
令和２年６月２４日 

フィリップ・モリス・ジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく

課徴金納付命令について 

消費者庁は、本日、フィリップ・モリス・ジャパン合同会社（以下「フィリ

ップ・モリス・ジャパン」といいます。）に対し、同社が供給する「ｉＱＯＳ

キット（バージョン２．４）」と称する商品及び「ＩＱＯＳキット（バージョ

ン２．４Ｐｌｕｓ）」と称する商品に係る表示について、景品表示法第８条第

１項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添参照）を発出しました。

１ 違反行為者の概要 

名 称 フィリップ・モリス・ジャパン合同会社注（法人番号 7010001067799） 

所 在 地 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号山王パークタワー 

代 表 者 代表社員 フィリップ・モリス・プロダクツ・エス・アー 

設立年月 平成２８年１０月 

資 本 金 １億２０００万円（令和２年６月現在） 

２ 課徴金納付命令の概要 

⑴ 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品

 別表１－１記載の商品（以下「特定本件商品①」という。）及び別表１－

２記載の商品（以下「特定本件商品②」という。）（以下これらを併せて「特

定本件２商品」という。） 

⑵ 課徴金対象行為

ア 表示媒体

(ｱ) 特定本件商品①

別表２「表示店舗」欄記載の店舗に設置した「フライヤー」と称する

店頭表示物（以下「フライヤー」という。）、「ブローシャースタンド」

と称する店頭表示物（以下「ブローシャースタンド」という。）又は「Ｉ

ＱＯＳコーナー」と称する店頭表示物（以下「ＩＱＯＳコーナー」とい

う。） 

(ｲ) 特定本件商品②

別表３「表示店舗」欄記載の店舗に設置したフライヤー又はＩＱＯＳ

コーナー

注 フィリップ・モリス・ジャパン合同会社は、平成２８年１０月１日付けでフィリップ・モリス・ジャパ

ン株式会社が組織変更したものである。
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イ 課徴金対象行為をした期間

(ｱ) 特定本件商品①

別表４－１「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間 

(ｲ) 特定本件商品②

別表４－２「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間 

ウ 表示内容

(ｱ) 特定本件商品①（別紙１）

例えば、平成２８年１月１日から同年５月３１日までの間に東京都

等に所在するコンビニエンスストアに設置したフライヤーにおいて、

「アプリ・Ｗｅｂで会員登録すれば４，６００円ＯＦＦ」、「ｉＱＯＳキ

ット メーカー希望小売価格９，９８０円（税込）▼５，３８０円（税

込）」、「会員登録キャンペーン期間：２０１６／５／３１まで」等と表

示するなど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示地域」欄

記載の地域に所在する同表「表示店舗」欄記載の店舗に設置した同表

「表示媒体」欄記載の表示媒体において、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、同欄記載の期間内又は期限までに、

「ｉＱＯＳキット（バージョン２．４）」と称する商品（以下「ｉＱＯ

Ｓキット（バージョン２．４）」という。）の購入に伴い会員登録を行っ

た場合又は「ｎａｎａｃｏカード」と称する会員制電子マネー（以下「ｎ

ａｎａｃｏカード」という。）を使用してｉＱＯＳキット（バージョン

２．４）を購入した場合に限り、同欄記載の値引きが適用される又は「ｎ

ａｎａｃｏポイント」と称するポイント（以下「ｎａｎａｃｏポイント」

という。）が付与されるかのように表示していた。 

(ｲ) 特定本件商品②（別紙２） 

例えば、平成２９年６月６日から同年９月２０日までの間に東京都

等に所在するコンビニエンスストアに設置したＩＱＯＳコーナーにお

いて、「お一人様各一台限り」、「専用クーポンの発券で、ＩＱＯＳキッ

トが ３，０００円ＯＦＦ 専用クーポンの発券にはＷｅｂでの会員

登録が必要です。」、「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキット（ホワイト／ネイ

ビー） メーカー希望小売価格１０，９８０円（税込）▼７，９８０円

（税込）」、「クーポン発券期間：発売開始日～２０１７／９／２０まで」

及び「クーポン引き換え期間：２０１７／９／３０まで」と表示するな

ど、別表３「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示地域」欄記載の地

域に所在する同表「表示店舗」欄記載の店舗に設置した同表「表示媒体」

欄記載の表示媒体において、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、同欄記載の期間内又は期限までに、会員登録を

行った上で専用クーポンを使用して「ＩＱＯＳキット（バージョン２．

４Ｐｌｕｓ）」と称する商品（以下「ＩＱＯＳキット（バージョン２．
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４Ｐｌｕｓ」という。）を購入した場合又は当該商品を購入後に会員登

録を行った場合に限り、同欄記載の値引きが適用されるかのように表

示していた。 

エ 実際

(ｱ) 特定本件商品①

実際には、平成２８年１月１日から平成２９年６月２０日までのほ

とんど全ての期間において、別表２「表示内容」欄記載の値引きが適用

される又はｎａｎａｃｏポイントが付与されるものであった。 

(ｲ) 特定本件商品②

実際には、平成２９年６月６日から平成３０年３月２１日までの期

間において、別表３「表示内容」欄記載の値引きが適用されるものであ

った。 

（注）本件の課徴金納付命令は、フィリップ・モリス・ジャパンが行った特

定本件２商品の販売キャンペーンに係る取引条件の表示を対象とした

ものであり、取引先事業者の販売方法を問題とするものではない。 

⑶ 課徴金対象期間

ア 特定本件商品①

別表４－１「課徴金対象期間」欄記載の各期間 

イ 特定本件商品②

別表４－２「課徴金対象期間」欄記載の各期間 

⑷ 景品表示法第８条第１項ただし書きに該当しない理由

フィリップ・モリス・ジャパンは、特定本件２商品の各商品について、そ

れぞれ、不当表示の防止等を図るための管理監督を十分に行うことなく、前

記⑵の課徴金対象行為をしていた。 

⑸ 命令の概要（課徴金の額）

フィリップ・モリス・ジャパンは、令和３年１月２５日までに、別表４－

１及び別表４－２の「課徴金額」欄記載の額を合計した５億５２７４万円

を支払わなければならない。

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電 話 ０３（３５０７）９２４０ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.caa.go.jp/
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別表１－１ 

ｉＱＯＳキット（バージョン２．４）のうち、平成２８年４月１日から同年５月３１日ま

での間、同年６月１日から同年７月３１日までの間、同年８月１日から同年１２月２１日

までの間、同月２２日から平成２９年３月２１日までの間又は同月２２日から同年６月

２０日までの間に、株式会社セブン－イレブン・ジャパンが運営するコンビニエンススト

ア、同社のフランチャイズチェーンに加盟する事業者が経営するコンビニエンスストア

若しくは同社とエリアフランチャイズ契約を締結する事業者が経営するコンビニエンス

ストア若しくは同事業者のフランチャイズチェーンに加盟する事業者が経営するコンビ

ニエンスストア、株式会社ファミリーマートが運営するコンビニエンスストア、同社のフ

ランチャイズチェーンに加盟する事業者が経営するコンビニエンスストア若しくは同社

とエリアフランチャイズ契約を締結する事業者が経営するコンビニエンスストア若しく

は同事業者のフランチャイズチェーンに加盟する事業者が経営するコンビニエンススト

ア又は株式会社ローソンが運営するコンビニエンスストア、同社のフランチャイズ

チェーンに加盟する事業者が経営するコンビニエンスストア若しくは同社とエリアフラ

ンチャイズ契約を締結する事業者が経営するコンビニエンスストア若しくは同事業者の

フランチャイズチェーンに加盟する事業者が経営するコンビニエンスストアのいずれか

の店舗（以下これらを併せて「コンビニ３社」という。）において、当該商品の購入に伴

い会員登録を行うことにより、別表２「表示内容」欄記載の値引きが適用されたもの又は

ｎａｎａｃｏカードを使用して当該商品を購入することにより、同欄記載のｎａｎａｃ

ｏポイントが付与されたもの 

別表１－２ 

ＩＱＯＳキット（バージョン２．４Ｐｌｕｓ）のうち、平成２９年６月６日から同年９月

２０日までの間、同月２１日から同年１２月２１日までの間又は同月２２日から平成３

０年３月２１日までの間に、コンビニ３社において、会員登録を行った上で専用クーポン

を使用して当該商品を購入することにより、別表３「表示内容」欄記載の値引きが適用さ

れたもの又は当該商品を購入した後に会員登録を行うことにより、同欄記載の値引きが

適用されたもの 
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別表２ 

番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

１ 平成２８年１月１日から 

同年５月３１日までの間 

北海道、宮城県、埼玉

県、千葉県、東京都、

神奈川県、愛知県、京

都府、大阪府、兵庫県、

広島県及び福岡県 

株式会社セブン－イ

レブン・ジャパンが運

営するコンビニエン

スストア、同社のフラ

ンチャイズチェーン

に加盟する事業者が

経営するコンビニエ

ンスストア又は同社

とエリアフランチャ

イズ契約を締結する

事業者が経営するコ

ンビニエンスストア

若しくは同事業者の

フランチャイズチェ

ーンに加盟する事業

者が経営するコンビ

ニエンスストア（以下

「セブンイレブン」と

いう。） 

フライヤー ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

株式会社ファミリー

マートが運営するコ

・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

ンビニエンスストア、

同社のフランチャイ

ズチェーンに加盟す

る事業者が経営する

コンビニエンススト

ア又は同社とエリア

フランチャイズ契約

を締結する事業者が

経営するコンビニエ

ンスストア若しくは

同事業者のフランチ

ャイズチェーンに加

盟する事業者が経営

するコンビニエンス

ストア（以下「ファミ

リーマート」という。） 

れば４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

平成２８年３月１日から 

同年５月３１日までの間 

株式会社ローソンが

運営するコンビニエ

ンスストア、同社のフ

ランチャイズチェー

ンに加盟する事業者

が経営するコンビニ

・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

エンスストア又は同

社とエリアフランチ

ャイズ契約を締結す

る事業者が経営する

コンビニエンススト

ア若しくは同事業者

のフランチャイズチ

ェーンに加盟する事

業者が経営するコン

ビニエンスストア（以

下「ローソン」とい

う。） 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

平成２８年４月１８日から 

同年５月３１日までの間 

青森県、岩手県、秋田

県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、群馬

県、新潟県、富山県、

石川県、福井県、山梨

県、長野県、岐阜県、

静岡県、三重県、滋賀

県、奈良県、和歌山県、

鳥取県、島根県、岡山

県、山口県、徳島県、

セブンイレブン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

香川県、愛媛県、高知

県、佐賀県、長崎県、

熊本県、大分県、宮崎

県、鹿児島県及び沖縄

県 

れます。」 

・「※北海道・宮城県・千葉県・

埼玉県・東京都・神奈川県・愛知

県・大阪府・京都府・兵庫県・広

島県・福岡県（１２都道府県）以

外は２０１６／４／１８以降、店

頭にｉＱＯＳキットが入荷次第、

会員登録キャンペーンの特典を

利用して購入が可能になりま

す。」 

ファミリーマート ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

・「※北海道・宮城県・千葉県・
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

埼玉県・東京都・神奈川県・愛知

県・大阪府・京都府・兵庫県・広

島県・福岡県（１２都道府県）以

外は２０１６／４／１８以降、店

頭にｉＱＯＳキットが入荷次第、

会員登録キャンペーンの特典を

利用して購入が可能になりま

す。」 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

・「※北海道・宮城県・千葉県・

埼玉県・東京都・神奈川県・愛知

県・大阪府・京都府・兵庫県・広
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

島県・福岡県（１２都道府県）以

外は２０１６／４／１８以降、店

頭にｉＱＯＳキットが入荷次第、

会員登録キャンペーンの特典を

利用して購入が可能になりま

す。」 

２ 平成２８年６月１日から 

同年７月３１日までの間 

全国 セブンイレブン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／７／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

ファミリーマート ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

1
0



番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

▼５，３８０円（税込）」

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／７／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／７／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用

されます。」 

３ 平成２８年８月１日から 

同年１２月２１日までの間 

セブンイレブン ・「総額３，０００円相当の還元

キャンペーン！」

・「ＩＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

→実質６，９８０円（税込）」

1
1



番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

・「ｎａｎａｃｏで ＩＱＯＳキ

ットを購入すると、メーカー希望

小売価格９，９８０円（税込） 

２，０００ｎａｎａｃｏポイント

プレゼント！ 対象購入期間：２

０１６年８月１日～１２月２１

日 ＋ お一人様一回限り Ｉ

ＱＯＳ会員登録でキャッシュバ

ック １，０００円 ※キャッシ

ュバックは郵便為替を送付しま

す。 申込み受付期間：２０１６

年８月１日～１２月３１日」 

平成２８年８月１１日から 

同年１２月２１日までの間 

ファミリーマート ・「お一人様一回限り」 

・「会員登録すれば ３，０００

円ＯＦＦ」 

・「IＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼６，９８０円（税込）」

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～１２／２１まで」 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「会員登録すれば ３，０００

1
2



番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

円ＯＦＦ」 

・「IＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼６，９８０円（税込）」

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～１２／２１まで」 

４ 平成２８年１２月２２日から 

平成２９年３月２１日までの

間 

セブンイレブン ブローシャー

スタンド

・「総額３，０００円相当の還元

キャンペーン！」

・「ｎａｎａｃｏで ＩＱＯＳキ

ットを購入すると、メーカー希望

小売価格９，９８０円（税込） 

２，０００ｎａｎａｃｏポイント

プレゼント！ 好評につき期間

延長 対象購入期間：２０１６年

８月１日～２０１７年３月２１

日 ＋ お一人様一回限り Ｉ

ＱＯＳ会員登録でキャッシュバ

ック １，０００円 ※キャッシ

ュバックは郵便為替を送付しま

す。 好評につき期間延長 申込

み受付期間：２０１６年８月１日

～２０１７年３月３１日」 

1
3



 
 

番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

ファミリーマート ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば IＱＯＳキットが ３，００

０円ＯＦＦ」 

・「好評につき期間延長」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～２０１７／３／２１ま

で」 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば IＱＯＳキットが ３，００

０円ＯＦＦ」 

・「好評につき期間延長」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～２０１７／３／２１ま

で」 

５ 平成２９年３月２２日から 

同年６月２０日までの間 

セブンイレブン フライヤー ・「お一人様一回限り」 

・「会員登録すると ３，０００

円ＯＦＦ」 

・「ＩＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼６，９８０円（税込）」 

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

・「登録対象期間：２０１７／４

／１～２０１７／６／２０まで」 

ファミリーマート ブローシャー

スタンド

・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

ると IＱＯＳキットが ３，００

０円ＯＦＦ」 

・「好評につき期間延長」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～２０１７／６／２０ま

で」 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

ると IＱＯＳキットが ３，００

０円ＯＦＦ」 

・「好評につき期間延長」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～２０１７／６／２０ま

で」 

1
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別表３ 

番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

１ 平成２９年６月６日から 

同年９月２０日までの間 

宮城県、千葉県、埼玉

県、東京都、神奈川県、

京都府、大阪府及び兵

庫県 

セブンイレブン フライヤー ・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳキット２．４Ｐｌｕ

ｓキット（ホワイト／ネイビー） 

メーカー希望小売価格１０，９８

０円（税込）▼７，９８０円（税

込）」 

・「クーポン発券期間：発売開始

日～２０１７／９／２０まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／９／３０まで」 

平成２９年６月２０日から 

同年９月２０日までの間 

北海道、青森県、岩手

県、秋田県、山形県、

福島県、茨城県、栃木

県、群馬県、新潟県、

富山県、石川県、福井

県、山梨県、長野県、

岐阜県、静岡県、愛知

県、三重県、滋賀県、

奈良県、和歌山県、鳥

取県、島根県、岡山県、

広島県、山口県、徳島

県、香川県、愛媛県、

高知県、福岡県、佐賀

県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児

島県及び沖縄県 

平成２９年６月６日から 宮城県、千葉県、埼玉 ファミリーマート ＩＱＯＳコー ・「お一人様各一台限り」 

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

同年９月２０日までの間 県、東京都、神奈川県、

京都府、大阪府及び兵

庫県 

ナー ・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：発売開始

日～２０１７／９／２０まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／９／３０まで」 

平成２９年６月２０日から 

同年９月２０日までの間 

北海道、青森県、岩手

県、秋田県、山形県、

福島県、茨城県、栃木

県、群馬県、新潟県、

富山県、石川県、福井

県、山梨県、長野県、

岐阜県、静岡県、愛知

県、三重県、滋賀県、

奈良県、和歌山県、鳥

取県、島根県、岡山県、

広島県、山口県、徳島

県、香川県、愛媛県、

高知県、福岡県、佐賀

県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児

島県及び沖縄県 

平成２９年６月６日から 

同年９月２０日までの間 

宮城県、千葉県、埼玉

県、東京都、神奈川県、

京都府、大阪府及び兵

ローソン ・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

庫県 Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▼７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：発売開始

日～２０１７／９／２０まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／９／３０まで」 

平成２９年６月２０日から 

同年９月２０日までの間 

北海道、青森県、岩手

県、秋田県、山形県、

福島県、茨城県、栃木

県、群馬県、新潟県、

富山県、石川県、福井

県、山梨県、長野県、

岐阜県、静岡県、愛知

県、三重県、滋賀県、

奈良県、和歌山県、鳥

取県、島根県、岡山県、

広島県、山口県、徳島

県、香川県、愛媛県、

高知県、福岡県、佐賀

県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児

島県及び沖縄県 

２ 平成２９年９月２１日から 

同年１２月２１日までの間 

全国 セブンイレブン ・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１７／１２／２

１まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／１２／３１まで」 

ファミリーマート ・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１７／１２／２

１まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

１７／１２／３１まで」 

ローソン ・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１７／１２／２

１まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／１２／３１まで」 

３ 平成２９年１２月２２日から 

平成３０年３月２１日までの

間 

セブンイレブン フライヤー ・「お一人様一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１８／３／２１

2
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１８／３／３１まで」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

ファミリーマート ・「お一人様一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１８／３／２１

まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１８／３／３１まで」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

ローソン ・「お一人様一台限り」 

2
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１８／３／２１

まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１８／３／３１まで」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

2
2



特定本件商品① 別表４－１ 

番

号 
課徴金対象行為 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間 課徴金額 

１ 
別表２「番号」欄に「１」と

記載の表示をする行為 

平成２８年４月１日から 

同年５月３１日までの間 

平成２８年４月１日から 

同年５月３１日までの間 
３０９９万円 

２ 
別表２「番号」欄に「２」と

記載の表示をする行為 

平成２８年６月１日から 

同年７月３１日までの間 

平成２８年６月１日から 

同年７月３１日までの間 
２６０３万円 

３ 
別表２「番号」欄に「３」と

記載の表示をする行為 

平成２８年８月１日から 

同年１２月２１日までの間 

平成２８年８月１日から 

同年１２月２１日までの間 
８００８万円 

４ 
別表２「番号」欄に「４」と

記載の表示をする行為 

平成２８年１２月２２日から 

平成２９年３月２１日までの間 

平成２８年１２月２２日から 

平成２９年３月２１日までの間 
８５５９万円 

５ 
別表２「番号」欄に「５」と

記載の表示をする行為 

平成２９年３月２２日から 

同年６月２０日までの間 

平成２９年３月２２日から 

同年６月２０日までの間 
５９８６万円 

特定本件商品② 別表４－２ 

番

号 
課徴金対象行為 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間 課徴金額 

１ 
別表３「番号」欄に「１」と

記載の表示をする行為 

平成２９年６月６日から 

同年９月２０日までの間 

平成２９年６月６日から 

同年９月２０日までの間 
１億３２１５万円 

２ 
別表３「番号」欄に「２」と

記載の表示をする行為 

平成２９年９月２１日から 

同年１２月２１日までの間 

平成２９年９月２１日から 

同年１２月２１日までの間 
９３３４万円 

３ 
別表３「番号」欄に「３」と

記載の表示をする行為 

平成２９年１２月２２日から 

平成３０年３月２１日までの間 

平成２９年１２月２２日から 

平成３０年３月２１日までの間 
４４７０万円 

2
3



別紙１ 

表示例 

別紙２ 

表示例 
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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 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。 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

（参考１） 
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に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と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ことを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること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取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が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を

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）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推定する。 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 

（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予

定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置
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を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置

に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計
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算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。 

３～６ （省略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 （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 

○ 優良誤認表示（第５条第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（第５条第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（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、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。 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出し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 

・ 第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料要求：不当表示とみなす。

・ 第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料要求：不当表示と推

定する。 

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（第５条第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

業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、競業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

（参考２） 
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制度開始日

目
的

課徴金納付命令（第８条）

・対象行為：優良誤認表示行為、有利誤認表示行為を対象とする。

・課徴金額の算定：対象商品・役務の売上額に３％を乗じる。

・対象期間：３年間を上限とする。

・主観的要素：違反事業者が不当な表示であることを知らず、かつ、知ら
ないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められると
きは、課徴金を賦課しない。

・規模基準：課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない。

除斥期間（第12条第７項）

違反行為をやめた日から５年を経過したときは、課徴金を賦課しない。

課徴金対象行為該当事実の報告による課徴金額の減額（第９条）

課徴金対象行為に該当する事実を報告した事業者に対し、課徴金額の２分
の１を減額する。

平成28年４月１日

賦課手続（第13条）

違反事業者に対する手続保障として、弁明の機会を付与する。

１： 実施予定返金措置計画の作成・認定

２： 返金措置の実施

３： 報告期限までに報告

返金措置における
金銭交付相当額が

課徴金額以上の場合

課徴金額の減額

返金措置における
金銭交付相当額が

課徴金額未満の場合

事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合は、課徴金
を命じない又は減額する。

課徴金の納付を命じない

返金措置の実施による課徴金額の減額（第10条・第11条）

※返金措置＝対象商品・役務の取引をしたことが特定される一般消
費者からの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の
購入額に３％を乗じた額以上の金銭を交付する措置。

事業者は、実施予定返金措置計画に沿って返金措置を実施する。

返金措置を実施しようとする事業者は、実施予定返金措置計画を作成し、
消費者庁長官の認定を受ける。

不実証広告規制に係る表示について、一定の期間内に当該表示の裏
付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表
示を優良誤認表示と推定して課徴金を賦課する。

不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入
するとともに、被害回復を促進する観点から返金による課徴金額の減額等の措置を講ずる。

課徴金制度の概要

（
参

考
３

）

3
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消表対第９２０号 

令和２年６月２４日 

フィリップ・モリス・ジャパン合同会社

代表社員 フィリップ・モリス・プロダクツ・エス・アー

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８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

貴社は、貴社が供給する「ｉＱＯＳキット（バージョン２．４）」と称する商品（以下「本

件商品①」という。）及び「ＩＱＯＳキット（バージョン２．４Ｐｌｕｓ）」と称する商品（以

下「本件商品②」という。）（以下これらを併せて「本件２商品」という。）の各商品の取

引について、それぞれ、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２号に該当する不当な

表示を行っていたので、同法第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令

する。 

主 文 

フィリップ・モリス・ジャパン合同会社（以下「フィリップ・モリス・ジャパン」という。）

は、課徴金として金５億５２７４万円を令和３年１月２５日までに国庫に納付しなければ

ならない。 

理 由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、フィリップ・モリス・ジャパンは、自己の供給する本件２商

品の各商品の取引に関し、それぞれ、本件２商品の各商品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ため、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

れる表示をしていたものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第５条第２号に

該当するものであって、かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、別表１－１記

別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。
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載の本件商品①（以下「特定本件商品①」という。）及び別表１－２記載の本件商品

②（以下「特定本件商品②」という。）（以下これらを併せて「特定本件２商品」とい

う。）の各商品である。 

  イ(ｱ)ａ 特定本件商品①について、フィリップ・モリス・ジャパンが別紙中の別表１

「番号」欄に「１」ないし「５」と記載の表示をする行為に係る課徴金対象行

為をした期間は、それぞれ、別表２－１「番号」欄の「１」ないし「５」に対

応する同表「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間である。 

     ｂ フィリップ・モリス・ジャパンは、特定本件商品①について、前記ａの課徴

金対象行為をやめた後そのやめた各日から６月を経過する各日までの間にお

いて、それぞれ、取引をしていない。 

     ｃ 前記ａ及びｂによれば、特定本件商品①について、前記 aの課徴金対象行為

に係る課徴金対象期間は、それぞれ、別表２－１「課徴金対象期間」欄記載の

各期間である。 

   (ｲ)ａ 特定本件商品②について、フィリップ・モリス・ジャパンが別紙中の別表２

「番号」欄に「１」ないし「３」と記載の表示をする行為に係る課徴金対象行

為をした期間は、それぞれ、別表２－２「番号」欄の「１」ないし「３」に対

応する同表「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間である。 

     ｂ フィリップ・モリス・ジャパンは、特定本件商品②について、前記ａの課徴

金対象行為をやめた後そのやめた各日から６月を経過する各日までの間にお

いて、それぞれ、取引をしていない。 

     ｃ 前記ａ及びｂによれば、特定本件商品②について、前記 aの課徴金対象行為

に係る課徴金対象期間は、それぞれ、別表２－２「課徴金対象期間」欄記載の

各期間である。 

  ウ 前記イ(ｱ)ｃ及び(ｲ)ｃの課徴金対象期間に取引をした特定本件２商品の各商品に

係るフィリップ・モリス・ジャパンの売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行

令（平成２１年政令第２１８号）第１条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定

に基づき算定すると、それぞれ、別表２－１及び別表２－２「売上額」欄記載の額で

ある。 

  エ フィリップ・モリス・ジャパンは、特定本件２商品の各商品について、それぞれ、

不当表示の防止等を図るための管理監督を十分に行うことなく、前記１の課徴金対

象行為をしていたことから、それぞれ、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該

課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第８条第１項第２号に該当することを知ら

ず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 

  ⑵  前記⑴の事実によれば、フィリップ・モリス・ジャパンが国庫に納付しなければなら

ない課徴金の額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの特定本件２商品

の各商品の売上額に、ぞれぞれ、１００分の３を乗じて得た額から、同法第１２条第２
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項の規定により、１万円未満の端数を切り捨てて算出した別表２－１及び別表２－２

「課徴金額」欄記載の額を合計した５億５２７４万円である。 

 

 よって、フィリップ・モリス・ジャパンに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、

主文のとおり命令する。 

 

＜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１－１ 

本件商品①のうち、平成２８年４月１日から同年５月３１日までの間、同年６月１日から

同年７月３１日までの間、同年８月１日から同年１２月２１日までの間、同月２２日から

平成２９年３月２１日までの間又は同月２２日から同年６月２０日までの間に、株式会

社セブン－イレブン・ジャパンが運営するコンビニエンスストア、同社のフランチャイズ

チェーンに加盟する事業者が経営するコンビニエンスストア若しくは同社とエリアフラ

ンチャイズ契約を締結する事業者が経営するコンビニエンスストア若しくは同事業者の

フランチャイズチェーンに加盟する事業者が経営するコンビニエンスストア、株式会社

ファミリーマートが運営するコンビニエンスストア、同社のフランチャイズチェーンに

加盟する事業者が経営するコンビニエンスストア若しくは同社とエリアフランチャイズ

契約を締結する事業者が経営するコンビニエンスストア若しくは同事業者のフランチャ

イズチェーンに加盟する事業者が経営するコンビニエンスストア又は株式会社ローソン

が運営するコンビニエンスストア、同社のフランチャイズチェーンに加盟する事業者が

経営するコンビニエンスストア若しくは同社とエリアフランチャイズ契約を締結する事

業者が経営するコンビニエンスストア若しくは同事業者のフランチャイズチェーンに加

盟する事業者が経営するコンビニエンスストアのいずれかの店舗（以下これらを併せて

「コンビニ３社」という。）において、当該商品の購入に伴い会員登録を行うことにより、

別紙中の別表１「表示内容」欄記載の値引きが適用されたもの又は「ｎａｎａｃｏカー

ド」と称する会員制電子マネーを使用して当該商品を購入することにより、同欄記載の

「ｎａｎａｃｏポイント」と称するポイントが付与されたもの 

 

別表１－２ 

本件商品②のうち、平成２９年６月６日から同年９月２０日までの間、同月２１日から同

年１２月２１日までの間又は同月２２日から平成３０年３月２１日までの間に、コンビ

ニ３社において、会員登録を行った上で専用クーポンを使用して当該商品を購入するこ

とにより、別紙中の別表２「表示内容」欄記載の値引きが適用されたもの又は当該商品を

購入した後に会員登録を行うことにより、同欄記載の値引きが適用されたもの 
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特定本件商品①                                                        別表２－１ 

番

号 
課徴金対象行為 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間 売上額 課徴金額 

１ 
別紙中の別表１「番号」欄に「１」

と記載の表示をする行為 

平成２８年４月１日から 

同年５月３１日までの間 

平成２８年４月１日から 

同年５月３１日までの間 
1,033,016,730 円 30,990,000 円 

２ 
別紙中の別表１「番号」欄に「２」

と記載の表示をする行為 

平成２８年６月１日から 

同年７月３１日までの間 

平成２８年６月１日から 

同年７月３１日までの間 
867,807,272 円 26,030,000 円 

３ 
別紙中の別表１「番号」欄に「３」

と記載の表示をする行為 

平成２８年８月１日から 

同年１２月２１日までの間 

平成２８年８月１日から 

同年１２月２１日までの間 
2,669,569,948 円 80,080,000 円 

４ 
別紙中の別表１「番号」欄に「４」

と記載の表示をする行為 

平成２８年１２月２２日から 

平成２９年３月２１日までの間 

平成２８年１２月２２日から 

平成２９年３月２１日までの間 
2,853,082,782 円 85,590,000 円 

５ 
別紙中の別表１「番号」欄に「５」

と記載の表示をする行為 

平成２９年３月２２日から 

同年６月２０日までの間 

平成２９年３月２２日から 

同年６月２０日までの間 
1,995,599,032 円 59,860,000 円 

 

特定本件商品②                                                      別表２－２ 

番

号 
課徴金対象行為 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間 売上額 課徴金額 

１ 
別紙中の別表２「番号」欄に「１」

と記載の表示をする行為 

平成２９年６月６日から 

同年９月２０日までの間 

平成２９年６月６日から 

同年９月２０日までの間 
4,405,014,180 円 132,150,000 円 

２ 
別紙中の別表２「番号」欄に「２」

と記載の表示をする行為 

平成２９年９月２１日から 

同年１２月２１日までの間 

平成２９年９月２１日から 

同年１２月２１日までの間 
3,111,563,747 円 93,340,000 円 

３ 
別紙中の別表２「番号」欄に「３」

と記載の表示をする行為 

平成２９年１２月２２日から 

平成３０年３月２１日までの間 

平成２９年１２月２２日から 

平成３０年３月２１日までの間 
1,490,225,004 円 44,700,000 円 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ フィリップ・モリス・ジャパン合同会社（以下「フィリップ・モリス・ジャパ

ン」という。）は、東京都千代田区永田町二丁目１１番１号山王パークタワーに

本店を置き、たばこの輸入及び販売、電化製品の輸出入及び販売、日本で販売さ

れるたばこに関する広告物制作業務及び販売促進業務等を営む事業者である。 

２ フィリップ・モリス・ジャパンは、平成２８年１０月１日にフィリップ・モリ

ス・ジャパン株式会社が組織変更したものである。 

３ フィリップ・モリス・ジャパンは、取引先事業者を通じて「ｉＱＯＳキット（バー

ジョン２．４）」と称する商品（以下「本件商品①」という。）及び「ＩＱＯＳキッ

ト（バージョン２．４Ｐｌｕｓ）」と称する商品（以下「本件商品②」という。）

（以下これらを併せて「本件２商品」という。）の各商品を一般消費者に販売し

ている。 

４ フィリップ・モリス・ジャパンは、本件２商品の各商品について、取引先事業

者の店舗に設置した「フライヤー」と称する店頭表示物（以下「フライヤー」と

いう。）、「ブローシャ―スタンド」と称する店頭表示物（以下「ブローシャース

タンド」という。）及び「ＩＱＯＳコーナー」と称する店頭表示物（以下「ＩＱ

ＯＳコーナー」という。）の表示内容を自ら決定している。 

５⑴ア フィリップ・モリス・ジャパン（平成２８年９月３０日以前にあっては、

フィリップ・モリス・ジャパン株式会社）は、本件商品①を一般消費者に販

売するに当たり、平成２８年１月１日から平成２９年６月２０日までの間、

例えば、平成２８年１月１日から同年５月３１日までの間に東京都等に所在

するコンビニエンスストアに設置したフライヤーにおいて、「アプリ・Ｗｅ

ｂで会員登録すれば４，６００円ＯＦＦ」、「ｉＱＯＳキット メーカー希望

小売価格９，９８０円（税込）▼５，３８０円（税込）」、「会員登録キャン

ペーン期間：２０１６／５／３１まで」等と表示するなど、別表１「表示期

間」欄記載の期間に、同表「表示地域」欄記載の地域に所在する同表「表示

店舗」欄記載の店舗に設置した同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、

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、同欄記載

の期間内又は期限までに、本件商品①の購入に伴い会員登録を行った場合又

は「ｎａｎａｃｏカード」と称する会員制電子マネーを使用して本件商品①を購

入した場合に限り、同欄記載の値引きが適用される又は「ｎａｎａｃｏポイン

ト」と称するポイント（以下「ｎａｎａｃｏポイント」という。）が付与される

かのように表示していた。 

  イ 実際には、平成２８年１月１日から平成２９年６月２０日までのほとんど

6



    

 

 

全ての期間において、本件商品①について別表１「表示内容」欄記載の値引

きが適用される又はｎａｎａｃｏポイントが付与されるものであった。 

 ⑵ア フィリップ・モリス・ジャパンは、本件商品②を一般消費者に販売するに

当たり、平成２９年６月６日から平成３０年３月２１日までの間、例えば、

平成２９年６月６日から同年９月２０日までの間に東京都等に所在するコ

ンビニエンスストアに設置したＩＱＯＳコーナーにおいて、「お一人様各一

台限り」、「専用クーポンの発券で、ＩＱＯＳキットが ３，０００円ＯＦＦ 

専用クーポンの発券にはＷｅｂでの会員登録が必要です。」、「ＩＱＯＳ２．

４Ｐｌｕｓキット（ホワイト／ネイビー） メーカー希望小売価格１０，９

８０円（税込）▼７，９８０円（税込）」、「クーポン発券期間：発売開始日

～２０１７／９／２０まで」及び「クーポン引き換え期間：２０１７／９／

３０まで」と表示するなど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示地域」欄記載の地域に所在する同表「表示店舗」欄記載の店舗に設置した

同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、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、同欄記載の期間内又は期限までに、会

員登録を行った上で専用クーポンを使用して本件商品②を購入した場合又

は本件商品②を購入後に会員登録を行った場合に限り、同欄記載の値引きが

適用されるかのように表示していた。 

  イ 実際には、平成２９年６月６日から平成３０年３月２１日までの期間にお

いて、本件商品②について別表２「表示内容」欄記載の値引きが適用される

ものであった。 
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別表１ 

番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

１ 平成２８年１月１日から 

同年５月３１日までの間 

北海道、宮城県、

埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、

愛知県、京都府、

大阪府、兵庫県、

広島県及び福岡県 

株式会社セブン－

イレブン・ジャパ

ンが運営するコン

ビ ニ エ ン ス ス ト

ア、同社のフラン

チャイズチェーン

に加盟する事業者

が経営するコンビ

ニエンスストア又

は同社とエリアフ

ランチャイズ契約

を締結する事業者

が経営するコンビ

ニエンスストア若

しくは同事業者の

フ ラ ン チ ャ イ ズ

チェーンに加盟す

る事業者が経営す

るコンビニエンス

ストア（以下「セ

ブンイレブン」と

いう。） 

フライヤー ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

株 式 会 社 フ ァ ミ

リーマートが運営

するコンビニエン

スストア、同社の

フ ラ ン チ ャ イ ズ

チェーンに加盟す

・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」 
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

る事業者が経営す

るコンビニエンス

ストア又は同社と

エリアフランチャ

イズ契約を締結す

る事業者が経営す

るコンビニエンス

ストア若しくは同

事 業 者 の フ ラ ン

チャイズチェーン

に加盟する事業者

が経営するコンビ

ニ エ ン ス ス ト ア

（ 以 下 「 フ ァ ミ

リーマート」とい

う。） 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

平成２８年３月１日から 

同年５月３１日までの間 

株式会社ローソン

が運営するコンビ

ニエンスストア、

同社のフランチャ

イズチェーンに加

盟する事業者が経

営するコンビニエ

ンスストア又は同

社とエリアフラン

チャイズ契約を締

結する事業者が経

営するコンビニエ

ンスストア若しく

は同事業者のフラ

・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

ンチャイズチェー

ンに加盟する事業

者が経営するコン

ビニエンスストア

（以下「ローソン」

という。） 

平成２８年４月１８日から 

同年５月３１日までの間 

青森県、岩手県、

秋田県、山形県、

福島県、茨城県、

栃木県、群馬県、

新潟県、富山県、

石川県、福井県、

山梨県、長野県、

岐阜県、静岡県、

三重県、滋賀県、

奈良県、和歌山県、

鳥取県、島根県、

岡山県、山口県、

徳島県、香川県、

愛媛県、高知県、

佐賀県、長崎県、

熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県

及び沖縄県 

セブンイレブン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

・「※北海道・宮城県・千葉県・

埼玉県・東京都・神奈川県・愛知

県・大阪府・京都府・兵庫県・広

島県・福岡県（１２都道府県）以

外は２０１６／４／１８以降、店

頭にｉＱＯＳキットが入荷次第、

会員登録キャンペーンの特典を

利 用 して購 入 が可能 に なりま

す。」 

ファミリーマート ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

・「※北海道・宮城県・千葉県・

埼玉県・東京都・神奈川県・愛知

県・大阪府・京都府・兵庫県・広

島県・福岡県（１２都道府県）以

外は２０１６／４／１８以降、店

頭にｉＱＯＳキットが入荷次第、

会員登録キャンペーンの特典を

利 用 して購 入 が可能 に なりま

す。」 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／５／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

・「※北海道・宮城県・千葉県・

埼玉県・東京都・神奈川県・愛知

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

県・大阪府・京都府・兵庫県・広

島県・福岡県（１２都道府県）以

外は２０１６／４／１８以降、店

頭にｉＱＯＳキットが入荷次第、

会員登録キャンペーンの特典を

利 用 して購 入 が可能 に なりま

す。」 

２ 平成２８年６月１日から 

同年７月３１日までの間 

全国 セブンイレブン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／７／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

ファミリーマート ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／７／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用さ

れます。」 

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば ４，６００円ＯＦＦ」 

・「ｉＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼５，３８０円（税込）」 

・「会員登録キャンペーン期間：

２０１６／７／３１まで」 

・「※特別価格は、ｉＱＯＳキッ

ト（ｉＱＯＳ本体単体）に適用

されます。」 

３ 平成２８年８月１日から 

同年１２月２１日までの間 

セブンイレブン ・「総額３，０００円相当の還元

キャンペーン！」 

・「ＩＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

→実質６，９８０円（税込）」 

・「ｎａｎａｃｏで ＩＱＯＳ

キットを購入すると、メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込） 

２，０００ｎａｎａｃｏポイント

プレゼント！ 対象購入期間：２

０１６年８月１日～１２月２１

日 ＋ お一人様一回限り Ｉ

Ｑ Ｏ Ｓ会員 登 録でキ ャ ッシュ

バック １，０００円 ※キャッ

シュバックは郵便為替を送付し

ます。 申込み受付期間：２０１

６年８月１日～１２月３１日」 

平成２８年８月１１日から ファミリーマート ・「お一人様一回限り」 

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

同年１２月２１日までの間 ・「会員登録すれば ３，０００

円ＯＦＦ」 

・「IＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼６，９８０円（税込）」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～１２／２１まで」 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「会員登録すれば ３，０００

円ＯＦＦ」 

・「IＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼６，９８０円（税込）」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～１２／２１まで」 

４ 平成２８年１２月２２日か

ら平成２９年３月２１日ま

での間 

セブンイレブン ブローシャー

スタンド 

・「総額３，０００円相当の還元

キャンペーン！」 

・「ｎａｎａｃｏで ＩＱＯＳ

キットを購入すると、メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込） 

２，０００ｎａｎａｃｏポイント

プレゼント！ 好評につき期間

延長 対象購入期間：２０１６年

８月１日～２０１７年３月２１

日 ＋ お一人様一回限り Ｉ

Ｑ Ｏ Ｓ会員 登 録でキ ャ ッシュ

バック １，０００円 ※キャッ

シュバックは郵便為替を送付し

ます。 好評につき期間延長 申

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

込み受付期間：２０１６年８月１

日～２０１７年３月３１日」 

ファミリーマート ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば IＱＯＳキットが ３，００

０円ＯＦＦ」 

・「好評につき期間延長」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～２０１７／３／２１ま

で」 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

れば IＱＯＳキットが ３，００

０円ＯＦＦ」 

・「好評につき期間延長」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～２０１７／３／２１ま

で」 

５ 平成２９年３月２２日から 

同年６月２０日までの間 

セブンイレブン フライヤー ・「お一人様一回限り」 

・「会員登録すると ３，０００

円ＯＦＦ」 

・「ＩＱＯＳキット メーカー希

望小売価格９，９８０円（税込）

▼６，９８０円（税込）」 

・「登録対象期間：２０１７／４

／１～２０１７／６／２０まで」 

ファミリーマート ブローシャー

スタンド 

・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

ると IＱＯＳキットが ３，００

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

０円ＯＦＦ」 

・「好評につき期間延長」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～２０１７／６／２０ま

で」 

ローソン ・「お一人様一回限り」 

・「アプリ・Ｗｅｂで会員登録す

ると IＱＯＳキットが ３，００

０円ＯＦＦ」 

・「好評につき期間延長」 

・「登録対象期間：２０１６／８

／１１～２０１７／６／２０ま

で」 

 

  

1
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別表２ 

番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

１ 平成２９年６月６日から 

同年９月２０日までの間 

宮城県、千葉県、

埼玉県、東京都、

神奈川県、京都府、

大阪府及び兵庫県 

セブンイレブン フライヤー ・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳキット２．４Ｐｌｕ

ｓキット（ホワイト／ネイビー） 

メーカー希望小売価格１０，９８

０円（税込）▼７，９８０円（税

込）」 

・「クーポン発券期間：発売開始

日～２０１７／９／２０まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／９／３０まで」 

平成２９年６月２０日から

同年９月２０日までの間 

北海道、青森県、

岩手県、秋田県、

山形県、福島県、

茨城県、栃木県、

群馬県、新潟県、

富山県、石川県、

福井県、山梨県、

長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、

奈良県、和歌山県、

鳥取県、島根県、

岡山県、広島県、

山口県、徳島県、

香川県、愛媛県、

高知県、福岡県、

佐賀県、長崎県、

熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県

及び沖縄県 

平成２９年６月６日から 

同年９月２０日までの間 

宮城県、千葉県、

埼玉県、東京都、

神奈川県、京都府、

大阪府及び兵庫県 

ファミリーマート ＩＱＯＳコー

ナー 

・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

平成２９年６月２０日から 

同年９月２０日までの間 

北海道、青森県、

岩手県、秋田県、

山形県、福島県、

茨城県、栃木県、

群馬県、新潟県、

富山県、石川県、

福井県、山梨県、

長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、

奈良県、和歌山県、

鳥取県、島根県、

岡山県、広島県、

山口県、徳島県、

香川県、愛媛県、

高知県、福岡県、

佐賀県、長崎県、

熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県

及び沖縄県 

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：発売開始

日～２０１７／９／２０まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／９／３０まで」 

平成２９年６月６日から 

同年９月２０日までの間 

宮城県、千葉県、

埼玉県、東京都、

神奈川県、京都府、

大阪府及び兵庫県 

ローソン ・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▼７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：発売開始

平成２９年６月２０日から 

同年９月２０日までの間 

北海道、青森県、

岩手県、秋田県、

山形県、福島県、

茨城県、栃木県、

群馬県、新潟県、

富山県、石川県、

1
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

福井県、山梨県、

長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、

奈良県、和歌山県、

鳥取県、島根県、

岡山県、広島県、

山口県、徳島県、

香川県、愛媛県、

高知県、福岡県、

佐賀県、長崎県、

熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県

及び沖縄県 

日～２０１７／９／２０まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／９／３０まで」 

２ 平成２９年９月２１日から 

同年１２月２１日までの間 

全国 セブンイレブン ・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１７／１２／２

１まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／１２／３１まで」 

ファミリーマート ・「お一人様各一台限り」 

1
9



    

 

 

番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１７／１２／２

１まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／１２／３１まで」 

ローソン ・「お一人様各一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１７／１２／２

１まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１７／１２／３１まで」 

３ 平成２９年１２月２２日か

ら平成３０年３月２１日ま

セブンイレブン フライヤー ・「お一人様一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

2
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

での間 

 

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１８／３／２１

まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１８／３／３１まで」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

ファミリーマート ・「お一人様一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１８／３／２１

まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１８／３／３１まで」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

ローソン ・「お一人様一台限り」 

・「専用クーポンの発券で、ＩＱ

ＯＳキットが ３，０００円ＯＦ

2
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番号 表示期間 表示地域 表示店舗 表示媒体 表示内容 

Ｆ 専用クーポンの発券にはＷ

ｅｂでの会員登録が必要です。」 

・「クーポン発券期間：２０１７

／６／６～２０１８／３／２１

まで」 

・「クーポン引き換え期間：２０

１８／３／３１まで」 

・「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキッ

ト（ホワイト／ネイビー） メー

カー希望小売価格１０，９８０円

（税込）▶７，９８０円（税込）」 

 

2
2


	①～⑥.pdf
	①【ＰＭＪ】200624公表文（本文）.pdf
	②【ＰＭＪ】200624公表文（別表１）.pdf
	③【ＰＭＪ】200624公表文（別表２・３）.pdf
	④【ＰＭＪ】200624公表文（別表４）.pdf
	⑤【ＰＭＪ】200624公表文（別紙）.pdf
	⑥【ＰＭＪ】参考１〰３.pdf

	⑦課徴金納付命令書【公表文】.pdf



