
 

消表対第１５７９号 

令和４年１２月２０日 

 

Ｇｕａｙ Ｇｕａｙ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏ．，ＬＴＤ． 

Ｃｈｉｅｆ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ 

Ｊａｍｅｓ Ｌｉａｏ 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、貴社が供給する別表１記載の各商品（以下これらを併せて「本件１０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１３

４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当

する不当な表示を行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件１０商品に係る表示に関して、次に掲げる

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

ては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件１０商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「【Ｇ－０７－

１８９】１０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２０Ｇ Ｔｒａｃｅｒ ＢＢ（ｇｒ

ｅｅｎ）」と称する商品（以下「本件商品①」という。）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、自社ウェブサイトにおいて、「ＢＩＯ  

ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「Ｂｉｏ ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ 

ａｒｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ，ｗｅｌｌ ｒｅｃｅｉｖｅｄ 

ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉ

ｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ．」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１０商品

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こと。 

イ 前記アの表示は、それぞれ、本件１０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。 

※別添写しについては添付を省略しています。 別添５ 
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⑵ 貴社は、今後、本件１０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⑴アの表示と同様の表示が行わ

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

底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件１０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⑴アの表示と同様の表示をして

はならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

２ 事実 

⑴ Ｇｕａｙ Ｇｕａｙ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏ．，ＬＴＤ．（以下「Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥ

ＮＴ」という。）は、台湾新北市汐止区康寧街１６９巷２７号１１楼之３に本店を置き、

エアソフトガン及び当該商品に関連する商品の製造、販売等を営む事業者である。

⑵ Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴは、本件１０商品を我が国に所在する総代理店を通じて我

が国に所在する一般消費者に販売している。 

⑶ Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴは、本件１０商品に係る自社ウェブサイト及び商品パッ

ケージの表示内容を自ら決定している。

⑷ア Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴは、本件１０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６月２３日から同年１１月２４日まで

の間、自社ウェブサイトにおいて、「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」、「Ｂｉｏ 

ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅ

ｇｒａｄａｂｌｅ，ｗｅｌｌ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｂｙ ｗｏｒｌｄ ｍａｒｋｅ

ｔ ａｎｄ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｓｉｔｅｓ．」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１０商品は、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 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、Ｇ＆Ｇ ＡＲ

ＭＡＭＥＮＴ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、Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴ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。 
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３ 法令の適用 

前記事実によれば、Ｇ＆Ｇ ＡＲＭＡＭＥＮＴが自己の供給する本件１０商品の取引に

関し行っていた表示は、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１０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、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、

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 

「【Ｇ－０７－１８９】１０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２０Ｇ Ｔｒａｃｅｒ 

ＢＢ（ｇｒｅｅｎ）」と称する商品（本件商品①） 

「【Ｇ－０７－１０３】５０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２０Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔ

ｅ）」と称する商品（以下「本件商品②」という。） 

「【Ｇ－０７－１６９】４３５０ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２３Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔ

ｅ）」と称する商品（以下「本件商品③」という。） 

「【Ｇ－０７－１２６】４０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２５Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔ

ｅ）」と称する商品（以下「本件商品④」という。） 

「【Ｇ－０７－１２７】３５７１ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２８Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔ

ｅ）」と称する商品（以下「本件商品⑤」という。） 

「【Ｇ－０７－１２８】５０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２０Ｇ ＢＩＯ（ｇｒｅｅ

ｎ）」と称する商品（以下「本件商品⑥」という。） 

「【Ｇ－０７－２７０】５０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２０Ｇ ＢＩＯ（Ｄａｒｋ 

ｅａｒｔｈ）」と称する商品（以下「本件商品⑦」という。） 

「【Ｇ－０７－１４７】２０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２０Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔ

ｅ）」と称する商品（以下「本件商品⑧」という。） 

「【Ｇ－０７－１５０】２０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．２５Ｇ ＢＩＯ（ｗｈｉｔ

ｅ）」と称する商品（以下「本件商品⑨」という。） 

「【Ｇ－０７－２０３】２０００ ｓｈｏｔｓ ＰＡＣＫ ０．３３Ｇ ＢＩＯ（ｇｒａｙ）」

と称する商品（以下「本件商品⑩」という。） 
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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６月

２３日から

同年１１月

２４日まで

の間 

自社ウェブサイ

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．」

（別添写し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

（別添写し２） 

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② 遅くとも令

和４年７月

２１日から

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

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
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

同年９月７

日までの間 

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 

（別添写し３） 

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 

自社ウェブサイ

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 ｂａｓ

ｉｓ ｉｓ ＰＬＡ ｏｆ Ｇ＆Ｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

ｓａｆｅｔｙ ＢＢ’ｓ． Ｊｕｓｔ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ｔｈ

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



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

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」 

（別添写し４） 

本件商品③ 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 

自社ウェブサイ

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 ｔｈ

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

7



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

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」 

（別添写し５） 

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

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

8



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 

（別添写し６） 

本件商品④ 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

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 

（別添写し７） 

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 

自社ウェブサイ

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

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 

9



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

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

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」

（別添写し８） 

本件商品⑤ 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」、

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

1
0



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

「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 

（別添写し９） 

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 

自社ウェブサイ

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

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 

1
1



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

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℃」、

「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」 

（別添写し１０） 

本件商品⑥ 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 

1
2



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

（別添写し１１） 

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 

自社ウェブサイ

ト 

・「バイオＢＢ弾」

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」

・「ＢＩＯ」

・「Ｂｉｏ  ＢＢｓ ｆｒｏｍ Ｇ＆Ｇ Ａｒｍａｍｅｎｔ ａｒ

ｅ ｔｒｕｅ ｂｉｏ ｄｅｇｒａｄａｂｌｅ,ｗｅｌｌ 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」

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 

1
3



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

（別添写し１２） 

本件商品⑦ 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」 

（別添写し１３） 

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 

自社ウェブサイ

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

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 

1
4



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

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」 

（別添写し１４） 

本件商品⑧ 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

ｈｅ ｇｒｏｕｎｄ」及び「１．３ｙｅａｒｓ」、「１５℃」、「ｔ

ｒａｓｈ ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｐｌａｃｅ」及び「２ｙｅａｒｓ」、

「１０℃」、「ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｌｄ ｇｒｏｕｎｄ」及び「２．

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

1
5



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

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 

（別添写し１５） 

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 

自社ウェブサイ

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 Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅ

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 

1
6



対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

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」 

（別添写し１６） 

本件商品⑨ 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

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

（別添写し１７） 

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

自社ウェブサイ

ト 

・「バイオＢＢ弾」

・「ＢＩＯ  ＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ」

・「ＢＩＯ」

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 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

同年７月２

９日までの

間 

・「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」、

「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」

（別添写し１８） 

本件商品⑩ 遅くとも令

和４年４月

７日から同

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

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
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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９月７日

までの間 

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 

（別添写し１９） 

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 

自社ウェブサイ

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

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 
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対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 生分解性 

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」 

（別添写し２０） 
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