
消 表 対 第 ６ ９ ８ 号 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 

沖縄特産販売株式会社 

代表取締役 與那覇 玲 殿 

消費者庁長官 伊藤 明子 

(公印省略) 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「養力珪素」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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨

を確認するとともに、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、後記アの表示と同様の表示が行わ

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

しなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり

(ｱ) 令和元年５月７日、同年６月４日、同月７日、同年７月２９日、同年８月５日、

同年１０月２８日、令和２年２月１４日、同年５月１８日、同年６月２４日及び同

年１１月９日に配布したダイレクトメールにおいて、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、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品

に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、

高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、二日酔い

することなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の

浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効

果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の

鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量

を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化

を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示 

(ｲ) 令和２年４月５日から令和３年４月４日までの間に配布した自ら販売する商品

※別添写しについては、添付を省略しています。

別添 
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に同梱するチラシ（以下「自社商品同梱チラシ」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、本件商品を摂取又は噴霧

すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管

を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、

偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、

生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻

炎を解消する効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表

示 

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った。 

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をしてはならな

い。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 沖縄特産販売株式会社（以下「沖縄特産販売」という。）は、沖縄県豊見城市字豊崎

３番地８４に本店を置き、健康食品の製造、販売等を営む事業者である。 

⑵ 沖縄特産販売は、本件商品を自ら一般消費者に販売している。 

⑶ 沖縄特産販売は、本件商品に係るダイレクトメール及び自社商品同梱チラシの表示

内容を自ら決定している。 

⑷ア 沖縄特産販売は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり 

(ｱ) 令和元年５月７日、同年６月４日、同月７日、同年７月２９日、同年８月５日、

同年１０月２８日、令和２年２月１４日、同年５月１８日、同年６月２４日及び同

年１１月９日に配布したダイレクトメールにおいて、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、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品

に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、

高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、二日酔い

することなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の

浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効

果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の

鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量

を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化

を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をし

ていた。 
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(ｲ) 令和２年４月５日から令和３年４月４日までの間に配布した自社商品同梱チラ

シにおいて、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、

本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサ

ラサラにする効果、血管を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果、シミ、シワ

及びイボを解消する効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、アトピー

性皮膚炎を解消する効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、体内脂肪を浄化排

出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得

られるかのように示す表示をしていた。 

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

か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、沖縄特産販売に対し、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、

沖縄特産販売は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

⑸ 沖縄特産販売は、令和４年５月２３日、前記⑷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表示であった旨を日刊新

聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、沖縄特産販売が自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、

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

ついて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当

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

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

反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

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

とができる。 

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

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

することができる。 

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

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

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

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を

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

表示内容 

・本件商品の容器包装の画像と共に、「いろんなお悩みに働きかける 珪素のスゴイとこ

ろ」、「★血液サラサラ コップー杯の水に１０滴程度入れ飲用して下さい （１日に

５杯以上）」、「飲用前の血液 ▶１５分後 飲用後の血液」との記載と共に、血液の

状態を比較した画像、「★高血圧と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と

浄化作用で中性脂肪を分解する力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂

質を取り除き血管を強くします。」、「★しみ、しわ解消 シミ、シワ、イボなど人体

に不用なものを無くしてくれます。溶液を直接塗って下さい(１日３～５回)」との記載

と共に、手鏡で顔のシミやシワを見ている人物のイラスト、「★翌朝もスッキリ 焼酎、

ウィスキー、ブランデーなどに１プッシュ(１０滴～２０滴)を入れお試しを。二日酔、

悪酔、朝の目覚めスッキリ」、「★アトピー性皮膚炎 珪素を皮膚にスプレーしますと

優れた浸透性による殺菌力、消炎効果によってかゆみを抑えて美しい皮膚を取り戻しま

す。」との記載と共に、正常な皮膚とアトピーの皮膚を比較したイラスト、「★化粧品

が最高級に 今ご使用の化粧品に１０％程度混ぜてご使用下さい。ナノ化粧品になり、

浸透性の高い高級化粧品になります」、「★ダイエットにすご～い朗報 珪素 は体内

に入ると優れた浸透力によって毛細血管に入り血管内に蓄積された脂肪分を浄化排出

します ※お小水に油分が浮く場合がありますが、心配不要です」、「＜油の乳化比較

＞ 水 水道水 均一に油が乳化する 珪素水」との記載と共に、油が入った水道水と

珪素水を比較した画像、「★花粉症、鼻炎にも １５～２０倍に希釈してスプレー使用

して下さい。スッキリさわやかになります」、「鼻にスプレーする 目にスプレーする

 のどにスプレーする」との記載と共に、鼻、目及びのどにスプレーする人物のイラス

ト、「★元気ハツラツ！！ 珪素を高濃度で飲用すると急速に毛細血管、特に陰茎海綿

体にある毛細血管に血液を多く流入させ元気ハツラツ！！３０分前の飲用をおすすめ

します。」、「★髪の毛心配無用 今ご愛用のトニックや養毛剤に１０％程度混ぜてご

使用下さい。ナノ化し極めて浸透性の高い養毛剤になります。ぜひお試しを。」との記

載と共に、頭皮と毛髪の構造を示すイラスト、「★生ものの保存にシューとスプレー 

魚介類など特に腐敗しやすい生ものに珪素水をスプレーするとそのスプレーした所に

細菌等が付着しにくいので腐敗を防ぎ鮮度を長持ちさせます」及び「★偏頭痛・肩こり・

腰痛 珪素は優れた浸透性を持っていますので、素早く血液の流れを良くし、細胞の

隅々まで血液が行き渡り酸素と栄養素を供給し、乳酸などの疲労物質と老廃物を運び去

り症状を和らげます」との記載と共に、頭、肩及び腰に痛みがある人物のイラスト、並

びに「珪素に隠された驚きの健康パワーとは！？」 

・本件商品の容器包装の画像と共に、「この１本さえあれば『病気しらず』です！！」、

「★高血圧・血糖値でお悩みの方 まずは３ケ月お試しください・・・ ① 高血圧や

高血糖は、血管の病気です。高血圧状態が長く続くと、血管の壁は本来弾力性があるも
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のですが、血管は次第に厚く狭く、しかも硬くなります。又、高血圧は動脈硬化を引き

起こし、様々な病気の原因となります。(脳出血、脳梗塞、大動脈瘤、腎硬化症、心筋

梗塞、眼底出血等)狭くなった血管にはコレステロールや中性脂肪などがたまりやすく、

血管の質そのものがボロボロになりもろくなります。高血圧、高血糖の人は、糖尿病(生

活習慣病)の可能性が極めて高い傾向にあります。珪素結晶体は、優れた浸透性と優れ

た浄化作用で中性脂肪を分解する力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化

脂質を取り除き血管を強くします。又、優れた細胞活性力により、毛細血管を通じて体

の隅々まで栄養成分を届け、細胞の基本的な働きである糖の取り込み、燃焼を助けます。

血圧、血糖値の上昇が気になる方はぜひお試しください。」、「★アトピー性皮膚炎で

 お困りの方、お試しください・・・ ② アトピー性皮膚炎の原因物質は、アレルゲ

ンといいます。ダニやハウスダスト、ペット類、食物アレルギーも多くあります。子供

の時によく発症しますが成人になっても移行します。そのかゆみを抑える為に、ステロ

イド軟膏を塗りますが、それらには大きな副作用が伴います。アレルギー原因のすべて

に活性酸素が関与し、対策には正しい免疫力が必要なのです。珪素はアレルゲンと活性

酸素を除去し、正しい免疫力を作り出します。又、皮膚にスプレーしますと優れた浸透

性による殺菌力、消炎効果によってかゆみを押さえて美しい皮膚を取り戻します。」と

の記載と共に、正常な皮膚とアトピーの皮膚を比較したイラスト、「★花粉症や鼻炎で

お悩みの方 ２週間お試しください・・・ ③ ある種類の花粉を吸引するとアレルギー

性の炎症が起きる鼻炎、くしゃみ、喘息、目には角膜炎などを伴います。これも免疫力

が正常に働いていれば起きない症状です。珪素水の飲用で正しい免疫力にすれば、解消

する症状です。又、目、鼻、喉にはスプレー噴射しますと楽に収まります。ぜひお試し

を。」、「目にスプレーする 鼻にスプレーする のどにスプレーする」との記載と共

に、目、鼻及びのどにスプレーする人物のイラスト、「★偏頭痛・肩こり・腰痛でお悩

みの方 お試しください・・・ ④ 偏頭痛とは、脳の中に存在している様々な血管が

収縮し拡張するときに起こる血管性の慢性頭痛です。原因は精神的ストレス、疲労、睡

眠不足、生理などです。肩こり、腰痛は筋肉の血行不良（血液のめぐりが弱ったため)

筋力の低下や乳酸などの疲労物質が溜まりこわばって血管を圧迫するため血行が悪く

なり筋肉が硬直して凝りがひどくなります。又その部分は冷えを伴います。珪素は優れ

た浸透性を持っていますので、素早く血液の流れを良くし、細胞の隅々まで血液が行き

渡り酸素と栄養素を供給し、乳酸などの疲労物質と老廃物を運び去り症状を和らげま

す。」との記載と共に、頭、肩及び腰に痛みがある人物のイラスト、「★ダイエットに

すご～い朗報 体内脂肪を強力分解・・・ ⑤ 珪素は、洗剤ではないのに油汚れをク

リーンにします。珪素は体内に入ると優れた浸透力によって毛細血管に入り血管内に蓄

積された脂肪分を浄化排出します。 ※お小水に油分が浮く場合がありますが、心配不

要です。」、「＜油の乳化比較＞ 水 水道水 均一に油が乳化する 珪素水」との記

載と共に、油が入った水道水と珪素水を比較した画像、「★しみ、しわは老化の始まり
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 老化の原因、活性酸素対策に・・・ ⑥ シミの原因は、太陽の光線、特に紫外線や

ストレスが原因とされています。その両者も活性酸素によって作られるものです。活性

酸素を消去すれば自然に解消されていきます。皮膚細胞の生まれ変わるサイクルは、若

い人で約３週間、高齢になると５週間以上かかる場合もあります。シワも同様、太陽の

光線、特に紫外線が原因となる活性酸素の影響によって炎症を繰り返し、自己細胞の減

少によって発生します。いずれも活性酸素が大きな原因です。珪素水を飲用、又スプレー

でスキンケアすることで改善しましょう。」との記載と共に、手鏡で顔のシミやシワを

見ている人物のイラスト、「★生ものの保存にシューとスプレー 腐敗・酸化を防ぎ長

持ちします・・・ ⑦ 魚介類など特に腐敗しやすい生ものに珪素水をスプレーすると

そのスプレーした所に細菌等が付着しにくいので腐敗を防ぎ鮮度を長持ちさせます。満

遍なくスプレーしてください。又、鮮度を取り戻しますので新鮮なおいしさになります。

生もの（魚介類）、肉類、野菜類、果物類。」、「★ドロドロ汚れた血液が 瞬時に健

康サラサラ血液に・・・ ⑧ 珪素の高濃度なアルカリイオン水によって酸性化したド

ロドロ血液を瞬時にアルカリ化、又、健康なサラサラ状に戻します。毛細血管の内径は

５ミクロンです。私達の血液細胞の大きさは８ミクロンで、５ミクロンの狭い血管に８

ミクロンのドロドロ血液は通ることができません。珪素の優れた浸透力によって良く

なったサラサラ血液は血液細胞が楕円形に変形して通過できるようになります。糖尿病

などの血行障害や手足が腐敗してくる壊疽はこの血行障害が大きな原因です。ガンや心

臓病等を含めて殆どの病気は血液が原因と言われています。珪素を飲んでサラサラ健康

血液にしましょう。」及び「飲用前の血液 ▼１５分後 飲用後の血液」との記載と共

に、血液の状態を比較した画像 

・「メーカー様より販売開始して以来、日々お客様からの感想が寄せられています。」、

「ケイ素は、骨、関節、血管、皮膚、毛髪、歯、爪などに多く含まれ、生命維持に不可

欠な必須微量元素です。ケイ素を補給することで関連するあらゆる症状が改善の方向に

進むのも納得ですね。」、「ケイ素は細胞と細胞をつなぐコラーゲンの生成に必要な微

量鉱物。骨や血管の成長・維持にケイ素は必要です。」、「骨の形成の初期段階でカル

シウムのコラーゲン沈着を助け骨を強くします。ケイ素が減少すると骨や爪がもろくな

るのはもちろん、最近では血管に脂肪がつきやすくなるとの研究も発表されました。」、

「動脈硬化が進行した人の動脈には、健康な人の数％しかケイ素が含まれていないと報

告もあります。血管はケイ素の多い組織ですが年をとるとともに減少し、脂肪を沈着し

やすくなるのではないかと考えられています。」、「ケイ素が不足すると、爪が割れる、

髪が抜けやすい、皮膚がたるむなどの症状があらわれることが知られています。」及び

「高齢者の骨がもろくなるのも、ケイ素の不足が影響している可能性があると指摘され

ています。」 

・「養力珪素ご利用の方々から 驚きの声がぞくぞく！」との記載と共に、本件商品の容

器包装の画像、「濃縮液入りの水を飲み血糖値が下降！」、「水溶性珪素で血糖値３０
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０あった父の糖尿病がみるみると改善！」、「大阪府 ●●●●さん（５４歳）」、「私

の父（現在７７歳）は、糖尿病で血糖値が３００以上もありました。」、「医者から入

院しなさいといわれていましたが、入院は嫌だと言って、聞き入れてくれません。のど

の渇きがひどかったし、急激に痩せてきたので、だいぶ重症だったと思います。」、「自

宅で治す方法はないかと思案していたとき、知人から水溶性珪素をすすめられました。

水溶性珪素を混ぜた水をペットボトルに入れておき、その水を飲ませるのです。父も水

を飲むだけならと、続けてくれました。１日１リットル以上飲んでいました。」及び「す

ると驚いたことに、毎月、検査を受けるたびに数値が下がって来たのです。現在、空腹

時血糖値は１３０～１４０、８台だったヘモグロビンＡ１ｃも６台までに下がりまし

た。こんなハッキリ数字に現れるものかと、ビックリしました。」、「薄くなった髪に

ボリュームが復活して感激！！肌にも張りが出た」、「東京都 ●●●●さん（４７歳・

会社員）」、「髪のボリュームが落ち 爪もお肌もボロボロに」、「とくに気になるの

は髪のボリューム。つむじのあたりが薄く、ペッタンコになってきた感じがあるんです。

ブラッシングのときも抜け毛がグッと増えてきたのがわかりました。」及び「効果を感

じはじめたのは飲みだして２～３ヶ月ぐらいですね。シャンプーやブラッシングをして

いて感じたのですが、抜け毛が減ってきたんです。半年たったころに行きつけの美容室

で『あれっ！？髪の量増えたんじゃない』といわれた時は感激しましたね。自分の手で

触れると以前より髪の毛が１本１本シャキッと太くなった感じがあったんですが、他の

人が見てもわかるっていうのは、ちゃんと効果が出ているってことですよね。やっぱり

見た目の変化が出るのは一番うれしいですよ。」、並びに「水溶性珪素で歯茎がしみて

痛い知覚過敏が完治！ 歯周病も改善し、どす黒い歯茎がピンクになった！」、「福井

県 ●●●●様（５４歳）」、「歯茎が痛くて食事も 満足にできなかった」、「私は

知覚過敏という歯茎の病気がありました。熱いものとか、辛いものとか、ちょっとした

刺激でも、歯茎にしみて、痛いので、まともに食事をすることができないのです。」、

「歯医者で痛み止めの薬をもらいましたが、一時しのぎにしかなりません。歯の神経を

全部取るという治療法もあるのですが、私は歯周病がひどいので、それもむずかしいと

いわれました。」、「友人に相談すると、他県の歯医者で、歯周病の治療に水溶性珪素

を使っているという話を聞きました。その友人が知覚過敏にも効くかもしれないという

ので、水溶性珪素を買って試してみることにしました。」、「歯茎に吹きつけたら 痛

みが和らいだ」、「まず１０倍に薄めた水溶性珪素をスプレー容器に入れ、歯茎に吹き

かけてみました。それを何度も繰り返していると、うずいていた歯茎の痛みが和らいで

きたのです。痛み止めの薬を飲まずに痛みが消えたので、これは効くんだなと思いまし

た。」、「また原液を歯ブラシに垂らしてブラッシングもしました。それを毎日繰り返

したところ、二週間後には知覚過敏の痛みがなくなったのです。」、「もう１年以上た

ちますが、それ以来歯医者には一度も行っていません。」及び「歯周病の方も改善し、

前はドス黒い色をしていた歯茎がピンクになりました。」 
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・「夢のミネラル『珪素』はまさに万能。その驚きの健康パワーに各業界が注目！」、「骨

や皮膚の若返りに役立ち、さらに糖尿病の予防効果も！」、「老化を防ぐ『夢のミネラ

ル』として期待が高まる『水溶性ケイ素』」、「横浜国立大学ベンチャービジネスラボ

ラトリー講師 ●●●●」、「美肌効果も期待されている！」、「グラフの①は、ケイ

素の摂取量を年齢別に表したものです。加齢とともに、ケイ素を体内に取り入れること

ができなくなることがわかります。」、「ケイ素は人体の組織では、皮膚や骨、毛髪な

どに多く検出されます。これらのことをふまえると、ケイ素が老化とともに減少する『老

化関連因子』であるといえます。」、「特に私が注目しているのが、骨粗鬆症との関連

です。ケイ素が少なくなると、骨量が減少することがわかっています。つまりある年齢

になったらケイ素を積極的に摂取することが、骨粗鬆症の予防・改善につながると考え

られます」、「また、ケイ素は、体内での吸収率が高いという特徴を持っています。（グ

ラフ②）これは摂取すると確実に機能してくれるというのです。余分なものは、尿とと

もに体外に排出されるので、安全性も確かです。ケイ素の人体への安全性については、

既に実験証明されており、その点では心配がいりません。私自身も、ＧＬＰ基準対応の

遺伝毒性試験や単回投与毒性試験を行って確認しています。」、「グラフの③は、鹿児

島大学と共同研究したメタボリックシンドロームマウスを用いた実験データです。この

実験では、ケイ素が尿糖を抑制することが明らかになりました。この結果だけではケイ

素が糖尿病の予防や改善をもたらすとは言い切れませんが、Ⅱ型の糖尿病に、何らかの

効果をもたらすことが確かとなり、さらに研究をすすめているところです。」、「糖尿

病に関しては、研究も盛んで、他にも効果的だという報告が多数発表されているので、

有効性が高いと推測されます。」、「このようにケイ素は、人の健康への効果・効能に

対して、大きな可能性を秘めたミネラルです。」、「私自身は、骨粗鬆症や美肌効果と

いったアンチエイジングの観点から研究をすすめ、みなさんの健康づくりに貢献したい

と考えております。（雑誌『はつらつ元気』より）」、「グラフ① 年齢別ケイ素摂取

量の変化」と題し、縦軸を「摂取量／日」とし、横軸を「年齢」とするグラフと共に、

「（Ｒａｖｉｎ Ｊｕｇｄａｏｈｓｉｎｇｈ ｅｔ ａｌ，Ａｍ Ｊ Ｃｌｉｎ Ｎｕ

ｔｒ ２００２より作成）」、「加齢とともに体内のケイ素は確実に減少していく」、

「グラフ② 年齢別ケイ素摂取量の変化」と題し、縦軸を「摂取量／日」とし、横軸を

「時間（単位：分）」とするグラフと共に、「（Ｒａｖｉｎ Ｊｕｇｄａｏｈｓｉｎｇ

ｈ ｅｔ ａｌ，Ａｍ Ｊ Ｃｌｉｎ Ｎｕｔｒ ２００２より作成）」、「ケイ素は

摂取してすぐに血中濃度が上昇して１２０分でピークを迎える。吸収率が圧倒的に高い

ことがわかる。」及び「グラフ③ メタボリックシンドローム モデルマウスを用いた

尿糖の比較実験」と題し、縦軸を「ケイ素を与えた群 水だけを与えた群」とし、横軸

を「尿糖」とするグラフと共に、「ケイ素を投与された群のほうが明らかに尿糖が抑え

られている」、並びに「珪素はたくさんの 健康の恵みがつまっています。」、「コー

ルスタッフ ●●（６３歳）」、「健康に悩みの深いお客様や美容・医療の専門家から
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特に支持されていますよ。」、「たくさんのお客様からご注文いただく『養力珪素』で

すが、特に健康に長年悩んでいらっしゃるお客様からとても支持がある商品です。アレ

ルギーやかゆみ、不眠や抜け毛、何年もとれない疲れ。どれも本当に辛いものばかりな

んですが、そういうお悩みを何とかしたくてお求めになられる方が多いんです。珪素は

まだあまり知られていない素材で、一部の美容や医療の専門家の方々や、すでに珪素の

力をご存知の熱狂的なユーザーさんが使用されているレベルです。認知度こそまだまだ

ですが、この健康力は他の様々な素材を凌駕します。」及び「皆様、珪素を使って健康

悩みをしっかり改善されていらっしゃいますよ。私がご対応させていただいているお客

様も抜け毛悩みに実感があったとか、体の痒みがおさまってきたなど嬉しいお声をいた

だいております。社内にいる管理栄養士も珪素の力には驚いていて、自らが愛用してい

るくらいです。もちろん私も愛用しています。馴染みが薄い素材ですが、ぜひ気になる

方は一度お試しください。また商品についても分からないことがあったら、お気軽にお

電話くださいね。」 

・「『養力珪素』の大切さ 珪素を栄養学的にみる」、「珪素は、細胞と細胞をつなぐコ

ラーゲンの生成に必要な微量鉱物で、体内には皮膚、骨、爪、毛髪、臓器にほぼ１８ｇ

保有されているといわれます。」、「若いときは珪素を高レベルで吸収しているので、

体全体がしなやかで肌が柔らかく弾力性があり、骨も硬く丈夫です。」、「ところが年

を重ねると体内の珪素レベルが落ちます。ホルモンの活動が落ちてくると珪素の吸収、

代謝も落ちてくるので、血管、筋肉、骨、関節、じん帯、髪、爪などがもろくなります。」、

「肌がたるみ、乾燥してかゆく、シワができたり、転んで骨折しやすくなります。」、

「骨や血管の成長や維持には珪素が必要です。治すのが難しいアテローム型動脈硬化症

の（粥状硬化が動脈血管内壁にできて血流が減ったり遮断される）人は、動脈の珪素含

有量が激減しているという報告があります。」、「つまり脳や心臓、腎臓などの臓器や

脚の中動脈などに損傷を与える動脈硬化症の予防には珪素を積極的に摂ることが大事

ということになります。」、「『珪素』を補えばサビ知らず！ 抗酸化力テスト（２０

０８年７月～）」及び「普通の水道水 『珪素』を 入れた水道水 ８ケ月でこんなに

違う！ クギがさびていません これだけの抗酸化力がありますから飲み物やお手持

ちのローションなどにご活用すると効果的なんです。」との記載と共に、クギが入った

普通の水道水と珪素を入れた水道水を比較した画像 

（別添写し１ないし別添写し９） 
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別表２ 

表示内容 

・「いろんなお悩みに働きかける 珪素のスゴイところ！！！」、「★血液サラサラ コッ

プー杯の水に１０滴程度入れ飲用して下さい（１日に５杯以上）」、「飲用前の血液 

▶１５分後 飲用後の血液」との記載と共に、血液の状態を比較した画像、「★高血圧

と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と浄化作用で中性脂肪を分解する

力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂質を取り除き血管を強くしま

す。」、「★しみ、しわ解消 シミ、シワ、イボなど人体に不用なものを無くしてくれ

ます。溶液を直接塗って下さい（１日３～５回）」との記載と共に、手鏡で顔のシミや

シワを見ている人物のイラスト、「★偏頭痛・肩こり・腰痛 珪素は優れた浸透性を持っ

ていますので、素早く血液の流れを良くし、細胞の隅々まで血液が行き渡り酸素と栄養

素を供給し、乳酸などの疲労物質と老廃物を運び去り症状を和らげます」との記載と共

に、頭、肩及び腰に痛みがある人物のイラスト、「★アトピー性皮膚炎 珪素を皮膚に

スプレーしますと優れた浸透性による殺菌力、消炎効果によってかゆみを抑えて美しい

皮膚を取り戻します。」との記載と共に、正常な皮膚とアトピーの皮膚を比較したイラ

スト、「★生ものの保存にシューとスプレー 魚介類など特に腐敗しやすい生ものに珪

素水をスプレーするとそのスプレーした所に細菌等が付着しにくいので腐敗を防ぎ鮮

度を長持ちさせます」、「★ダイエットにすご～い朗報 珪素は体内に入ると優れた浸

透力によって毛細血管に入り血管内に蓄積された脂肪分を浄化排出します ※お小水

に油分が浮く場合がありますが、心配不要です」、「＜油の乳化比較＞ 水 水道水 

均一に油が乳化する 珪素水」との記載と共に、油が入った水道水と珪素水を比較した

画像、「★花粉症、鼻炎にも １５～２０倍に希釈してスプレー使用して下さい。スッ

キリさわやかになります」及び「鼻に 目にスプレーする のどに」との記載と共に、

鼻、目及びのどにスプレーする人物のイラスト 

・「驚きの健康パワーに各業界が注目！」、「メーカー様より販売開始して以来、日々お

客様からの感想が寄せられています。ケイ素は、骨、関節、血管、皮膚、毛髪、歯、爪

などに多く含まれ、生命維持に不可欠な必須微量元素です。ケイ素を補給することで関

連するあらゆる症状が改善の方向に進むのも納得ですね。」、「ケイ素は細胞と細胞を

つなぐコラーゲンの生成に必要な微量鉱物。骨や血管の成長、維持に必要な物質です。」

及び「骨の形成の初期段階でカルシウムのコラーゲン沈着を助け骨を強くします。ケイ

素が減少すると骨や爪がもろくなるのはもちろん、最近では血管に脂肪がつきやすくな

るとの研究も発表されました。動脈硬化が進行した人の動脈には、健康な人の数％しか

ケイ素が含まれていないと報告もあります。血管はケイ素の多い組織ですが年を取ると

ともに減少し、脂肪を沈着しやすくなるのではないかと考えられています。ケイ素が不

足すると、爪が割れる、髪が抜けやすい、皮膚がたるむなどの症状があらわれることが

知られています。高齢者の骨がもろくなるのも、ケイ素の不足が影響している可能性が
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あると指摘されています。」、並びに「『養力珪素』の大切さ 珪素を栄養学的にみる」、

「珪素は、細胞をつなぐコラーゲンの生成に必要な微量鉱物で、体内には皮膚、骨、爪、

毛髪、臓器にほぼ１８ｇ保有されているといわれています。」、「若いときは珪素を高

レベルで吸収しているので、体全体がしなやかで肌が柔らかく弾力性があり、骨も硬く

丈夫です。ところが年を重ねると体内の珪素レベルが落ちます。ホルモンの活動が落ち

てくると珪素の吸収、代謝も落ちてくるので、血管、筋肉、骨、関節、じん帯、髪、爪

などがもろくなります。」、「肌がたるみ、乾燥してかゆく、シワができたり、転んで

骨折しやすくなります。骨や血管の成長や維持には珪素が必要です。治すのが難しいア

テローム型動脈硬化症の（粥状硬化が動脈血管内壁にできて血流が減ったり遮断され

る）人は、動脈の珪素含有量が激減していると報告があります。つまり脳や心臓、腎臓

などの臓器や脚の中動脈などに損傷を与える動脈硬化症の予防には珪素を積極的に摂

ることが大事ということになります。」、「『珪素』を補えばサビ知らず！ 抗酸化力

テスト（２００８年７月～）」及び「普通の水道水 『珪素』入り水道水 ８ケ月でこ

んなに違う！ クギがさびていません これだけの抗酸化力がありますから飲み物や

お手持ちのローションなどにご活用すると効果的なんです！！」との記載と共に、クギ

が入った普通の水道水と珪素入り水道水を比較した画像 

（別添写し１０） 
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