
 

消表対第１５７６号 

令和４年１２月１９日 

株式会社晴和 

代表取締役 安達 翔 殿 

消費者庁長官 新井 ゆたか 

（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「ＨＩＴＣＡＬＬ ０．２ｇ」と称する商品（以下「本件商品①」

という。）、「ＨＩＴＣＡＬＬ ０．２５ｇ」と称する商品（以下「本件商品②」という。）

及び「ＨＩＴＣＡＬＬ ０．２８ｇ」と称する商品（以下「本件商品③」という。）の各商

品（以下これらを併せて「本件３商品」という。）の取引について、それぞれ、不当景品類

及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の

規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行っている又は行っていた

ので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、本件３商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有

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

ならない。 

 本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、遅くとも令和４年１月１０日以降、例

えば、本件商品①について、「ＢＩＯ ＨＩＴＣＡＬＬ」と題するポスター（以下「ポ

スター」という。）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①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「対象商品」欄記載の商品について、同表

「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ

とにより、あたかも、本件３商品は、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を有するかのように示す表示 

⑵ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件３商品に係る表示に関して、次に掲げる事

項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

※別添写しについては添付を省略しています。 別添３ 
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ア 貴社は、本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品①につい

て、遅くとも令和４年１月１０日以降、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①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２「対

象商品」欄記載の商品について、同表「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、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３商品は、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たこと。 

イ 前記アの表示は、それぞれ、本件３商品の内容について、一般消費者に対し、実際

のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである

こと。 

⑶ 貴社は、今後、本件３商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな

る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示が行われ

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

しなければならない。 

⑷ 貴社は、今後、本件３商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな

る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示をしては

ならない。 

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

⑶に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなけ

ればならない。 

 

２ 事実 

⑴ 株式会社晴和（以下「晴和」という。）は、埼玉県狭山市水野５０７－１に本店を置

き、通信販売業等を営む事業者である。 

⑵ 晴和は、本件３商品を自ら又は小売業者を通じて一般消費者に販売している。 

⑶ 晴和は、本件３商品に係るポスター、自社ウェブサイト、「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

に開設した自社ウェブサイト」という。）及び商品パッケージの表示内容を自ら決定し

ている。 

⑷ア 晴和は、本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品①につい

て、遅くとも令和４年１月１０日以降、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①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
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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２

「対象商品」欄記載の商品について、同表「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、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３商品は、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。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、それぞれ、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、晴和に対し、

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、晴和は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、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。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、晴和が自己の供給する本件３商品の取引に関し行っている又は

行っていた表示は、それぞれ、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３商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優

良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な

選択を阻害するおそれがあると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示

をしている又は表示をしていた行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

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

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

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

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

ことができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

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

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

起することができる。 

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

対象商品 表示媒体 表示内容 

本件商品① 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①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２

１℃／平均湿度６２％）」

（別添写し１） 

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①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！」

（別添写し２） 

本件商品② 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②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２

１℃／平均湿度６２％）」

（別添写し１） 

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②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！」

（別添写し６） 

本件商品③ 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③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！」

（別添写し８） 
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別表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① 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 

自社ウェブサ

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①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

（別添写し３及び別添写し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

年７月２９

日までの間 

楽天市場に開

設した自社ウ

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①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」

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 

・「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。」 

（別添写し５） 

遅くとも令

和４年１月

１０日以降 

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①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％）」

（別添写し１） 

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

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①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！」

（別添写し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１４０日で分解される生

分解性

本件商品② 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 

自社ウェブサ

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

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 

ている複数の本件商品②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

（別添写し３及び別添写し４） 

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

設した自社ウ

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②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」

・「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

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 

8



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

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。」 

（別添写し７） 

遅くとも令

和４年１月

１０日以降 

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②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％）」

（別添写し１） 

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 

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②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！」

（別添写し６） 

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③ 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 

自社ウェブサ

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③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

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 

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

（別添写し３及び別添写し４） 

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

設した自社ウ

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③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

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。」 

（別添写し９） 

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 

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③の形状が時間の経過により崩れていく様子を

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

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 

示す画像及び「生分解性 約１４０日で微生物の力により分解！」 

（別添写し８） 
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