
  令和４年１２月２３日 

エアガン用ＢＢ弾の販売事業者５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、令和４年１２月１９日、同月２０日及び同月２１日、エアガン用ＢＢ

弾の販売事業者５社（以下「５社」といいます。）に対し、５社が供給するエアガン用

ＢＢ弾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５参照）を行いました。 

１ ５社の概要 

番号 

名称 

（法人番号） 

代表者 

所在地 設立年月 資本金※ 

１ 

株式会社セキトー 

（3120001032944） 

代表取締役 中橋 克久 

大阪市住吉区長居西

一丁目１１番３４号 

昭和４６年

１０月 

２０００万円 

２ 

株式会社東京マルイ 

（5011801010173） 

代表取締役 岩沢 隆弘 

東京都足立区綾瀬 

四丁目１６番１６号 

昭和４０年

５月 

６０００万円 

３ 

株式会社晴和 

（6030001120160） 

代表取締役 安達 翔 

埼玉県狭山市水野 

５０７－１ 

平成２９年

４月 

５００万円 

４ 

有限会社ライラクス 

（5122002006561） 

代表取締役 安井 義一郎 

大阪府東大阪市荒本

新町２番３６号 

平成１５年

３月 

３００万円 

５ 

Ｇｕａｙ Ｇｕａｙ Ｔｒ

ａｄｉｎｇ Ｃｏ.，ＬＴ

Ｄ.  

（法人番号なし） 

Ｃｈｉｅｆ Ｅｘｅｃｕｔ

ｉｖｅ  Ｏｆｆｉｃｅｒ 

Ｊａｍｅｓ Ｌｉａｏ 

（本店）台湾新北市

汐止区康寧街１６９

巷２７号１１楼之３ 

昭和６１年

１月 

８０００万円 

（店舗）台湾彰化縣

伸港郷中華路９９９

号 

※いずれも令和４年１２月現在。
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２ 措置命令の概要 

⑴ 対象商品 

番号 事業者名 対象商品 

１ 株式会社セキトー（以

下「セキトー」という。） 

「ＰＧＢ－０１ ボタニカルバイオＢＢ弾 ０．２０

ｇ」と称する商品（以下「本件商品①」という。） 

「ＰＧＢ－０２ ボタニカルバイオＢＢ弾 ０．２５

ｇ」と称する商品（以下「本件商品②」という。） 

「ＰＧＢ－０３ ボタニカルバイオＢＢ弾 ０．２０

ｇ」と称する商品（以下「本件商品③」という。） 

２ 株式会社東京マルイ

（以下「東京マルイ」と

いう。） 

「最上級ＳＵＰＥＲＩＯＲ ０．２８ＢＢ」と称する

商品（以下「本件商品④」という。） 

「ベアリングバイオ０．２ｇＢＢ」と称する商品（以

下「本件商品⑤」という。） 

「ベアリングバイオ０．２５ｇＢＢ」と称する商品（以

下「本件商品⑥」という。） 

「パーフェクトヒットバイオＢＢ０．２ｇ」と称する

商品（以下「本件商品⑦」という。） 

「パーフェクトヒットバイオＢＢ０．２５ｇ」と称す

る商品（以下「本件商品⑧」という。） 

「パーフェクトヒットバイオ０．１２ｇＢＢ」と称す

る商品（以下「本件商品⑨」という。） 

３ 株式会社晴和 

（以下「晴和」という。） 

「ＨＩＴＣＡＬＬ ０．２ｇ」と称する商品（以下「本

件商品⑩」という。） 

「ＨＩＴＣＡＬＬ ０．２５ｇ」と称する商品（以下

「本件商品⑪」という。） 

「ＨＩＴＣＡＬＬ ０．２８ｇ」と称する商品（以下

「本件商品⑫」という。） 

４ 有限会社ライラクス

（以下「ライラクス」と

いう。） 

「ハイバレットＢＢ バイオ ０．２０ｇ １ｋｇ」

と称する商品（以下「本件商品⑬」という。） 

「ハイバレットＢＢ バイオ ０．２５ｇ １ｋｇ」

と称する商品（以下「本件商品⑭」という。） 

「ハイバレットＢＢ バイオ ０．２０ｇ １，６０

０発」と称する商品（以下「本件商品⑮」という。） 

2



 

番号 事業者名 対象商品 

「ハイバレットＢＢ バイオ ０．２５ｇ １，３０

０発」と称する商品（以下「本件商品⑯」という。） 

「ハイバレットＢＢ 蓄光バイオ ０．２０ｇ ２，

５００発」と称する商品（以下「本件商品⑰」という。） 

「ハイバレットＢＢ 蓄光バイオ ０．２５ｇ ２，

０００発」と称する商品（以下「本件商品⑱」という。） 

５ Ｇｕａｙ  Ｇｕａｙ 

Ｔｒａｄｉｎｇ  Ｃ

ｏ．，ＬＴＤ． 

 （以下「Ｇ＆Ｇ ＡＲ

ＭＡＭＥＮＴ」とい

う。） 

「【Ｇ－０７－１８９】１０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．２０Ｇ Ｔｒａｃｅｒ ＢＢ（ｇｒｅｅ

ｎ）」と称する商品（以下「本件商品⑲」という。） 

「【Ｇ－０７－１０３】５０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．２０Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔｅ）」と称する商

品（以下「本件商品⑳」という。） 

「【Ｇ－０７－１６９】４３５０ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．２３Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔｅ）」と称する商

品（以下「本件商品㉑」という。） 

「【Ｇ－０７－１２６】４０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．２５Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔｅ）」と称する商

品（以下「本件商品㉒」という。） 

「【Ｇ－０７－１２７】３５７１ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．２８Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔｅ）」と称する商

品（以下「本件商品㉓」という。） 

「【Ｇ－０７－１２８】５０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．２０Ｇ ＢＩＯ（ｇｒｅｅｎ）」と称する商

品（以下「本件商品㉔」という。） 

「【Ｇ－０７－２７０】５０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．２０Ｇ ＢＩＯ（Ｄａｒｋ ｅａｒｔｈ）」

と称する商品（以下「本件商品㉕」という。） 

「【Ｇ－０７－１４７】２０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．２０Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔｅ）」と称する商

品（以下「本件商品㉖」という。） 
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番号 事業者名 対象商品 

「【Ｇ－０７－１５０】２０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．２５Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔｅ）」と称する商

品（以下「本件商品㉗」という。） 

「【Ｇ－０７－２０３】２０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡ

ＣＫ ０．３３Ｇ ＢＩＯ（ｇｒａｙ）」と称する商品

（以下「本件商品㉘」という。） 

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ) 表示媒体及び表示期間 

番号 事業者名 表示媒体 表示期間 

１ セキトー 「ＳⅡＳ」と称する自社ウェブサイト

（以下「セキトーのウェブサイト」と

いう。） 

別表１－１「表示期間」

欄記載の期間 

商品パッケージ 
２ 東京マルイ 「ＴＯＫＹＯ ＭＡＲＵＩ」と称する

自社ウェブサイト（以下「東京マルイ

のウェブサイト」という。） 

別表１－２「表示期間」

欄記載の期間 

商品パッケージ 

「１ｋｇ４，０００発入 お得な増量

パック ０．２５ｇＢＢ弾も新たにラ

インアップ！！」と題するポスター 

「ついに、０．１２ｇ
グラム

バイオＢＢ弾
だ ん

登場
とうじょう

！」と題するポスター 

３ 晴和 「ＢＩＯ ＨＩＴＣＡＬＬ」と題する

ポスター 

別表１－３「表示期間」

欄記載の期間 

「ＨＩＴＣＡＬＬ ＯＦＦＩＣＩＡ

ＬＰＡＧＥ」と称する自社ウェブサイ

ト（以下「晴和のウェブサイト」とい

う。） 

「楽天市場」と称するウェブサイトに

開設した「ＶＡＰＯＮＡＶＩ」と称す

る自社ウェブサイト（以下「楽天市場

に開設した晴和のウェブサイト」とい
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番号 事業者名 表示媒体 表示期間 

う。） 

商品パッケージ 

４ ライラクス 「ＬａｙＬａｘ」と称する自社ウェブ

サイト（以下「ライラクスのウェブサ

イト」という。） 

別表１－４「表示期間」

欄記載の期間 

商品パッケージ 
５ Ｇ＆Ｇ Ａ

ＲＭＡＭＥ

ＮＴ 

「Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴ ＡＩ

ＲＳＯＦＴ ＧＵＮＳ＆ＡＣＣＥＳ

ＳＯＲＩＥＳ」と称する自社ウェブサ

イト（以下「Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮ

Ｔのウェブサイト」という。） 

別表１－５「表示期間」

欄記載の期間 

商品パッケージ 

 
(ｲ) 表示内容 

ａ セキトー（表示例：別紙１－１ないし別紙１－３） 

例えば、本件商品①について、令和４年７月６日以降、セキトーのウ

ェブサイトにおいて、「屋外フィールドの必需品！！１００％分解され

る高品質の生分解エコロジーＢＢ弾。」、「[生分解プラスティック・ポリ

乳酸とは] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二

酸化炭素と水に分解される素材です。」等と表示するなど、別表１－１

「対象商品」欄記載の商品について、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①ないし本件商品③は、使用

後に使用環境中に残されたままでも使用環境中の水と微生物によって

二酸化炭素と水に分解される生分解性を有するかのように示す表示を

している又は表示をしていた。 

 

ｂ 東京マルイ（表示例：別紙２－１ないし別紙２－３） 

例えば、本件商品④について、遅くとも令和４年３月９日以降、東京

マルイのウェブサイトにおいて、「ベアリング研磨 生分解
せいぶんかい

 植物由来

（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本物』の生分解、高精度Ｂ

Ｂ弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」、「生分解素材の

ＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネラル成分で構成さ

れた、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾です。土の中や水中

の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素に分解されるため、屋

外フィールドでの使用に適しています。」等と表示するなど、別表１－
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２「対象商品」欄記載の商品について、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④ないし本件商品⑨は、使

用後に地表に残されたままでも土壌中や水中の微生物によって水と二

酸化炭素に分解される生分解性等の同表「生分解性」欄記載のとおりの

生分解性を有するかのように示す表示をしている又は表示をしていた。 

 

ｃ 晴和（表示例：別紙３－１ないし別紙３－５） 

例えば、本件商品⑩について、遅くとも令和４年１月１０日以降、

「ＢＩＯ ＨＩＴＣＡＬＬ」と題するポスターにおいて、「Ｄａｙ１➡

Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ちている複数の

本件商品⑩の形状が時間の経過により崩れていく様子を示す画像及び

「約１４０日で微生物の力により分解！（テスト環境：平均気温２１℃

／平均湿度６２％）」等と表示するなど、別表１－３「対象商品」欄記

載の商品について、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⑩ないし本件商品⑫は、使用後に地表に残され

たままでも地表落下後に微生物の力によって約１４０日で分解される

生分解性等の同表「生分解性」欄記載のとおりの生分解性を有するかの

ように示す表示をしている又は表示をしていた。 

 

ｄ ライラクス（表示例：別紙４－１及び別紙４－２） 

例えば、本件商品⑬について、遅くとも令和元年１２月１日以降、商

品パッケージにおいて、「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチ

ックが主成分」、「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来す

るデンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。

水分と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物によ

る分解が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とす

る従来のプラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地

球にやさしいＢＢ弾です。」、「生分解素材を使用しています。」等と

表示するなど、別表１－４「対象商品」欄記載の商品について、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

⑬ないし本件商品⑱は、使用後に使用環境中に残されたままでも使用

環境中の微生物により二酸化炭素と水に分解される生分解性を有する

かのように示す表示をしている又は表示をしていた。 

 

ｅ Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴ（表示例：別紙５－１及び別紙５－２） 

例えば、本件商品⑲について、遅くとも令和４年６月２３日から同年

１１月２４日までの間、Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴのウェブサイトに
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おいて、「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「Ｂｉｏ ＢＢｓ ｆｒ

ｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅ

ｇｒａｄａｂｌｅ，ｗｅｌｌ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ 

ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄ

ｌｙ ｓｉｔｅｓ．」と表示するなど、別表１－５「対象商品」欄記載

の商品について、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⑲ないし本件商品㉘は、使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される生分解性を有する等の同表「生分解性」欄記

載のとおりの生分解性を有す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、５社に対し、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、５社から資料が提出され

た。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠

を示すものであるとは認められないものであった。 

 

⑶ 命令の概要 

ア セキトー、東京マルイ、晴和及びライラクス 

(ｱ) 本件商品①ないし本件商品⑱について、別表２－１ないし別表２－４

「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体におい

て、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、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することによりあたかも同

表「生分解性」欄記載のとおりの生分解性を有するかのように示す表示を

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、本件商品①ないし本件商品⑱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) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

(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。 

 

イ Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴ 

(ｱ) 前記⑵アの表示は、本件商品⑲ないし本件商品㉘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。 
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(ｲ) 再発防止策を講じて、これを役員及び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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セキトーが供給する対象商品に係る表示内容等   別表１－１ 

対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品① 令 和 ４ 年

７ 月 ６ 日

以降 

セキトーの

ウェブサイ

ト 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」、「屋外フィー

ルドの必需品！！１００％分解される高品質の生分解エコロジーＢＢ

弾。」及び「ボタニカル・バイオ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」及び

「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは] ポリ乳酸は、環境中の水と

微生物によって、最終的には二酸化炭素と水に分解される素材です。」 

・「ボタニカルバイオ！！」

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸と

は] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭

素と水にに分解される素材です。」、「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結

合によって重合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類さ

れます。分解されるからといって不安定な物質というわけではなく、

微生物の活発な堆肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中

や水中では数年は安定していますので、素材として扱いやすいことが

特徴です。ＢＢ弾のほかには、農業用のマルチシートやハウス用のフ

ィルムとして実用化されているほか、繊維製品、光ディスク、包装用

フィルム、レジ袋などに応用研究や試験が進められています。」及び

「パッケージも地球に優しく・・・」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」

・「ＢＢ弾リニューアル第２弾！！最高グレードの精密仕上げ、取り扱い

のしやすいボトル入りの生分解バイオＢＢ弾。光や湿気に強いので安定

した品質を誇り、バクテリアによって水と空気に分解されるＢＢ弾で

す。」 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも使用環境中の

水と微生物によって二酸化

炭素と水に分解される生分

解性 

9



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ」

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」

（別紙１－１及び別紙１－２） 

令 和 ４ 年

５ 月 １ ０

日 か ら 同

年 ７ 月 ４

日 ま で の

間 

セキトーの

ウェブサイ

ト 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」、「屋外フィー

ルドの必需品！！１００％分解される高品質の生分解エコロジーＢＢ

弾。」及び「ボタニカル・バイオ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」及び

「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは] ポリ乳酸は、環境中の水と

微生物によって、最終的には二酸化炭素と水に完全に分解されます。バ

イオＢＢ弾の素材として申し分ない、完全なエコロジー素材です。」

・「ボタニカルバイオ！！」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸と

は] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭

素と水にに分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、エコ

ロジー素材です。」、「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合によって重合

し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されます。分解され

るからといって不安定な物質というわけではなく、微生物の活発な堆肥

の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水中では数年は安定

していますので、素材として扱いやすいことが特徴です。ＢＢ弾のほか

には、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムとして実用化されて

いるほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、レジ袋などに応用

研究や試験が進められています。」及び「パッケージも地球に優しく・・・」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも使用環境中の

水と微生物によって二酸化

炭素と水に分解される生分

解性 

1
0



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「ＢＢ弾リニューアル第２弾！！最高グレードの精密仕上げ、取り扱い

のしやすいボトル入りの生分解バイオＢＢ弾。光や湿気に強いので安定

した品質を誇り、バクテリアによって水と空気に分解されるエコロジー

ＢＢ弾です。」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

遅 く と も

令 和 ４ 年

２ 月 ２ ４

日 か ら 同

年 ５ 月 ９

日 ま で の

間 

セキトーの

ウェブサイ

ト 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」、「屋外フィー

ルドの必需品！！１００％分解される高品質の生分解エコロジーＢＢ

弾。」及び「ボタニカル・バイオ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」及

び「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは] ポリ乳酸は、環境中の

水と微生物によって、最終的には二酸化炭素と水に完全に分解されま

す。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、完全なエコロジー素材で

す。」 

・「ボタニカルバイオ！！」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸と

は] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭

素と水に完全に分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、

完全なエコロジー素材です。」及び「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合

によって重合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されま

す。完全分解されるからといって不安定な物質というわけではなく、微

生物の活発な堆肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水

中では数年は安定していますので、素材として扱いやすいことが特徴で

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも使用環境中の

水と微生物によって二酸化

炭素と水に分解される生分

解性 1
1



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

す。ＢＢ弾のほかには、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムと

して実用化されているほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、

レジ袋などに応用研究や試験が進められています。」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「ＢＢ弾リニューアル第２弾！！最高グレードの精密仕上げ、取り扱い

のしやすいボトル入りの生分解完全バイオＢＢ弾。光や湿気に強いので

安定した品質を誇り、バクテリアによって水と空気に完全分解されるエ

コロジーＢＢ弾です。」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

遅 く と も

令 和 ４ 年

２ 月 １ ６

日以降 

商品パッケ

ージ 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸と

は] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭

素と水に完全に分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、

完全なエコロジー素材です。」及び「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合

によって重合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されま

す。完全分解されるからといって不安定な物質というわけではなく、微

生物の活発な堆肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水

中では数年は安定していますので、素材として扱いやすいことが特徴で

す。ＢＢ弾のほかには、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムと

して実用化されているほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、

レジ袋などに応用研究や試験が進められています。」 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも使用環境中の

水と微生物によって二酸化

炭素と水に分解される生分

解性 

1
2



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

（別紙１－３） 

本件商品② 令 和 ４ 年

７ 月 ６ 日

以降 

セキトーの

ウェブサイ

ト 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」、「屋外フィー

ルドの必需品！！１００％分解される高品質の生分解エコロジーＢＢ

弾。」及び「ボタニカル・バイオ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」及び

「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは] ポリ乳酸は、環境中の水と

微生物によって、最終的には二酸化炭素と水に分解される素材です。」 

・「ボタニカルバイオ！！」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸と

は] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭

素と水にに分解される素材です。」、「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結

合によって重合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類され

ます。分解されるからといって不安定な物質というわけではなく、微生

物の活発な堆肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水中

では数年は安定していますので、素材として扱いやすいことが特徴で

す。ＢＢ弾のほかには、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムと

して実用化されているほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、

レジ袋などに応用研究や試験が進められています。」及び「パッケージ

も地球に優しく・・・」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「ＢＢ弾リニューアル第４弾！！最高グレードの精密仕上げ、取り扱い

のしやすいボトル入りの生分解バイオＢＢ弾に、０．２５ｇ登場！光や

湿気に強いので安定した品質を誇り、バクテリアによって水と空気に分

解されるＢＢ弾です。」 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも使用環境中の

水と微生物によって二酸化

炭素と水に分解される生分

解性 

1
3



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

令 和 ４ 年

５ 月 １ ０

日 か ら 同

年 ７ 月 ４

日 ま で の

間 

セキトーの

ウェブサイ

ト 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」、「屋外フィー

ルドの必需品！！１００％分解される高品質の生分解エコロジーＢＢ

弾。」及び「ボタニカル・バイオ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」及び

「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは] ポリ乳酸は、環境中の水と

微生物によって、最終的には二酸化炭素と水に完全に分解されます。バ

イオＢＢ弾の素材として申し分ない、完全なエコロジー素材です。」 

・「ボタニカルバイオ！！」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「ＢＢ弾リニューアル第４弾！！最高グレードの精密仕上げ、取り扱い

のしやすいボトル入りの生分解バイオＢＢ弾に、０．２５ｇ登場！光や

湿気に強いので安定した品質を誇り、バクテリアによって水と空気に分

解されるエコロジーＢＢ弾です。」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸と

は] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭

素と水にに分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、エコ

ロジー素材です。」、「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合によって重合

し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されます。分解され

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも使用環境中の

水と微生物によって二酸化

炭素と水に分解される生分

解性 

1
4



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

るからといって不安定な物質というわけではなく、微生物の活発な堆肥

の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水中では数年は安定

していますので、素材として扱いやすいことが特徴です。ＢＢ弾のほか

には、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムとして実用化されて

いるほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、レジ袋などに応用

研究や試験が進められています。」及び「パッケージも地球に優しく・・・」 

遅 く と も

令 和 ４ 年

２ 月 ２ ４

日 か ら 同

年 ５ 月 ９

日 ま で の

間 

セキトーの

ウェブサイ

ト 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」、「屋外フィー

ルドの必需品！！１００％分解される高品質の生分解エコロジーＢＢ

弾。」及び「ボタニカル・バイオ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」及び

「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは] ポリ乳酸は、環境中の水と

微生物によって、最終的には二酸化炭素と水に完全に分解されます。バ

イオＢＢ弾の素材として申し分ない、完全なエコロジー素材です。」 

・「ボタニカルバイオ！！」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸と

は] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭

素と水に完全に分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、

完全なエコロジー素材です。」及び「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合

によって重合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されま

す。完全分解されるからといって不安定な物質というわけではなく、微

生物の活発な堆肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水

中では数年は安定していますので、素材として扱いやすいことが特徴で

す。ＢＢ弾のほかには、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムと

して実用化されているほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも使用環境中の

水と微生物によって二酸化

炭素と水に分解される生分

解性 

1
5



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

レジ袋などに応用研究や試験が進められています。」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「ＢＢ弾リニューアル第４弾！！最高グレードの精密仕上げ、取り扱い

のしやすいボトル入りの生分解完全バイオＢＢ弾に、０．２５ｇ登場！

光や湿気に強いので安定した品質を誇り、バクテリアによって水と空気

に完全分解されるエコロジーＢＢ弾です。」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

遅 く と も

令 和 ４ 年

２ 月 １ ６

日以降 

商品パッケ

ージ 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸と

は] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭

素と水に完全に分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、

完全なエコロジー素材です。」及び「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合

によって重合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されま

す。完全分解されるからといって不安定な物質というわけではなく、微

生物の活発な堆肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水

中では数年は安定していますので、素材として扱いやすいことが特徴で

す。ＢＢ弾のほかには、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムと

して実用化されているほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、

レジ袋などに応用研究や試験が進められています。」 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも使用環境中の

水と微生物によって二酸化

炭素と水に分解される生分

解性 

本件商品③ 遅 く と も

令 和 ４ 年

商品パッケ

ージ 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも使用環境中の

1
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

４ 月 ２ ２

日以降 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸と

は] ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭

素と水に完全に分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、

完全なエコロジー素材です。」及び「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合

によって重合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されま

す。完全分解されるからといって不安定な物質というわけではなく、微

生物の活発な堆肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水

中では数年は安定していますので、素材として扱いやすいことが特徴で

す。ＢＢ弾のほかには、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムと

して実用化されているほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、

レジ袋などに応用研究や試験が進められています。」 

水と微生物によって二酸化

炭素と水に分解される生分

解性 

 

1
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東京マルイが供給する対象商品に係る表示内容等            別表１－２ 

対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品④ 遅くとも令

和４年３月

９日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「ベアリング研磨 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構

成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一

切使用していません。」 

・本件商品④３個の形状が地表で次第に崩れていく様子を示す画像 

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭

素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。※生

分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置する

と変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも令

和元年８月

２２日から

令和４年１

１月２２日

までの間 

商品パッケー

ジ 

・「ベアリング研磨 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」 

・「『生分解素材』とは!？ 地球環境にやさしい植物由来の素材やミ

ネラル成分とで構成され、土壌中、または水中などの微生物（バクテ

リア）の働きにより、水と二酸化炭素に完全に分解される素材の事を

云います。石油系の原材料は一切使用されておりません。」 

・「生分解」 

・「●ユーザー待望の環境に配慮した生分解素材製精密弾。使用後、微

生物の働きにより分解されるため屋外フィールドでの使用に最適。」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

1
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

アップ！！」

と題するポス

ター 

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素

に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

・「生分解
せいぶんかい

」 

 

 

 

（別紙２－１） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

本件商品⑤ 遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「バイオ」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 ベアリング研磨０．２０ｇＢＢ弾 植物

由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本物』の生分解、高

精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」 

・「生分解素材を使用した０．２ｇの精密ＢＢ弾」 

・本件商品⑤３個の形状が地表で次第に崩れていく様子を示す画像 

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭

素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。※生

分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置する

と変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

1
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

（別紙２－２） 

遅くとも令

和元年８月

２１日から

令和４年１

１月２２日

までの間 

商品パッケー

ジ 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 ベアリング研磨０．２０ｇＢＢ弾 植物由

来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本物』の生分解、高精

度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」 

・「バイオ」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「環境に配慮した『本物』の生分解ＢＢ弾」との記載と共に、「使

用前の状態」との記載及び包装されている使用前の本件商品⑤の外

観を示す透明窓部分、矢印の画像、「地表落下後、分解開始」との

記載及び本件商品⑤３個が地表に落ちている様子を示す画像、矢印

の画像、「内部まで分解が進行」との記載及び本件商品⑤３個の形

状が地表で崩れ始めている様子を示す画像、矢印の画像並びに「完

全分解寸前の状態」との記載及び本件商品⑤３個の形状が地表で崩

れている様子を示す画像 

・「日本バイオプラスチック協会認定商品」、「グリーンプラⓇ」、「生

分解性プラスチック」及び「登録番号 Ｎｏ．１００４ ＴＯＫＹＯ

 ＭＡＲＵＩ」との記載と共に植物の芽のイラスト並びに「『生分解

素材』とは!？ 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネラル成分

とで構成され、土壌中、または水中などの微生物（バクテリア）の働

きにより、水と二酸化炭素に完全に分解される素材の事を云います。

石油系の原材料は一切使用されておりません。」 

・「生分解素材のため真夏の車中等、５０℃以上になる場所に放置する

と変形する恐れがあります。」 

（別紙２－３） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

2
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

アップ！！」

と題するポス

ター 

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素

に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

・「生分解
せいぶんかい

」 

・「バイオ」 

 

 

（別紙２－１） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

本件商品⑥ 遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「バイオ」 

・「
せ い ぶ ん か い
生分解」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」 

・「生分解素材を使用した０．２５ｇの精密ＢＢ弾」 

・本件商品⑥３個の形状が次第に地表で崩れていく様子を示す画像 

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化

炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。

※生分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置

すると変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも令

和元年８月

商品パッケー

ジ 

・「
せ い ぶ ん か い
生分解 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本物』

の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用していませ

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

2
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

２１日から

令和４年１

１月２２日

までの間 

ん。」 

・「バイオ」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「環境に配慮した『本物』の生分解ＢＢ弾」との記載と共に、「使

用前の状態」との記載及び包装されている本件商品⑥の外観を示す

透明窓部分、矢印の画像、「地表落下後、分解開始」との記載及び

本件商品⑥３個が地表に落ちている様子を示す画像、矢印の画像、

「内部まで分解が進行」との記載及び本件商品⑥３個の形状が地表

で崩れ始めている様子を示す画像、矢印の画像並びに「完全分解寸

前の状態」との記載及び本件商品⑥３個の形状が地表で崩れている

様子を示す画像 

・「ＳＡＶＥ ＦＯＲ ＧＲＥＥＮ」との記載と共に、植物、地球及び

地球を包む手のイラスト及び「『生分解素材』とは!？ 地球環境に

やさしい植物由来の素材やミネラル成分とで構成され、土壌中、また

は水中などの微生物（バクテリア）の働きにより、水と二酸化炭素に

完全に分解される素材の事を云います。石油系の原材料は一切使用

されておりません。」 

・「生分解素材のため真夏の車中等、５０℃以上になる場所に放置す

ると変形する恐れがあります。」 

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素

に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

・「
せ い ぶ ん か い
生分解」 

・「バイオ」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

2
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

アップ！！」

と題するポス

ター 

 

 

（別紙２－１） 

本件商品⑦ 遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「バイオＢＢ」 

・「本物の安心感 生
せい

分解
ぶんかい

 ベアリング研磨０．２０ｇＢＢ弾 植物

由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本物』の生分解、

高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」 

・「本物の安心感 生
せい

分解
ぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」 

・「生分解素材を使用した０．２ｇの精密ＢＢ弾。」 

・本件商品⑦３個の形状が次第に地表で崩れていく様子を示す画像 

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化

炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。

※生分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置

すると変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも令

和元年８月

２１日から

令和４年１

１月２２日

までの間 

商品パッケー

ジ 

・「バイオＢＢ」 

・「本物の安心感 生
せい

分解
ぶんかい

 ベアリング研磨０．２０ｇＢＢ弾 植物

由来（ＰＬＡ）やミネラル成分で構成された『本物』の生分解、高

精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」 

・「環境に配慮した『本物』の生分解ＢＢ弾」との記載と共に、「使用

前の状態」との記載及び本件商品⑦の使用前の画像、矢印の画像、「地

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

2
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

表落下後、分解開始」との記載及び本件商品⑦３個が地表に落ちてい

る様子を示す画像、矢印の画像、「内部まで分解が進行」との記載及

び本件商品⑦３個の形状が地表で崩れ始めている様子を示す画像、

矢印の画像並びに「完全分解寸前の状態」との記載及び本件商品⑦３

個の形状が地表で崩れている様子を示す画像 

・「日本バイオプラスチック協会認定商品」、「グリーンプラⓇ」、「生

分解性プラスチック」及び「登録番号 Ｎｏ．１００４ ＴＯＫＹＯ

 ＭＡＲＵＩ」との記載と共に植物の芽のイラスト並びに「『生分解

素材』とは!？ 地球環境にやさしい植物由来の素材とミネラル成分

で構成され、土壌中または水中などの微生物（バクテリア）の働きに

より、水と二酸化炭素に完全に分解される素材の事をいいます。石油

系の原材料は一切使用しておりません。」 

・「バイオ」 

・「生分解素材のため真夏の車中等、５０℃以上になる場所に放置す

ると変形する恐れがあります。」 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

アップ！！」

と題するポス

ター 

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素

に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

・「バイオＢＢ」 

・「生分解
せいぶんかい

」 

・「バイオ」 

 

（別紙２－１） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

2
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑧ 遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「バイオＢＢ」 

・「
せ い ぶ ん か い
生分解」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」 

・「生分解素材を使用した０．２５ｇの精密ＢＢ弾。」 

・本件商品⑧３個の形状が次第に地表で崩れていく様子を示す画像 

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化

炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。

※生分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置

すると変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも令

和元年８月

２２日から

令和４年１

１月２２日

までの間 

商品パッケー

ジ 

・「バイオＢＢ」 

・「
せ い ぶ ん か い
生分解 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本

物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用して

いません。」 

・「環境に配慮した『本物』の生分解ＢＢ弾」との記載と共に、「使用

前の状態」との記載及び本件商品⑧の使用前の画像、矢印の画像、「地

表落下後、分解開始」との記載及び本件商品⑧３個が地表に落ちてい

る様子を示す画像、矢印の画像、「内部まで分解が進行」との記載及

び本件商品⑧３個の形状が地表で崩れ始めている様子を示す画像、

矢印の画像並びに「完全分解寸前の状態」との記載及び本件商品⑧３

個の形状が地表で崩れている様子を示す画像 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「ＳＡＶＥ ＦＯＲ ＧＲＥＥＮ」との記載と共に、植物、地球及び

地球を包む手のイラスト及び「『生分解素材』とは!？ 地球環境に

やさしい植物由来の素材とミネラル成分で構成され、土壌中または

水中などの微生物（バクテリア）の働きにより、水と二酸化炭素に完

全に分解される素材の事をいいます。石油系の原材料は一切使用し

ておりません。」 

・「バイオ」 

・「生分解素材のため真夏の車中等、５０℃以上になる場所に放置す

ると変形する恐れがあります。」 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

アップ！！」

と題するポス

ター 

・「バイオＢＢ」 

・「
せ い ぶ ん か い
生分解 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本

物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用して

いません。」 

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭

素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

（別紙２－１） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

本件商品⑨ 遅くとも令

和４年３月

９日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「酸化型生分解性ＢＢ」 

・「土にかえる！」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™配合 酸化型
さ ん かが た

 生
せい

分解
ぶんかい

＋ウッドパウダー Ｐ－Ｌｉ

ｆｅ™（ピーライフ）配合の酸化型生分解性樹脂とウッドパウダーの

ハイブリッドにより、環境にやさしいＢＢ弾です。」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™配合
はいごう

 酸化型
さ ん かが た

 生
せい

分解
ぶんかい

＋ウッドパウダー Ｐ－Ｌｉ

ｆｅ™（ピーライフ）配合の酸化型生分解性樹脂とウッドパウダーの

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ハイブリッドにより、環境にやさしいＢＢ弾です。」 

・「バイオ」 

・「環境にやさしい酸化型生分解性ＢＢ弾」 

・「酸化型生分解性のＢＢ弾 Ｐ－Ｌｉｆｅ™（ピーライフ）配合の酸

化型生分解性樹脂とウッドパウダーでできた、環境にやさしいＢＢ

弾です。太陽光や熱エネルギーなどで酸化分解後、土の中や水中の微

生物によって水と二酸化炭素に分解されるため、屋外フィールドで

の使用に適しています。※酸化型生分解性素材のため、陽のあたる所

など高温になる場所に放置すると変形・酸化する恐れがあります。」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「■Ｐ－Ｌｉｆｅ™（ピーライフ）配合酸化型生分解性ＢＢ（※）」 

・「※Ｐ－Ｌｉｆｅ™（ピーライフ）とは：Ｐ－Ｌｉｆｅ™は、ヤシ油

（植物油）をもとに精製された脂肪酸を主成分とし、ポリエチレン

やポリプロピレンなどの、本来極めて生分解が困難とされる非分解

性プラスチックを『酸化型生分解性プラスチック』へ導く画期的な

添加剤です。」 

遅くとも令

和元年８月

２２日から

令和４年１

１月２２日

までの間 

商品パッケー

ジ 

・「土にかえる！」 

・「酸化型生分解性ＢＢ」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™配合 酸化型
さ ん かが た

 生分解
せいぶんかい

＋ウッドパウダー Ｐ－Ｌｉ

ｆｅ™（ピーライフ）配合の酸化型生分解性樹脂とウッドパウダーの

ハイブリッドにより、環境にやさしいＢＢ弾です。」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™（ピーライフ）とは Ｐ－Ｌｉｆｅ™は、ヤシ油（植

物油）をもとに精製された脂肪酸を主成分とし、ポリエチレンやポリ

プロピレンなどの本来極めて生分解が困難とされる非分解性プラス

チックを『酸化型生分解性プラスチック』へ導く画期的な添加剤で

使用後に地表に残されたま

までも土に還る生分解性 

2
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

す。」 

遅くとも平

成２９年６

月１１日以

降 

「ついに、０．

１２ ｇ
グラム

バイ

オ Ｂ Ｂ 弾
だ ん

登場
とうじょう

！」と題

するポスター 

・「土にかえる！」 

・「バイオＢＢ弾
だん

登場
とうじょう

！」 

・「酸化型生分解性ＢＢ」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™配合 酸化型
さ ん かが た

 生
せい

分解
ぶんかい

＋ウッドパウダー Ｐ－Ｌｉ

ｆｅ™（ピーライフ）配合の酸化型生分解性樹脂とウッドパウダーの

ハイブリッドにより、環境にやさしいＢＢ弾です。」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™配合
はいごう

 酸化型
さ ん かが た

 生
せい

分解
ぶんかい

＋ウッドパウダー Ｐ－Ｌｉ

ｆｅ™（ピーライフ）配合の酸化型生分解性樹脂とウッドパウダーの

ハイブリッドにより、環境にやさしいＢＢ弾です。」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™（ピーライフ）とは Ｐ－Ｌｉｆｅ™は、ヤシ油（植

物油）をもとに精製された脂肪酸を主成分とし、ポリエチレンやポ

リプロピレンなどの、本来極めて生分解が困難とされる非分解性プ

ラスチックを『酸化型生分解性プラスチック』へ導く画期的な添加

剤です。」 

使用後に地表に残されたま

までも土に還る生分解性 
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晴和が供給する対象商品に係る表示内容等                別表１－３ 

対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑩ 遅くとも令

和４年３月

１０日から

同年６月１

５日までの

間 

晴和のウェブ

サイト 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＢＢ弾」 

・「生分解性バイオＢＢ弾」 

・「環境に配慮 割れいにくい耐久性能はそのままに 約１４０日で分

解されフィールドを綺麗に、環境にも優しい仕様です」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑩の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テスト環境：

平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

・「ＴＵＶ Ｒｈｅｉｎｌａｎｄ社による認証書 ＨＩＴＣＡＬＬで使

用しているプラスチックは生分解性に特化し、環境にやさしいＢＢ弾

となっております。生分解性プラスチックを構成する元素は、炭素

（Ｃ）・水素（Ｈ）、酸素（Ｏ）であり、最終的には水（Ｈ２Ｏ）と

二酸化炭素（ＣＯ２）に１００％分解されます。その為生分解性プラ

スチックの生分解生成分が土中に蓄積される事はありません。」との

記載と共に認証書の画像 

・「ＮａｔｕｒｅＷｏｒｋｓＬＬＣ社による認証書 第三者機関による

ＰＬＡ樹脂（ポリ乳酸）を使用している証明書となります」との記載

と共に証明書の画像 

（別紙３－１及び別紙３－２） 

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

０日で水と二酸化炭素に

分解される生分解性 

遅くとも令

和４年３月

５日から同

楽天市場に開

設した晴和の

ウェブサイト 

・「生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑩の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テスト環境：

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

年７月２９

日までの間 

平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

・「ＢＩＯ（バイオ） 高精度バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「世界最大手メーカーの生分解性原料（ＰＬＡ樹脂）使用エアガン生

分解性 ＢＩＯ（バイオ）ＢＢ弾 ０．２ｇ ４０００発」 

・「■『ＨＩＴＣＡＬＬ』は、アメリカに本社を置く世界最大のＮａｔ

ｕｒｅＷｏｒｋｓＬＬＣ社製のバイオプラスチック原料（ＰＬＡ）を

使用した、遊戯用のエアーコッキングガン・ガスガン・電動ガン用の

ＢＢ弾を取り扱う新しい国内ブランドになります。」 

・「◎生分解性 世界最大の原料メーカーの確かな生分解性プラスチッ

ク原料（ＰＬＡ）を使用しており、割れにくい耐久性と環境にもしっ

かりしたバイオＢＢ弾となります。」 

 （別紙３－３） 

０日で分解される生分解

性 

遅くとも令

和４年１月

１０日以降 

「ＢＩＯ Ｈ

Ｉ Ｔ Ｃ Ａ Ｌ

Ｌ」と題する

ポスター 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑩の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テスト環境：

平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

（別紙３－４） 

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

０日で分解される生分解

性 

遅くとも令

和４年１月

１０日以降 

商品パッケー

ジ 

・「高精度バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑩の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「生分解性 約１４０日で微生物の力により分解！」 

（別紙３－５） 

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

０日で分解される生分解

性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑪ 遅くとも令

和４年３月

１０日から

同年６月１

５日までの

間 

晴和のウェブ

サイト 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＢＢ弾」 

・「生分解性バイオＢＢ弾」 

・「環境に配慮 割れいにくい耐久性能はそのままに 約１４０日で分

解されフィールドを綺麗に、環境にも優しい仕様です」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑪の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テスト環境：

平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

・「ＴＵＶ Ｒｈｅｉｎｌａｎｄ社による認証書 ＨＩＴＣＡＬＬで使

用しているプラスチックは生分解性に特化し、環境にやさしいＢＢ弾

となっております。生分解性プラスチックを構成する元素は、炭素

（Ｃ）・水素（Ｈ）、酸素（Ｏ）であり、最終的には水（Ｈ２Ｏ）と

二酸化炭素（ＣＯ２）に１００％分解されます。その為生分解性プラ

スチックの生分解生成分が土中に蓄積される事はありません。」との

記載と共に認証書の画像 

・「ＮａｔｕｒｅＷｏｒｋｓＬＬＣ社による認証書 第三者機関による

ＰＬＡ樹脂（ポリ乳酸）を使用している証明書となります」との記載

と共に証明書の画像 

（別紙３－１及び別紙３－２） 

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

０日で水と二酸化炭素に

分解される生分解性 

遅くとも令

和４年３月

４日から同

年７月２９

日までの間 

楽天市場に開

設した晴和の

ウェブサイト 

・「生分解性 バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑪の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テスト環境：

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

０日で分解される生分解

性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

・「ＢＩＯ（バイオ） 高精度バイオＢＢ弾」 

・「世界最大手メーカーの生分解性原料（ＰＬＡ樹脂）使用エアガン生

分解性 ＢＩＯ（バイオ）ＢＢ弾 ０．２５ｇ ３０００発」 

・「■『ＨＩＴＣＡＬＬ』は、アメリカに本社を置く世界最大のＮａｔ

ｕｒｅＷｏｒｋｓＬＬＣ社製のバイオプラスチック原料（ＰＬＡ）を

使用した、遊戯用のエアーコッキングガン・ガスガン・電動ガン用の

ＢＢ弾を取り扱う新しい国内ブランドになります。」 

・「◎生分解性 世界最大の原料メーカーの確かな生分解性プラスチッ

ク原料（ＰＬＡ）を使用しており、割れにくい耐久性と環境にもしっ

かりしたバイオＢＢ弾となります。」 

遅くとも令

和４年１月

１０日以降 

「ＢＩＯ Ｈ

Ｉ Ｔ Ｃ Ａ Ｌ

Ｌ」と題する

ポスター 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑪の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テスト環境：

平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

（別紙３－４） 

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

０日で分解される生分解

性 

遅くとも令

和４年１月

１０日以降 

商品パッケー

ジ 

・「高精度バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑪の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「生分解性 約１４０日で微生物の力により分解！」 

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

０日で分解される生分解

性 

本件商品⑫ 遅くとも令

和４年３月

１０日から

晴和のウェブ

サイト 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＢＢ弾」 

・「生分解性バイオＢＢ弾」 

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

3
2



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

同年６月１

５日までの

間 

・「環境に配慮 割れいにくい耐久性能はそのままに 約１４０日で分

解されフィールドを綺麗に、環境にも優しい仕様です」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑫の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テスト環境：

平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

・「ＴＵＶ Ｒｈｅｉｎｌａｎｄ社による認証書 ＨＩＴＣＡＬＬで使

用しているプラスチックは生分解性に特化し、環境にやさしいＢＢ弾

となっております。生分解性プラスチックを構成する元素は、炭素

（Ｃ）・水素（Ｈ）、酸素（Ｏ）であり、最終的には水（Ｈ２Ｏ）と

二酸化炭素（ＣＯ２）に１００％分解されます。その為生分解性プラ

スチックの生分解生成分が土中に蓄積される事はありません。」との

記載と共に認証書の画像 

・「ＮａｔｕｒｅＷｏｒｋｓＬＬＣ社による認証書 第三者機関による

ＰＬＡ樹脂（ポリ乳酸）を使用している証明書となります」との記載

と共に証明書の画像 

（別紙３－１及び別紙３－２） 

０日で水と二酸化炭素に

分解される生分解性 

遅くとも令

和４年３月

４日から同

年７月２９

日までの間 

楽天市場に開

設した晴和の

ウェブサイト 

・「生分解性 バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑫の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テスト環境：

平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

・「ＢＩＯ（バイオ） 高精度バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「世界最大手メーカーの生分解性原料（ＰＬＡ樹脂）使用エアガン生

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

０日で分解される生分解

性 

3
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

分解性 ＢＩＯ（バイオ）ＢＢ弾 ０．２８ｇ ２７００発」 

・「■『ＨＩＴＣＡＬＬ』は、アメリカに本社を置く世界最大のＮａｔ

ｕｒｅＷｏｒｋｓＬＬＣ社製のバイオプラスチック原料（ＰＬＡ）を

使用した、遊戯用のエアーコッキングガン・ガスガン・電動ガン用の

ＢＢ弾を取り扱う新しい国内ブランドになります。」 

・「◎生分解性 世界最大の原料メーカーの確かな生分解性プラスチッ

ク原料（ＰＬＡ）を使用しており、割れにくい耐久性と環境にもしっ

かりしたバイオＢＢ弾となります。」 

遅くとも令

和４年１月

１０日以降 

商品パッケー

ジ 

・「高精度バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に落ち

ている複数の本件商品⑫の形状が時間の経過により崩れていく様子を

示す画像及び「生分解性 約１４０日で微生物の力により分解！」 

使用後に地表に残された

ままでも地表落下後に微

生物の力によって約１４

０日で分解される生分解

性 

 

3
4



ライラクスが供給する対象商品に係る表示内容等            別表１－４ 

対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑬ 遅くとも令

和４年２月

１５日から

同年７月１

１日までの

間 

ライラクスの

ウェブサイト 

・「バイオ」 

・「ＢＩＯ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「●安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「★生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来する

デンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水

分と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分

解が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来

のプラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にや

さしいＢＢ弾です。」 

・「主成分：植物由来バイオマスプラスチック・ポリ乳酸（ＰＬＡ）」 

・「生分解素材を使用しています。」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデン

プンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と

温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が

進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプ

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 

3
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさし

いＢＢ弾です。」 

・「環境に配慮した生分解素材、植物由来バイオマスプラスチック・ポリ

乳酸（ＰＬＡ）を主成分とするバイオＢＢ弾は、高温多湿といった条件

下では膨張・変形してしまう恐れが御座います。」 

（別紙４－１） 

遅くとも令

和元年１２

月１日以降 

商品パッケー

ジ 

・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

（別紙４－２） 

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 

本件商品⑭ 遅くとも令

和４年２月

ライラクスの

ウェブサイト 

・「バイオ」 

・「ＢＩＯ」 

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

3
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

１５日から

同年７月１

１日までの

間 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「●安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「★生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来する

デンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水

分と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分

解が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来

のプラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にや

さしいＢＢ弾です。」 

・「主成分：植物由来バイオマスプラスチック・ポリ乳酸（ＰＬＡ）」 

・「生分解素材を使用しています。」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデ

ンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分

と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解

が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来の

プラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさ

しいＢＢ弾です。」 

・「環境に配慮した生分解素材、植物由来バイオマスプラスチック・ポリ

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

乳酸（ＰＬＡ）を主成分とするバイオＢＢ弾は、高温多湿といった条件

下では膨張・変形してしまう恐れが御座います。」 

（別紙４－１） 

遅くとも令

和元年１２

月１日以降 

商品パッケー

ジ 

・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 

本件商品⑮ 遅くとも令

和４年２月

１５日以降 

ライラクスの

ウェブサイト 

・「バイオ」 

・「ＢＩＯ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 

3
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「●安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「★生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来する

デンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水

分と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分

解が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来

のプラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にや

さしいＢＢ弾です。」 

・「主成分：植物由来バイオマスプラスチック・ポリ乳酸（ＰＬＡ）」 

・「生分解素材を使用しています。」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデン

プンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と

温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が

進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプ

ラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさし

いＢＢ弾です。」 

・「環境に配慮した生分解素材、植物由来バイオマスプラスチック・ポリ

乳酸（ＰＬＡ）を主成分とするバイオＢＢ弾は、高温多湿といった条件

下では膨張・変形してしまう恐れが御座います。」 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

遅くとも令

和元年１２

月７日以降 

商品パッケー

ジ 

・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 

本件商品⑯ 遅くとも令

和４年２月

１５日以降 

ライラクスの

ウェブサイト 

・「バイオ」 

・「ＢＩＯ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「●安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「★生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来する

デンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 

4
0



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

分と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分

解が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来

のプラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にや

さしいＢＢ弾です。」 

・「主成分：植物由来バイオマスプラスチック・ポリ乳酸（ＰＬＡ）」 

・「生分解素材を使用しています。」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデン

プンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と

温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が

進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプ

ラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさし

いＢＢ弾です。」 

・「環境に配慮した生分解素材、植物由来バイオマスプラスチック・ポリ

乳酸（ＰＬＡ）を主成分とするバイオＢＢ弾は、高温多湿といった条件

下では膨張・変形してしまう恐れが御座います。」 

遅くとも令

和元年１２

月４日以降 

商品パッケー

ジ 

・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

4
1



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

される生分解性 

本件商品⑰ 遅くとも令

和４年２月

１５日から

同年７月１

１日までの

間 

ライラクスの

ウェブサイト 

・「バイオ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「ＢＩＯ」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「●安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「★生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来する

デンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水

分と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分

解が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来

のプラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にや

さしいＢＢ弾です。」 

・「主成分：植物由来バイオマスプラスチック・ポリ乳酸（ＰＬＡ）」 

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 

4
2



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「生分解素材を使用しています。」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデ

ンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分

と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解

が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来の

プラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさ

しいＢＢ弾です。」 

・「環境に配慮した生分解素材、植物由来バイオマスプラスチック・ポリ

乳酸（ＰＬＡ）を主成分とするバイオＢＢ弾は、高温多湿といった条件

下では膨張・変形してしまう恐れが御座います。」 

遅くとも令

和２年７月

１０日以降 

商品パッケー

ジ 

・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ」 

・「生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 

4
3



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

本件商品⑱ 遅くとも令

和４年２月

１５日から

同年７月１

１日までの

間 

ライラクスの

ウェブサイト 

・「バイオ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「ＢＩＯ」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「●安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「★生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来する

デンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水

分と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分

解が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来

のプラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にや

さしいＢＢ弾です。」 

・「主成分：植物由来バイオマスプラスチック・ポリ乳酸（ＰＬＡ）」 

・「生分解素材を使用しています。」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 4
4



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデン

プンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と

温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が

進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプ

ラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさし

いＢＢ弾です。」 

・「環境に配慮した生分解素材、植物由来バイオマスプラスチック・ポリ

乳酸（ＰＬＡ）を主成分とするバイオＢＢ弾は、高温多湿といった条件

下では膨張・変形してしまう恐れが御座います。」 

遅くとも令

和２年７月

１０日以降 

商品パッケー

ジ 

・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂｉ

ｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａｒ

ｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒｅ

ｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ」 

・「生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

使用後に使用環境中に

残されたままでも使用

環境中の微生物により

二酸化炭素と水に分解

される生分解性 

4
5



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

 

4
6



Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴが供給する対象商品に係る表示内容等         別表１－５ 

対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑲ 遅くとも令

和４年６月

２３日から

同年１１月

２４日まで

の間 

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「ＢＩＯ ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「Ｂｉｏ ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ，ｗｅｌｌ ｒｅ

ｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ．」 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

遅くとも令

和４年５月

２１日から

同年９月７

日までの間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び

「Ｐｅｒｉｏｄｓ」との標題の下に、「６０℃／１４０℉」、「ｗ

ｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７

ｄａｙｓ」、「４０℃／１０４℉」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅ

ｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、

「４０℃／１０４℉」、「ｏｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．

３ｙｅａｒｓ」、「１５℃／５９℉」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒ

ｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃／５０℉」、

「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａ

ｒｓ」、並びに「４℃／３９．２℉」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．

ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」並びに「Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｎ

ａｌｙｓｉｓ ｏｆ ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ」、「Ｏｒｉｇｉ

ｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆ

ｔｅｒ」及び「６１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形

の樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

4
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑳ 遅くとも令

和４年７月

２１日から

同年９月７

日までの間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び

「Ｐｅｒｉｏｄｓ」との標題の下に、「６０℃／１４０℉」、「ｗ

ｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７

ｄａｙｓ」、「４０℃／１０４℉」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅ

ｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、

「４０℃／１０４℉」、「ｏｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．

３ｙｅａｒｓ」、「１５℃／５９℉」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒ

ｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃／５０℉」、

「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａ

ｒｓ」、「４℃／３９．２℉」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．ｏｃｅ

ａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」、並びに「Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｎａｌ

ｙｓｉｓ ｏｆ ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ」、「Ｏｒｉｇｉｎａ

ｌ」、「２４ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅ

ｒ」及び「６１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形の樹

脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び三つ

の矢印の画像 

（別紙５－１） 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

遅くとも令

和４年２月

１７日から

同年７月２

９日までの

間 

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「ＢＩＯ」 

・「Ｂｉｏ ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ，ｗｅｌｌ ｒｅ

ｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ．」 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも水と二酸化炭

素になる生分解性 

4
8



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「ＢＩＯ ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ＣＯ₂＋Ｈ₂Ｏ」及び「Ｔｈｅ ｂａｓ

ｉｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

ｓａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ． Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈ

ｉｓ ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ．」との記載と共に、固

形の樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及

び三つの矢印の画像、並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎａ

ｌｙｓｅ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」、「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、

「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｅｘｐｅｎｄ」との標題の下

に、「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍ

ｅｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、「４０℃」、「Ｈｏｍｅ ｓｔｙ

ｌｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａ

ｙｓ」、「４０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．

３ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ 

ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ 

ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａｒｓ」、「４℃」、

「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．Ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」 

（別紙５－２） 

本件商品㉑ 遅くとも令

和４年２月

１７日から

同年７月２

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「ＢＩＯ」 

・「Ｂｉｏ ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも水と二酸化炭

素になる生分解性 

4
9



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

９日までの

間 

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ，ｗｅｌｌ ｒｅ

ｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ．」 

・「ＢＩＯ ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ＣＯ₂＋Ｈ₂Ｏ」及び「Ｔｈｅ ｂａ

ｓｉｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

ｓａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ． Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈ

ｉｓ ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ．」との記載と共に、固

形の樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及

び三つの矢印の画像、並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎａ

ｌｙｓｅ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」、「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、

「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｅｘｐｅｎｄ」との標題の下

に、「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍ

ｅｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、「４０℃」、「Ｈｏｍｅ ｓｔｙ

ｌｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａ

ｙｓ」、「４０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．

３ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ 

ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ 

ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａｒｓ」並びに「４℃」、

「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．Ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」 

5
0



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

遅くとも令

和３年１２

月２５日か

ら令和４年

９月７日ま

での間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び

「Ｐｅｒｉｏｄｓ」との標題の下に、「６０℃／１４０℉」、「ｗ

ｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７

ｄａｙｓ」、「４０℃／１０４℉」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅ

ｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、

「４０℃／１０４℉」、「ｏｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．

３ｙｅａｒｓ」、「１５℃／５９℉」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒ

ｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃／５０℉」、

「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａ

ｒｓ」、並びに「４℃／３９．２℉」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．

ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」並びに「Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｎ

ａｌｙｓｉｓ ｏｆ ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ」、「Ｏｒｉｇｉ

ｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆ

ｔｅｒ」及び「６１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形

の樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び

三つの矢印の画像 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

本件商品㉒ 遅くとも令

和４年４月

７日から同

年９月７日

までの間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び

「Ｐｅｒｉｏｄｓ」との標題の下に、「６０℃／１４０℉」、「ｗ

ｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７

ｄａｙｓ」、「４０℃／１０４℉」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅ

ｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、

「４０℃／１０４℉」、「ｏｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．

３ｙｅａｒｓ」、「１５℃／５９℉」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒ

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

5
1



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃／５０℉」、

「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａ

ｒｓ」、並びに「４℃／３９．２℉」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．

ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」並びに「Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｎ

ａｌｙｓｉｓ ｏｆ ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ」、「Ｏｒｉｇｉ

ｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆ

ｔｅｒ」及び「６１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形

の樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び

三つの矢印の画像 

遅くとも令

和４年２月

１７日から

同年７月２

９日までの

間 

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「ＢＩＯ」 

・「Ｂｉｏ  ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒｅ 

ｔｒｕｅ ｂｉｏ  ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ, ｗｅｌｌ ｒｅｃｅｉ

ｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ.」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ＣＯ₂＋Ｈ₂Ｏ」及び「Ｔｈｅ ｂａ

ｓｉｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

ｓａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ. Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈｉ

ｓ ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ.」との記載と共に、固形の

樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び三

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも水と二酸化炭

素になる生分解性 5
2



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

つの矢印の画像、並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎａｌｙ

ｓｅ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」、「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅ

ｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｅｘｐｅｎｄ」の標題の下に、「６

０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」

及び「４７ｄａｙｓ」、「４０℃」、「Ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅ

ｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、

「４０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３ｙｅａ

ｒｓ」、「１５℃」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐｌａｃ

ｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｌ

ｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａｒｓ」並びに「４℃」、

「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．Ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」 

本件商品㉓ 遅くとも令

和４年５月

２１日から

同年９月７

日までの間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び

「Ｐｅｒｉｏｄｓ」との標題の下に、「６０℃／１４０℉」、「ｗ

ｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７

ｄａｙｓ」、「４０℃／１０４℉」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅ

ｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、

「４０℃／１０４℉」、「ｏｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．

３ｙｅａｒｓ」、「１５℃／５９℉」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒ

ｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃／５０℉」、

「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａ

ｒｓ」、並びに「４℃／３９．２℉」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．

ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」並びに「Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｎ

ａｌｙｓｉｓ ｏｆ ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ」、「Ｏｒｉｇｉ

ｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆ

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

5
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ｔｅｒ」及び「６１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形

の樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び

三つの矢印の画像 

遅くとも令

和４年２月

１７日から

同年７月２

９日までの

間 

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「ＢＩＯ」 

・「Ｂｉｏ  ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ, ｗｅｌｌ ｒｅ

ｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ.」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏ

ｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ ａ

ｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「６１ｄａｙｓ ａ

ｆｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ＣＯ₂＋Ｈ₂Ｏ」及び「Ｔｈｅ ｂａｓｉ

ｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ｓ

ａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ. Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈｉｓ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ.」との記載と共に、固形の樹脂

が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び三つの矢

印の画像、並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎａｌｙｓｅ ｍ

ｅｃｈａｎｉｓｍ」、「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｅｘｐｅｎｄ」との標題の下に、「６０℃」、

「ｗｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４

７ｄａｙｓ」、「４０℃」、「Ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅｑｕｉｐ

ｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、「４０℃」、

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも水と二酸化炭

素になる生分解性 

5
4



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

「ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３ｙｅａｒｓ」、「１

５℃」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２

ｙｅａｒｓ」、「１０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕ

ｎｄ」及び「２．６ｙｅａｒｓ」並びに「４℃」、「ｒｉｖｅｒ．

ｌａｋｅ．Ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」 

本件商品㉔ 遅くとも令

和４年５月

２８日から

同年９月７

日までの間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び

「Ｐｅｒｉｏｄｓ」の標題の下に、「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏ

ｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、

「４０℃」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃ

ｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、「４０℃」、「ｏｎ ｔ

ｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔ

ｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、

「１０℃」、「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．

６ｙｅａｒｓ」、並びに「４℃」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．ｏｃ

ｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」及び「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形の樹脂が細かくなり、水と気

体になる様子を示す四つの画像及び三つの矢印の画像 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

遅くとも令

和４年２月

１７日から

同年７月２

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「ＢＩＯ」 

・「Ｂｉｏ  ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも水と二酸化炭

素になる生分解性 

5
5



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

９日までの

間 

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ,ｗｅｌｌ ｒｅｃ

ｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎｖ

ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ.」 

・「ＢＩＯ ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ＣＯ₂＋Ｈ₂Ｏ」及び「Ｔｈｅ ｂａ

ｓｉｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

ｓａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ. Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈｉ

ｓ ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ.」との記載と共に、固形の

樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び三

つの矢印の画像、並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎａｌｙ

ｓｅ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」、「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅ

ｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｅｘｐｅｎｄ」との標題の下に、

「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅ

ｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、「４０℃」、「Ｈｏｍｅ ｓｔｙｌ

ｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙ

ｓ」、「４０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３

ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐ

ｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ 

ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａｒｓ」並びに「４℃」、

「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．Ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」 

5
6



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品㉕ 遅くとも令

和４年５月

８日から同

年９月７日

までの間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ Ｃｈａｒｔ」、「ＰＬＡ ｐｒ

ｏｄｕｃｔ ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ 

ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２

４ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」及び「６

１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形の樹脂が細かくな

り、水と気体になる様子を示す四つの画像及び三つの矢印の画像、

「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｐ

ｅｒｉｏｄｓ」との標題の下に、「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏｍ

ｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、「４

０℃」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐ

ｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、「４０℃」、「ｏｎ ｔｈｅ ｇ

ｒｏｕｎｄ」及び「１．３ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔｒａｓ

ｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１

０℃」、「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６

ｙｅａｒｓ」、並びに「４℃」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．ｏｃｅ

ａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

遅くとも令

和４年２月

１８日から

同年７月２

９日までの

間 

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「ＢＩＯ」 

・「Ｂｉｏ ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ, ｗｅｌｌ ｒｅ

ｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ.」 

・「ＢＩＯ ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも水と二酸化炭

素になる生分解性 

5
7



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ＣＯ₂＋Ｈ₂Ｏ」及び「Ｔｈｅ ｂａ

ｓｉｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

ｓａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ. Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈｉ

ｓ ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ.」との記載と共に、固形の

樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び三

つの矢印の画像、並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎａｌｙ

ｓｅ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」、「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅ

ｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｅｘｐｅｎｄ」との標題の下に、

「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅ

ｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、「４０℃」、「Ｈｏｍｅ ｓｔｙｌ

ｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙ

ｓ」、「４０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３

ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐ

ｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ 

ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａｒｓ」並びに「４℃」、

「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．Ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」 

本件商品㉖ 遅くとも令

和４年５月

４日から同

年９月７日

までの間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び

「Ｐｅｒｉｏｄｓ」との標題の下に、「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃ

ｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、

「４０℃」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃ

ｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、「４０℃」、「ｏｎ ｔ

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

5
8



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔ

ｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、

「１０℃」、「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．

６ｙｅａｒｓ」、並びに「４℃」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．ｏｃ

ｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」及び「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形の樹脂が細かくなり、水と気

体になる様子を示す四つの画像及び三つの矢印の画像 

遅くとも令

和４年２月

１７日から

同年７月２

９日までの

間 

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「ＢＩＯ」 

・「Ｂｉｏ ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ,ｗｅｌｌ ｒｅ

ｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ．」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ＣＯ₂＋Ｈ₂Ｏ」及び「Ｔｈｅ ｂａ

ｓｉｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

ｓａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ. Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈｉ

ｓ ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ.」との記載と共に、固形の

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも水と二酸化炭

素になる生分解性 

5
9



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び三

つの矢印の画像、並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎａｌｙ

ｓｅ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」、「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅ

ｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｅｘｐｅｎｄ」との標題の下に、

「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅ

ｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、「４０℃」、「Ｈｏｍｅ ｓｔｙｌ

ｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙ

ｓ」、「４０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３

ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐ

ｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ 

ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａｒｓ」並びに「４℃」、

「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．Ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」 

本件商品㉗ 遅くとも令

和４年５月

２０日から

同年９月７

日までの間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び

「Ｐｅｒｉｏｄｓ」との標題の下に、「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃ

ｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、

「４０℃」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃ

ｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、「４０℃」、「ｏｎ ｔ

ｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔ

ｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、

「１０℃」、「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．

６ｙｅａｒｓ」、並びに「４℃」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．ｏｃ

ｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

6
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」及び「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形の樹脂が細かくなり、水と気

体になる様子を示す四つの画像及び三つの矢印の画像 

遅くとも令

和４年２月

１７日から

同年７月２

９日までの

間 

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「ＢＩＯ」 

・「Ｂｉｏ ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ,ｗｅｌｌ ｒｅ

ｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ．」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ＣＯ₂＋Ｈ₂Ｏ」及び「Ｔｈｅ ｂａ

ｓｉｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

ｓａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ. Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈｉ

ｓ ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ.」との記載と共に、固形の

樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び三

つの矢印の画像、並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎａｌｙ

ｓｅ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」、「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅ

ｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｅｘｐｅｎｄ」との標題の下に、

「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎ

ｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、「４０℃」、「Ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ 

ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも水と二酸化炭

素になる生分解性 

6
1



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

「４０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３ｙｅａ

ｒｓ」、「１５℃」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐｌａｃ

ｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｌ

ｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａｒｓ」並びに「４℃」、

「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．Ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」 

本件商品㉘ 遅くとも令

和４年４月

７日から同

年９月７日

までの間 

商品パッケージ ・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」及び「Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ」 

・「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び

「Ｐｅｒｉｏｄｓ」との標題の下に、「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃ

ｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、

「４０℃」、「ｈｏｍｅ ｓｔｙｌｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃ

ｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙｓ」、「４０℃」、「ｏｎ ｔ

ｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔ

ｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、

「１０℃」、「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．

６ｙｅａｒｓ」、並びに「４℃」、「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．ｏｃ

ｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ 

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」及び「６１ｄａｙｓ 

ａｆｔｅｒ」との記載と共に、固形の樹脂が細かくなり、水と気

体になる様子を示す四つの画像及び三つの矢印の画像 

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも生分解される

生分解性 

遅くとも令

和４年２月

１７日から

同年７月２

Ｇ＆Ｇ ＡＲＭ

ＡＭＥＮＴのウ

ェブサイト 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」 

・「ＢＩＯ」 

・「Ｂｉｏ  ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

使用後に使用環境中に残さ

れたままでも水と二酸化炭

素になる生分解性 

6
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

９日までの

間 

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ,ｗｅｌｌ ｒｅ

ｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ.」 

・「ＢＩＯ ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ

ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ（ｃｏｍｐｏｓｔ ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔ）６０℃」、「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」、「２４ｄａｙｓ

ａｆｔｅｒ」、「３１ｄａｙｓ ａｆｔｅｒ」、「６１ｄａｙｓ

ａｆｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ＣＯ₂＋Ｈ₂Ｏ」及び「Ｔｈｅ ｂａ

ｓｉｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

ｓａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ. Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈｉ

ｓ ａｎａｌｙｓｅ ｐｒｏｃｅｓｓ.」との記載と共に、固形の

樹脂が細かくなり、水と気体になる様子を示す四つの画像及び三

つの矢印の画像、並びに「ＰＬＡ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎａｌｙ

ｓｅ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」、「Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ」、「Ｅ

ｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」及び「Ｅｘｐｅｎｄ」との標題の下に、

「６０℃」、「ｗｅｌｌ ｃｏｍｐｏｓｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅ

ｎｔ」及び「４７ｄａｙｓ」、「４０℃」、「Ｈｏｍｅ ｓｔｙｌ

ｅ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｃｏｍｐｏｓｔ」及び「１２０ｄａｙ

ｓ」、「４０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３

ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐ

ｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、「１０℃」、「ｉｎ ｔｈｅ

ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．６ｙｅａｒｓ」並びに「４℃」、

「ｒｉｖｅｒ．ｌａｋｅ．Ｏｃｅａｎ」及び「４ｙｅａｒｓ」

6
3



セキトーに取りやめを命じる表示内容等 別表２－１ 

対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品① 令和４年７

月６日以降 

セキトーの

ウェブサイ

ト 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」、「屋外フィール

ドの必需品！！１００％分解される高品質の生分解エコロジーＢＢ弾。」

及び「ボタニカル・バイオ」

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」及び

「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは] ポリ乳酸は、環境中の水と微

生物によって、最終的には二酸化炭素と水に分解される素材です。」

・「ボタニカルバイオ！！」

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは]

 ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭素と水

にに分解される素材です。」、「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合によっ

て重合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されます。分解

されるからといって不安定な物質というわけではなく、微生物の活発な堆

肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水中では数年は安定

していますので、素材として扱いやすいことが特徴です。ＢＢ弾のほかに

は、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムとして実用化されている

ほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、レジ袋などに応用研究や

試験が進められています。」及び「パッケージも地球に優しく・・・」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」

・「ＢＢ弾リニューアル第２弾！！最高グレードの精密仕上げ、取り扱いの

しやすいボトル入りの生分解バイオＢＢ弾。光や湿気に強いので安定した

品質を誇り、バクテリアによって水と空気に分解されるＢＢ弾です。」

・「ボタニカルバイオＢＢ弾 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ」

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の水と微生物によって

二酸化炭素と水に分解さ

れる生分解性 

6
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

（別紙１－１及び別紙１－２） 

遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

商品パッケ

ージ 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは]

 ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭素と水

に完全に分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、完全なエ

コロジー素材です。」及び「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合によって重

合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されます。完全分解

されるからといって不安定な物質というわけではなく、微生物の活発な堆

肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水中では数年は安定

していますので、素材として扱いやすいことが特徴です。ＢＢ弾のほかに

は、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムとして実用化されている

ほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、レジ袋などに応用研究や

試験が進められています。」 

（別紙１－３） 

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の水と微生物によって

二酸化炭素と水に分解さ

れる生分解性 

本件商品② 令和４年７

月６日以降 

セキトーの

ウェブサイ

ト 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」、「屋外フィール

ドの必需品！！１００％分解される高品質の生分解エコロジーＢＢ弾。」

及び「ボタニカル・バイオ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」及び

「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは] ポリ乳酸は、環境中の水と微

生物によって、最終的には二酸化炭素と水に分解される素材です。」 

・「ボタニカルバイオ！！」 

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の水と微生物によって

二酸化炭素と水に分解さ

れる生分解性 

6
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは]

 ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭素と水

にに分解される素材です。」、「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合によっ

て重合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されます。分解

されるからといって不安定な物質というわけではなく、微生物の活発な堆

肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水中では数年は安定

していますので、素材として扱いやすいことが特徴です。ＢＢ弾のほかに

は、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムとして実用化されている

ほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、レジ袋などに応用研究や

試験が進められています。」及び「パッケージも地球に優しく・・・」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「ＢＢ弾リニューアル第４弾！！最高グレードの精密仕上げ、取り扱いの

しやすいボトル入りの生分解バイオＢＢ弾に、０．２５ｇ登場！光や湿気

に強いので安定した品質を誇り、バクテリアによって水と空気に分解され

るＢＢ弾です。」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾 

遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

商品パッケ

ージ 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは]

 ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭素と水

に完全に分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、完全なエ

コロジー素材です。」及び「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合によって重

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の水と微生物によって

二酸化炭素と水に分解さ

れる生分解性 

6
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されます。完全分解

されるからといって不安定な物質というわけではなく、微生物の活発な堆

肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水中では数年は安定

していますので、素材として扱いやすいことが特徴です。ＢＢ弾のほかに

は、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムとして実用化されている

ほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、レジ袋などに応用研究や

試験が進められています。」 

本件商品③ 遅くとも令

和４年４月

２２日以降 

商品パッケ

ージ 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ＢＢ ボタニカルバイオＢＢ弾」 

・「Ｂｉｏ」及び「生分解プラスティック」 

・「Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｂｉｏ ボタニカル・バイオ」 

・「ボタニカルバイオＢＢ弾」、「[生分解プラスティック・ポリ乳酸とは]

 ポリ乳酸は、環境中の水と微生物によって、最終的には二酸化炭素と水

に完全に分解されます。バイオＢＢ弾の素材として申し分ない、完全なエ

コロジー素材です。」及び「ポリ乳酸は、乳酸がエステル結合によって重

合し長くつながった高分子で、ポリエステル類に分類されます。完全分解

されるからといって不安定な物質というわけではなく、微生物の活発な堆

肥の中では約１週間で分解されますが、通常の土中や水中では数年は安定

していますので、素材として扱いやすいことが特徴です。ＢＢ弾のほかに

は、農業用のマルチシートやハウス用のフィルムとして実用化されている

ほか、繊維製品、光ディスク、包装用フィルム、レジ袋などに応用研究や

試験が進められています。」 

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の水と微生物によって

二酸化炭素と水に分解さ

れる生分解性 

 

6
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東京マルイに取りやめを命じる表示内容等                別表２－２ 

対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品④ 遅くとも令

和４年３月

９日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「ベアリング研磨 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構

成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一

切使用していません。」 

・本件商品④３個の形状が地表で次第に崩れていく様子を示す画像 

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭

素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。※生

分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置する

と変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

アップ！！」

と題するポス

ター 

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素

に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

・「生分解
せいぶんかい

」 

 

 

 

（別紙２－１） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

6
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑤ 遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「バイオ」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 ベアリング研磨０．２０ｇＢＢ弾 植物

由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本物』の生分解、高

精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」 

・「生分解素材を使用した０．２ｇの精密ＢＢ弾」 

・本件商品⑤３個の形状が地表で次第に崩れていく様子を示す画像 

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化

炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。

※生分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置

すると変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」 

（別紙２－２） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

アップ！！」

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素

に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

・「生分解
せいぶんかい

」 

・「バイオ」 

 

 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

6
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

と題するポス

ター （別紙２－１） 

本件商品⑥ 遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

東京マルイの

ウェブサイト

・「バイオ」

・「
せ い ぶ ん か い
生分解」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」

・「生分解素材を使用した０．２５ｇの精密ＢＢ弾」

・本件商品⑥３個の形状が次第に地表で崩れていく様子を示す画像

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化

炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。

※生分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置

すると変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

アップ！！」

と題するポス

ター

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素

に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

・「
せ い ぶ ん か い
生分解」 

・「バイオ」

（別紙２－１） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

7
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑦ 遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「バイオＢＢ」 

・「本物の安心感 生
せい

分解
ぶんかい

 ベアリング研磨０．２０ｇＢＢ弾 植物

由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本物』の生分解、

高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」 

・「本物の安心感 生
せい

分解
ぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構

成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一

切使用していません。」 

・「生分解素材を使用した０．２ｇの精密ＢＢ弾。」 

・本件商品⑦３個の形状が次第に地表で崩れていく様子を示す画像 

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化

炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。

※生分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置

すると変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

アップ！！」

と題するポス

ター 

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素

に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

・「バイオＢＢ」 

・「生分解
せいぶんかい

」 

・「バイオ」 

 

（別紙２－１） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

7
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑧ 遅くとも令

和４年２月

１６日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「バイオＢＢ」 

・「
せ い ぶ ん か い
生分解」 

・「本物の安心感 生分解
せいぶんかい

 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで

構成された『本物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は

一切使用していません。」 

・「生分解素材を使用した０．２５ｇの精密ＢＢ弾。」 

・本件商品⑧３個の形状が次第に地表で崩れていく様子を示す画像 

・「生分解素材のＢＢ弾 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成された、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ

弾です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化

炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。

※生分解素材のため、真夏の車中など５０度以上になる場所に放置

すると変形する恐れがあります。」 

・「■生分解素材製 精密弾」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも平

成２８年１

２月１日以

降 

「１ｋｇ４，

０ ０ ０ 発 入 

お得な増量パ

ック ０．２

５ｇＢＢ弾も

新たにライン

アップ！！」

と題するポス

ター 

・「バイオＢＢ」 

・「
せ い ぶ ん か い
生分解 植物由来（ＰＬＡ）やミネラル成分とで構成された『本

物』の生分解、高精度ＢＢ弾です。石油系の原材料は一切使用して

いません。」 

・「生分解性ＢＢ弾とは 地球環境にやさしい植物由来の素材やミネ

ラル成分で構成され、石油系の原材料を一切使用していないＢＢ弾

です。土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭

素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」 

（別紙２－１） 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

7
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑨ 遅くとも令

和４年３月

９日以降 

東京マルイの

ウェブサイト 

・「酸化型生分解性ＢＢ」 

・「土にかえる！」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™配合 酸化型
さ ん かが た

 生
せい

分解
ぶんかい

＋ウッドパウダー Ｐ－Ｌｉ

ｆｅ™（ピーライフ）配合の酸化型生分解性樹脂とウッドパウダーの

ハイブリッドにより、環境にやさしいＢＢ弾です。」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™配合
はいごう

 酸化型
さ ん かが た

 生
せい

分解
ぶんかい

＋ウッドパウダー Ｐ－Ｌｉ

ｆｅ™（ピーライフ）配合の酸化型生分解性樹脂とウッドパウダーの

ハイブリッドにより、環境にやさしいＢＢ弾です。」 

・「バイオ」 

・「環境にやさしい酸化型生分解性ＢＢ弾」 

・「酸化型生分解性のＢＢ弾 Ｐ－Ｌｉｆｅ™（ピーライフ）配合の酸

化型生分解性樹脂とウッドパウダーでできた、環境にやさしいＢＢ

弾です。太陽光や熱エネルギーなどで酸化分解後、土の中や水中の微

生物によって水と二酸化炭素に分解されるため、屋外フィールドで

の使用に適しています。※酸化型生分解性素材のため、陽のあたる所

など高温になる場所に放置すると変形・酸化する恐れがあります。」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「■Ｐ－Ｌｉｆｅ™（ピーライフ）配合酸化型生分解性ＢＢ（※）」 

・「※Ｐ－Ｌｉｆｅ™（ピーライフ）とは：Ｐ－Ｌｉｆｅ™は、ヤシ油

（植物油）をもとに精製された脂肪酸を主成分とし、ポリエチレン

やポリプロピレンなどの、本来極めて生分解が困難とされる非分解

性プラスチックを『酸化型生分解性プラスチック』へ導く画期的な

添加剤です。」 

使用後に地表に残されたま

までも土壌中や水中の微生

物によって水と二酸化炭素

に分解される生分解性 

遅くとも平

成２９年６

「ついに、０．

１２ ｇ
グラム

バイ

・「土にかえる！」 

・「バイオＢＢ弾
だん

登場
とうじょう

！」 

使用後に地表に残されたま

までも土に還る生分解性 

7
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

月１１日以

降 

オ Ｂ Ｂ 弾
だ ん

登場
とうじょう

！」と題

するポスター 

・「酸化型生分解性ＢＢ」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™配合 酸化型
さ ん かが た

 生
せい

分解
ぶんかい

＋ウッドパウダー Ｐ－Ｌｉ

ｆｅ™（ピーライフ）配合の酸化型生分解性樹脂とウッドパウダーの

ハイブリッドにより、環境にやさしいＢＢ弾です。」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™配合
はいごう

 酸化型
さ ん かが た

 生
せい

分解
ぶんかい

＋ウッドパウダー Ｐ－Ｌｉ

ｆｅ™（ピーライフ）配合の酸化型生分解性樹脂とウッドパウダーの

ハイブリッドにより、環境にやさしいＢＢ弾です。」 

・「Ｐ－Ｌｉｆｅ™（ピーライフ）とは Ｐ－Ｌｉｆｅ™は、ヤシ油（植

物油）をもとに精製された脂肪酸を主成分とし、ポリエチレンやポ

リプロピレンなどの、本来極めて生分解が困難とされる非分解性プ

ラスチックを『酸化型生分解性プラスチック』へ導く画期的な添加

剤です。」 

 

 

7
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晴和に取りやめを命じる表示内容等              別表２－３ 

対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑩ 令和４年１

月１０日以

降 

「ＢＩＯ ＨＩ

ＴＣＡＬＬ」と

題するポスター 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に

落ちている複数の本件商品⑩の形状が時間の経過により崩れてい

く様子を示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テ

スト環境：平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

（別紙３－４） 

使用後に地表に残されたま

までも地表落下後に微生物

の力によって約１４０日で

分解される生分解性 

令和４年１

月１０日以

降 

商品パッケージ ・「高精度バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に

落ちている複数の本件商品⑩の形状が時間の経過により崩れてい

く様子を示す画像及び「生分解性 約１４０日で微生物の力によ

り分解！」 

（別紙３－５） 

使用後に地表に残されたま

までも地表落下後に微生物

の力によって約１４０日で

分解される生分解性 

本件商品⑪ 令和４年１

月１０日以

降 

「ＢＩＯ ＨＩ

ＴＣＡＬＬ」と

題するポスター 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に

落ちている複数の本件商品⑪の形状が時間の経過により崩れてい

く様子を示す画像及び「約１４０日で微生物の力により分解！（テ

スト環境：平均気温２１℃／平均湿度６２％）」 

（別紙３－４） 

使用後に地表に残されたま

までも地表落下後に微生物

の力によって約１４０日で

分解される生分解性 

令和４年１

月１０日以

降 

商品パッケージ ・「高精度バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に

落ちている複数の本件商品⑪の形状が時間の経過により崩れてい

く様子を示す画像及び「生分解性 約１４０日で微生物の力によ

使用後に地表に残されたま

までも地表落下後に微生物

の力によって約１４０日で

分解される生分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

り分解！」 

本件商品⑫ 令和４年１

月１０日以

降 

商品パッケージ ・「高精度バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ 生分解性バイオＢＢ弾」 

・「Ｄａｙ１➡Ｄａｙ３０➡Ｄａｙ１４０」との記載と共に地表に

落ちている複数の本件商品⑫の形状が時間の経過により崩れてい

く様子を示す画像及び「生分解性 約１４０日で微生物の力によ

り分解！」 

使用後に地表に残されたま

までも地表落下後に微生物

の力によって約１４０日で

分解される生分解性 
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ライラクスに取りやめを命じる表示内容等               別表２－４ 

対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

本件商品⑬ 遅くとも令

和元年１２

月１日以降 

商品パッケージ ・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂ

ｉｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａ

ｒｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒ

ｅｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

（別紙４－２） 

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の微生物により二酸化

炭素と水に分解される生

分解性 

本件商品⑭ 遅くとも令

和元年１２

月１日以降 

商品パッケージ ・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐ

ｌａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ 

ｂｉｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂ

ｅａｒｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｙ．Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌ

ｉｋｅ ｒｅｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の微生物により二酸化

炭素と水に分解される生

分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

本件商品⑮ 遅くとも令

和４年２月

１５日以降 

ライラクスのウ

ェブサイト 

・「バイオ」 

・「ＢＩＯ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「●安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「★生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来する

デンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水

分と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分

解が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来

のプラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にや

さしいＢＢ弾です。」 

・「主成分：植物由来バイオマスプラスチック・ポリ乳酸（ＰＬＡ）」 

・「生分解素材を使用しています。」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐｌ

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の微生物により二酸化

炭素と水に分解される生

分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ ｂ

ｉｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂｅａ

ｒｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｅｎ

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌｉｋｅ ｒ

ｅｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデ

ンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分

と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解

が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来の

プラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさ

しいＢＢ弾です。」 

・「環境に配慮した生分解素材、植物由来バイオマスプラスチック・ポリ

乳酸（ＰＬＡ）を主成分とするバイオＢＢ弾は、高温多湿といった条件

下では膨張・変形してしまう恐れが御座います。」 

遅くとも令

和元年１２

月７日以降 

商品パッケージ ・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐ

ｌａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ 

ｂｉｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂ

ｅａｒｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｙ．Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌ

ｉｋｅ ｒｅｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の微生物により二酸化

炭素と水に分解される生

分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

本件商品⑯ 遅くとも令

和４年２月

１５日以降 

ライラクスのウ

ェブサイト 

・「バイオ」 

・「ＢＩＯ」 

・「安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「バイオＢＢ弾」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「●安心の生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「★生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来する

デンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水

分と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分

解が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来

のプラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にや

さしいＢＢ弾です。」 

・「主成分：植物由来バイオマスプラスチック・ポリ乳酸（ＰＬＡ）」 

・「生分解素材を使用しています。」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐ

ｌａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ 

ｂｉｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂ

ｅａｒｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｙ．Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌ

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の微生物により二酸化

炭素と水に分解される生

分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

ｉｋｅ ｒｅｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「生分解素材・主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデ

ンプンや糖を原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分

と温度が適度な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解

が進行し最終的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来の

プラスチック（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさ

しいＢＢ弾です。」 

・「環境に配慮した生分解素材、植物由来バイオマスプラスチック・ポリ

乳酸（ＰＬＡ）を主成分とするバイオＢＢ弾は、高温多湿といった条件

下では膨張・変形してしまう恐れが御座います。」 

遅くとも令

和元年１２

月４日以降 

商品パッケージ ・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐ

ｌａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ 

ｂｉｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂ

ｅａｒｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｙ．Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌ

ｉｋｅ ｒｅｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ ＢＢ」 

・「安心生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の微生物により二酸化

炭素と水に分解される生

分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「生分解素材を使用しています。」 

本件商品⑰ 遅くとも令

和２年７月

１０日以降 

商品パッケージ ・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐ

ｌａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ 

ｂｉｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂ

ｅａｒｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｙ．Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌ

ｉｋｅ ｒｅｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ」 

・「生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の微生物により二酸化

炭素と水に分解される生

分解性 

本件商品⑱ 遅くとも令

和２年７月

１０日以降 

商品パッケージ ・「バイオ」 

・「Ｈｉｇｈ Ｂｕｌｌｅｔ ＢＢｓ ｍａｄｅ ｗｉｔｈ ｂｉｏｐ

ｌａｓｔｉｃｓ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｎｅｗａｂｌｅ 

ｂｉｏｍａｓｓ ｓｏｕｒｃｅｓ．Ｐｏｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｂ

ｅａｒｉｎｇ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｙ．Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ ｆｒｉｅｎｄｌｙ， ｕｎｌ

ｉｋｅ ｒｅｇｕｌａｒ ｐｌａｓｔｉｃ ＢＢｓ.」 

・「ＢＩＯ」 

使用後に使用環境中に残

されたままでも使用環境

中の微生物により二酸化

炭素と水に分解される生

分解性 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

・「生分解 植物由来バイオマスプラスチックが主成分」 

・「主成分のポリ乳酸（ＰＬＡ）とは？ 植物に由来するデンプンや糖を

原料とし、化学的な工程を経て製造された材料です。水分と温度が適度

な環境下にて加水分解が促進、そののち微生物による分解が進行し最終

的にはＣＯ２と水に分解します。石油を原料とする従来のプラスチック

（石油化学製品）とは異なり、環境に配慮した地球にやさしいＢＢ弾で

す。」 

・「生分解素材を使用しています。」 
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