News Release
令和４年６月７日
株式会社ココカラケア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、株式会社ココカラケア（以下「ココカラケア」といいます。）
に対し、同社が供給する「ＳＩＸＰＡＣＫ ＥＸＣＥＲＳＩＺＥ（シックスパック
エクササイズ）」と称するシャツ、
「ＳＩＸＰＡＣＫ ＥＸＣＥＲＳＩＺＥ ｆｏｒ
Ｂｉｚ（シックスパックエクササイズフォービズ）」と称するシャツ、
「ＳＩＸＰＡ
ＣＫ ＥＸＣＥＲＳＩＺＥ ｓｈｏｒｔ ｒｕｎ（シックスパックエクササイズシ
ョートラン）」と称する下着及び「モアキュット」と称する下着に係る表示につい
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
名
称 株式会社ココカラケア（法人番号 4013301035750）
所 在 地 東京都豊島区要町３－４４－６
代 表 者 代表取締役 上田 淳
設立年月 平成２６年７月
資 本 金 ２００万円（令和４年６月現在）

２ 措置命令の概要
⑴ 対象商品
アないしエの各商品（以下「本件４商品」という。）
ア 「ＳＩＸＰＡＣＫ ＥＸＣＥＲＳＩＺＥ（シックスパックエクササイズ）」
と称するシャツ（以下「本件商品①」という。）
イ 「ＳＩＸＰＡＣＫ ＥＸＣＥＲＳＩＺＥ ｆｏｒ Ｂｉｚ（シックスパック
エクササイズフォービズ）」と称するシャツ（以下「本件商品②」という。）
ウ 「ＳＩＸＰＡＣＫ ＥＸＣＥＲＳＩＺＥ ｓｈｏｒｔ ｒｕｎ（シックスパ
ックエクササイズショートラン）」と称する下着（以下「本件商品③」という。）
エ 「モアキュット」と称する下着（以下「本件商品④」という。）
⑵

対象表示
ア 表示の概要
（ｱ）表示媒体
「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「ココカラケア」と称する
自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト」という。）
（ｲ）表示期間
ａ 本件商品①
令和４年３月２日から同月２２日までの間
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ｂ

本件商品②
令和４年３月１４日から同月２２日までの間
ｃ 本件商品③
令和４年３月１４日から同月２２日までの間
ｄ 本件商品④
令和３年１２月２１日から令和４年３月２２日までの間
（ｳ）表示内容
ａ 本件商品①（別紙１）
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を着用するだけで、容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強
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２）
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②を着用するだけで、容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強
効果が得られるかのように示す表示をしていた。
ｃ 本件商品③（別紙３）
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③を着用するだけで、容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強
効果が得られるかのように示す表示をしていた。
ｄ 本件商品④（別紙４）
別表４「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④を着用するだけで、容易に著しい痩身効果が得られるかのように
示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第７条第２項の
規定に基づき、ココカラケアに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資
料を提出しなかった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件４商品の内容について、一般消費者に対
し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反
するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記
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
表示内容
・
「合理的なエクササイズスーツ」及び「その強力な秘密 ３６０度加圧」との記載
と共に、本件商品を着用した筋肉質の人物の写真
・「これは加圧トレーニングジムも納得のスーパーエクササイズスーツ」、「ＳＩＸ
ＰＡＣＫ ＥＸＣＥＲＳＩＺＥ」、「あなたの生活にはまだ“ムダ”がある！！」
及び「この加圧スーツを着用する事で、いつもの生活で更にトレーニング効果を
得る事が！？」
・「全体加圧 Ｆｕｌｌ Ｂｏｄｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ｜特殊着圧により、加圧＋筋
トレ」及び「加圧筋トレコントロール」との記載と共に、
「ＰＯＩＮＴ１｜お腹周
囲の加圧」、人物の上半身の腹部周囲から割れた腹筋に向かって加わる圧力を模
した矢印のイメージ画像及び「お腹まわりの強力縦方向加圧により、ぽっこりを
矯正＋ウエストをスッキリしたラインに。」、
「肩から始まり、全身に加圧機能が回
り込むように設計されています。」との記載と共に、人物の透過した上半身のイメ
ージ画像及び「ＰＯＩＮＴ２｜肩周りを中心に上半身全体加圧」並びに「ウエス
ト周りの気になる脂肪を徹底的に燃焼させる独自加圧機能を組み込んでありま
す。ウエストを包み込むような加圧が血流とリンパ流を促進。集中的に脂肪燃焼
を促進させます。そのため、無駄な脂肪を効果的に消費し、筋肉に生成する事で、
ボクサーのような機能的筋肉へと生成するのです。」及び「たるんだ腹をギュー！
ギュー！絞りこむ！！」との記載と共に、腹部がたるんだ人物の写真
・
「本品の着用で起きる加圧について解説致します」、
「ＰＯＩＮＴ」、
「人間の筋肉に
は、酸素を使って活動し、ほとんど太くならない『遅筋』と、酸素がなくても糖
を燃焼させて活動でき、太く発達する『速筋』があります。筋力アップするには、
この速筋を鍛えます。 遅筋は軽い運動でもすぐに活動をはじめるが、速筋は大
きな負荷がかからないと動き出さないのです。通常は、ハードなトレーニングで
のみ鍛えられます。 加圧することで血流が適正に制限されると、遅筋が活動す
るための酸素が不足します。この状態でトレーニングをすると、酸素がなくても
動ける速筋が活動し始めます。 加圧によって、筋肉はハードなトレーニングを
したような状態と同じになり、筋力がアップされます。つまり、筋肉が加圧に“だ
まされる”ということです。」、
「その為、着ているだけでトレーニング効果が得ら
れるのです。」、「上半身を完全に加圧！！ 完全加圧 とめている部分から先
も！」及び「これを１ヶ月着て下さい。合理的に男性の体を増強！」との記載と
共に、筋肉質の人物の上半身の写真
・「新型加圧引き締めによる理想のボディビルド」
・
「全体加圧 加圧筋トレコントロール」、
「ＳＩＸＰＡＣＫ ＥＸＣＥＲＳＩＺＥ」
及び「どんな体系の男性でもシックスパックボディーに」との記載と共に、本件
商品を着用した筋肉質の人物の上半身のイメージ画像及び筋肉質の人物の上半
身の写真
・「上半身を完全に加圧！シックスパックエクササイズなら普段の生活を送りなが
ら一日中加圧トレーニング効果を実感♪男らしいメリハリボディを手に入れた
い方に。」
（別紙１）
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別表２
表示内容
・
「合理的なエクササイズスーツ その強力な秘密」及び「３６０度加圧」との記載
と共に、本件商品を着用した筋肉質の人物の写真
・
「普段の生活で更にこの加圧スーツを着用する事で、着るだけで、いつでもどこで
も筋肉トレーニング」との記載と共に、本件商品を着用した筋肉質の人物の写真
・
「加圧トレーニングジムも納得の３６０度加圧の合理的なエクササイズスーツ！」
・
「胸板」、
「背中」、
「腕」及び「腹筋」との記載と共に、筋肉質の人物の上半身、背
中、腕及び腹部の写真並びに「理想のボディを思い描くけどなかなかジムに行く
時間がないアナタ！！」、
「仕事中に着てるダケで」、
「仕事中」、
「トレーニング」、
「クールビズ」及び「イイんです！」との記載と共に、スーツを着用した人物の
写真、トレーニング中の人物の写真及びワイシャツを着用した人物の写真
・「加圧効果でギュー！ギュー！絞りこむ！！！」、「ＳＩＸＰＡＣＫ ＥＸＣＥＲ
ＳＩＺＥ ｆｏｒ Ｂｉｚ」及び「シックスパックエクササイズ ｆｏｒ Ｂｉ
ｚ」との記載と共に、本件商品を着用した筋肉質の人物の上半身の写真
・
「Ｃоｌｕｍｎ」及び「筋肉は常日頃鍛えておくことが大事なんです。 人間の筋
肉には、酸素を使って活動し、ほとんど太くならない遅筋と、酸素がなくても糖
を燃焼させて活動でき、太く発達する速筋があります。筋力アップするには、こ
の速筋を鍛えます。遅筋は軽い運動でもすぐに活動をはじめるが、速筋は大きな
負荷がかからないと動き出さないのです。通常は、ハードなトレーニングでのみ
鍛えられます。加圧することで血流が適正に制限されると、遅筋が活動するため
の酸素が不足します。この状態でトレーニングをすると、酸素がなくても動ける
速筋が活動し始めます。」
・「忙しいビジネスマンに超オススメ！加圧インナーを着用して、いつもの生活を
しながらトレーニング効果を実感！」
・「完全加圧の着るエクササイズスーツ！！」、「ＳＩＸＰＡＣＫ ＥＸＣＥＲＳＩ
ＺＥ ｆｏｒ Ｂｉｚ」及び「シックスパックエクササイズ ｆｏｒ Ｂｉｚ」
との記載と共に、本件商品を着用した筋肉質の人物の上半身の写真
・「全体加圧 Ｆｕｌｌ Ｂｏｄｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ｜特殊着圧により、加圧＋筋
トレ」及び「加圧筋トレコントロール」との記載と共に、
「ＰＯＩＮＴ１｜お腹周
囲の加圧」、人物の上半身の腹部周囲から割れた腹筋に向かって加わる圧力を模
した矢印のイメージ画像及び「お腹まわりの強力縦方向加圧により、ぽっこりを
矯正＋ウエストをスッキリしたラインに。」、
「肩から始まり、全身に加圧機能が回
り込むように設計されています。」との記載と共に、人物の透過した上半身のイメ
ージ画像及び「ＰＯＩＮＴ２｜肩周りを中心に上半身全体加圧」並びに「ウエス
ト周りの気になる脂肪を徹底的に燃焼させる独自加圧機能を組み込んでありま
す。ウエストを包み込むような加圧が血流とリンパ流を促進。集中的に脂肪燃焼
を促進させます。そのため、無駄な脂肪を効果的に消費し、筋肉に生成する事で、
ボクサーのような機能的筋肉へと生成するのです。」及び「たるんだ腹をギュー！
ギュー！絞りこむ！！」との記載と共に、腹部がたるんだ人物の写真
（別紙２）
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別表３
表示内容
・「いつものパンツを変えるだけ！！ ２４時間 ２４ ＨＯＵＲＳ ＴＲＡＩＮＩ
ＮＧ トレーニング！！！」、「寝ている時も」、「仕事中も」及び「食事中でも」
との記載と共に、就寝中の人物の写真、スーツを着用した人物の腹部及び大腿部
の写真及びジョッキを持って乾杯する人物の写真並びに「その認めたくない」と
の記載と共に、
「ブヨ」、
「ブヨ」及び腹部がたるんだ人物の写真、
「☑忙しくて運
動する時間がない。」、
「☑健康診断に不安を覚える。」、
「☑つい間食・夜食をして
しまう。」、
「☑スーツを着ても何をしても格好が悪い。」、
「☑ダイエッターサポー
トサプリじゃ効果が無い。」、「そんなアナタの悩みを徹底的にサポートしま
す！！」、
「使って最初の印象は勝手に」、
「仕事中」、
「トレーニング」、
「寝ている
間に」及び「ググググググ！！」との記載と共に、スーツを着用した人物の写真、
トレーニング中の人物の写真及び就寝中の人物の写真並びに「いつでもどこでも
履いた分だけアナタの体を強力サポート！！」
・「これは大腰筋を刺激し憧れのボディを目指すための メンズエクササイズウエ
ア 数時間着用しただけで、エクササイズ効果が期待できる！！」
・「でも、なぜ履いたダケで理想のカラダを手に入れることができるのか？」及び
「それは特殊設計と独自素材による加圧スーツを着用することで普段の生活の
まま自然にエクササイズをしている 状態になるため効果を実感するというわけ
です。」
「３６０度加圧サポート」、
「腹部から下半身にかけて４階
・
「▶▶▶特殊設計とは◀◀◀」、
圧力構造になっており腰、尻、太ももグングン引き締め、インナーマッスルにア
プローチしてくれます。日常の動作が全てエクササイズモードになり、カラダス
ッキリに。」、
「４段圧で」、
「・お腹」、
「・腰」、
「・尻」及び「・太もも」との記載
と共に、本件商品を着用した人物の下半身の写真並びに「下半身を２４時間完全
加圧中！！」、
「スーツの下に」、
「寒い季節でもはける」及び「トレーニングのと
きも」との記載と共に、スーツを着用した人物の写真、防寒着を着用した人物の
写真及びランニング中の人物の写真
・
「Ｃоｌｕｍｎ」、
「Ｐｏｉｎｔ」、
「本品の着用で起きる加圧について解説させて頂
きます。」及び「筋肉は常日頃鍛えておくことが大事なんです 人間の筋肉には、
酸素を使って活動し、ほとんど太くならない『遅筋』と、酸素がなくても糖を燃
焼させて活動でき、太く発達する『速筋』があります。筋力アップするには、こ
の速筋を鍛えます。遅筋は軽い運動でもすぐに活動をはじめるが、速筋は大きな
負荷がかからないと動き出さないのです。通常は、ハードなトレーニングでのみ
鍛えられます。筋力トレーニングによって血流が適正に制限されると遅筋が活動
するための酸素が不足します。この状態でトレーニングをすると酸素がなくても
動ける速筋が活動し始めます。」
・
「寝ている時も」、
「仕事中も」及び「食事中でも」との記載と共に、就寝中の人物
の写真、スーツを着用した人物の腹部及び大腿部の写真及びジョッキを持って乾
杯する人物の写真並びに「強力加圧で」、
「ギュー！」、
「ギュー！」及び「絞りこ
む！！！」との記載と共に、本件商品を着用した筋肉質の人物の腹部及び大腿部
の写真
・「下半身を完全に加圧！シックスパックエクササイズショートランなら普段の生
活を送りながら一日中加圧トレーニング効果を実感♪履いた瞬間下半身スッキ
リ！」
（別紙３）
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別表４
表示内容
．．．．
・「履くだけで頑張らず －１７．３ｃｍ」、「人間工学に基づく５つの痩せ機能つ
き」、
「骨盤から瞬間美正！」、
「適度な締め付けで 外から補正」及び「代謝促進
＆血流改善 内から痩せ体質」との記載と共に、本件商品を着用した人物の腹部
及び大腿部の写真
・「９７万人の試着結果によるデータを徹底追及」及び「骨盤ダイエットガードル
モアキュット」
・
「人間工学に基づいた“頑張らない”骨盤ダイエット」及び「履いて瞬間ボディシ
ェイプ！」との記載と共に、本件商品を着用した人物の腹部及び大腿部の写真
・「あなたにもこんなお悩みありませんか？」、「太ももやお尻につっかえてズボン
が履けない…」、
「横から見たときのお腹のボリュームがヤバい」、
「スタイルを隠
すためおばさんクサイ服ばかりに」、
「体重は変わらないのにあっちもこっちもダ
ルんダルん」、「何をしても産後太りから元の体型に戻せない」、「『何とかしなき
ゃ！』って私なりに頑張ってるのに…」、
「下半身痩せ運動」、
「食事制限」、
「痩身
グッズ」、
「どれもイマイチ。」、
「もう諦めるしかない？！」、
「ちょっと待って！」、
「それ、そもそも骨盤の歪みのせいかもしれません。」、
「現代の環境は骨盤が歪み
やすい。」、
「ＰＣやスマホに夢中で猫背に。」、
「椅子に座りながら足を組む。」、
「荷
物を片側だけで持ち、体の重心が偏る。」、
「結果…」、
「骨盤の反り」、
「ブヨブヨお
腹型」、
「骨盤の傾き」、
「パツパツ太もも型」、
「骨盤の広がり」、
「ドッシリお尻型」、
「キツいの苦手なのに…骨盤が原因ってことは体幹トレーニングとか筋トレと
か…！？」、「ご安心ください！モアキュットなら」、「履いて骨盤ダイエット」、
「人間工学から痩せやすい体に導く着圧ガードルの決定版！」、
「痛くない！抜群
の伸縮で骨盤矯正」、
「快適！就寝時も活動時も」及び「内側から！代謝促進＆血
流改善」との記載と共に、本件商品を着用した人物の腹部及び大腿部の写真
・
「でも着圧系って他にもあるし…。」、
「＼他とどう違うの？／」、
「モアキュットは
５つのオリジナル構造で瞬間ボディメイク！」、
「部位ごとの最適な加圧」、
「温活
で代謝促進サーモ機能」及び「痩せスイッチＯＮツボ押し機能」
・「Ｏｒｉｇｉｎａｌ ０２ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」、「部位ごとに変わる最適な加
圧」、
「ウエスト１２．９ｈＰａ」、
「太もも９．６ｈＰａ」、
「ヒップ１０．２ｈＰ
ａ」及び「歪みがちな骨盤まわりを適度な加圧でギュッとサポート。さらにウエ
ストや太もものお肉もしっかりキャッチして、理想のスタイルへ仕上げます。」
・「Ｏｒｉｇｉｎａｌ ０３ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」、「履いて刺激ツボ押し機能」、
「ダイエット・健康・美容のツボをまとめて刺激！」、
「①タイミャク 帯脈」、
「②
シシツ 志室」、
「③ジンユ 腎兪」、
「④メイモン 命門」、
「⑤ダイチョウユ 大
腸兪」及び「人間工学に基づくダイエットメソッドをとことん追求し、履くだけ
でツボ押しも同時に実現。ダイエットだけでなく、健康や美容に効くと言われる
ツボをまとめて刺激します。忙しい毎日で凝りがちなツボを刺激して、頭からつ
ま先まで女性らしい美しさを導き出します。」
・
「Ｏｒｉｇｉｎａｌ ０４ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」、
「温活で代謝促進サーモ機能」、
「代謝促進」、
「血流改善」、
「サーモグラフィー試験で温活効果確認済み！」、
「着
用時」及び「『痩せにくい原因』の１つは、加齢に伴う“代謝機能の低下”にあり
ます。適度な締め付けと温めを行ってくれるモアキュットなら、履いているだけ
で滞りがちな代謝と血流をＷで改善！内側から痩せやすいリズムへ整えます。」
・「人間工学に基づいたオリジナル設計だから 他と比べても一目瞭然」との記載
と共に、
「モアキュット」、
「利便性」及び「毎日履くだけ」、
「効果」及び「１カ月
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約９８％のお客様が実感」並びに「継続性」及び「履くだけなのでカンタン継続」
と記載された表
・
「２４時間脂肪をギューッとキャッチして骨盤レベルで美正するから ９７．３％
のお客様が実感」との記載と共に、
「－６ｋｇ～－１３ｋｇ」及び「４６％」、
「－
１ｋｇ～－５ｋｇ」及び「３１％」、
「－１４ｋｇ以上」及び「２１％」と記載さ
れた円グラフ並びに「体重変化実感度 ※自社調べ」
・「あなたも必ずボディシェイプ！」、「いつでも」、「どこでも」、「何をしてても」、
「無意識ダイエット」及び「人間工学に基づく５つの痩せメソッド」との記載と
共に、本件商品を着用した人物の腹部及び大腿部の写真
・
「忙しい女性たちの為の履く骨盤ダイエット。」及び「いくつになっても、女性は
美しくありたいと願うもの。しかしながら毎日の忙しさに美しいスタイルを保つ
ための努力も流されてしまいがちです。そんな現代の女性たちをサポートするた
めに生まれたのが人間工学に基づいた痩身ガードル『モアキュット』です。これ
までの着圧スパッツや矯正下着は『ひたすら締め付けること』で着用中はある程
度ホッソリ見せられるものの、“根本的な解決には至らず、見せかけだけで終わ
ってしまう”というものがほとんどでした。モアキュットは、“見せかけ”では
なく“根本から”解決するために何度も研究を重ねて完成した、自信作。骨盤レ
ベルで根本からダイレクトに矯正していきます。履くだけだから、忙しい方でも
簡単に本格ダイエットが可能です。」との記載と共に、本件商品の写真
・
「骨盤ダイエットでプリンセス級のウエストへ」、
「
様 ４３歳」及び「噂の
骨盤ダイエット、挑戦してみたいとは思いつつ、キツい体勢を維持したり筋トレ
とかは本当に苦手で。モアキュットなら履くだけで骨盤ダイエットができるから
本当にラク♪仕事中も履いてます。最初は履いてる間だけだったけど、骨盤が整
ってきたのか最近は履いてない時もスラッと理想に近づいてますよ♡」
・
「加圧のおかげか、むくみまでスッキリ♪」、
「
様 ４７歳」及び「昔はスタ
イル自慢だったのに、年齢のせいか気づけばお腹も足もお尻もでっぷりドッシリ
…。ダイエットも効果が出る前にやめてしまい、リバウンドでさらに太る、とい
う悪循環でした。モアキュットは、やっと出会えた奇跡のアイテムです！ちょっ
と休んでもリバウンドしないし（笑）」
・
「Ｑ．履いてからどのくらいで効果を実感することができますか？」及び「Ａ．履
いた瞬間に、引き締まりを実感いただくことが可能です。ウエスト等への痩身の
実感に関しては個人によって差がありますが、お客様からいただいているご意見
では大体２週間～１か月程度で実感される方が多いようです。」
・「人間工学から痩せやすい体に導く着圧ガードルの決定版！」、「５つの痩せ機能
で“頑張らない”骨盤ダイエット」、
「最適加圧」、
「ツボ押し」及び「サーモ機能」
（別紙４）
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