
 

令和３年１１月９日 

株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する 

景品表示法に基づく措置命令について 

消費者庁は、本日、株式会社アクガレージ（以下「アクガレージ」といいます。）

及びアシスト株式会社（以下「アシスト」といいます。）に対し、両社が供給する「ジ

ュエルアップ」と称する食品及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表示につい

て、それぞれ、景品表示法に違反する行為（同法第５条第１号（優良誤認）に該当）

が認められたことから、同法第７条第１項の規定に基づき、措置命令（別添１ない

し別添４参照）を行いました。 

１ 違反行為者の概要 

(1) アクガレージ

名 称 株式会社アクガレージ（法人番号 4013301030628） 

所 在 地 東京都豊島区東池袋一丁目２１番１１号 

代 表 者 代表取締役 江波戸 浩之 

設立年月 平成２３年５月 

資 本 金 ３００万円（令和３年１１月現在） 

(2) アシスト

名 称 アシスト株式会社（法人番号 7011101083331）

所 在 地 東京都豊島区東池袋一丁目３４番５号 

代 表 者 代表取締役 見城 有紀 

設立年月 平成３０年２月 

資 本 金 １万円（令和３年１１月現在） 

２ 措置命令の概要 

(1) 対象商品

「ジュエルアップ」と称する食品（以下「本件商品①」という。）及び「モテア

ンジュ」と称する食品（以下「本件商品②」という。）の各商品（以下これらを

併せて「本件２商品」という。）

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ｱ) 表示媒体

ａ 本件商品①

別表１「表示箇所」欄記載の「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」と称するＳＮＳ（以

下「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」という。）内のアカウントの投稿及び「ＬｉＳＡ 

ＬＩＦＥ」と称するアフィリエイトサイト（以下「本件アフィリエイトサ
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イト①」という。）

ｂ 本件商品② 

「ＬｉＳＡ ＬＩＦＥ」と称するアフィリエイトサイト（以下「本件ア

フィリエイトサイト②」という。）

(注) 本件アフィリエイトサイト①及び本件アフィリエイトサイト②について

アクガレージ及びアシストは、本件２商品の販売に関し、ブログその他のウェブサイト

の運営者（以下「アフィリエイター」という。）が当該ウェブサイトに当該アフィリエイタ

ー以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者がバナー広告等

を通じて広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりした場合など、あ

らかじめ定められた条件に従って、アフィリエイター等に対して、広告主から成功報酬が

支払われる広告手法（以下「アフィリエイトプログラム」という。）を共同して用いている

ところ、アクガレージ及びアシストは、アフィリエイトプログラムを実現するシステムを

サービスとして提供する「アフィリエイトサービスプロバイダー」と称する事業者を通じ

て、本件２商品に係る本件アフィリエイトサイト①及び本件アフィリエイトサイト②の表

示内容を共同して自ら決定している。 

(ｲ) 表示期間

  別表１ないし別表３「表示期間」欄記載の期間 

(ｳ) 表示内容

ａ 本件商品①

(a) Ｉｎｓｔａｇｒａｍ内のアカウントの投稿（表示例：別紙１）

例えば、本件商品①の容器包装の画像と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕｐ（ジ

ュエルアップ）をご紹介します♥ バストアップサプリメントです✨ 最

近は有効成分のプエラリアの副作用なんかが騒がれたりしてますが、こ

ちらはプエラリア不使用なので安心して飲めます☺ 無添加なのも嬉し

いですね😆♡ １日２錠。寝る前に飲むのがオススメらしいです！嫌なに

おいもないしとても飲みやすい👍 貧乳が悩みなので２カップアップが

目標！目に見える効果が出たらいいなぁ😍」、「＃ジュエルアップ」、「＃

ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、

「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボ

ディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、「＃

バストサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃

魅力アッ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」

及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」と表示するなど、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、本件商品①を摂取すること

で、豊胸効果が得られるかのように示す表示をしている。

(b) 本件アフィリエイトサイト①（別紙２）

例えば、「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアの

Ｗ効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁！」、人物の胸部の画

像と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バストずっと貧乳．．．』『ＡＡＡ

カップすぎてブラ意味ない！』『身体にメリハリなし！』」、「そんな女子

たちが最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているん

です！ＳＮＳでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変し
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まくり！」及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そんな夢みたいなこと

ある！？』」等と表示するなど、別表２「表示内容」欄記載のとおり表示

することにより、あたかも、本件商品①を摂取することで、豊胸効果が

得られるかのように示す表示をしていた。 

ｂ 本件商品②（別紙３） 

例えば、「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアのＷ

効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁！」、人物の胸部の画像

と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バストずっと貧乳．．．』『ＡＡＡカッ

プすぎてブラ意味ない！』『身体にメリハリなし！』」、「そんな女子たちが

最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！」、

「ＳＮＳでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまく

り！」及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そんな夢みたいなことあ

る！？』」等と表示するなど、別表３「表示内容」欄記載のとおり表示する

ことにより、あたかも、本件商品②を摂取することで、豊胸効果が得られ

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、アクガレージ及びアシストに対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の

裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社は、当該期

間内に当該資料を提出しなかった。 

 

(3) 命令の概要 

ア 本件商品①について、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」

欄記載の表示をしている行為を速やかに取りやめること。 

イ 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件２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。 

ウ(ｱ) アクガレージについては、再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底

すること。 

(ｲ) アシストについては、再発防止策を講じること。 

エ 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/ 
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別表１ 

本件商品①に係るＩｎｓｔａｇｒａｍ内のアカウントの投稿の表示 

表示期間 表示箇所 表示内容 

平成３０年

３月４日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●」と称

するアカウント

の投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「Ｊ

ｅｗｅｌ Ｕｐ（ジュエルアップ）をご紹介

します♥ バストアップサプリメントです✨ 

最近は有効成分のプエラリアの副作用なん

かが騒がれたりしてますが、こちらはプエラ

リア不使用なので安心して飲めます☺ 無添

加なのも嬉しいですね😆♡ １日２錠。寝る前

に飲むのがオススメらしいです！嫌なにお

いもないしとても飲みやすい👍 貧乳が悩み

なので２カップアップが目標！目に見える

効果が出たらいいなぁ😍」、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアッ

プ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃

育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、

「＃サプリメント」、「＃バストアップサプ

リ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効

果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力ア

ッ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃

ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒ

ｅ」 

（別紙１） 

平成３０年

３月７日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ」内の「●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①及び本件商品①の容器包装を

載せた手の画像と共に、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストケア」、

「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃

美容」、「＃女子力」、「＃マシュマロボディ」、

「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バス

トアップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バ

ストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、

「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓ

ｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ」及び「＃ｂｏ

ｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月１０日

以降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿 

本件商品①の容器包装を手にした人物の

画像と共に、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅ

ｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バスト

ケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ

プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア
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ップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大き

く」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ

ｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月９日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「昨

日から飲み始めたバストケアサプリ『Ｊｅｗ

ｅｌ Ｕｐ』🎶 主な成分はアマニ油、サフラ

ワー油、発酵ウコンにブラックジンジャーな

ど、身体に良さそうな成分がたっぷり入って

います！ １日に飲む量も２粒と手軽なの

で、楽に続けることが出来そうです💕 これ

で年々微妙になっていくバストに自信が持

てるようになればいいなー✨」、「＃ジュエル

アップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストア

ップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、

「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力

アップ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボデ

ィ」、「＃サプリメント」、「＃バストアップサ

プリ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ

効果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力ア

ッ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃

ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒ

ｅ」 

平成３０年

３月５日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「＃

ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃

バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディ

ケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃

女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、「＃

美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バストア

ップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バスト

アップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃

魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕ

ｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄ

ｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月６日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「遂

にバストアップサプリデビュー...❤産後で

おっぱいはしぼんでいくばかりなのでこれ

からが楽しみです✨🖖💓 早速飲んだよ(＾

＾)/♡」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅ

ｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケ

ア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ

プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア
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ップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大き

く」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ

ｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月５日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●●●」と称す

るアカウントの

投稿 

本件商品①及び本件商品①の容器包装を

載せた手の画像と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕｐ 

毎日２粒を、噛まずに食べます 効果、感じ

られるかなぁ✨」、「＃ジュエルアップ」、「＃

ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃

美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マ

シュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリ

メント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バス

トサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バス

トアップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大き

く」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ

ｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月７日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿 

本件商品①を載せた手の画像及び本件商

品①の容器包装の画像と共に、「バストは平

和の象徴🐦✨いくつになってもやっぱり理

想のバストを夢見てしまう😊 今までサプリ

に頼った事がなかったけど、成長ホルモンの

分泌時間を上手く利用しながらサプリを摂

取することで理想のバストに近づけるので

はないかと⤴」、「最近の成長ホルモン研究で

は入眠直後からの三時間が活発に分泌する

そうです❗三時間が勝負💪🌉 さぁ今から飲

んで寝る準備💤最近・・・朝起きた時のハリ

はま さ か✨✨✨」、「＃ジュエルアップ」、

「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育

乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、

「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃

サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、

「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効果」、

「＃バストアップしたい」、「＃魅力アップ」、

「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕ

ｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月５日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿 

本件商品①の容器包装を持った手の画像

と共に、「卒乳して萎れたおっぱい（←辛い

🙄🙄）バストアップサプリ飲んで、復活しま

すよーに…😭❤ ❤ ❤ ❤..１日２粒飲むだ

けなので簡単に続けられるのもｇｏｏｄ 
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👍❤.」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅ

ｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケ

ア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ

プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア

ップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」

及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月４日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装を持った手の画像

と共に、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅ

ｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケ

ア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ

プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア

ップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」、

「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」及び「今日から飲ん

でみます。バストアップ出来るかな？」 

平成３０年

３月８日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「Ｖ

ｅｎｕｓｆａｃｔｏｒｙのふっくらバスト

ケアサプリ『ＪｅｗｅｌＵｐ』飲んでいます

よ＾＾ １日２カプセル、わたしは夜寝る前

に飲んでいます。 ソフトカプセルで小粒な

ので飲みやすく、カプセルだからニオイもし

ないんですよ！ わたしは年々ハリがなく

なってきているのでサプリでケアも大事！ 

美バスト目指して続けていきたいです。^ ＾

＊」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕ

ｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケア」、

「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃

美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボ

ディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、

「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアッ

プしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」

及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月１１日

以降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

本件商品①の容器包装の画像と共に、「な

にやらいまはやりらしいバストとボディケ

アができるサプリ✨ メインの成分にアマニ
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●」と称するア

カウントの投稿 

油、サフラワー油、ブラックジンジャーなん

かがはいってるけど漢方みたいな名前がず

らり…！ どんな効果があるのかとりあえず

１５日飲んでみよーっと💕」、「＃ジュエルア

ップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアッ

プ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃

育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、

「＃サプリメント」、「＃バストアップサプ

リ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効

果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力アッ

プ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃

ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒ

ｅ」 

平成３０年

３月９日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿 

本件商品①の容器包装を持った手の画像

と共に、「バストケアサプリ！！.高い〜

😭😭😭😭😭😭メルカリでみても１袋６００

０円とか。.高い分、効果に期待！！！..つ

るんとした錠剤だから飲むのには楽だっ

た！.１日２粒３０粒入りだから１袋１５日

分すぐ終わっちゃう〜〜..おっきくなりま

すように🙏」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅ

ｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バスト

ケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ

プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア

ップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」

及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月１７日

以降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「Ｊ

ｅｗｅｌ Ｕｐ～ジュエルアップ～ ꗰ⁎ バ
ストアップサプリメント」、「気になっていた

バストアップサプリ♡」、「バストアップサプ

リはもともと色々気になっていて試してみ

ていますが 今のところ試した商品ではどれ

も効果なし．．．．やはり、有効成分のプエラ

リアの副作用が不安視されますよね( ・́з・

`)．．．ただ～し！！こちらの＠ｊｅｗｅｌｕ

ｐ２０１８さんはプエラリア不使用でさら

に無添加なのがポイントです」、「しかも女性

ホルモンに働きかける成分はしっかり配合

されています😃」、「飲むタイミングとしては
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就寝前に２粒飲むのがより効果的とのこと

で私もそうしています」、「バストアップには

良質な睡眠*☾。が不可欠‼‼ということで シ

ンデレラタイム⋆❁。までには眠れるように

心掛けています」、「今は約２週間くらい １

日２粒、就寝前に飲んでいますがこれといっ

て効果の実感はまだなし」、「副作用もないの

で少しでも効果出るようなら定期コースを

頼む予定です☻❤」、「＃ジュエルアップ」、「＃

ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃

美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マ

シュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリ

メント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バス

トサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バス

トアップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大

きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａ

ｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月６日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「ジ

ュエルアップ始めたよ(*'▽'*)毎日寝る前

に飲むのがいいみたい♪ふっくらしたバス

トを目指してマッサージと合わせて頑張り

ます٩( 'ω') و」、「＃ジュエルアップ」、「＃

ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃

美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マ

シュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリ

メント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バス

トサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バス

トアップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大

きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａ

ｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 
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別表２ 

本件商品①に係る本件アフィリエイトサイト①の表示 

表示期間 表示内容 

令和２年１０

月２３日 

・「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアの

Ｗ効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁！」 

・人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バス

トずっと貧乳．．．』『ＡＡＡカップすぎてブラ意味ない！』『身

体にメリハリなし！』」、「そんな女子たちが最近話題の方法

で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！ＳＮ

Ｓでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変し

まくり！」及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そんな夢み

たいなことある！？』」 

・人物の胸部の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位は

バスト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方

法」、「豊胸手術で５００万円以上使いました」、「こんな高額

使わなくても、もっと簡単にバストアップできる方法が最近

解禁されたんです！」、「この方法は、あまりにも効果がある

ため今までは『医療業界』『芸能事務所』のみの流通だった

そうです。」及び「なので、私たちのような一般人が手に入

れるのは不可能だったんです．．．」 

・「しかし、最近一般販売が解禁に！ そのとたんに、メディア

では話題沸騰！」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「女

性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美容が

スゴイ 簡単バストアップ方法」、「たった２週間で巨乳メリ

ハリボディに激変！」及び「運動や食事制限ナシで『巨乳メ

リハリボディ』が作れる、今最先端の方法。」 

・体験談として、「●●●●」及び「貧乳さんは絶対試して損

なし！ １週間で効果実感できるバストアップ方法だよ。胸

育ちすぎ注意！私はもう３カップＵＰ成功♪」との記載と共

に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●●●●●●●」及び「モデルもやっ

てるバストアップ方法の効果スゴすぎ。 ペタンコ胸がグン

グン成長して谷間できたよ美容にも良いから荒れ肌も改

善！」との記載と共に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●」及び「豊胸手術する前に試せてよ

かった 目に見えてバスト大きくなるし、クビレもできた。

体重変わらないのに、こんなメリハリなるの感動！」との記

載と共に、人物の胸部の比較画像 

・「貧乳卒業した女子多数！ モデルや美容家、インスタグラマ

ーまで大絶賛するこの方法、解禁してすぐにＹａｈｏｏニュ

ースにも取り上げられるほど話題になっていました。」、「・

最新の巨乳メリハリボディ作りＳＮＳ炎上 ＮＥＷ」及び「実

際にこの方法を試した方は９５％が満足なバストサイズを

手に入れたんだとか！」 
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・「巨乳メリハリボディは本当にできる！？実際に試した結

果！」、「その方法は凄く簡単で、サプリを飲むだけ！」、本

件商品①の容器包装の画像と共に、「運動や食事制限ナシで

チャレンジしてみました！ 以前の私は．．． トップ ７８ｃ

ｍ アンダー ７０ｃｍ」、本件商品①を服用する以前とする

人物の画像と共に、「貧乳のうえ子供体型！コンプレックス

だらけでした。そして、飲み続けて５日間後．．．」、本件商品

①を５日間服用したとする人物の画像と共に、「『おぉ！？な

んか少し谷間ができた！』そして２週間後には」及び本件商

品①を２週間服用したとする人物の画像と共に、「胸に膨ら

みができました～！谷間も簡単にできるし『私に胸があ

る！』それだけで夢みたいです♪比べたらこんなに違い

が！」並びに本件商品①を服用する以前とする人物の画像及

び本件商品①を２週間服用したとする人物の画像と共に、

「Ｂｅｆｏｒｅ」、「Ａｆｔｅｒ」、「もちろん体重も増えてな

いし、むしろ見た目が激変しちゃいました。」及び「バスト

アップしたおかげか幼児体型からも卒業！ウエストもでき

ました。」 

・「結果、試し始めてたった２週間で理想の『巨乳メリハリボ

ディ』になれました！」、「こんな短期間でおっぱい大きくな

ってお肌も改善されるなんて、早く試しとけばよかった。」、

「１か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた服

も堂々と着れるようになりました。」、人物の胸部の画像と共

に、「以前のＡＡＡカップの私に比べて今は トップ ９０ｃ

ｍ アンダー ７０ｃｍ 予想以上のＥカップまで成長しまし

た！」並びに人物の胸部の画像と共に、「Ｅカップ♥」及び「今

まで試したバストアップ方法の中ではダントツ効果があり

ました。◆バストアップ ◆体メリハリ ◆お肌ぷるぷる こ

んなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるのがコチラ↓

↓↓【ジュエルアップ】」 

・「ジュエルアップで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に

成功！」 

・「市販で販売しているものと違い、効果は実証されています。

では、なぜこんなに効果があるのか！？その秘密はジュエル

アップの配合成分にありました！」、「バストアップ＆美容に

必要な高濃度成分がつまってる！？」及び「バストの構造は

バストは乳腺１割、脂肪９割で出来ていて、乳腺の周りに脂

肪がついてバストが大きくなります。」並びに乳房の断面の

イメージ画像と共に、「クーパー靱帯」、「大胸筋」、「乳腺」、

「脂肪」及び「しかし、体質・生活習慣やストレスで発達し

なかった場合もあります。それが貧乳なのです！」 

・人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバス

ト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」及

び「バストの遺伝は１割。ストレスなどで女性ホルモンの分
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泌が抑えらてしまいます」 

・「実際、胸の成長期は２０歳で終わってしまいます。」、「バス

トのサイズはいつ決まる？年代別成長グラフ」と題するグラ

フの画像と共に、「←バストの成長は２０歳で止まる」及び

「←３０代後半から急激に垂れ始める」、「だから、貧乳さん

がいろんなバストアップを試しても効果がないのは当たり

前なんです。」並びに「しかし効果がある成分を摂取すれば

誰でもバストアップできるんです。」 

・乳房の断面のイメージ画像と共に、「じわじわと成長」、「『ジ

ュエルアップ』には、バストアップに必要な成分の他に美容

成分も贅沢に配合されています！ ✔チェストツリー ✔ア

マニ油 ✔ブラックジンジャー ✔ワイルドヤム だから短期

間でバストアップが可能に！」及び人物の胸部の比較画像と

共に、「他のサプリと比べて違うのは バストアップの贅沢成

分 ＋ 腸内環境を整える成分 ＋ 肌トラブル改善する成分 

女性が必要な選ばれた成分が贅沢配合されています。だから

試してすぐ実感！」 

・「こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたも

の。効果あるのは当然ですよね。」 

・「実際試した方のリアルな口コミ！」との記載と共に、体験

談として、人物の胸部の比較画像と共に、「たった２週間で

夢の谷間ができました！ ２５歳 ●●●●さん Ａカップ→

Ｄカップ」及び「ずっと貧乳でコンプレックスだったんです

がジュエルアップのおかげで人生変わりました！２週間試

した結果、胸に谷間が！今では胸の開いた服も自信もって着

てます♪」、人物の胸部の比較画像と共に、「胸育ちすぎて…

今は控えてます（笑） ３２歳 ●●●●さん Ａカップ→Ｅ

カップ」及び「もう豊胸手術しかない！と思っていたのです

がＳＮＳで話題になっていたのでジュエルアップ試しまし

た。他のサプリと違いサプリだから飲みやすいし美味しい！

日に日に胸育ってて予想以上大きくなったので今は控えて

ます（笑）」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「産後しぼ

んだ胸も復活しました！ ４０歳 ●●●●さん Ｂカップ→

Ｆカップ」及び「産後一気に胸がしぼんでしまい悩んでいま

した。しかし、ジュエルアップを始めてから激変！見て分か

るくらい大きくなるし、ハリも出ました。美容にも良いので

お肌もプルプルに。一石二鳥です！」 

・「ＳＮＳでは大炎上！モデル・タレント・美容家など多くの

女子がバストアップに成功したと、たくさん投稿がありまし

た。」、本件商品①を持った複数の人物の画像と共に、「ＲＩ

ＲＩさん」、「早川沙世さん」、「桜井莉菜さん」、「加藤美佳さ

ん」、「杉山佳那恵さん」、「青木里美さん」、「ＳＨＩＨＯさん」、

「ほずみさん」、「ＳＮＳでも話題沸騰！」及び「こんな簡単

にバストの悩みが解消されるなんて夢のようです♪」 
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・本件商品①及び本件商品①の容器包装の画像と共に、「飲む

だけでバストアップ＆美容ケアのダブル効果がある『ジュエ

ルアップ』」 

・「私もあれからジュエルアップ続けているのですが、バスト

育ちすぎて、最近ブラ一式買い換えました（笑）」との記載

と共に、人物の胸部の画像 

（別紙２） 
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別表３ 

本件商品②に係る本件アフィリエイトサイト②の表示 

表示期間 表示内容 

令和２年１０

月２３日 

・「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアの

Ｗ効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁！」 

・人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バス

トずっと貧乳．．．』『ＡＡＡカップすぎてブラ意味ない！』『身

体にメリハリなし！』」、「そんな女子たちが最近話題の方法

で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！」、

「ＳＮＳでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト

激変しまくり！」及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そん

な夢みたいなことある！？』」 

・人物の胸部の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位

はバスト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方

法」、「豊胸手術で５００万円以上使いました」、「こんな高額

使わなくても、もっと簡単にバストアップできる方法が最近

解禁されたんです！」、「この方法は、あまりにも効果がある

ため今までは『医療業界』『芸能事務所』のみの流通だった

そうです。」及び「なので、私たちのような一般人が手に入

れるのは不可能だったんです．．．」 

・「しかし、最近一般販売が解禁に！そのとたんに、メディア

では話題沸騰！」、「最先端のバストアップ方法で『巨乳メリ

ハリボディ』ができる！？」及び「運動や食事制限ナシで『巨

乳メリハリボディ』が作れる、今最先端の方法。」 

・体験談として、「●●●●」及び「貧乳さんは絶対試して損

なし！ １週間で効果実感できるバストアップ方法だよ。胸

育ちすぎ注意！私はもう３カップＵＰ成功♪」との記載と共

に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●●●●●●●」及び「モデルもやっ

てるバストアップ方法の効果スゴすぎ。 ペタンコ胸がグン

グン成長して谷間できたよ美容にも良いから荒れ肌も改

善！」との記載と共に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●」及び「豊胸手術する前に試せてよ

かった 目に見えてバスト大きくなるし、クビレもできた。

体重変わらないのに、こんなメリハリなるの感動！」との記

載と共に、人物の胸部の比較画像 

・「貧乳卒業した女子多数！ モデルや美容家、インスタグラ

マーまで大絶賛するこの方法、解禁してすぐにＹａｈｏｏニ

ュースにも取り上げられるほど話題になっていました。」、「・

最新の巨乳メリハリボディ作りＳＮＳ炎上 ＮＥＷ」及び

「実際にこの方法を試した方は９６．８％が満足なバストサ

イズを手に入れたんだとか！」 

・「巨乳メリハリボディは本当にできる！？実際に試した結

果！」、「その方法は凄く簡単で、１日１回ジュースを飲むだ
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け！」、グラスにジュースを注ぐ人物の画像と共に、「運動や

食事制限ナシでチャレンジしてみました！ 以前の私は．．． 

トップ ７８ｃｍ アンダー ７０ｃｍ」、本件商品②を服

用する以前とする人物の画像と共に、「貧乳のうえ子供体

型！コンプレックスだらけでした。そして、飲み続けて５日

間後．．．」及び本件商品②を５日間服用したとする人物の画

像と共に、「『おぉ！？なんか少し谷間ができた！』そして２

週間後には」、本件商品②を２週間服用したとする人物の画

像と共に、「胸に膨らみができました～！谷間も簡単にでき

るし『私に胸がある！』それだけで夢みたいです♪比べたら

こんなに違いが！」並びに本件商品②を服用する以前とする

人物の画像及び本件商品②を２週間服用したとする人物の

画像と共に、「Ｂｅｆｏｒｅ」、「Ａｆｔｅｒ」、「もちろん体

重も増えてないし、むしろ見た目が激変しちゃいました。」

及び「バストアップしたおかげか幼児体型からも卒業！ウエ

ストもできました。」 

・「結果、試し始めてたった２週間で理想の『巨乳メリハリボ

ディ』になれました！」、「こんな短期間でおっぱい大きくな

ってお肌も改善されるなんて、早く試しとけばよかった。」、

「１か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた服

も堂々と着れるようになりました。」、人物の胸部の画像と共

に、「以前のＡＡＡカップの私に比べて今は トップ ９０

ｃｍ アンダー ７０ｃｍ 予想以上のＥカップまで成長

しました！」並びに人物の胸部の画像と共に、「Ｅカップ♥」

及び「今まで試したバストアップ方法の中ではダントツ効果

がありました。 ◆バストアップ ◆体メリハリ ◆お肌ぷ

るぷる こんなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるの

がコチラ↓↓↓【モテアンジュ】」 

・「モテアンジュで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に成

功！」 

・「市販で販売しているものと違い、効果は実証されています。

では、なぜこんなに効果があるのか！？その秘密はモテアン

ジュの配合成分にありました！」、「バストアップ＆美容に必

要な高濃度成分がつまってる！？」、「バストの構造はバスト

は乳腺１割、脂肪９割で出来ていて、乳腺の周りに脂肪がつ

いてバストが大きくなります。」並びに乳房の断面のイメー

ジ画像と共に、「クーパー靱帯」、「大胸筋」、「乳腺」、「脂肪」

及び「しかし、体質・生活習慣やストレスで発達しなかった

場合もあります。それが貧乳なのです！」 

・人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバス

ト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」及

び「バストの遺伝は１割。ストレスなどで女性ホルモンの分

泌が抑えらてしまいます」 

・「実際、胸の成長期は２０歳で終わってしまいます。」、「バス
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トのサイズはいつ決まる？年代別成長グラフ」と題するグラ

フの画像と共に、「←バストの成長は２０歳で止まる」及び

「←３０代後半から急激に垂れ始める」、「だから、貧乳さん

がいろんなバストアップを試しても効果がないのは当たり

前なんです。」並びに「しかし効果がある成分を摂取すれば

誰でもバストアップできるんです。」 

・人物の胸部の画像と共に、「しかし、注意しなければいけな

いのは、以前まで『最強バストアップ成分』と言われていた

【プエラリア】 【ミリフィカ】 強い活性作用があるため、

女性ホルモンが過剰に働きすぎて体に危険をもたらしま

す。」、錠剤及びカプセル製剤の画像と共に、「女性のカラダ

悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡

単バストアップ方法」、「以前は『プエラリア・ミリフィカ』

バストアップ成分で不調被害が…」、「安心してください！モ

テアンジュはもちろん入っていません！ 『では、何の成分

でバストは大きくなれるの？』 それは．．．エラスチン エ

ラスチンとは胸の皮膚の下にある成分です。」、「■コラーゲ

ンを結びつけるエラスチン」と題して、肌の構造を図示し、

真皮の中でヒアルロン酸及びコラーゲン同士をエラスチン

が結びつけているイメージ画像と共に、「エラスチンがある

とコラーゲン・ヒアルロン酸同士がくっつき、胸にハリと弾

力が出てきます。 このエラスチンが胸を支えてくれない

と、バストはしぼんだ状態になります。」、エラスチンが十分

な場合とするイメージ画像及びエラスチンが不足している

場合とするイメージ画像と共に、「エラスチンが少ないと胸

を支える力がなく、どんどんしぼんで垂れていきます。しか

し、胸が小さい人も、エラスチンが増えれば胸にハリ＆弾力

が出て簡単にバストアップできるんです！」、乳房の断面の

イメージ画像と共に、「じわじわと成長」及び「ただ、エラ

スチンは自分の力では増やせません！外からの力では増や

せず、内側からエラスチンを働かせるしかないのです。」、人

物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバス

ト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」及

び「エラスチンを増やすにはサプリが一番効果的です」、「そ

のエラスチンがふんだんに配合されているのが『モテアンジ

ュ』 『モテアンジュ』はエラスチンだけでなく、バストア

ップに必要な成分 ✔大豆イソフラボン ✔プラセンタ 

✔コラーゲン ✔ヒアルロン酸 すべて贅沢に配合されて

います。だから短期間でバストアップが可能に！」、並びに

人物の胸部の比較画像と共に、「他のサプリと比べて違うの

は バストアップの贅沢成分 ＋ 腸内環境を整える成分 

＋ 肌トラブル改善する成分 女性が必要な選ばれた成分

が贅沢配合されています。だから試してすぐ実感！」 

・「こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたも
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の。効果あるのは当然ですよね。」 

・「実際試した方のリアルな口コミ！」との記載と共に、体験

談として、人物の胸部の比較画像と共に、「たった２週間で

夢の谷間ができました！ ２５歳 ●●●●さん Ａカッ

プ→Ｄカップ」及び「ずっと貧乳でコンプレックスだったん

ですがモテアンジュのおかげで人生変わりました！２週間

試した結果、胸に谷間が！今では胸の開いた服も自信もって

着てます♪」、人物の胸部の比較画像と共に、「胸育ちすぎて

…今は控えてます（笑） ３２歳 ●●●●さん Ａカップ

→Ｅカップ」及び「もう豊胸手術しかない！と思っていたの

ですがＳＮＳで話題になっていたのでモテアンジュ試しま

した。他のサプリと違いジュースだから飲みやすいし美味し

い！日に日に胸育ってて予想以上大きくなったので今は控

えてます（笑）」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「産後

しぼんだ胸も復活しました！ ４０歳 ●●●●さん Ｂ

カップ→Ｆカップ」及び「産後一気に胸がしぼんでしまい悩

んでいました。しかし、モテアンジュを始めてから激変！見

て分かるくらい大きくなるし、ハリも出ました。美容にも良

いのでお肌もプルプルに。一石二鳥です！」 

・「ＳＮＳでは大炎上！モデル・タレント・美容家など多くの

女子がバストアップに成功したと、たくさん投稿がありまし

た。」及び本件商品②の容器包装を持つ人物の画像と共に、

「こんな簡単にバストの悩みが解消されるなんて夢のよう

です♪」 

・本件商品②の容器包装の画像と共に、「飲むだけでバストア

ップ＆美容ケアのダブル効果がある『モテアンジュ』」 

・「ようやく簡単にバストアップできるのに試せないのは辛す

ぎますよね。 私もあれからモテアンジュ続けているのです

が、バスト育ちすぎて、最近ブラ一式買い換えました（笑）」

との記載と共に、人物の胸部の画像 

（別紙３） 
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『バスト育ちすぎてヤバい︕︖』バストアップ＆美容ケアのW効
果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁︕

「バストずっと貧乳…」
「AAAカップすぎてブラ意味ない︕」

「身体にメリハリなし︕」

そんな女子たちが最近話題の方法で

「巨乳メリハリボディ」

成功者続出しているんです︕

SNSでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激
変しまくり︕

LiSA LIFE

20

lu0281
テキストボックス
別紙２



「そんな夢みたいなことある︕︖」

私(32)なんて生まれてこの方ずっと貧乳です。

どんなバストアップ方法試しても全く効果なく終わってい
る胸…

↓↓↓↓

男性には「胸残念だね」「もう飽きた」など言われ
最後は振られる

ド級の貧乳︕

調べてみると、私と同じ悩みの女子はたくさんいました。

【20代~40代のカラダ悩みアンケート】では

LiSA LIFE

21



第1位バスト︕「分かる分かる…」

貧乳のせいで

✔ブラがガバガバ意味なし
✔かわいい服も着こなせない
✔パット胸バレて男ドン引き

さらに貧乳の私に追い打ちのように、世間一般の男性
の意見は

【女性のバストサイズに関する男性のアンケート】で
は

男性8割以上がDカップ以上が良いんだとか︕本音
は…

LiSA LIFE
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「顔より胸大きいほうが魅力的」
「おっぱいに包まれたい」

「巨乳は男の夢」

だそうです。貧乳女子には一生無理な話です。

そんな貧乳女子さんたちも絶対努力はしたはず。

筋トレ、マッサージ、ナイトブラ…

全部効果なくて絶望していませんか︖

今、私のように豊胸手術を考えているなら、いったん
待ってください︕

こんな高額使わなくても、もっと簡単にバストアップ
できる方法が最近解禁されたんです︕

LiSA LIFE
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この方法は、あまりにも効果があるため今までは「医療
業界」「芸能事務所」のみの流通だったそうです。

なので、私たちのような一般人が手に入れるのは不可能
だったんです…

しかし、最近一般販売が解禁に︕そのとたんに、メ
ディアでは話題沸騰︕

運動や食事制限ナシで「巨乳メリハリボディ」が
作れる、今最先端の方法。

「本当に効果あるの︖︖」

私も初めはそう思っていましたが、SNSを調べてみると

LiSA LIFE
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貧乳卒業した女子多数︕

モデルや美容家、インスタグラマーまで大絶賛す

るこの方法、解禁してすぐにYahooニュースにも取り上
げられるほど話題になっていました。

LiSA LIFE

25



実際にこの方法を試した方は95%が満足なバストサ
イズを手に入れたんだとか︕

「そんなにスゴイの︕︖ありえない︕」

私も初めはそう思ってました。だから、豊胸手術する前に
一度試してみました︕

その方法は凄く簡単で、サプリを飲むだけ︕

運動や食事制限ナシでチャレンジしてみました︕

以前の私は…

巨乳メリハリボディは本当にでき
る︕︖実際に試した結果︕

LiSA LIFE
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トップ　78㎝

アンダー　70㎝

貧乳のうえ子供体型︕コンプレックスだらけでした。

そして、飲み続けて

5日間後…

LiSA LIFE
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「おぉ︕︖なんか少し谷間ができた︕」

そして

2週間後には

胸に膨らみができました～︕谷間も簡単にできるし

「私に胸がある︕」

それだけで夢みたいです♪比べたらこんなに違いが︕

LiSA LIFE
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もちろん体重も増えてないし、むしろ見た目が激変し
ちゃいました。

バストアップしたおかげか幼児体型からも卒業︕ウエ
ストもできました。

さらに、お肌の調子も良くなって悩んでいたシミ、く
すみも改善するほどに︕

結果、試し始めてたった2週間で理想の「巨乳メリハ
リボディ」になれました︕

LiSA LIFE
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こんな短期間でおっぱい大きくなってお肌も改善されるな
んて、早く試しとけばよかった。

1か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた
服も堂々と着れるようになりました。

以前のAAAカップの私に比べて今は

トップ　90㎝

アンダー　70㎝

予想以上のEカップまで成長しました︕

今まで試したバストアップ方法の中ではダントツ効果が
ありました。

LiSA LIFE
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◆バストアップ
◆体メリハリ
◆お肌ぷるぷる

こんなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるのが
コチラ

【ジュエルアップ】

LiSA LIFE
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バストケアと美容ケアが同時にできちゃう優秀サ
プリ。

女性の理想を叶えてくれる、ここまで効果のあるものって
今までなかったから一般販売が開始した瞬間、多くのメ
ディアに取り上げられ

芸能界や美容業界でも大絶賛なんです︕

ジュエルアップで多くの女性が『巨乳メリハリボ
ディ』に成功︕

それもそのはず。ジュエルアップは専門家のもとで科学的
試験データを根拠に総合的な製品評価を行う

モンドセレクションを受賞しています。

LiSA LIFE
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市販で販売しているものと違い、効果は実証されていま
す。

では、なぜこんなに効果があるのか︕︖その秘密はジュ
エルアップの配合成分にありました︕

バストの構造はバストは乳腺1割、脂肪9割で出来てい
て、乳腺の周りに脂肪がついてバストが大きくなりま
す。

バストアップ＆美容に必要な高濃度成
分がつまってる︕︖

LiSA LIFE
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しかし、体質・生活習慣やストレスで発達しなかった
場合もあります。

それが貧乳なのです︕

実際、胸の成長期は20歳で終わってしまいます。

だから、貧乳さんがいろんなバストアップを試しても効果
がないのは当たり前なんです。

LiSA LIFE
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しかし効果がある成分を摂取すれば誰でもバスト
アップできるんです。

「ジュエルアップ」には、バストアップに必要な
成分の他に美容成分も贅沢に配合されています︕

✔チェストツリー
✔アマニ油

✔ブラックジンジャー
✔ワイルドヤム

LiSA LIFE
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だから短期間でバストアップが可能に︕

他のサプリと比べて違うのは

バストアップの贅沢成分
＋

腸内環境を整える成分
＋

肌トラブル改善する成分

女性が必要な選ばれた成分が贅沢配合されています。だ
から試してすぐ実感︕

こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたも

の。効果あるのは当然ですよね。

LiSA LIFE
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実際試した方のリアルな口コミ︕

LiSA LIFE
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LiSA LIFE
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かなり高評価︕私同様、すぐ効果実感した方も多いで
すね。

ジュエルアップのリピート率も高くて

95%︕︕

さらに、楽天ランキングでも

堂々の1位に︕

SNSでは大炎上︕モデル・タレント・美容家など多くの

女子がバストアップに成功したと、たくさん投稿があ
りました。

LiSA LIFE
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こんな簡単にバストの悩みが解消されるなんて夢のよ
うです♪

そこで︕︕

「試してみたい」と思っているあなたに朗報です︕

今、数量限定でお得なキャンペーン中です。

破格セール開催中︕︖お得に購入でき
るチャンス︕

LiSA LIFE
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飲むだけでバストアップ＆美容ケアのダブル効果
がある「ジュエルアップ」

数量限定で特別キャンペーン中︕

通常価格 6,800円

特別価格たったの
10円（送料無料）

で1袋まるまる試すことができます︕
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破格の安さで、この特別キャンペーンは瞬間で終了する可
能性が高いです。

だって、10円って凄くないですか︕︖

ジュエルアップを試すなら今が最安値10円︕
（今日を逃すと損します︕）

キャンペーン終了すると通常価格6,800円に戻ってし
まいます…

気軽にジュエルアップを試したいなら今です︕
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実は、類似サプリも結構な高額で

他社と比較してもジュエルアップは高品質でコ
スパ◎が一目瞭然︕

10円で試せるのは公式ページだけ︕

少しでも興味がある方はすぐチェックしてみてくださいね
♪

※本日急遽更新※在庫残り僅かに︕︖
SNS炎上するほど人気の「ジュエルアップ」ですが、最近

人気雑誌に多数掲載されて
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注文が殺到しているそうです。

しかも10円と言う破格キャンペーンのため終了間近の可能
性が︕

某フリマアプリでは高額販売で売り切れに・・・

ようやく簡単にバストアップできるのに試せないのは辛す
ぎますよね。

私もあれからジュエルアップ続けているのですが、バスト
育ちすぎて、最近ブラ一式買い換えました(笑)

在庫が無くなり次第、予告なくキャンペーン終了する
そうなので少しでも気になる方は急いでください︕

本日調べたところ、まだ在庫が少し残っていまし
た。簡単にバストアップできるチャンスです︕

10円で購入できるのは公式ページだけ。コチラからキャン
ペーン開催中かチェックしてみてくださいね♪
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限定価格　終了まで︓残り3個

LiSA LIFE 
Copyright© LiSA LIFE , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.

LiSA LIFE

45



『バスト育ちすぎてヤバい︕︖』バストアップ＆美容ケアのW効
果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁︕

「バストずっと貧乳…」
「AAAカップすぎてブラ意味ない︕」
「身体にメリハリなし︕」

そんな女子たちが最近話題の方法で「巨乳メリハリボ
ディ」成功者続出しているんです︕

SNSでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激
変しまくり︕
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「そんな夢みたいなことある︕︖」

私(32)なんて生まれてこの方ずっと貧乳です。

どんなバストアップ方法試しても全く効果なく終わってい
る胸…

↓↓↓↓

男性には「胸残念だね」「もう飽きた」など言われ

最後は振られるド級の貧乳︕

調べてみると、私と同じ悩みの女子はたくさんいました。

【20代~40代のカラダ悩みアンケート】では

LiSA LIFE

47



第1位バスト︕「分かる分かる…」

貧乳のせいで

✔ブラがガバガバ意味なし
✔かわいい服も着こなせない
✔パット胸バレて男ドン引き

さらに貧乳の私に追い打ちのように、世間一般の男性
の意見は

【女性のバストサイズに関する男性のアンケート】で
は

男性8割以上がDカップ以上が良いんだとか︕本音
は…

「顔より胸大きいほうが魅力的」
「おっぱいに包まれたい」
「巨乳は男の夢」

だそうです。貧乳女子には一生無理な話です。
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そんな貧乳女子さんたちも絶対努力はしたはず。

筋トレ、マッサージ、ナイトブラ…

全部効果なくて絶望していませんか︖

今、私のように豊胸手術を考えているなら、いったん
待ってください︕

こんな高額使わなくても、もっと簡単にバストアップ
できる方法が最近解禁されたんです︕

この方法は、あまりにも効果があるため今までは「医療
業界」「芸能事務所」のみの流通だったそうです。

なので、私たちのような一般人が手に入れるのは不可能
だったんです…
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しかし、最近一般販売が解禁に︕そのとたんに、メ
ディアでは話題沸騰︕

運動や食事制限ナシで「巨乳メリハリボディ」が
作れる、今最先端の方法。

「本当に効果あるの︖︖」

私も初めはそう思っていましたが、SNSを調べてみると
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貧乳卒業した女子多数︕

モデルや美容家、インスタグラマーまで大絶賛す
るこの方法、解禁してすぐにYahooニュースにも取り上
げられるほど話題になっていました。
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実際にこの方法を試した方は96.8%が満足なバストサ
イズを手に入れたんだとか︕

「そんなにスゴイの︕︖ありえない︕」

私も初めはそう思ってました。だから、豊胸手術する前に
一度試してみました︕

その方法は凄く簡単で、1日1回ジュースを飲むだ
け︕

運動や食事制限ナシでチャレンジしてみました︕

以前の私は…

トップ　78㎝
アンダー　70㎝

巨乳メリハリボディは本当にでき
る︕︖実際に試した結果︕
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貧乳のうえ子供体型︕コンプレックスだらけでした。

そして、飲み続けて

5日間後…

「おぉ︕︖なんか少し谷間ができた︕」

そして
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2週間後には

胸に膨らみができました～︕谷間も簡単にできるし

「私に胸がある︕」

それだけで夢みたいです♪比べたらこんなに違いが︕
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もちろん体重も増えてないし、むしろ見た目が激変し
ちゃいました。

バストアップしたおかげか幼児体型からも卒業︕ウエ
ストもできました。

さらに、お肌の調子も良くなって悩んでいたシミ、く
すみも改善するほどに︕

結果、試し始めてたった2週間で理想の「巨乳メリハ
リボディ」になれました︕

こんな短期間でおっぱい大きくなってお肌も改善されるな
んて、早く試しとけばよかった。
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1か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた
服も堂々と着れるようになりました。

以前のAAAカップの私に比べて今は

トップ　90㎝
アンダー　70㎝

予想以上のEカップまで成長しました︕

今まで試したバストアップ方法の中ではダントツ効果が
ありました。
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◆バストアップ
◆体メリハリ
◆お肌ぷるぷる

こんなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるのが
コチラ

【モテアンジュ】

バストケアと美容ケアが同時にできちゃう優秀ド
リンクサプリ。

女性の理想を叶えてくれる、ここまで効果のあるものって
今までなかったから一般販売が開始した瞬間、多くのメ
ディアに取り上げられ
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芸能界や美容業界でも大絶賛なんです︕

モテアンジュで多くの女性が『巨乳メリハリボ
ディ』に成功︕

それもそのはず。モテアンジュは専門家のもとで科学的試
験データを根拠に総合的な製品評価を行う

モンドセレクションを受賞しています。
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市販で販売しているものと違い、効果は実証されていま
す。

では、なぜこんなに効果があるのか︕︖その秘密はモテ
アンジュの配合成分にありました︕

バストの構造はバストは乳腺1割、脂肪9割で出来てい
て、乳腺の周りに脂肪がついてバストが大きくなりま
す。

しかし、体質・生活習慣やストレスで発達しなかった
場合もあります。

それが貧乳なのです︕

バストアップ＆美容に必要な高濃度成
分がつまってる︕︖

LiSA LIFE

59



実際、胸の成長期は20歳で終わってしまいます。

だから、貧乳さんがいろんなバストアップを試しても効果
がないのは当たり前なんです。

しかし効果がある成分を摂取すれば誰でもバスト
アップできるんです。
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しかし、注意しなければいけないのは、以前まで「最強バ
ストアップ成分」と言われていた

【プエラリア】【ミリフィカ】

強い活性作用があるため、女性ホルモンが過剰に働きすぎ

て体に危険をもたらします。

安心してください︕
モテアンジュはもちろん入っていません︕

「では、何の成分でバストは大きくなれる
の︖」

それは…エラスチン

エラスチンとは胸の皮膚の下にある成分です。

LiSA LIFE

61



エラスチンがあるとコラーゲン・ヒアルロン酸同士が
くっつき、胸にハリと弾力が出てきます。

このエラスチンが胸を支えてくれないと、バストはし
ぼんだ状態になります。

エラスチンが少ないと胸を支える力がなく、どんどん
しぼんで垂れていきます。

しかし、胸が小さい人も、エラスチンが増えれば胸に
ハリ＆弾力が出て簡単にバストアップできるんで
す︕

ただ、エラスチンは自分の力では増やせません︕
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外からの力では増やせず、内側からエラスチンを働
かせるしかないのです。

そのエラスチンがふんだんに配合されているのが

「モテアンジュ」

「モテアンジュ」はエラスチンだけでなく、バストアップ
に必要な成分

✔大豆イソフラボン
✔プラセンタ
✔コラーゲン
✔ヒアルロン酸

すべて贅沢に配合されています。だから短期間でバスト
アップが可能に︕

他のサプリと比べて違うのは

バストアップの贅沢成分
＋

LiSA LIFE

63



腸内環境を整える成分
＋

肌トラブル改善する成分

女性が必要な選ばれた成分が贅沢配合されています。だ
から試してすぐ実感︕

こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたも

の。効果あるのは当然ですよね。

実際試した方のリアルな口コミ︕
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かなり高評価︕私同様、すぐ効果実感した方も多いで
すね。

モテアンジュのリピート率も高くて

96.8%︕︕

さらに、楽天ランキングでも

堂々の1位に︕
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SNSでは大炎上︕モデル・タレント・美容家など多くの

女子がバストアップに成功したと、たくさん投稿があ
りました。

こんな簡単にバストの悩みが解消されるなんて夢のよ
うです♪

そこで︕︕

「試してみたい」と思っているあなたに朗報です︕

今、数量限定でお得なキャンペーン中です。

破格セール開催中︕︖お得に購入でき
るチャンス︕
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飲むだけでバストアップ＆美容ケアのダブル効果
がある「モテアンジュ」

数量限定で特別キャンペーン中︕

通常価格 6,800円

特別価格たったの
10円（送料無料）

で1袋まるまる試すことができます︕
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破格の安さで、この特別キャンペーンは瞬間で終了する可
能性が高いです。

だって、10円って凄くないですか︕︖

モテアンジュを試すなら今が最安値10円︕
（今日を逃すと損します︕）

キャンペーン終了すると通常価格6,800円に戻ってし
まいます…

気軽にモテアンジュを試したいなら今です︕

実は、類似サプリも結構な高額で

他社と比較してもモテアンジュは高品質でコス
パ◎が一目瞭然︕
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10円で試せるのは公式ページだけ︕

少しでも興味がある方はすぐチェックしてみてくださいね
♪

SNS炎上するほど人気の「モテアンジュ」ですが、最近人
気雑誌に多数掲載されて

注文が殺到しているそうです。

しかも10円と言う破格キャンペーンのため終了間近の可能
性が︕

某フリマアプリでは高額販売で売り切れに・・・

※本日急遽更新※在庫残り僅かに︕︖
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実際に探しても手に入らない方もいたみたいでツイッ
ターにはこんな投稿も…

ようやく簡単にバストアップできるのに試せないのは辛す
ぎますよね。

私もあれからモテアンジュ続けているのですが、バスト
育ちすぎて、最近ブラ一式買い換えました(笑)
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在庫が無くなり次第、予告なくキャンペーン終了する
そうなので少しでも気になる方は急いでください︕

本日調べたところ、まだ在庫が少し残っていまし
た。簡単にバストアップできるチャンスです︕

10円で購入できるのは公式ページだけ。コチラからキャン
ペーン開催中かチェックしてみてくださいね♪

限定価格　終了まで︓残り3個
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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

（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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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１７９４号 

令和３年１１月９日 

株式会社アクガレージ 

代表取締役 江波戸 浩之 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、貴社がアシスト株式会社（以下「アシスト」という。）と共同して供給する「ジュ

エルアップ」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る又は行っていたので、

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、本件商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有す

ることなく行っている次に掲げる表示をしている行為を速やかに取りやめなければな

らない。 

本件商品を一般消費者に販売するに当たり、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同

表「表示箇所」欄記載の「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」と称するＳＮＳ（以下「Ｉｎｓｔａｇ

ｒａｍ」という。）内のアカウントの投稿において、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、豊胸効果が得られるかの

ように示す表示 

⑵ 貴社は、貴社及びアシスト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

(ｱ) 別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載のＩｎｓｔａｇｒ

ａｍ内のアカウントの投稿において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ

とにより  

(ｲ) 令和２年１０月２３日に、「ＬｉＳＡ ＬＩＦＥ」と称するアフィリエイトサイ

ト（以下「本件アフィリエイトサイト」という。）において、別表２「表示内容」

欄記載のとおり表示することにより 

あたかも、本件商品を摂取することで、豊胸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
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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。 

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⑵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。 

⑷ 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⑵アの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

⑸ 貴社は、前記⑴に基づいてとった措置、前記⑵に基づいて行った周知徹底及び前記⑶

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 株式会社アクガレージ（以下「アクガレージ」という。）は、東京都豊島区東池袋一

丁目２１番１１号に本店を置き、通信販売業等を営む事業者である。

⑵ アシストは、東京都豊島区東池袋一丁目３４番５号に本店を置き、電子商取引サイト

の企画及び運営並びに健康食品等の企画、開発、販売及び輸出入等を営む事業者であ

る。 

⑶ア アシストは、アクガレージに対し、通販事業の企画、運営、プロモーション業務等

を委託している。 

イ アクガレージの従業員は、アシストの代表取締役を務めている。

⑷ アクガレージは、本件商品を、アシストと共同して通信販売の方法により一般消費者

に供給している。 

⑸ア アクガレージは、本件商品の販売に関し、別表１「表示箇所」欄記載のＩｎｓｔａ

ｇｒａｍ内のアカウントを保有する者に対し、同表「表示内容」欄記載の表示の内容

をＩｎｓｔａｇｒａｍ内に投稿するよう指示することなどにより、本件商品に係る

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ内の表示内容を、アシストと共同して自ら決定している。 

イ(ｱ) アクガレージは、本件商品の販売に関し、ブログその他のウェブサイトの運営

者（以下「アフィリエイター」という。）が当該ウェブサイトに当該アフィリエ

イター以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者が

バナー広告等を通じて広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行っ

たりした場合など、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイター等に

対して、広告主から成功報酬が支払われる広告手法（以下「アフィリエイトプロ

グラム」という。）を、アシストと共同して用いている。 

(ｲ) アクガレージは、アフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービスと

して提供する「アフィリエイトサービスプロバイダー」と称する事業者を通じて、

本件商品に係る本件アフィリエイトサイトの表示内容を、アシストと共同して自

ら決定している。 
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⑹ア アクガレージ及びアシストは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり

(ｱ) 別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載のＩｎｓｔａｇｒ

ａｍ内のアカウントの投稿において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ

とにより 

(ｲ) 令和２年１０月２３日に、本件アフィリエイトサイトにおいて、別表２「表示内

容」欄記載のとおり表示することにより 

あたかも、本件商品を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように示す表示を

している又は表示をしていた。 

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、アクガレージに対し、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、アクガレージは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、アクガレージ及びアシストが自己の供給する本件商品の取引に関

し行っている又は行っていた表示は、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

表示をしている又は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。 

（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、
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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 表示箇所 表示内容 

平成３０年

３月４日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●」と称

するアカウント

の投稿 

・本件商品の容器包装の画像と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕ

ｐ（ジュエルアップ）をご紹介します♥ バストアッ

プサプリメントです✨ 最近は有効成分のプエラリ

アの副作用なんかが騒がれたりしてますが、こちら

はプエラリア不使用なので安心して飲めます☺ 無

添加なのも嬉しいですね😆♡ １日２錠。寝る前に飲

むのがオススメらしいです！嫌なにおいもないしと

ても飲みやすい👍 貧乳が悩みなので２カップアッ

プが目標！目に見える効果が出たらいいなぁ😍」、

「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃

バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、

「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃

サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バ

ストサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バスト

アップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃

ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１） 

平成３０年

３月７日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ」内の「●●

● ● ● ● ● ●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品及び本件商品の容器包装を載せた手の画像

と共に、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕ

ｐ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育

乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂ

ｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ」及び「＃ｂｏｄ

ｙｃａｒｅ」 

（別添写し２） 

平成３０年

３月１０日

以降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿

・本件商品の容器包装を手にした人物の画像と共に、

「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃

バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、

「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃

サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バ
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表示期間 表示箇所 表示内容 

ストサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バスト

アップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃

ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し３） 

平成３０年

３月９日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「昨日から飲み始

めたバストケアサプリ『Ｊｅｗｅｌ Ｕｐ』🎶 主な

成分はアマニ油、サフラワー油、発酵ウコンにブラッ

クジンジャーなど、身体に良さそうな成分がたっぷ

り入っています！ １日に飲む量も２粒と手軽なの

で、楽に続けることが出来そうです💕 これで年々微

妙になっていくバストに自信が持てるようになれば

いいなー✨」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅ

ｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケア」、

「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美

容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、

「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バストアッ

プサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ

効果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力アッ」、

「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔ

ｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し４） 

平成３０年

３月５日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、

「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂ

ｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏ

ｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し５） 

平成３０年

３月６日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

● ● ● ● ● ●

・本件商品の容器包装の画像と共に、「遂にバストアッ

プサプリデビュー...❤産後でおっぱいはしぼんで

いくばかりなのでこれからが楽しみです✨🖖💓 早

速飲んだよ(＾＾)/♡」、「＃ジュエルアップ」、「＃
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表示期間 表示箇所 表示内容 

●」と称するア

カウントの投稿

ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バスト

ケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボ

ディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃

バストアップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バ

ストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃

魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、

「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し６） 

平成３０年

３月５日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●●●」と称す

るアカウントの

投稿 

・本件商品及び本件商品の容器包装を載せた手の画像

と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕｐ 毎日２粒を、噛まずに食

べます 効果、感じられるかなぁ✨」、「＃ジュエル

アップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、

「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕ

ｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄ

ｙｃａｒｅ」 

（別添写し７） 

平成３０年

３月７日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿

・本件商品を載せた手の画像及び本件商品の容器包装

の画像と共に、「バストは平和の象徴🐦✨いくつに

なってもやっぱり理想のバストを夢見てしまう😊
今までサプリに頼った事がなかったけど、成長ホル

モンの分泌時間を上手く利用しながらサプリを摂取

することで理想のバストに近づけるのではないかと

⤴」、「最近の成長ホルモン研究では入眠直後からの

三時間が活発に分泌するそうです❗三時間が勝負

💪🌉 さぁ今から飲んで寝る準備💤最近・・・朝起き

た時のハリはま さ か✨✨✨」、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、

「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

7



表示期間 表示箇所 表示内容 

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂ

ｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏ

ｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し８） 

平成３０年

３月５日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●」と称す

るアカウントの

投稿 

・本件商品の容器包装を持った手の画像と共に、「卒乳

して萎れたおっぱい（←辛い🙄🙄）バストアップサプ

リ飲んで、復活しますよーに…😭❤ ❤ ❤ ❤..１日

２粒飲むだけなので簡単に続けられるのもｇｏｏｄ

👍❤.」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕ

ｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケア」、「＃

ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、

「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、「＃

美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バストアップ

サプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効

果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力アッ」、

「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔ

ｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し９） 

平成３０年

３月４日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品の容器包装を持った手の画像と共に、「＃

ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バス

トアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、

「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃

サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バ

ストサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バスト

アップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」、「＃

ｂｏｄｙｃａｒｅ」及び「今日から飲んでみます。バ

ストアップ出来るかな？」

（別添写し１０） 

平成３０年

３月８日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

● ● ● ● ● ●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「Ｖｅｎｕｓｆａ

ｃｔｏｒｙのふっくらバストケアサプリ『Ｊｅｗｅ

ｌＵｐ』飲んでいますよ＾＾ １日２カプセル、わた

しは夜寝る前に飲んでいます。 ソフトカプセルで小

粒なので飲みやすく、カプセルだからニオイもしな

いんですよ！ わたしは年々ハリがなくなってきて
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表示期間 表示箇所 表示内容 

いるのでサプリでケアも大事！ 美バスト目指して

続けていきたいです。＾＾＊」、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、

「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕ

ｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄ

ｙｃａｒｅ」 

（別添写し１１） 

平成３０年

３月１１日

以降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「なにやらいまは

やりらしいバストとボディケアができるサプリ✨
メインの成分にアマニ油、サフラワー油、ブラック

ジンジャーなんかがはいってるけど漢方みたいな名

前がずらり…！ どんな効果があるのかとりあえず

１５日飲んでみよーっと💕」、「＃ジュエルアップ」、

「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美

乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュ

マロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、

「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃

バストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃

魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、

「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１２） 

平成３０年

３月９日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿

・本件商品の容器包装を持った手の画像と共に、「バス

トケアサプリ！！.高い〜😭😭😭😭😭😭メルカリで

みても１袋６０００円とか。.高い分、効果に期

待！！！..つるんとした錠剤だから飲むのには楽

だった！.１日２粒３０粒入りだから１袋１５日分

すぐ終わっちゃう〜〜..おっきくなりますように

🙏」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、

「＃バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディ

ケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃

女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボ
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表示期間 表示箇所 表示内容 

ディ」、「＃サプリメント」、「＃バストアップサプ

リ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効果」、

「＃バストアップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸

大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ

ｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１３） 

平成３０年

３月１７日

以降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕ

ｐ～ジュエルアップ～ ꗰ⁎ バストアップサプリメ

ント」、「気になっていたバストアップサプリ♡」、

「バストアップサプリはもともと色々気になってい

て試してみていますが 今のところ試した商品では

どれも効果なし．．．．やはり、有効成分のプエラリ

アの副作用が不安視されますよね(´・з・`)．．．

ただ～し！！こちらの＠ｊｅｗｅｌｕｐ２０１８さ

んはプエラリア不使用でさらに無添加なのがポイン

トです」、「しかも女性ホルモンに働きかける成分は

しっかり配合されています😃」、「飲むタイミングと

しては就寝前に２粒飲むのがより効果的とのことで

私もそうしています」、「バストアップには良質な睡

眠*☾。が不可欠‼‼ということで シンデレラタイム

⋆❁。までには眠れるように心掛けています」、「今

は約２週間くらい １日２粒、就寝前に飲んでいます

がこれといって効果の実感はまだなし」、「副作用も

ないので少しでも効果出るようなら定期コースを頼

む予定です☻❤」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅ

ｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケア」、

「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美

容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、

「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バストアッ

プサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ

効果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力アップ」、

「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔ

ｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１４） 

平成３０年

３月６日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

● ● ● ● ● ●

・本件商品の容器包装の画像と共に、「ジュエルアップ

始めたよ(*'▽'*)毎日寝る前に飲むのがいいみたい

♪ふっくらしたバストを目指してマッサージと合わ
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表示期間 表示箇所 表示内容 

●」と称するア

カウントの投稿

せて頑張ります٩( 'ω') و」、「＃ジュエルアップ」、

「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美

乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュ

マロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、

「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃

バストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃

魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、

「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１５） 
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別表２ 

表示内容 

・「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアのＷ効果で簡単に巨乳メリ

ハリボディになる裏技解禁！」

・人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バストずっと貧乳．．．』

『ＡＡＡカップすぎてブラ意味ない！』『身体にメリハリなし！』」、「そんな女子た

ちが最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！ＳＮＳでも

バズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり！」及び人物の胸部の比較

画像と共に、「『そんな夢みたいなことある！？』」

・人物の胸部の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端

美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」、「豊胸手術で５００万円以上使いました」、

「こんな高額使わなくても、もっと簡単にバストアップできる方法が最近解禁された

んです！」、「この方法は、あまりにも効果があるため今までは『医療業界』『芸能事

務所』のみの流通だったそうです。」及び「なので、私たちのような一般人が手に入れ

るのは不可能だったんです．．．」

・「しかし、最近一般販売が解禁に！ そのとたんに、メディアでは話題沸騰！」並びに

人物の胸部の比較画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最

先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」、「たった２週間で巨乳メリハリボディに

激変！」及び「運動や食事制限ナシで『巨乳メリハリボディ』が作れる、今最先端の方

法。」

・体験談として、「●●●●」及び「貧乳さんは絶対試して損なし！ １週間で効果実感

できるバストアップ方法だよ。胸育ちすぎ注意！私はもう３カップＵＰ成功♪」との記

載と共に、人物の胸部の比較画像

・体験談として、「●●●●●●●●●」及び「モデルもやってるバストアップ方法の効

果スゴすぎ。 ペタンコ胸がグングン成長して谷間できたよ美容にも良いから荒れ肌

も改善！」との記載と共に、人物の胸部の比較画像

・体験談として、「●●●」及び「豊胸手術する前に試せてよかった 目に見えてバスト

大きくなるし、クビレもできた。体重変わらないのに、こんなメリハリなるの感動！」

との記載と共に、人物の胸部の比較画像

・「貧乳卒業した女子多数！ モデルや美容家、インスタグラマーまで大絶賛するこの方

法、解禁してすぐにＹａｈｏｏニュースにも取り上げられるほど話題になっていまし

た。」、「・最新の巨乳メリハリボディ作りＳＮＳ炎上 ＮＥＷ」及び「実際にこの方

法を試した方は９５％が満足なバストサイズを手に入れたんだとか！」

・「巨乳メリハリボディは本当にできる！？実際に試した結果！」、「その方法は凄く簡

単で、サプリを飲むだけ！」、本件商品の容器包装の画像と共に、「運動や食事制限ナ

シでチャレンジしてみました！ 以前の私は．．． トップ ７８ｃｍ アンダー ７０ｃ

ｍ」、本件商品を服用する以前とする人物の画像と共に、「貧乳のうえ子供体型！コン

プレックスだらけでした。そして、飲み続けて５日間後．．．」、本件商品を５日間服
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表示内容 

用したとする人物の画像と共に、「『おぉ！？なんか少し谷間ができた！』そして２週

間後には」及び本件商品を２週間服用したとする人物の画像と共に、「胸に膨らみがで

きました～！谷間も簡単にできるし『私に胸がある！』それだけで夢みたいです♪比べ

たらこんなに違いが！」並びに本件商品を服用する以前とする人物の画像及び本件商

品を２週間服用したとする人物の画像と共に、「Ｂｅｆｏｒｅ」、「Ａｆｔｅｒ」、「も

ちろん体重も増えてないし、むしろ見た目が激変しちゃいました。」及び「バストアッ

プしたおかげか幼児体型からも卒業！ウエストもできました。」 

・「結果、試し始めてたった２週間で理想の『巨乳メリハリボディ』になれました！」、

「こんな短期間でおっぱい大きくなってお肌も改善されるなんて、早く試しとけばよ

かった。」、「１か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた服も堂々と着れ

るようになりました。」、人物の胸部の画像と共に、「以前のＡＡＡカップの私に比べ

て今は トップ ９０ｃｍ アンダー ７０ｃｍ 予想以上のＥカップまで成長しまし

た！」並びに人物の胸部の画像と共に、「Ｅカップ♥」及び「今まで試したバストアッ

プ方法の中ではダントツ効果がありました。◆バストアップ ◆体メリハリ ◆お肌ぷ

るぷる こんなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるのがコチラ↓↓↓【ジュエル

アップ】」

・「ジュエルアップで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に成功！」

・「市販で販売しているものと違い、効果は実証されています。では、なぜこんなに効果

があるのか！？その秘密はジュエルアップの配合成分にありました！」、「バストアッ

プ＆美容に必要な高濃度成分がつまってる！？」及び「バストの構造はバストは乳腺１

割、脂肪９割で出来ていて、乳腺の周りに脂肪がついてバストが大きくなります。」並

びに乳房の断面のイメージ画像と共に、「クーパー靱帯」、「大胸筋」、「乳腺」、「脂

肪」及び「しかし、体質・生活習慣やストレスで発達しなかった場合もあります。それ

が貧乳なのです！」 

・人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美容が

スゴイ 簡単バストアップ方法」及び「バストの遺伝は１割。ストレスなどで女性ホル

モンの分泌が抑えらてしまいます」

・「実際、胸の成長期は２０歳で終わってしまいます。」、「バストのサイズはいつ決ま

る？年代別成長グラフ」と題するグラフの画像と共に、「←バストの成長は２０歳で止

まる」及び「←３０代後半から急激に垂れ始める」、「だから、貧乳さんがいろんなバ

ストアップを試しても効果がないのは当たり前なんです。」並びに「しかし効果がある

成分を摂取すれば誰でもバストアップできるんです。」 

・乳房の断面のイメージ画像と共に、「じわじわと成長」、「『ジュエルアップ』には、

バストアップに必要な成分の他に美容成分も贅沢に配合されています！ ✔チェスト

ツリー ✔アマニ油 ✔ブラックジンジャー ✔ワイルドヤム だから短期間でバスト

アップが可能に！」及び人物の胸部の比較画像と共に、「他のサプリと比べて違うのは
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表示内容 

バストアップの贅沢成分 ＋ 腸内環境を整える成分 ＋ 肌トラブル改善する成分 女

性が必要な選ばれた成分が贅沢配合されています。だから試してすぐ実感！」 

・「こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたもの。効果あるのは当然です

よね。」 

・「実際試した方のリアルな口コミ！」との記載と共に、体験談として、人物の胸部の比

較画像と共に、「たった２週間で夢の谷間ができました！ ２５歳 ●●●●さん Ａ

カップ→Ｄカップ」及び「ずっと貧乳でコンプレックスだったんですがジュエルアップ

のおかげで人生変わりました！２週間試した結果、胸に谷間が！今では胸の開いた服

も自信もって着てます♪」、人物の胸部の比較画像と共に、「胸育ちすぎて…今は控え

てます（笑） ３２歳 ●●●●さん Ａカップ→Ｅカップ」及び「もう豊胸手術しかな

い！と思っていたのですがＳＮＳで話題になっていたのでジュエルアップ試しまし

た。他のサプリと違いサプリだから飲みやすいし美味しい！日に日に胸育ってて予想

以上大きくなったので今は控えてます（笑）」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「産

後しぼんだ胸も復活しました！ ４０歳 ●●●●さん Ｂカップ→Ｆカップ」及び「産

後一気に胸がしぼんでしまい悩んでいました。しかし、ジュエルアップを始めてから激

変！見て分かるくらい大きくなるし、ハリも出ました。美容にも良いのでお肌もプルプ

ルに。一石二鳥です！」

・「ＳＮＳでは大炎上！モデル・タレント・美容家など多くの女子がバストアップに成功

したと、たくさん投稿がありました。」、本件商品を持った複数の人物の画像と共に、

「ＲＩＲＩさん」、「早川沙世さん」、「桜井莉菜さん」、「加藤美佳さん」、「杉山

佳那恵さん」、「青木里美さん」、「ＳＨＩＨＯさん」、「ほずみさん」、「ＳＮＳで

も話題沸騰！」及び「こんな簡単にバストの悩みが解消されるなんて夢のようです♪」 

・本件商品及び本件商品の容器包装の画像と共に、「飲むだけでバストアップ＆美容ケア

のダブル効果がある『ジュエルアップ』」 

・「私もあれからジュエルアップ続けているのですが、バスト育ちすぎて、最近ブラ一式

買い換えました（笑）」との記載と共に、人物の胸部の画像 

（別添写し１６） 
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消表対第１７９５号 

令和３年１１月９日 

アシスト株式会社

代表取締役 見城 有紀 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、貴社が株式会社アクガレージ（以下「アクガレージ」という。）と共同して供給

する「ジュエルアップ」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る又は行っ

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、本件商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有す

ることなく行っている次に掲げる表示をしている行為を速やかに取りやめなければな

らない。 

本件商品を一般消費者に販売するに当たり、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同

表「表示箇所」欄記載の「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」と称するＳＮＳ（以下「Ｉｎｓｔａｇ

ｒａｍ」という。）内のアカウントの投稿において、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、豊胸効果が得られるかの

ように示す表示 

⑵ 貴社は、貴社及びアクガレージ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

(ｱ) 別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載のＩｎｓｔａｇｒ

ａｍ内のアカウントの投稿において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ

とにより 

(ｲ) 令和２年１０月２３日に、「ＬｉＳＡ ＬＩＦＥ」と称するアフィリエイトサイ

ト（以下「本件アフィリエイトサイト」という。）において、別表２「表示内容」

欄記載のとおり表示することにより  

あたかも、本件商品を摂取することで、豊胸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

1
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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。 

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⑵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なければならない。 

⑷ 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⑵アの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

⑸ 貴社は、前記⑴に基づいてとった措置、前記⑵に基づいて行った周知徹底及び前記⑶

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 アシスト株式会社（以下「アシスト」という。）は、東京都豊島区東池袋一丁目３４

番５号に本店を置き、電子商取引サイトの企画及び運営並びに健康食品等の企画、開

発、販売及び輸出入等を営む事業者である。 

⑵ アクガレージは、東京都豊島区東池袋一丁目２１番１１号に本店を置き、通信販売業

等を営む事業者である。 

⑶ア アシストは、アクガレージに対し、通販事業の企画、運営、プロモーション業務等

を委託している。 

イ アクガレージの従業員は、アシストの代表取締役を務めている。

⑷ アシストは、本件商品を、アクガレージと共同して通信販売の方法により一般消費者

に供給している。 

⑸ア アシストは、本件商品の販売に関し、別表１「表示箇所」欄記載のＩｎｓｔａｇｒ

ａｍ内のアカウントを保有する者に対し、同表「表示内容」欄記載の表示の内容をＩ

ｎｓｔａｇｒａｍ内に投稿するよう指示することなどにより、本件商品に係るＩｎ

ｓｔａｇｒａｍ内の表示内容を、アクガレージと共同して自ら決定している。 

イ(ｱ) アシストは、本件商品の販売に関し、ブログその他のウェブサイトの運営者（以

下「アフィリエイター」という。）が当該ウェブサイトに当該アフィリエイター

以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者がバナー

広告等を通じて広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりし

た場合など、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイター等に対して、

広告主から成功報酬が支払われる広告手法（以下「アフィリエイトプログラム」

という。）を、アクガレージと共同して用いている。 

(ｲ) アシストは、アフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービスとして

提供する「アフィリエイトサービスプロバイダー」と称する事業者を通じて、本

件商品に係る本件アフィリエイトサイトの表示内容を、アクガレージと共同して

自ら決定している。 

⑹ア アシスト及びアクガレージは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり
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(ｱ) 別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載のＩｎｓｔａｇｒ

ａｍ内のアカウントの投稿において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ

とにより 

(ｲ) 令和２年１０月２３日に、本件アフィリエイトサイトにおいて、別表２「表示内

容」欄記載のとおり表示することにより 

あたかも、本件商品を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように示す表示を

している又は表示をしていた。 

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、アシストに対し、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、ア

シストは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。

３ 法令の適用 

前記事実によれば、アシスト及びアクガレージが自己の供給する本件商品の取引に関

し行っている又は行っていた表示は、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

表示をしている又は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。 

（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
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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 表示箇所 表示内容 

平成３０年

３月４日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●」と称

するアカウント

の投稿 

・本件商品の容器包装の画像と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕ

ｐ（ジュエルアップ）をご紹介します♥ バストアッ

プサプリメントです✨ 最近は有効成分のプエラリ

アの副作用なんかが騒がれたりしてますが、こちら

はプエラリア不使用なので安心して飲めます☺ 無

添加なのも嬉しいですね😆♡ １日２錠。寝る前に飲

むのがオススメらしいです！嫌なにおいもないしと

ても飲みやすい👍 貧乳が悩みなので２カップアッ

プが目標！目に見える効果が出たらいいなぁ😍」、

「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃

バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、

「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃

サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バ

ストサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バスト

アップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃

ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１） 

平成３０年

３月７日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

● ● ● ● ● ●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品及び本件商品の容器包装を載せた手の画像

と共に、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕ

ｐ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育

乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂ

ｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ」及び「＃ｂｏｄ

ｙｃａｒｅ」 

（別添写し２） 

平成３０年

３月１０日

以降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿

・本件商品の容器包装を手にした人物の画像と共に、

「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃

バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、

「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃

サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バ
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表示期間 表示箇所 表示内容 

ストサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バスト

アップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃

ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し３） 

平成３０年

３月９日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「昨日から飲み始

めたバストケアサプリ『Ｊｅｗｅｌ Ｕｐ』🎶 主な

成分はアマニ油、サフラワー油、発酵ウコンにブラッ

クジンジャーなど、身体に良さそうな成分がたっぷ

り入っています！ １日に飲む量も２粒と手軽なの

で、楽に続けることが出来そうです💕 これで年々微

妙になっていくバストに自信が持てるようになれば

いいなー✨」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅ

ｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケア」、

「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美

容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、

「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バストアッ

プサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ

効果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力アッ」、

「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔ

ｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し４） 

平成３０年

３月５日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、

「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂ

ｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏ

ｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し５） 

平成３０年

３月６日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

● ● ● ● ● ●

・本件商品の容器包装の画像と共に、「遂にバストアッ

プサプリデビュー...❤産後でおっぱいはしぼんで

いくばかりなのでこれからが楽しみです✨🖖💓 早

速飲んだよ(＾＾)/♡」、「＃ジュエルアップ」、「＃
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表示期間 表示箇所 表示内容 

●」と称するア

カウントの投稿

ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バスト

ケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボ

ディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃

バストアップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バ

ストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃

魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、

「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し６） 

平成３０年

３月５日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●●●」と称す

るアカウントの

投稿 

・本件商品及び本件商品の容器包装を載せた手の画像

と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕｐ 毎日２粒を、噛まずに食

べます 効果、感じられるかなぁ✨」、「＃ジュエル

アップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、

「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕ

ｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄ

ｙｃａｒｅ」 

（別添写し７） 

平成３０年

３月７日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿

・本件商品を載せた手の画像及び本件商品の容器包装

の画像と共に、「バストは平和の象徴🐦✨いくつに

なってもやっぱり理想のバストを夢見てしまう😊
今までサプリに頼った事がなかったけど、成長ホル

モンの分泌時間を上手く利用しながらサプリを摂取

することで理想のバストに近づけるのではないかと

⤴」、「最近の成長ホルモン研究では入眠直後からの

三時間が活発に分泌するそうです❗三時間が勝負

💪🌉 さぁ今から飲んで寝る準備💤最近・・・朝起き

た時のハリはま さ か✨✨✨」、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、

「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ
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表示期間 表示箇所 表示内容 

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂ

ｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏ

ｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し８） 

平成３０年

３月５日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●」と称す

るアカウントの

投稿 

・本件商品の容器包装を持った手の画像と共に、「卒乳

して萎れたおっぱい（←辛い🙄🙄）バストアップサプ

リ飲んで、復活しますよーに…😭❤ ❤ ❤ ❤..１日

２粒飲むだけなので簡単に続けられるのもｇｏｏｄ

👍❤.」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕ

ｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケア」、「＃

ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、

「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、「＃

美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バストアップ

サプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効

果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力アッ」、

「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔ

ｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し９） 

平成３０年

３月４日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

● ● ● ● ● ●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品の容器包装を持った手の画像と共に、「＃

ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バス

トアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、

「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃

サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バ

ストサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バスト

アップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」、「＃

ｂｏｄｙｃａｒｅ」及び「今日から飲んでみます。バ

ストアップ出来るかな？」

（別添写し１０） 

平成３０年

３月８日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

● ● ● ● ● ●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「Ｖｅｎｕｓｆａ

ｃｔｏｒｙのふっくらバストケアサプリ『Ｊｅｗｅ

ｌＵｐ』飲んでいますよ＾＾ １日２カプセル、わた

しは夜寝る前に飲んでいます。 ソフトカプセルで小

粒なので飲みやすく、カプセルだからニオイもしな

いんですよ！ わたしは年々ハリがなくなってきて
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表示期間 表示箇所 表示内容 

いるのでサプリでケアも大事！ 美バスト目指して

続けていきたいです。＾＾＊」、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、

「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃

マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメ

ント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアップし

たい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕ

ｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄ

ｙｃａｒｅ」 

（別添写し１１） 

平成３０年

３月１１日

以降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

● ● ● ● ● ●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「なにやらいまは

やりらしいバストとボディケアができるサプリ✨
メインの成分にアマニ油、サフラワー油、ブラック

ジンジャーなんかがはいってるけど漢方みたいな名

前がずらり…！ どんな効果があるのかとりあえず

１５日飲んでみよーっと💕」、「＃ジュエルアップ」、

「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美

乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュ

マロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、

「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃

バストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃

魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、

「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１２） 

平成３０年

３月９日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿

・本件商品の容器包装を持った手の画像と共に、「バス

トケアサプリ！！.高い〜😭😭😭😭😭😭メルカリで

みても１袋６０００円とか。.高い分、効果に期

待！！！..つるんとした錠剤だから飲むのには楽

だった！.１日２粒３０粒入りだから１袋１５日分

すぐ終わっちゃう〜〜..おっきくなりますように

🙏」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、

「＃バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディ

ケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃

女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボ
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表示期間 表示箇所 表示内容 

ディ」、「＃サプリメント」、「＃バストアップサプ

リ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効果」、

「＃バストアップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸

大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ

ｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１３） 

平成３０年

３月１７日

以降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿

・本件商品の容器包装の画像と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕ

ｐ～ジュエルアップ～ ꗰ⁎ バストアップサプリメ

ント」、「気になっていたバストアップサプリ♡」、

「バストアップサプリはもともと色々気になってい

て試してみていますが 今のところ試した商品では

どれも効果なし．．．．やはり、有効成分のプエラリ

アの副作用が不安視されますよね(´・з・`)．．．

ただ～し！！こちらの＠ｊｅｗｅｌｕｐ２０１８さ

んはプエラリア不使用でさらに無添加なのがポイン

トです」、「しかも女性ホルモンに働きかける成分は

しっかり配合されています😃」、「飲むタイミングと

しては就寝前に２粒飲むのがより効果的とのことで

私もそうしています」、「バストアップには良質な睡

眠*☾。が不可欠‼‼ということで シンデレラタイム

⋆❁。までには眠れるように心掛けています」、「今

は約２週間くらい １日２粒、就寝前に飲んでいます

がこれといって効果の実感はまだなし」、「副作用も

ないので少しでも効果出るようなら定期コースを頼

む予定です☻❤」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅ

ｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケア」、

「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美

容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、

「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バストアッ

プサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ

効果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力アップ」、

「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔ

ｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１４） 

平成３０年

３月６日以

降 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

・本件商品の容器包装の画像と共に、「ジュエルアップ

始めたよ(*'▽'*)毎日寝る前に飲むのがいいみたい

♪ふっくらしたバストを目指してマッサージと合わ
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表示期間 表示箇所 表示内容 

●」と称するア

カウントの投稿

せて頑張ります٩( 'ω') و」、「＃ジュエルアップ」、

「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美

乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュ

マロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、

「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃

バストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃

魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、

「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

（別添写し１５） 
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別表２ 

表示内容 

・「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアのＷ効果で簡単に巨乳メリ

ハリボディになる裏技解禁！」

・人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バストずっと貧乳．．．』

『ＡＡＡカップすぎてブラ意味ない！』『身体にメリハリなし！』」、「そんな女子た

ちが最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！ＳＮＳでも

バズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり！」及び人物の胸部の比較

画像と共に、「『そんな夢みたいなことある！？』」

・人物の胸部の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端

美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」、「豊胸手術で５００万円以上使いました」、

「こんな高額使わなくても、もっと簡単にバストアップできる方法が最近解禁された

んです！」、「この方法は、あまりにも効果があるため今までは『医療業界』『芸能事

務所』のみの流通だったそうです。」及び「なので、私たちのような一般人が手に入れ

るのは不可能だったんです．．．」

・「しかし、最近一般販売が解禁に！ そのとたんに、メディアでは話題沸騰！」並びに

人物の胸部の比較画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最

先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」、「たった２週間で巨乳メリハリボディに

激変！」及び「運動や食事制限ナシで『巨乳メリハリボディ』が作れる、今最先端の方

法。」

・体験談として、「●●●●」及び「貧乳さんは絶対試して損なし！ １週間で効果実感

できるバストアップ方法だよ。胸育ちすぎ注意！私はもう３カップＵＰ成功♪」との記

載と共に、人物の胸部の比較画像

・体験談として、「●●●●●●●●●」及び「モデルもやってるバストアップ方法の効

果スゴすぎ。 ペタンコ胸がグングン成長して谷間できたよ美容にも良いから荒れ肌

も改善！」との記載と共に、人物の胸部の比較画像

・体験談として、「●●●」及び「豊胸手術する前に試せてよかった 目に見えてバスト

大きくなるし、クビレもできた。体重変わらないのに、こんなメリハリなるの感動！」

との記載と共に、人物の胸部の比較画像

・「貧乳卒業した女子多数！ モデルや美容家、インスタグラマーまで大絶賛するこの方

法、解禁してすぐにＹａｈｏｏニュースにも取り上げられるほど話題になっていまし

た。」、「・最新の巨乳メリハリボディ作りＳＮＳ炎上 ＮＥＷ」及び「実際にこの方

法を試した方は９５％が満足なバストサイズを手に入れたんだとか！」

・「巨乳メリハリボディは本当にできる！？実際に試した結果！」、「その方法は凄く簡

単で、サプリを飲むだけ！」、本件商品の容器包装の画像と共に、「運動や食事制限ナ

シでチャレンジしてみました！ 以前の私は．．． トップ ７８ｃｍ アンダー ７０ｃ

ｍ」、本件商品を服用する以前とする人物の画像と共に、「貧乳のうえ子供体型！コン

プレックスだらけでした。そして、飲み続けて５日間後．．．」、本件商品を５日間服
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表示内容 

用したとする人物の画像と共に、「『おぉ！？なんか少し谷間ができた！』そして２週

間後には」及び本件商品を２週間服用したとする人物の画像と共に、「胸に膨らみがで

きました～！谷間も簡単にできるし『私に胸がある！』それだけで夢みたいです♪比べ

たらこんなに違いが！」並びに本件商品を服用する以前とする人物の画像及び本件商

品を２週間服用したとする人物の画像と共に、「Ｂｅｆｏｒｅ」、「Ａｆｔｅｒ」、「も

ちろん体重も増えてないし、むしろ見た目が激変しちゃいました。」及び「バストアッ

プしたおかげか幼児体型からも卒業！ウエストもできました。」 

・「結果、試し始めてたった２週間で理想の『巨乳メリハリボディ』になれました！」、

「こんな短期間でおっぱい大きくなってお肌も改善されるなんて、早く試しとけばよ

かった。」、「１か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた服も堂々と着れ

るようになりました。」、人物の胸部の画像と共に、「以前のＡＡＡカップの私に比べ

て今は トップ ９０ｃｍ アンダー ７０ｃｍ 予想以上のＥカップまで成長しまし

た！」並びに人物の胸部の画像と共に、「Ｅカップ♥」及び「今まで試したバストアッ

プ方法の中ではダントツ効果がありました。◆バストアップ ◆体メリハリ ◆お肌ぷ

るぷる こんなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるのがコチラ↓↓↓【ジュエル

アップ】」

・「ジュエルアップで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に成功！」

・「市販で販売しているものと違い、効果は実証されています。では、なぜこんなに効果

があるのか！？その秘密はジュエルアップの配合成分にありました！」、「バストアッ

プ＆美容に必要な高濃度成分がつまってる！？」及び「バストの構造はバストは乳腺１

割、脂肪９割で出来ていて、乳腺の周りに脂肪がついてバストが大きくなります。」並

びに乳房の断面のイメージ画像と共に、「クーパー靱帯」、「大胸筋」、「乳腺」、「脂

肪」及び「しかし、体質・生活習慣やストレスで発達しなかった場合もあります。それ

が貧乳なのです！」 

・人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美容が

スゴイ 簡単バストアップ方法」及び「バストの遺伝は１割。ストレスなどで女性ホル

モンの分泌が抑えらてしまいます」

・「実際、胸の成長期は２０歳で終わってしまいます。」、「バストのサイズはいつ決ま

る？年代別成長グラフ」と題するグラフの画像と共に、「←バストの成長は２０歳で止

まる」及び「←３０代後半から急激に垂れ始める」、「だから、貧乳さんがいろんなバ

ストアップを試しても効果がないのは当たり前なんです。」並びに「しかし効果がある

成分を摂取すれば誰でもバストアップできるんです。」 

・乳房の断面のイメージ画像と共に、「じわじわと成長」、「『ジュエルアップ』には、

バストアップに必要な成分の他に美容成分も贅沢に配合されています！ ✔チェスト

ツリー ✔アマニ油 ✔ブラックジンジャー ✔ワイルドヤム だから短期間でバスト

アップが可能に！」及び人物の胸部の比較画像と共に、「他のサプリと比べて違うのは
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表示内容 

バストアップの贅沢成分 ＋ 腸内環境を整える成分 ＋ 肌トラブル改善する成分 女

性が必要な選ばれた成分が贅沢配合されています。だから試してすぐ実感！」 

・「こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたもの。効果あるのは当然です

よね。」 

・「実際試した方のリアルな口コミ！」との記載と共に、体験談として、人物の胸部の比

較画像と共に、「たった２週間で夢の谷間ができました！ ２５歳 ●●●●さん Ａ

カップ→Ｄカップ」及び「ずっと貧乳でコンプレックスだったんですがジュエルアップ

のおかげで人生変わりました！２週間試した結果、胸に谷間が！今では胸の開いた服

も自信もって着てます♪」、人物の胸部の比較画像と共に、「胸育ちすぎて…今は控え

てます（笑） ３２歳 ●●●●さん Ａカップ→Ｅカップ」及び「もう豊胸手術しかな

い！と思っていたのですがＳＮＳで話題になっていたのでジュエルアップ試しまし

た。他のサプリと違いサプリだから飲みやすいし美味しい！日に日に胸育ってて予想

以上大きくなったので今は控えてます（笑）」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「産

後しぼんだ胸も復活しました！ ４０歳 ●●●●さん Ｂカップ→Ｆカップ」及び「産

後一気に胸がしぼんでしまい悩んでいました。しかし、ジュエルアップを始めてから激

変！見て分かるくらい大きくなるし、ハリも出ました。美容にも良いのでお肌もプルプ

ルに。一石二鳥です！」

・「ＳＮＳでは大炎上！モデル・タレント・美容家など多くの女子がバストアップに成功

したと、たくさん投稿がありました。」、本件商品を持った複数の人物の画像と共に、

「ＲＩＲＩさん」、「早川沙世さん」、「桜井莉菜さん」、「加藤美佳さん」、「杉山

佳那恵さん」、「青木里美さん」、「ＳＨＩＨＯさん」、「ほずみさん」、「ＳＮＳで

も話題沸騰！」及び「こんな簡単にバストの悩みが解消されるなんて夢のようです♪」 

・本件商品及び本件商品の容器包装の画像と共に、「飲むだけでバストアップ＆美容ケア

のダブル効果がある『ジュエルアップ』」 

・「私もあれからジュエルアップ続けているのですが、バスト育ちすぎて、最近ブラ一式

買い換えました（笑）」との記載と共に、人物の胸部の画像 

（別添写し１６） 
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消表対第１７９６号 

令和３年１１月９日 

株式会社アクガレージ 

代表取締役 江波戸 浩之 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、貴社がアシスト株式会社（以下「アシスト」という。）と共同して供給する「モ

テアンジュ」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、貴社及びアシスト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２年１０月２３日に、

「ＬｉＳＡ ＬＩＦＥ」と称するアフィリエイトサイト（以下「本件アフィリエイト

サイト」という。）において、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、豊胸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。 
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２ 事実 

⑴ 株式会社アクガレージ（以下「アクガレージ」という。）は、東京都豊島区東池袋一

丁目２１番１１号に本店を置き、通信販売業等を営む事業者である。

⑵ アシストは、東京都豊島区東池袋一丁目３４番５号に本店を置き、電子商取引サイト

の企画及び運営並びに健康食品等の企画、開発、販売及び輸出入等を営む事業者であ

る。 

⑶ア アシストは、アクガレージに対し、通販事業の企画、運営、プロモーション業務等

を委託している。 

イ アクガレージの従業員は、アシストの代表取締役を務めている。

⑷ アクガレージは、本件商品を、アシストと共同して通信販売の方法により一般消費者

に供給している。 

⑸ア(ｱ) アクガレージは、本件商品の販売に関し、ブログその他のウェブサイトの運営

者（以下「アフィリエイター」という。）が当該ウェブサイトに当該アフィリエ

イター以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者が

バナー広告等を通じて広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行っ

たりした場合など、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイター等に

対して、広告主から成功報酬が支払われる広告手法（以下「アフィリエイトプロ

グラム」という。）を、アシストと共同して用いている。 

(ｲ) アクガレージは、アフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービスと

して提供する「アフィリエイトサービスプロバイダー」と称する事業者を通じて、

本件商品に係る本件アフィリエイトサイトの表示内容を、アシストと共同して自

ら決定している。 

⑹ア アクガレージ及びアシストは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２

年１０月２３日に、本件アフィリエイトサイトにおいて、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、豊胸効果が得ら

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、アクガレージに対し、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、アクガレージは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、アクガレージ及びアシスト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。 
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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。 

（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 

・「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアのＷ効果で簡単に巨乳メリ

ハリボディになる裏技解禁！」

・人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バストずっと貧乳．．．』

『ＡＡＡカップすぎてブラ意味ない！』『身体にメリハリなし！』」、「そんな女子た

ちが最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！」、「ＳＮ

Ｓでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり！」及び人物の胸部

の比較画像と共に、「『そんな夢みたいなことある！？』」

・人物の胸部の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端

美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」、「豊胸手術で５００万円以上使いました」、

「こんな高額使わなくても、もっと簡単にバストアップできる方法が最近解禁された

んです！」、「この方法は、あまりにも効果があるため今までは『医療業界』『芸能事

務所』のみの流通だったそうです。」及び「なので、私たちのような一般人が手に入れ

るのは不可能だったんです．．．」

・「しかし、最近一般販売が解禁に！そのとたんに、メディアでは話題沸騰！」、「最先

端のバストアップ方法で『巨乳メリハリボディ』ができる！？」及び「運動や食事制限

ナシで『巨乳メリハリボディ』が作れる、今最先端の方法。」

・体験談として、「●●●●」及び「貧乳さんは絶対試して損なし！ １週間で効果実感

できるバストアップ方法だよ。胸育ちすぎ注意！私はもう３カップＵＰ成功♪」との記

載と共に、人物の胸部の比較画像

・体験談として、「●●●●●●●●●」及び「モデルもやってるバストアップ方法の効

果スゴすぎ。 ペタンコ胸がグングン成長して谷間できたよ美容にも良いから荒れ肌

も改善！」との記載と共に、人物の胸部の比較画像

・体験談として、「●●●」及び「豊胸手術する前に試せてよかった 目に見えてバスト

大きくなるし、クビレもできた。体重変わらないのに、こんなメリハリなるの感動！」

との記載と共に、人物の胸部の比較画像

・「貧乳卒業した女子多数！ モデルや美容家、インスタグラマーまで大絶賛するこの方

法、解禁してすぐにＹａｈｏｏニュースにも取り上げられるほど話題になっていまし

た。」、「・最新の巨乳メリハリボディ作りＳＮＳ炎上 ＮＥＷ」及び「実際にこの方

法を試した方は９６．８％が満足なバストサイズを手に入れたんだとか！」 

・「巨乳メリハリボディは本当にできる！？実際に試した結果！」、「その方法は凄く簡

単で、１日１回ジュースを飲むだけ！」、グラスにジュースを注ぐ人物の画像と共に、

「運動や食事制限ナシでチャレンジしてみました！ 以前の私は．．． トップ ７８

ｃｍ アンダー ７０ｃｍ」、本件商品を服用する以前とする人物の画像と共に、「貧

乳のうえ子供体型！コンプレックスだらけでした。そして、飲み続けて５日間後．．．」

及び本件商品を５日間服用したとする人物の画像と共に、「『おぉ！？なんか少し谷間

ができた！』そして２週間後には」、本件商品を２週間服用したとする人物の画像と共
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表示内容 

に、「胸に膨らみができました～！谷間も簡単にできるし『私に胸がある！』それだけ

で夢みたいです♪比べたらこんなに違いが！」並びに本件商品を服用する以前とする

人物の画像及び本件商品を２週間服用したとする人物の画像と共に、「Ｂｅｆｏｒｅ」、

「Ａｆｔｅｒ」、「もちろん体重も増えてないし、むしろ見た目が激変しちゃいまし

た。」及び「バストアップしたおかげか幼児体型からも卒業！ウエストもできました。」 

・「結果、試し始めてたった２週間で理想の『巨乳メリハリボディ』になれました！」、

「こんな短期間でおっぱい大きくなってお肌も改善されるなんて、早く試しとけばよ

かった。」、「１か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた服も堂々と着れ

るようになりました。」、人物の胸部の画像と共に、「以前のＡＡＡカップの私に比べ

て今は トップ ９０ｃｍ アンダー ７０ｃｍ 予想以上のＥカップまで成長しま

した！」並びに人物の胸部の画像と共に、「Ｅカップ♥」及び「今まで試したバストアッ

プ方法の中ではダントツ効果がありました。 ◆バストアップ ◆体メリハリ ◆お

肌ぷるぷる こんなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるのがコチラ↓↓↓【モテ

アンジュ】」

・「モテアンジュで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に成功！」

・「市販で販売しているものと違い、効果は実証されています。では、なぜこんなに効果

があるのか！？その秘密はモテアンジュの配合成分にありました！」、「バストアップ

＆美容に必要な高濃度成分がつまってる！？」、「バストの構造はバストは乳腺１割、

脂肪９割で出来ていて、乳腺の周りに脂肪がついてバストが大きくなります。」並びに

乳房の断面のイメージ画像と共に、「クーパー靱帯」、「大胸筋」、「乳腺」、「脂肪」

及び「しかし、体質・生活習慣やストレスで発達しなかった場合もあります。それが貧

乳なのです！」 

・人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美容が

スゴイ 簡単バストアップ方法」及び「バストの遺伝は１割。ストレスなどで女性ホル

モンの分泌が抑えらてしまいます」

・「実際、胸の成長期は２０歳で終わってしまいます。」、「バストのサイズはいつ決ま

る？年代別成長グラフ」と題するグラフの画像と共に、「←バストの成長は２０歳で止

まる」及び「←３０代後半から急激に垂れ始める」、「だから、貧乳さんがいろんなバ

ストアップを試しても効果がないのは当たり前なんです。」並びに「しかし効果がある

成分を摂取すれば誰でもバストアップできるんです。」 

・人物の胸部の画像と共に、「しかし、注意しなければいけないのは、以前まで『最強バ

ストアップ成分』と言われていた【プエラリア】 【ミリフィカ】 強い活性作用があ

るため、女性ホルモンが過剰に働きすぎて体に危険をもたらします。」、錠剤及びカプ

セル製剤の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美

容がスゴイ 簡単バストアップ方法」、「以前は『プエラリア・ミリフィカ』バストアッ

プ成分で不調被害が…」、「安心してください！モテアンジュはもちろん入っていませ

ん！ 『では、何の成分でバストは大きくなれるの？』 それは．．．エラスチン エ
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表示内容 

ラスチンとは胸の皮膚の下にある成分です。」、「■コラーゲンを結びつけるエラスチ

ン」と題して、肌の構造を図示し、真皮の中でヒアルロン酸及びコラーゲン同士をエラ

スチンが結びつけているイメージ画像と共に、「エラスチンがあるとコラーゲン・ヒア

ルロン酸同士がくっつき、胸にハリと弾力が出てきます。 このエラスチンが胸を支え

てくれないと、バストはしぼんだ状態になります。」、エラスチンが十分な場合とする

イメージ画像及びエラスチンが不足している場合とするイメージ画像と共に、「エラス

チンが少ないと胸を支える力がなく、どんどんしぼんで垂れていきます。しかし、胸が

小さい人も、エラスチンが増えれば胸にハリ＆弾力が出て簡単にバストアップできる

んです！」、乳房の断面のイメージ画像と共に、「じわじわと成長」及び「ただ、エラ

スチンは自分の力では増やせません！外からの力では増やせず、内側からエラスチン

を働かせるしかないのです。」、人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位

はバスト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」及び「エラスチンを

増やすにはサプリが一番効果的です」、「そのエラスチンがふんだんに配合されている

のが『モテアンジュ』 『モテアンジュ』はエラスチンだけでなく、バストアップに必

要な成分 ✔大豆イソフラボン ✔プラセンタ ✔コラーゲン ✔ヒアルロン酸 す

べて贅沢に配合されています。だから短期間でバストアップが可能に！」、並びに人物

の胸部の比較画像と共に、「他のサプリと比べて違うのは バストアップの贅沢成分 

＋ 腸内環境を整える成分 ＋ 肌トラブル改善する成分 女性が必要な選ばれた成

分が贅沢配合されています。だから試してすぐ実感！」 

・「こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたもの。効果あるのは当然です

よね。」 

・「実際試した方のリアルな口コミ！」との記載と共に、体験談として、人物の胸部の比

較画像と共に、「たった２週間で夢の谷間ができました！ ２５歳 ●●●●さん Ａ

カップ→Ｄカップ」及び「ずっと貧乳でコンプレックスだったんですがモテアンジュの

おかげで人生変わりました！２週間試した結果、胸に谷間が！今では胸の開いた服も

自信もって着てます♪」、人物の胸部の比較画像と共に、「胸育ちすぎて…今は控えて

ます（笑） ３２歳 ●●●●さん Ａカップ→Ｅカップ」及び「もう豊胸手術しかな

い！と思っていたのですがＳＮＳで話題になっていたのでモテアンジュ試しました。

他のサプリと違いジュースだから飲みやすいし美味しい！日に日に胸育ってて予想以

上大きくなったので今は控えてます（笑）」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「産

後しぼんだ胸も復活しました！ ４０歳 ●●●●さん Ｂカップ→Ｆカップ」及び

「産後一気に胸がしぼんでしまい悩んでいました。しかし、モテアンジュを始めてから

激変！見て分かるくらい大きくなるし、ハリも出ました。美容にも良いのでお肌もプル

プルに。一石二鳥です！」 

・「ＳＮＳでは大炎上！モデル・タレント・美容家など多くの女子がバストアップに成功

したと、たくさん投稿がありました。」及び本件商品の容器包装を持つ人物の画像と共

に、「こんな簡単にバストの悩みが解消されるなんて夢のようです♪」 
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表示内容 

・本件商品の容器包装の画像と共に、「飲むだけでバストアップ＆美容ケアのダブル効果

がある『モテアンジュ』」 

・「ようやく簡単にバストアップできるのに試せないのは辛すぎますよね。 私もあれか

らモテアンジュ続けているのですが、バスト育ちすぎて、最近ブラ一式買い換えました

（笑）」との記載と共に、人物の胸部の画像 

（別添写し） 
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消表対第１７９７号 

令和３年１１月９日 

アシスト株式会社

代表取締役 見城 有紀 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、貴社が株式会社アクガレージ（以下「アクガレージ」という。）と共同して供給

する「モテアンジュ」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、貴社及びアクガレージ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２年１０月２３日に、

「ＬｉＳＡ ＬＩＦＥ」と称するアフィリエイトサイト（以下「本件アフィリエイト

サイト」という。）において、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、豊胸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。 

２ 事実 

⑴ アシスト株式会社（以下「アシスト」という。）は、東京都豊島区東池袋一丁目３４
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番５号に本店を置き、電子商取引サイトの企画及び運営並びに健康食品等の企画、開

発、販売及び輸出入等を営む事業者である。 

⑵ アクガレージは、東京都豊島区東池袋一丁目２１番１１号に本店を置き、通信販売業

等を営む事業者である。 

⑶ア アシストは、アクガレージに対し、通販事業の企画、運営、プロモーション業務等

を委託している。 

イ アクガレージの従業員は、アシストの代表取締役を務めている。 

⑷ アシストは、本件商品を、アクガレージと共同して通信販売の方法により一般消費者

に供給している。 

⑸ア(ｱ) アシストは、本件商品の販売に関し、ブログその他のウェブサイトの運営者（以

下「アフィリエイター」という。）が当該ウェブサイトに当該アフィリエイター

以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者がバナー

広告等を通じて広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりし

た場合など、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイター等に対して、

広告主から成功報酬が支払われる広告手法（以下「アフィリエイトプログラム」

という。）を、アクガレージと共同して用いている。 

  (ｲ) アシストは、アフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービスとして

提供する「アフィリエイトサービスプロバイダー」と称する事業者を通じて、本

件商品に係る本件アフィリエイトサイトの表示内容を、アクガレージと共同して

自ら決定している。 

⑹ア アシスト及びアクガレージは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２

年１０月２３日に、本件アフィリエイトサイトにおいて、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、豊胸効果が得ら

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、アシストに対し、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、ア

シストは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、アシスト及びアクガレージ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 
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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 

・「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアのＷ効果で簡単に巨乳メリ

ハリボディになる裏技解禁！」 

・人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バストずっと貧乳．．．』

『ＡＡＡカップすぎてブラ意味ない！』『身体にメリハリなし！』」、「そんな女子た

ちが最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！」、「ＳＮ

Ｓでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり！」及び人物の胸部

の比較画像と共に、「『そんな夢みたいなことある！？』」 

・人物の胸部の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端

美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」、「豊胸手術で５００万円以上使いました」、

「こんな高額使わなくても、もっと簡単にバストアップできる方法が最近解禁された

んです！」、「この方法は、あまりにも効果があるため今までは『医療業界』『芸能事

務所』のみの流通だったそうです。」及び「なので、私たちのような一般人が手に入れ

るのは不可能だったんです．．．」 

・「しかし、最近一般販売が解禁に！そのとたんに、メディアでは話題沸騰！」、「最先

端のバストアップ方法で『巨乳メリハリボディ』ができる！？」及び「運動や食事制限

ナシで『巨乳メリハリボディ』が作れる、今最先端の方法。」 

・体験談として、「●●●●」及び「貧乳さんは絶対試して損なし！ １週間で効果実感

できるバストアップ方法だよ。胸育ちすぎ注意！私はもう３カップＵＰ成功♪」との記

載と共に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●●●●●●●」及び「モデルもやってるバストアップ方法の効

果スゴすぎ。 ペタンコ胸がグングン成長して谷間できたよ美容にも良いから荒れ肌

も改善！」との記載と共に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●」及び「豊胸手術する前に試せてよかった 目に見えてバスト

大きくなるし、クビレもできた。体重変わらないのに、こんなメリハリなるの感動！」

との記載と共に、人物の胸部の比較画像 

・「貧乳卒業した女子多数！ モデルや美容家、インスタグラマーまで大絶賛するこの方

法、解禁してすぐにＹａｈｏｏニュースにも取り上げられるほど話題になっていまし

た。」、「・最新の巨乳メリハリボディ作りＳＮＳ炎上 ＮＥＷ」及び「実際にこの方

法を試した方は９６．８％が満足なバストサイズを手に入れたんだとか！」 

・「巨乳メリハリボディは本当にできる！？実際に試した結果！」、「その方法は凄く簡

単で、１日１回ジュースを飲むだけ！」、グラスにジュースを注ぐ人物の画像と共に、

「運動や食事制限ナシでチャレンジしてみました！ 以前の私は．．． トップ ７８

ｃｍ アンダー ７０ｃｍ」、本件商品を服用する以前とする人物の画像と共に、「貧

乳のうえ子供体型！コンプレックスだらけでした。そして、飲み続けて５日間後．．．」

及び本件商品を５日間服用したとする人物の画像と共に、「『おぉ！？なんか少し谷間

ができた！』そして２週間後には」、本件商品を２週間服用したとする人物の画像と共
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表示内容 

に、「胸に膨らみができました～！谷間も簡単にできるし『私に胸がある！』それだけ

で夢みたいです♪比べたらこんなに違いが！」並びに本件商品を服用する以前とする

人物の画像及び本件商品を２週間服用したとする人物の画像と共に、「Ｂｅｆｏｒｅ」、

「Ａｆｔｅｒ」、「もちろん体重も増えてないし、むしろ見た目が激変しちゃいまし

た。」及び「バストアップしたおかげか幼児体型からも卒業！ウエストもできました。」 

・「結果、試し始めてたった２週間で理想の『巨乳メリハリボディ』になれました！」、

「こんな短期間でおっぱい大きくなってお肌も改善されるなんて、早く試しとけばよ

かった。」、「１か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた服も堂々と着れ

るようになりました。」、人物の胸部の画像と共に、「以前のＡＡＡカップの私に比べ

て今は トップ ９０ｃｍ アンダー ７０ｃｍ 予想以上のＥカップまで成長しま

した！」並びに人物の胸部の画像と共に、「Ｅカップ♥」及び「今まで試したバストアッ

プ方法の中ではダントツ効果がありました。 ◆バストアップ ◆体メリハリ ◆お

肌ぷるぷる こんなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるのがコチラ↓↓↓【モテ

アンジュ】」 

・「モテアンジュで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に成功！」 

・「市販で販売しているものと違い、効果は実証されています。では、なぜこんなに効果

があるのか！？その秘密はモテアンジュの配合成分にありました！」、「バストアップ

＆美容に必要な高濃度成分がつまってる！？」、「バストの構造はバストは乳腺１割、

脂肪９割で出来ていて、乳腺の周りに脂肪がついてバストが大きくなります。」並びに

乳房の断面のイメージ画像と共に、「クーパー靱帯」、「大胸筋」、「乳腺」、「脂肪」

及び「しかし、体質・生活習慣やストレスで発達しなかった場合もあります。それが貧

乳なのです！」 

・人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美容が

スゴイ 簡単バストアップ方法」及び「バストの遺伝は１割。ストレスなどで女性ホル

モンの分泌が抑えらてしまいます」 

・「実際、胸の成長期は２０歳で終わってしまいます。」、「バストのサイズはいつ決ま

る？年代別成長グラフ」と題するグラフの画像と共に、「←バストの成長は２０歳で止

まる」及び「←３０代後半から急激に垂れ始める」、「だから、貧乳さんがいろんなバ

ストアップを試しても効果がないのは当たり前なんです。」並びに「しかし効果がある

成分を摂取すれば誰でもバストアップできるんです。」 

・人物の胸部の画像と共に、「しかし、注意しなければいけないのは、以前まで『最強バ

ストアップ成分』と言われていた【プエラリア】 【ミリフィカ】 強い活性作用があ

るため、女性ホルモンが過剰に働きすぎて体に危険をもたらします。」、錠剤及びカプ

セル製剤の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美

容がスゴイ 簡単バストアップ方法」、「以前は『プエラリア・ミリフィカ』バストアッ

プ成分で不調被害が…」、「安心してください！モテアンジュはもちろん入っていませ

ん！ 『では、何の成分でバストは大きくなれるの？』 それは．．．エラスチン エ
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表示内容 

ラスチンとは胸の皮膚の下にある成分です。」、「■コラーゲンを結びつけるエラスチ

ン」と題して、肌の構造を図示し、真皮の中でヒアルロン酸及びコラーゲン同士をエラ

スチンが結びつけているイメージ画像と共に、「エラスチンがあるとコラーゲン・ヒア

ルロン酸同士がくっつき、胸にハリと弾力が出てきます。 このエラスチンが胸を支え

てくれないと、バストはしぼんだ状態になります。」、エラスチンが十分な場合とする

イメージ画像及びエラスチンが不足している場合とするイメージ画像と共に、「エラス

チンが少ないと胸を支える力がなく、どんどんしぼんで垂れていきます。しかし、胸が

小さい人も、エラスチンが増えれば胸にハリ＆弾力が出て簡単にバストアップできる

んです！」、乳房の断面のイメージ画像と共に、「じわじわと成長」及び「ただ、エラ

スチンは自分の力では増やせません！外からの力では増やせず、内側からエラスチン

を働かせるしかないのです。」、人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位

はバスト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」及び「エラスチンを

増やすにはサプリが一番効果的です」、「そのエラスチンがふんだんに配合されている

のが『モテアンジュ』 『モテアンジュ』はエラスチンだけでなく、バストアップに必

要な成分 ✔大豆イソフラボン ✔プラセンタ ✔コラーゲン ✔ヒアルロン酸 す

べて贅沢に配合されています。だから短期間でバストアップが可能に！」、並びに人物

の胸部の比較画像と共に、「他のサプリと比べて違うのは バストアップの贅沢成分 

＋ 腸内環境を整える成分 ＋ 肌トラブル改善する成分 女性が必要な選ばれた成

分が贅沢配合されています。だから試してすぐ実感！」 

・「こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたもの。効果あるのは当然です

よね。」 

・「実際試した方のリアルな口コミ！」との記載と共に、体験談として、人物の胸部の比

較画像と共に、「たった２週間で夢の谷間ができました！ ２５歳 ●●●●さん Ａ

カップ→Ｄカップ」及び「ずっと貧乳でコンプレックスだったんですがモテアンジュの

おかげで人生変わりました！２週間試した結果、胸に谷間が！今では胸の開いた服も

自信もって着てます♪」、人物の胸部の比較画像と共に、「胸育ちすぎて…今は控えて

ます（笑） ３２歳 ●●●●さん Ａカップ→Ｅカップ」及び「もう豊胸手術しかな

い！と思っていたのですがＳＮＳで話題になっていたのでモテアンジュ試しました。

他のサプリと違いジュースだから飲みやすいし美味しい！日に日に胸育ってて予想以

上大きくなったので今は控えてます（笑）」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「産

後しぼんだ胸も復活しました！ ４０歳 ●●●●さん Ｂカップ→Ｆカップ」及び

「産後一気に胸がしぼんでしまい悩んでいました。しかし、モテアンジュを始めてから

激変！見て分かるくらい大きくなるし、ハリも出ました。美容にも良いのでお肌もプル

プルに。一石二鳥です！」 

・「ＳＮＳでは大炎上！モデル・タレント・美容家など多くの女子がバストアップに成功

したと、たくさん投稿がありました。」及び本件商品の容器包装を持つ人物の画像と共

に、「こんな簡単にバストの悩みが解消されるなんて夢のようです♪」 
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表示内容 

・本件商品の容器包装の画像と共に、「飲むだけでバストアップ＆美容ケアのダブル効果

がある『モテアンジュ』」 

・「ようやく簡単にバストアップできるのに試せないのは辛すぎますよね。 私もあれか

らモテアンジュ続けているのですが、バスト育ちすぎて、最近ブラ一式買い換えました

（笑）」との記載と共に、人物の胸部の画像 

（別添写し） 

 

7




