
令和２年３月１９日 

株式会社ＴＯＬＵＴＯ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ＴＯＬＵＴＯ（以下「ＴＯＬＵＴＯ」といいます。）

に対し、同社が供給する「ケトジェンヌ」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ＴＯＬＵＴＯ
注
（法人番号 4011001118388） 

  所 在 地 東京都渋谷区桜丘町２６番１号 

  代 表 者 代表取締役 佐々木 信一 

  設立年月 平成２９年９月 

  資 本 金 ３００万円（令和２年３月現在） 

２ 措置命令の概要 

(1) 対象商品

「ケトジェンヌ」と称する食品（以下「本件商品」という。）

(2) 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

令和元年８月２日

(ｳ) 表示内容（別紙）

「スリムボディ」、「ケトジェンヌでボディメイクに燃える！」と題し、

ウエストがくびれた人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラスト及

び「ケトン体」と記載、並びに「中鎖脂肪酸ＭＣＴ」、「オメガ３系脂肪

酸アマニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパーフードミネラ

ル」、「どっさり食物繊維」、「ケトン体質に切り替える」及び「５つのこ

注
 ＴＯＬＵＴＯは、令和元年９月３０日付けで株式会社ｅ．Ｃｙｃｌｅから商号変更したものである。 
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だわり」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だけで、本件商品に含まれ

る成分の作用による体質改善により、容易に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、ＴＯＬＵＴＯ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、「※個人の感想で

あり、効果効能を示すものではありません。※イメージです。」、「商品の

効果、効能を保証するものではありません。」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) 命令の概要 

ア 前記(2)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(2)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）９１２６ 

ホームページ：https://www.caa.go.jp/ 
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別表 

 

表示内容 

・「スリムボディ」、「ケトジェンヌでボディメイクに燃える！」と題し、ウエストがくび

れた人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラスト及び「ケトン体」と記載、並びに「中

鎖脂肪酸ＭＣＴ」、「オメガ３系脂肪酸アマニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スー

パーフードミネラル」、「どっさり食物繊維」、「ケトン体質に切り替える」及び「５つの

こだわり」と記載 

・「ケトジェニックダイエット」 

・「＼注目／医学誌にも掲載！ 『医学と薬学』Ｊａｎ．２０１９ Ｖｏｌ．７６ Ｎｏ．

２ 『医学と薬学』は１９７９年創刊の医学月刊誌。特集記事と研究論文によって構成

され、豊富な医学・薬学の情報を掲載している専門誌です。」 

・「ケトン体は脂質燃焼の味方です」及び「専門家が薦めるケトン体の魅力」と題し、本

件商品の容器包装を持った人物の写真と共に、「ケトン体は脂質をエネルギー源として

います。普通運動をしても体内の糖質が先に燃やされてしまい、脂質は残ったままなん

て事例も多いんです。そのため、脂質を燃やしてくれるケトン体が今注目を集めていま

す。ケトジェンヌの場合体に必要な栄養も摂れるので、美容に気を配っている点も良い

ですね。」と記載、並びに、「管理栄養士 ●●●●● 管理栄養士／健康食育シニアマ

スター／きのこマイスター／健康経営アドバイザー」及び「大型展示会での商品説明や

インフォマーシャルをはじめ、食事・健康に関するセミナー講師、健康コラムを執筆等、

多くの経験を持つ。現在はフリーランスとして活躍中」と記載 

・「ご愛飲者様へインタビュー」と題し、体験談として、「アラサーに入ってから、ぽっち

ゃり体型が気になるように・・・ケトジェンヌには大感激！」、「効率よくスマートにダ

イエットをサポートしてくれます！ ●●様３５歳愛飲歴５ヶ月」、「元々は細かった

のに、アラサーになり『あれっ！？』と・・・」及び「２０代前半ではたくさん食べて

も太ることはほとんどなく、むしろ細い体型が自慢でした。しかし、３０代を迎える頃

になって『あれ！体重がいつの間に・・・』『体のラインがだんだんゆるくなってる・・・』

とびっくりしました。そんなときに出会ったのが『ケトジェンヌ』。『ケトジェニックダ

イエット』ってすごい良さそうだけど難しそうな印象だったんですが、ガマンや無理を

しなくていいケトジェンヌは、ツラいと続かない私にぴったりでした！それと、ただほ

っそりするのを目指すだけじゃなくて女性らしさや美容面をサポートしてくれるのも

うれしいポイント。もう“ケトジェンヌ”は手放せません！」と記載 

・「お客様満足度９５.２％
※

 ※株式会社ｅ．Ｃｙｃｌｅ調べ」及び「新スリム習慣」 

・「頑張るあなたのダイエットを応援！」 

・「人気のダイエットは一通り試したけど・・・」と題し、米飯の写真と共に、「糖質制限」、
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表示内容 

肉の写真と共に、「カロリー制限」、緑色の飲料の写真と共に、「置き換え」、靴を履いて

いる人物の写真と共に、「運動・エクササイズ」及びフォークと禁止を示唆するマーク

の写真と共に、「ファスティング」と記載、「結局いつも挫折しちゃう・・・。」として、

鏡を見ながら頬に手を当てている人物の写真と共に、「無理してお肌がボロボロ」、肩に

手を当てている人物の写真と共に、「前より体力が落ちたような・・・」及び体重計に

乗り頭を抱えている人物の写真と共に、「制限がキツくて続かない」と記載、並びに「そ

んなあなたにオススメなのが“ケトジェニック”」として、「『食べて痩せる』を応援す

るケトジェニック」、肉を刺したフォークを持った人物の写真と共に、人物の腹部に炎

のイラスト及び「ケトン体」と記載、並びに黄色で円形のイラストの下に「中性脂肪」

と記載して、左から右への矢印が描かれ、その先に「分解！」と記載された、中性脂肪

が分解され小さくなり３つに分かれているイラスト、「ケトン体スイッチ」及び「『ケト

ジェニック』とは、糖質の代替エネルギー源として脂質を摂取する食事療法です。栄養

学に基づいたダイエット法で、ケトン体回路のスイッチをオンにし、中性脂肪の分解を

サポートしてくれます。美容と健康の両方を手に入れたい方にピッタリのダイエット

メソッドです。」と記載 

・「ダイエットに良い理由 中性脂肪を分解して燃焼」と題し、「一般的には、糖質がエネ

ルギー源として使われるため、摂りすぎた糖質は、体内に脂肪として貯蔵されます。し

かし、摂取する糖質を調整することで、脂肪を分解してエネルギー源とする『ケトン体

体質』に切り替わります。つまり、ケトジェニックダイエットは溜まっていた脂肪がエ

ネルギーとして使われるので、新しく効率的なダイエット法として注目されていま

す。」と記載、並びに「一般的な体質」と称するイラスト及び「ケトン体体質」と称す

るイラストを掲載 

・「ダイエットに良い理由 ダイエットと健康の両立」と題し、「ケトジェニックダイエッ

トではただ糖質制限をするだけでなく、体を維持するのに必要な栄養素であるタンパ

ク質、食物繊維、ミネラル、脂肪酸を定めれた原則に沿って摂ることが必要です。これ

によってケトン体回路を回すことにつながります。つまり、効率的なダイエットをする

だけでなく健康の為の栄養素を摂取することになるため、健康的で美しいスリムボデ

ィを目指すことが出来るダイエット法なのです。たまっていた脂肪がエネルギーとし

て使われるので、ひとつのダイエット法として注目されているのです。」と記載、並び

にストレッチをしている細身の人物の写真と共に、「脂肪酸」、「ケトン体サポート成

分」、「タンパク質」、「ミネラル」及び「食物繊維」と記載 

・「ケトジェニックダイエットの魅力」と題し、「魅力１ 中性脂肪を分解して消費」、「魅

力２ 健康的なスリムボディを目指せる」及び「魅力３ 美容面でもキレイになれる」

と記載 
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表示内容 

・「その他にも・・・」、「集中力ＵＰ！若々しさをサポート！体のリズムを整える！」及

び「イイこと沢山！」と記載、並びに「ケトジェニックダイエットを始めたいなら・・・ 

ケトジェンヌで“ケトジェニック”完成！ と言いたくなるサプリ出来ました。」、並び

にストレッチをしている人物及び本件商品の写真と共に、「手軽にケトジェニックサポ

ート！」、「お客様満足度９５.２％
※

 ※株式会社ｅ．Ｃｙｃｌｅ調べ」、「基礎アミノ酸

でタンパク質」、「スーパーフードミネラル」、「どっさり食物繊維」、「中鎖脂肪酸ＭＣ

Ｔ」及び「オメガ３系脂肪酸アマニ油」と記載 

・「ケトジェニックで最低限必要なのは・・・」と題し、「質の良い脂」、「通常より多めの

ミネラル」、「一定量以上のタンパク質」、「食物繊維をどっさり」及び「えっ！？こんな

に必要なんて・・・ケトジェニックって難しそう・・・」と記載、並びに「そこで ケ

トジェニックサポートの決定版サプリが誕生！」と題し、本件商品の容器包装の写真と

共に、「中鎖脂肪酸ＭＣＴ」、「オメガ３系脂肪酸アマニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク

質」、「スーパーフードミネラル」及び「どっさり食物繊維」と記載 

・「ケトン体のベースとなるＭＣＴオイル（中鎖脂肪酸）」と題し、「トップアスリート芸

能人も愛用」及び「ケトン体の生成には良質な脂質が重要です。ココナッツやパームフ

ルーツに含まれる中鎖脂肪酸は、ケトン体を作りやすい環境へとサポートしてくれる

天然成分で、現代女性が積極的に摂りたい脂肪酸でもあります。中鎖脂肪酸の特徴は短

時間ですぐにエネルギーになるという点です。」と記載 

・「さらにケトン体スイッチの要となるアマニ油を追加配合」と題し、「オメガ３脂肪酸が

ごまの１５０倍
※

以上」及び「アマニには、体内でＥＰＡやＤＨＡとなる必須脂肪酸のひ

とつ、オメガ３脂肪酸のαリノレン酸が豊富に含まれています。形や味が似ているゴマ

と比べるとその量は１５０倍以上と、ＭＣＴの強いサポート役です。特に体の全体バラ

ンスを整えてスッキリしたい方にオススメしたい成分の一つです。」と記載 

・「Ｐｏｉｎｔ ダイエットの時でもインナーケアを怠らない新提案！」 

・「＼こんなのはじめて！／実感のお声が続々！」と題し、「お客様満足度９５.２％
※

 ※

株式会社ｅ．Ｃｙｃｌｅ調べ」、並びに体験談として、「外からだけでなく内側からもダ

イエットを！」、「ヨガインストラクター フィットネストレーナー」、「●●●様４２

歳」及び「ヨガインストラクターとして、今まで１００人以上のボディメイクを手伝っ

てきました。ケトジェンヌは、私のようなインストラクターも愛用する、内側からの燃

焼サポートに欠かせない一品です。」と記載 

・体験談として、「忙しい女性必見！」、「●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●

●●●●●」、「●●●様４３歳」及び「看護師なので夜勤もあり、不規則な生活をして

いる私が体型維持に欠かさないのが、これです。スマニューで特集されているのがきっ

かけで購入したのですが、時間の取れない私にはぴったりです。」と記載 
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表示内容 

・体験談として、「唯一飲んでいるサプリはケトジェンヌだけです」、「管理栄養士」、「●

●様３８歳」及び「管理栄養士として、様々なダイエット法について調べてきました。

そんな中、最近話題のケトジェニックダイエットを実践しようと出会ったのがケトジ

ェンヌです。ケトン体のベースになるＭＣＴオイルやアマニ油など、ダイエッターの中

で注目されている成分も豊富に含まれており、私が探していた理想のサプリでした。」

と記載 

・「ケトジェンヌで燃焼をサポートして健康的に目指す美ボディ！」と題し、ウエストの

くびれた人物及び本件商品の写真と共に、「溜まった脂肪のエネルギー変換を応援！」、

「オメガ３系脂肪酸アマニ油」、「中鎖脂肪酸ＭＣＴ」、「スーパーフードミネラル」、「基

礎アミノ酸でタンパク質」及び「どっさり食物繊維」と記載 

・「Ｑ．ケトン体とはなんですか？」として、「『ケトン体』とは脂質から作られるエネル

ギー物質のことで、『ケトジェンヌ』は無理なく、脂肪が燃えやすい体質をつくること

を目指します。」と記載 

・「Ｑ．どれくらいで実感できますか？」として、「個人差があるので一概に言えませんが、

早くて１ヶ月、遅くとも３～４ヶ月で実感される方が多いようです。早めに結果を出し

たい方はエクササイズなど適度な運動を取り入れることをオススメします。」と記載 

・「Ｑ．『ケトジェンヌ』はどんな人にオススメですか？」として、「理想の体型をキープ

したい方、ダイエットに挫折した方、美しく健康的な毎日を目指す方の栄養補給にオス

スメです。」と記載 

（別紙） 
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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 

（参考１） 
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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。 

２～１１ （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

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

（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 
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消表対第４７４号 

令和２年３月１９日 

 

株式会社ＴＯＬＵＴＯ 

代表取締役 佐々木 信一 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「ケトジェンヌ」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、令和元年８月２日に、自社

ウェブサイトにおいて、「スリムボディ」、「ケトジェンヌでボディメイクに燃え

る！」と題し、ウエストがくびれた人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラスト

及び「ケトン体」と記載、並びに「中鎖脂肪酸ＭＣＴ」、「オメガ３系脂肪酸アマ

ニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパーフードミネラル」、「どっさ

り食物繊維」、「ケトン体質に切り替える」及び「５つのこだわり」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

を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用による体質改善により、容易に

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。 

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

※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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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。 

 

２ 事実 

⑴ 株式会社ＴＯＬＵＴＯ（以下「ＴＯＬＵＴＯ」という。）は、東京都渋谷区桜丘町

２６番１号に本店を置き、健康食品等の通信販売業等を営む事業者である。ＴＯＬＵ

ＴＯは、令和元年９月３０日付けで株式会社ｅ．Ｃｙｃｌｅから商号変更したもので

ある。 

⑵ ＴＯＬＵＴＯ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 ＴＯＬＵＴＯ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 ＴＯＬＵＴＯは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和元年８月２日

に、自社ウェブサイトにおいて、「スリムボディ」、「ケトジェンヌでボディメイクに

燃える！」と題し、ウエストがくびれた人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラス

ト及び「ケトン体」と記載、並びに「中鎖脂肪酸ＭＣＴ」、「オメガ３系脂肪酸アマニ

油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパーフードミネラル」、「どっさり食物繊維」、

「ケトン体質に切り替える」及び「５つのこだわり」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だけで、

本件商品に含まれる成分の作用による体質改善により、容易に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、ＴＯＬＵＴＯ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、ＴＯＬＵＴＯ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 ＴＯＬＵＴＯは、前記アの表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※個人の

感想であり、効果効能を示すものではありません。※イメージです。」、「商品の効果、

効能を保証するものではありません。」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、ＴＯＬＵＴＯ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
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条の規定に違反するものである。 

 

４ 法令に基づく教示 

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。 

（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 

表示内容 

・「スリムボディ」、「ケトジェンヌでボディメイクに燃える！」と題し、ウエストがくびれた

人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラスト及び「ケトン体」と記載、並びに「中鎖脂

肪酸ＭＣＴ」、「オメガ３系脂肪酸アマニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパーフ

ードミネラル」、「どっさり食物繊維」、「ケトン体質に切り替える」及び「５つのこだわり」

と記載 

・「ケトジェニックダイエット」 

・「＼注目／医学誌にも掲載！ 『医学と薬学』Ｊａｎ．２０１９ Ｖｏｌ．７６ Ｎｏ．２ 

『医学と薬学』は１９７９年創刊の医学月刊誌。特集記事と研究論文によって構成され、

豊富な医学・薬学の情報を掲載している専門誌です。」 

・「ケトン体は脂質燃焼の味方です」及び「専門家が薦めるケトン体の魅力」と題し、本件商

品の容器包装を持った人物の写真と共に、「ケトン体は脂質をエネルギー源としています。

普通運動をしても体内の糖質が先に燃やされてしまい、脂質は残ったままなんて事例も多

いんです。そのため、脂質を燃やしてくれるケトン体が今注目を集めています。ケトジェ

ンヌの場合体に必要な栄養も摂れるので、美容に気を配っている点も良いですね。」と記

載、並びに、「管理栄養士 ●● ●● 管理栄養士／健康食育シニアマスター／きのこ

マイスター／健康経営アドバイザー」及び「大型展示会での商品説明やインフォマーシャ

ルをはじめ、食事・健康に関するセミナー講師、健康コラムを執筆等、多くの経験を持つ。

現在はフリーランスとして活躍中」と記載 

・「ご愛飲者様へインタビュー」と題し、体験談として、「アラサーに入ってから、ぽっちゃ

り体型が気になるように・・・ケトジェンヌには大感激！」、「効率よくスマートにダイエ

ットをサポートしてくれます！ ●●様３５歳愛飲歴５ヶ月」、「元々は細かったのに、ア

ラサーになり『あれっ！？』と・・・」及び「２０代前半ではたくさん食べても太ること

はほとんどなく、むしろ細い体型が自慢でした。しかし、３０代を迎える頃になって『あ

れ！体重がいつの間に・・・』『体のラインがだんだんゆるくなってる・・・』とびっくり

しました。そんなときに出会ったのが『ケトジェンヌ』。『ケトジェニックダイエット』っ

てすごい良さそうだけど難しそうな印象だったんですが、ガマンや無理をしなくていいケ

トジェンヌは、ツラいと続かない私にぴったりでした！それと、ただほっそりするのを目

指すだけじゃなくて女性らしさや美容面をサポートしてくれるのもうれしいポイント。も

う“ケトジェンヌ”は手放せません！」と記載 

・「お客様満足度９５.２％
※

 ※株式会社ｅ．Ｃｙｃｌｅ調べ」及び「新スリム習慣」 

・「頑張るあなたのダイエットを応援！」 

・「人気のダイエットは一通り試したけど・・・」と題し、米飯の写真と共に、「糖質制限」、

肉の写真と共に、「カロリー制限」、緑色の飲料の写真と共に、「置き換え」、靴を履いてい

る人物の写真と共に、「運動・エクササイズ」及びフォークと禁止を示唆するマークの写真
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表示内容 

と共に、「ファスティング」と記載、「結局いつも挫折しちゃう・・・。」として、鏡を見な

がら頬に手を当てている人物の写真と共に、「無理してお肌がボロボロ」、肩に手を当てて

いる人物の写真と共に、「前より体力が落ちたような・・・」及び体重計に乗り頭を抱えて

いる人物の写真と共に、「制限がキツくて続かない」と記載、並びに「そんなあなたにオス

スメなのが“ケトジェニック”」として、「『食べて痩せる』を応援するケトジェニック」、

肉を刺したフォークを持った人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラスト及び「ケトン

体」と記載、並びに黄色で円形のイラストの下に「中性脂肪」と記載して、左から右への

矢印が描かれ、その先に「分解！」と記載された、中性脂肪が分解され小さくなり３つに

分かれているイラスト、「ケトン体スイッチ」及び「『ケトジェニック』とは、糖質の代替

エネルギー源として脂質を摂取する食事療法です。栄養学に基づいたダイエット法で、ケ

トン体回路のスイッチをオンにし、中性脂肪の分解をサポートしてくれます。美容と健康

の両方を手に入れたい方にピッタリのダイエットメソッドです。」と記載 

・「ダイエットに良い理由 中性脂肪を分解して燃焼」と題し、「一般的には、糖質がエネル

ギー源として使われるため、摂りすぎた糖質は、体内に脂肪として貯蔵されます。しかし、

摂取する糖質を調整することで、脂肪を分解してエネルギー源とする『ケトン体体質』に

切り替わります。つまり、ケトジェニックダイエットは溜まっていた脂肪がエネルギーと

して使われるので、新しく効率的なダイエット法として注目されています。」と記載、並び

に「一般的な体質」と称するイラスト及び「ケトン体体質」と称するイラストを掲載 

・「ダイエットに良い理由 ダイエットと健康の両立」と題し、「ケトジェニックダイエット

ではただ糖質制限をするだけでなく、体を維持するのに必要な栄養素であるタンパク質、

食物繊維、ミネラル、脂肪酸を定めれた原則に沿って摂ることが必要です。これによって

ケトン体回路を回すことにつながります。つまり、効率的なダイエットをするだけでなく

健康の為の栄養素を摂取することになるため、健康的で美しいスリムボディを目指すこと

が出来るダイエット法なのです。たまっていた脂肪がエネルギーとして使われるので、ひ

とつのダイエット法として注目されているのです。」と記載、並びにストレッチをしてい

る細身の人物の写真と共に、「脂肪酸」、「ケトン体サポート成分」、「タンパク質」、「ミネラ

ル」及び「食物繊維」と記載 

・「ケトジェニックダイエットの魅力」と題し、「魅力１ 中性脂肪を分解して消費」、「魅力

２ 健康的なスリムボディを目指せる」及び「魅力３ 美容面でもキレイになれる」と記

載 

・「その他にも・・・」、「集中力ＵＰ！若々しさをサポート！体のリズムを整える！」及び

「イイこと沢山！」と記載、並びに「ケトジェニックダイエットを始めたいなら・・・ ケ

トジェンヌで“ケトジェニック”完成！ と言いたくなるサプリ出来ました。」、並びにス

トレッチをしている人物及び本件商品の写真と共に、「手軽にケトジェニックサポー

ト！」、「お客様満足度９５.２％
※

 ※株式会社ｅ．Ｃｙｃｌｅ調べ」、「基礎アミノ酸でタン
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表示内容 

パク質」、「スーパーフードミネラル」、「どっさり食物繊維」、「中鎖脂肪酸ＭＣＴ」及び「オ

メガ３系脂肪酸アマニ油」と記載 

・「ケトジェニックで最低限必要なのは・・・」と題し、「質の良い脂」、「通常より多めのミ

ネラル」、「一定量以上のタンパク質」、「食物繊維をどっさり」及び「えっ！？こんなに必

要なんて・・・ケトジェニックって難しそう・・・」と記載、並びに「そこで ケトジェ

ニックサポートの決定版サプリが誕生！」と題し、本件商品の容器包装の写真と共に、「中

鎖脂肪酸ＭＣＴ」、「オメガ３系脂肪酸アマニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパ

ーフードミネラル」及び「どっさり食物繊維」と記載 

・「ケトン体のベースとなるＭＣＴオイル（中鎖脂肪酸）」と題し、「トップアスリート芸能人

も愛用」及び「ケトン体の生成には良質な脂質が重要です。ココナッツやパームフルーツ

に含まれる中鎖脂肪酸は、ケトン体を作りやすい環境へとサポートしてくれる天然成分

で、現代女性が積極的に摂りたい脂肪酸でもあります。中鎖脂肪酸の特徴は短時間ですぐ

にエネルギーになるという点です。」と記載 

・「さらにケトン体スイッチの要となるアマニ油を追加配合」と題し、「オメガ３脂肪酸がご

まの１５０倍
※

以上」及び「アマニには、体内でＥＰＡやＤＨＡとなる必須脂肪酸のひとつ、

オメガ３脂肪酸のαリノレン酸が豊富に含まれています。形や味が似ているゴマと比べる

とその量は１５０倍以上と、ＭＣＴの強いサポート役です。特に体の全体バランスを整え

てスッキリしたい方にオススメしたい成分の一つです。」と記載 

・「Ｐｏｉｎｔ ダイエットの時でもインナーケアを怠らない新提案！」 

・「＼こんなのはじめて！／実感のお声が続々！」と題し、「お客様満足度９５.２％
※

 ※株式

会社ｅ．Ｃｙｃｌｅ調べ」、並びに体験談として、「外からだけでなく内側からもダイエッ

トを！」、「ヨガインストラクター フィットネストレーナー」、「●●●様４２歳」及び「ヨ

ガインストラクターとして、今まで１００人以上のボディメイクを手伝ってきました。ケ

トジェンヌは、私のようなインストラクターも愛用する、内側からの燃焼サポートに欠か

せない一品です。」と記載 

・体験談として、「忙しい女性必見！」、「●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

●●●●」、「●●●様４３歳」及び「看護師なので夜勤もあり、不規則な生活をしている

私が体型維持に欠かさないのが、これです。スマニューで特集されているのがきっかけで

購入したのですが、時間の取れない私にはぴったりです。」と記載 

・体験談として、「唯一飲んでいるサプリはケトジェンヌだけです」、「管理栄養士」、「●●様

３８歳」及び「管理栄養士として、様々なダイエット法について調べてきました。そんな

中、最近話題のケトジェニックダイエットを実践しようと出会ったのがケトジェンヌで

す。ケトン体のベースになるＭＣＴオイルやアマニ油など、ダイエッターの中で注目され

ている成分も豊富に含まれており、私が探していた理想のサプリでした。」と記載 

・「ケトジェンヌで燃焼をサポートして健康的に目指す美ボディ！」と題し、ウエストのく
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表示内容 

びれた人物及び本件商品の写真と共に、「溜まった脂肪のエネルギー変換を応援！」、「オ

メガ３系脂肪酸アマニ油」、「中鎖脂肪酸ＭＣＴ」、「スーパーフードミネラル」、「基礎アミ

ノ酸でタンパク質」及び「どっさり食物繊維」と記載 

・「Ｑ．ケトン体とはなんですか？」として、「『ケトン体』とは脂質から作られるエネルギー

物質のことで、『ケトジェンヌ』は無理なく、脂肪が燃えやすい体質をつくることを目指し

ます。」と記載 

・「Ｑ．どれくらいで実感できますか？」として、「個人差があるので一概に言えませんが、

早くて１ヶ月、遅くとも３～４ヶ月で実感される方が多いようです。早めに結果を出した

い方はエクササイズなど適度な運動を取り入れることをオススメします。」と記載 

・「Ｑ．『ケトジェンヌ』はどんな人にオススメですか？」として、「理想の体型をキープした

い方、ダイエットに挫折した方、美しく健康的な毎日を目指す方の栄養補給にオススメで

す。」と記載 

（別添写し） 

 




