！

『黒椿』で実感した喜びのお声をご紹介」と記載し、「大阪府

＿　　　様 ６０代」の体験談として、「白髪染めの日々から

一転！本来の私の髪を取り戻しました。 若いころから白髪

が多く悩んでいました。長年、美容室に通っていましたが、

お金も手間もかかるし他にいい方法がないかずっと探してい

たところ、このサプリと出会いました。今では特にケアする

ことなく自分本来の髪を取り戻すことができました。これか

らも続けていきます。」と記載、「東京都 　　　　様 ５０

代」の体験談として、「友達から頻繁に『若くなったね』と言

われるのが嬉しい ４０代の頃から増えだして以来、実年齢

よりも老けて見られるようになりました･･･黒椿を飲み始めて

から、少しずつ黒くなりハリが出てくるようになりました。今

では実年齢よりも４、５歳は必ず若く見られます。とっても

嬉しかったのですが、最初言われたときは信じられませんで

した（笑）」と記載、「宮城県 　　　　様 ４０代」の体�
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表示日 表示媒体 表示内容 

験談として、「毎日のオシャレが楽しくなって、生まれ変わっ

た気分です♪ 白髪になる家系ではないのに、なぜか私だ

け･･･毎日、鏡を見るのも嫌でした。そんな時に友人から教え

てもらって飲み始めたのですが、最初はあまり変化がなくや

めようかと思っていた時に少しずつ減ってきました。白髪染

めなどとは違い自然な感じで生えてるのでとても気に入っ

てます。」と記載、並びに「福岡県 　　　　様 ５０代」

の体験談として、「黒くなってからは、見た目も心も若く

なって仕事も順調です 仕事のストレスか年齢のせいか分

かりませんがここ最近急に白いのが増えだしました。する

と一気に老けて見られるようになり、仕事先でも『苦労し

てるんですね』なんて言われたり･･･黒椿を飲み始めて半年

ぐらいかかりましたが、今ではもうこの通り！見た目が若

くなるとなんだか元気も出てきます。」と記載 

・ 黒髪の人物の写真と共に、「さあ、あなたも『黒椿』で黒々

艶やか体験を始めませんか？」及び「飲んで黒々ツヤツヤ」

と記載、並びに本件商品の容器包装の写真と共に、「黒々ツヤ

ツヤサプリメント黒椿―ＫＵＲＯＴＵＢＡＫＩ―」と記載

（別添写し２） 
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