
 

令和５年１月２４日 

アシスト株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

消費者庁は、本日、アシスト株式会社（以下「アシスト」といいます。）に対し、

同社がアクガレージ株式会社（以下「アクガレージ」といいます。）と共同して供給

する「ジュエルアップ」と称する食品及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表

示について、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添１及

び別添２参照）を発出しました。 

１ 違反行為者の概要 

    名 称 アシスト株式会社（法人番号 7011101083331）

  所 在 地 東京都豊島区東池袋一丁目３４番５号 

  代 表 者 代表取締役 木島 悠 

  設立年月 平成３０年２月 

  資 本 金 １万円（令和５年１月現在） 

２ 課徴金納付命令の概要 

(1) 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品

「ジュエルアップ」と称する食品（以下「本件商品①」という。）及び「モテア

ンジュ」と称する食品（以下「本件商品②」という。）（以下これらを併せて「本

件２商品」という。）

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体

(ｱ) 本件商品①

別表１「表示媒体」欄記載の「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」と称するＳＮＳ（以

下「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」という。）内のアカウントの投稿及び「ＬｉＳＡ 

ＬＩＦＥ」と称するアフィリエイトサイト（以下「本件アフィリエイトサイ

ト①」という。

(ｲ) 本件商品②

「ＬｉＳＡ ＬＩＦＥ」と称するアフィリエイトサイト（以下「本件アフ

ィリエイトサイト②」という。） 

 （注）本件アフィリエイトサイト①及び本件アフィリエイトサイト②について 

アシスト及びアクガレージは、本件２商品の販売に関し、ブログその他ウェブサイトの運

営者（以下「アフィリエイター」という。）が当該ウェブサイトに当該アフィリエイター以外 

の者が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者がバナー広告等を通じて 

広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりした場合など、あらかじめ定 

められた条件に従って、アフィリエイター等に対して、広告主から成功報酬が支払われる広 

告手法（以下「アフィリエイトプログラム」という。）を共同して用いているところ、アシス 
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ト及びアクガレージは、アフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービスとして提

供する「アフィリエイトサービスプロバイダー」と称する事業者を通じて、本件２商品に係 

る本件アフィリエイトサイト①及び本件アフィリエイトサイト②の表示内容を共同して自ら 

決定している。 

イ 課徴金対象行為をした期間

別表２「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間 

ウ 表示内容

(ｱ) 本件商品①

ａ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ内のアカウントの投稿（表示例：別紙１） 

例えば、本件商品①の容器包装の画像と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕｐ（ジュ 

エルアップ）をご紹介します♥ バストアップサプリメントです✨ 最近は

有効成分のプエラリアの副作用なんかが騒がれたりしてますが、こちらは

プエラリア不使用なので安心して飲めます☺ 無添加なのも嬉しいですね

😆😆♡ １日２錠。寝る前に飲むのがオススメらしいです！嫌なにおいもない

しとても飲みやすい👍👍 貧乳が悩みなので２カップアップが目標！目に見

える効果が出たらいいなぁ😍😍」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、

「＃バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美

乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、

「＃サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バ

ストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」

等と表示するなど、別表１「表示内容」欄記載のとおり表示することによ

り、あたかも、本件商品①を摂取することで、豊胸効果が得られるかのよ

うに示す表示をしていた。

ｂ 本件アフィリエイトサイト①（別紙２） 

例えば、「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアのＷ

効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁！」、人物の胸部の画像

と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バストずっと貧乳．．．』『ＡＡＡカッ

プすぎてブラ意味ない！』『身体にメリハリなし！』」、「そんな女子たちが

最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！Ｓ

ＮＳでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり！」

及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そんな夢みたいなことある！？』」等

と表示するなど、別表３「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、本件商品①を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように

示す表示をしていた。 

(ｲ) 本件商品②（別紙３） 

例えば、「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアのＷ効

果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁！」、人物の胸部の画像と共

に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バストずっと貧乳．．．』『ＡＡＡカップすぎ

てブラ意味ない！』『身体にメリハリなし！』」、「そんな女子たちが最近話題

の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！」、「ＳＮＳで

もバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり！」及び人物
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の胸部の比較画像と共に、「『そんな夢みたいなことある！？』」等と表示する

など、別表４「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、

本件商品②を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように示す表示をし

ていた。 

エ 実際

前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第８条３項の規定に基づき、

アシストに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す

資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

(3) 課徴金対象期間

 別表２「課徴金対象期間」欄記載の各期間 

(4) 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由

アシストは、本件商品①及び本件商品②について、それぞれ、表示の裏付けと

なる根拠を確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 

(5) 命令の概要（課徴金の額）

アシストは、令和５年８月２５日までに、別表２「課徴金額」欄の額を合計し

た１億１７１６万円を支払わなければならない。 

【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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本件商品①に係るＩｎｓｔａｇｒａｍ内のアカウントの投稿の表示 

表示期間 表示媒体 表示内容 

平成３０年

３月４日か

ら令和３年

１１月１０

日までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●」と称

するアカウント

の投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「Ｊ

ｅｗｅｌ Ｕｐ（ジュエルアップ）をご紹介

します♥ バストアップサプリメントです✨ 

最近は有効成分のプエラリアの副作用なん

かが騒がれたりしてますが、こちらはプエラ

リア不使用なので安心して飲めます☺ 無添

加なのも嬉しいですね😆😆♡ １日２錠。寝る前

に飲むのがオススメらしいです！嫌なにお

いもないしとても飲みやすい👍👍 貧乳が悩み

なので２カップアップが目標！目に見える

効果が出たらいいなぁ😍😍」、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアッ

プ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃

育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、

「＃サプリメント」、「＃バストアップサプ

リ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効

果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力ア

ッ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃

ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒ

ｅ」 

（別紙１） 

平成３０年

３月７日か

ら令和４年

１月１１日

までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①及び本件商品①の容器包装を

載せた手の画像と共に、「＃ジュエルアッ

プ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストケア」、

「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃

美容」、「＃女子力」、「＃マシュマロボディ」、

「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バス

トアップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バ

ストアップ効果」、「＃バストアップしたい」、

「＃魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓ

ｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ」及び「＃ｂｏ

ｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月１０日

から令和３

年１１月１

１日までの

間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿 

本件商品①の容器包装を手にした人物の

画像と共に、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅ

ｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バスト

ケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ

別表１ 
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プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア

ップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大き

く」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ

ｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月９日か

ら令和３年

１１月１６

日までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「昨

日から飲み始めたバストケアサプリ『Ｊｅｗ

ｅｌ Ｕｐ』🎶🎶 主な成分はアマニ油、サフラ

ワー油、発酵ウコンにブラックジンジャーな

ど、身体に良さそうな成分がたっぷり入って

います！ １日に飲む量も２粒と手軽なの

で、楽に続けることが出来そうです💕💕 これ

で年々微妙になっていくバストに自信が持

てるようになればいいなー✨」、「＃ジュエル

アップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストア

ップ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、

「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力

アップ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボデ

ィ」、「＃サプリメント」、「＃バストアップサ

プリ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ

効果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力ア

ッ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃

ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒ

ｅ」 

平成３０年

３月５日か

ら令和３年

１１月１０

日までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「＃

ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃

バストアップ」、「＃バストケア」、「＃ボディ

ケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃

女子力アップ」、「＃マシュマロボディ」、「＃

美ボディ」、「＃サプリメント」、「＃バストア

ップサプリ」、「＃バストサプリ」、「＃バスト

アップ効果」、「＃バストアップしたい」、「＃

魅力アップ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕ

ｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄ

ｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月６日か

ら令和３年

１１月１５

日までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「遂

にバストアップサプリデビュー...❤産後で

おっぱいはしぼんでいくばかりなのでこれ

からが楽しみです✨🖖🖖🖖🖖 早速飲んだよ(＾

＾)/♡」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅ

ｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケ

ア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ
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プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア

ップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大き

く」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ

ｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月５日か

ら令和３年

１１月２２

日までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●●●」と称す

るアカウントの

投稿 

本件商品①及び本件商品①の容器包装を

載せた手の画像と共に、「Ｊｅｗｅｌ Ｕｐ 

毎日２粒を、噛まずに食べます 効果、感じ

られるかなぁ✨」、「＃ジュエルアップ」、「＃

ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃

美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マ

シュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリ

メント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バス

トサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バス

トアップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大き

く」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒ

ｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月７日か

ら令和３年

１１月１０

日までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●」

と称するアカウ

ントの投稿 

本件商品①を載せた手の画像及び本件商

品①の容器包装の画像と共に、「バストは平

和の象徴🐦🐦✨いくつになってもやっぱり理

想のバストを夢見てしまう😊😊 今までサプリ

に頼った事がなかったけど、成長ホルモンの

分泌時間を上手く利用しながらサプリを摂

取することで理想のバストに近づけるので

はないかと⤴」、「最近の成長ホルモン研究で

は入眠直後からの三時間が活発に分泌する

そうです❗三時間が勝負💪💪💪💪 さぁ今から飲

んで寝る準備💤💤最近・・・朝起きた時のハリ

はま さ か✨✨✨」、「＃ジュエルアップ」、

「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、

「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃育

乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、

「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃

サプリメント」、「＃バストアップサプリ」、

「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効果」、

「＃バストアップしたい」、「＃魅力アップ」、

「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕ

ｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月５日か

ら令和３年

１１月２２

日までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿 

本件商品①の容器包装を持った手の画像

と共に、「卒乳して萎れたおっぱい（←辛い

🙄🙄🙄🙄）バストアップサプリ飲んで、復活しま

すよーに…😭😭❤ ❤ ❤ ❤..１日２粒飲むだ

けなので簡単に続けられるのもｇｏｏｄ 
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👍👍❤.」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅ

ｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケ

ア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ

プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア

ップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」

及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月４日か

ら令和４年

１月１１日

までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装を持った手の画像

と共に、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅ

ｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケ

ア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ

プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア

ップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」、

「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」及び「今日から飲ん

でみます。バストアップ出来るかな？」 

平成３０年

３月８日か

ら令和４年

６月２９日

までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「Ｖ

ｅｎｕｓｆａｃｔｏｒｙのふっくらバスト

ケアサプリ『ＪｅｗｅｌＵｐ』飲んでいます

よ＾＾ １日２カプセル、わたしは夜寝る前

に飲んでいます。 ソフトカプセルで小粒な

ので飲みやすく、カプセルだからニオイもし

ないんですよ！ わたしは年々ハリがなく

なってきているのでサプリでケアも大事！ 

美バスト目指して続けていきたいです。^ ＾

＊」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕ

ｐ」、「＃バストアップ」、「＃バストケア」、

「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、「＃

美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマロボ

ディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメント」、

「＃バストアップサプリ」、「＃バストサプ

リ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストアッ

プしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」

及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月１１日

から令和３

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

本件商品①の容器包装の画像と共に、「な

にやらいまはやりらしいバストとボディケ

アができるサプリ✨ メインの成分にアマニ
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年１１月１

１日までの

間 

●」と称するア

カウントの投稿 

油、サフラワー油、ブラックジンジャーなん

かがはいってるけど漢方みたいな名前がず

らり…！ どんな効果があるのかとりあえず

１５日飲んでみよーっと💕💕」、「＃ジュエルア

ップ」、「＃ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアッ

プ」、「＃バストケア」、「＃ボディケア」、「＃

育乳」、「＃美乳」、「＃美容」、「＃女子力アッ

プ」、「＃マシュマロボディ」、「＃美ボディ」、

「＃サプリメント」、「＃バストアップサプ

リ」、「＃バストサプリ」、「＃バストアップ効

果」、「＃バストアップしたい」、「＃魅力アッ

プ」、「＃胸大きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃

ｂｕｓｔｃａｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒ

ｅ」 

平成３０年

３月９日か

ら令和４年

１月１１日

までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●」と

称するアカウン

トの投稿 

本件商品①の容器包装を持った手の画像

と共に、「バストケアサプリ！！.高い〜

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭メルカリでみても１袋６００

０円とか。.高い分、効果に期待！！！..つ

るんとした錠剤だから飲むのには楽だっ

た！.１日２粒３０粒入りだから１袋１５日

分すぐ終わっちゃう〜〜..おっきくなりま

すように🙏🙏」、「＃ジュエルアップ」、「＃ｊｅ

ｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バスト

ケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃美乳」、

「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マシュマ

ロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリメン

ト」、「＃バストアップサプリ」、「＃バストサ

プリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バストア

ップしたい」、「＃魅力アッ」、「＃胸大きく」、

「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａｒｅ」

及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月１７日

から令和３

年１１月１

１日までの

間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「Ｊ

ｅｗｅｌ Ｕｐ～ジュエルアップ～ ꗰ⁎ バ

ストアップサプリメント」、「気になっていた

バストアップサプリ♡」、「バストアップサプ

リはもともと色々気になっていて試してみ

ていますが 今のところ試した商品ではどれ

も効果なし．．．．やはり、有効成分のプエラ

リアの副作用が不安視されますよね( ・́з・

`)．．．ただ～し！！こちらの＠ｊｅｗｅｌｕ

ｐ２０１８さんはプエラリア不使用でさら

に無添加なのがポイントです」、「しかも女性

ホルモンに働きかける成分はしっかり配合

されています😃😃」、「飲むタイミングとしては
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就寝前に２粒飲むのがより効果的とのこと

で私もそうしています」、「バストアップには

良質な睡眠*☾。が不可欠‼‼ということで シ

ンデレラタイム⋆❁。までには眠れるように

心掛けています」、「今は約２週間くらい １

日２粒、就寝前に飲んでいますがこれといっ

て効果の実感はまだなし」、「副作用もないの

で少しでも効果出るようなら定期コースを

頼む予定です☻❤」、「＃ジュエルアップ」、「＃

ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃

美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マ

シュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリ

メント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バス

トサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バス

トアップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大

きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａ

ｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 

平成３０年

３月６日か

ら令和４年

１月１１日

までの間 

Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の「●●

●●●●●●

●」と称するア

カウントの投稿 

本件商品①の容器包装の画像と共に、「ジ

ュエルアップ始めたよ(*'▽'*)毎日寝る前

に飲むのがいいみたい♪ふっくらしたバス

トを目指してマッサージと合わせて頑張り

ます۹( 'ω') و」、「＃ジュエルアップ」、「＃

ｊｅｗｅｌｕｐ」、「＃バストアップ」、「＃バ

ストケア」、「＃ボディケア」、「＃育乳」、「＃

美乳」、「＃美容」、「＃女子力アップ」、「＃マ

シュマロボディ」、「＃美ボディ」、「＃サプリ

メント」、「＃バストアップサプリ」、「＃バス

トサプリ」、「＃バストアップ効果」、「＃バス

トアップしたい」、「＃魅力アップ」、「＃胸大

きく」、「＃ｂｕｓｔｕｐ」、「＃ｂｕｓｔｃａ

ｒｅ」及び「＃ｂｏｄｙｃａｒｅ」 
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万
円
 

 

別表２ 
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本件商品①に係る本件アフィリエイトサイト①の表示 

表示期間 表示内容 

令和２年１０

月２３日 

・「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアの

Ｗ効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁！」 

・人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バス

トずっと貧乳．．．』『ＡＡＡカップすぎてブラ意味ない！』『身

体にメリハリなし！』」、「そんな女子たちが最近話題の方法

で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！ＳＮ

Ｓでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変し

まくり！」及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そんな夢み

たいなことある！？』」 

・人物の胸部の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位は

バスト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方

法」、「豊胸手術で５００万円以上使いました」、「こんな高額

使わなくても、もっと簡単にバストアップできる方法が最近

解禁されたんです！」、「この方法は、あまりにも効果がある

ため今までは『医療業界』『芸能事務所』のみの流通だった

そうです。」及び「なので、私たちのような一般人が手に入

れるのは不可能だったんです．．．」 

・「しかし、最近一般販売が解禁に！ そのとたんに、メディア

では話題沸騰！」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「女

性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美容が

スゴイ 簡単バストアップ方法」、「たった２週間で巨乳メリ

ハリボディに激変！」及び「運動や食事制限ナシで『巨乳メ

リハリボディ』が作れる、今最先端の方法。」 

・体験談として、「●●●●」及び「貧乳さんは絶対試して損

なし！ １週間で効果実感できるバストアップ方法だよ。胸

育ちすぎ注意！私はもう３カップＵＰ成功♪」との記載と共

に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●●●●●●●」及び「モデルもやっ

てるバストアップ方法の効果スゴすぎ。 ペタンコ胸がグン

グン成長して谷間できたよ美容にも良いから荒れ肌も改

善！」との記載と共に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●」及び「豊胸手術する前に試せてよ

かった 目に見えてバスト大きくなるし、クビレもできた。

体重変わらないのに、こんなメリハリなるの感動！」との記

載と共に、人物の胸部の比較画像 

・「貧乳卒業した女子多数！ モデルや美容家、インスタグラマ

ーまで大絶賛するこの方法、解禁してすぐにＹａｈｏｏニュ

ースにも取り上げられるほど話題になっていました。」、「・

最新の巨乳メリハリボディ作りＳＮＳ炎上 ＮＥＷ」及び「実

際にこの方法を試した方は９５％が満足なバストサイズを

別表３ 
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手に入れたんだとか！」 

・「巨乳メリハリボディは本当にできる！？実際に試した結

果！」、「その方法は凄く簡単で、サプリを飲むだけ！」、本

件商品①の容器包装の画像と共に、「運動や食事制限ナシで

チャレンジしてみました！ 以前の私は．．． トップ ７８ｃ

ｍ アンダー ７０ｃｍ」、本件商品①を服用する以前とする

人物の画像と共に、「貧乳のうえ子供体型！コンプレックス

だらけでした。そして、飲み続けて５日間後．．．」、本件商品

①を５日間服用したとする人物の画像と共に、「『おぉ！？な

んか少し谷間ができた！』そして２週間後には」及び本件商

品①を２週間服用したとする人物の画像と共に、「胸に膨ら

みができました～！谷間も簡単にできるし『私に胸があ

る！』それだけで夢みたいです♪比べたらこんなに違い

が！」並びに本件商品①を服用する以前とする人物の画像及

び本件商品①を２週間服用したとする人物の画像と共に、

「Ｂｅｆｏｒｅ」、「Ａｆｔｅｒ」、「もちろん体重も増えてな

いし、むしろ見た目が激変しちゃいました。」及び「バスト

アップしたおかげか幼児体型からも卒業！ウエストもでき

ました。」 

・「結果、試し始めてたった２週間で理想の『巨乳メリハリボ

ディ』になれました！」、「こんな短期間でおっぱい大きくな

ってお肌も改善されるなんて、早く試しとけばよかった。」、

「１か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた服

も堂々と着れるようになりました。」、人物の胸部の画像と共

に、「以前のＡＡＡカップの私に比べて今は トップ ９０ｃ

ｍ アンダー ７０ｃｍ 予想以上のＥカップまで成長しまし

た！」並びに人物の胸部の画像と共に、「Ｅカップ♥」及び「今

まで試したバストアップ方法の中ではダントツ効果があり

ました。◆バストアップ ◆体メリハリ ◆お肌ぷるぷる こ

んなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるのがコチラ↓

↓↓【ジュエルアップ】」 

・「ジュエルアップで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に

成功！」 

・「市販で販売しているものと違い、効果は実証されています。

では、なぜこんなに効果があるのか！？その秘密はジュエル

アップの配合成分にありました！」、「バストアップ＆美容に

必要な高濃度成分がつまってる！？」及び「バストの構造は

バストは乳腺１割、脂肪９割で出来ていて、乳腺の周りに脂

肪がついてバストが大きくなります。」並びに乳房の断面の

イメージ画像と共に、「クーパー靱帯」、「大胸筋」、「乳腺」、

「脂肪」及び「しかし、体質・生活習慣やストレスで発達し

なかった場合もあります。それが貧乳なのです！」 

・人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバス

ト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」及
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び「バストの遺伝は１割。ストレスなどで女性ホルモンの分

泌が抑えらてしまいます」 

・「実際、胸の成長期は２０歳で終わってしまいます。」、「バス

トのサイズはいつ決まる？年代別成長グラフ」と題するグラ

フの画像と共に、「←バストの成長は２０歳で止まる」及び

「←３０代後半から急激に垂れ始める」、「だから、貧乳さん

がいろんなバストアップを試しても効果がないのは当たり

前なんです。」並びに「しかし効果がある成分を摂取すれば

誰でもバストアップできるんです。」 

・乳房の断面のイメージ画像と共に、「じわじわと成長」、「『ジ

ュエルアップ』には、バストアップに必要な成分の他に美容

成分も贅沢に配合されています！ ✔チェストツリー ✔ア

マニ油 ✔ブラックジンジャー ✔ワイルドヤム だから短期

間でバストアップが可能に！」及び人物の胸部の比較画像と

共に、「他のサプリと比べて違うのは バストアップの贅沢成

分 ＋ 腸内環境を整える成分 ＋ 肌トラブル改善する成分 

女性が必要な選ばれた成分が贅沢配合されています。だから

試してすぐ実感！」 

・「こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたも

の。効果あるのは当然ですよね。」 

・「実際試した方のリアルな口コミ！」との記載と共に、体験

談として、人物の胸部の比較画像と共に、「たった２週間で

夢の谷間ができました！ ２５歳 ●●●●さん Ａカップ→

Ｄカップ」及び「ずっと貧乳でコンプレックスだったんです

がジュエルアップのおかげで人生変わりました！２週間試

した結果、胸に谷間が！今では胸の開いた服も自信もって着

てます♪」、人物の胸部の比較画像と共に、「胸育ちすぎて…

今は控えてます（笑） ３２歳 ●●●●さん Ａカップ→Ｅ

カップ」及び「もう豊胸手術しかない！と思っていたのです

がＳＮＳで話題になっていたのでジュエルアップ試しまし

た。他のサプリと違いサプリだから飲みやすいし美味しい！

日に日に胸育ってて予想以上大きくなったので今は控えて

ます（笑）」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「産後しぼ

んだ胸も復活しました！ ４０歳 ●●●●さん Ｂカップ→

Ｆカップ」及び「産後一気に胸がしぼんでしまい悩んでいま

した。しかし、ジュエルアップを始めてから激変！見て分か

るくらい大きくなるし、ハリも出ました。美容にも良いので

お肌もプルプルに。一石二鳥です！」 

・「ＳＮＳでは大炎上！モデル・タレント・美容家など多くの

女子がバストアップに成功したと、たくさん投稿がありまし

た。」、本件商品①を持った複数の人物の画像と共に、「ＲＩ

ＲＩさん」、「早川沙世さん」、「桜井莉菜さん」、「加藤美佳さ

ん」、「杉山佳那恵さん」、「青木里美さん」、「ＳＨＩＨＯさん」、

「ほずみさん」、「ＳＮＳでも話題沸騰！」及び「こんな簡単
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にバストの悩みが解消されるなんて夢のようです♪」 

・本件商品①及び本件商品①の容器包装の画像と共に、「飲む

だけでバストアップ＆美容ケアのダブル効果がある『ジュエ

ルアップ』」 

・「私もあれからジュエルアップ続けているのですが、バスト

育ちすぎて、最近ブラ一式買い換えました（笑）」との記載

と共に、人物の胸部の画像 

（別紙２） 
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本件商品②に係る本件アフィリエイトサイト②の表示 

表示期間 表示内容 

令和２年１０

月２３日 

・「『バスト育ちすぎてヤバい！？』バストアップ＆美容ケアの

Ｗ効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁！」 

・人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう！？」、「『バス

トずっと貧乳．．．』『ＡＡＡカップすぎてブラ意味ない！』『身

体にメリハリなし！』」、「そんな女子たちが最近話題の方法

で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです！」、

「ＳＮＳでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト

激変しまくり！」及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そん

な夢みたいなことある！？』」 

・人物の胸部の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位

はバスト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方

法」、「豊胸手術で５００万円以上使いました」、「こんな高額

使わなくても、もっと簡単にバストアップできる方法が最近

解禁されたんです！」、「この方法は、あまりにも効果がある

ため今までは『医療業界』『芸能事務所』のみの流通だった

そうです。」及び「なので、私たちのような一般人が手に入

れるのは不可能だったんです．．．」 

・「しかし、最近一般販売が解禁に！そのとたんに、メディア

では話題沸騰！」、「最先端のバストアップ方法で『巨乳メリ

ハリボディ』ができる！？」及び「運動や食事制限ナシで『巨

乳メリハリボディ』が作れる、今最先端の方法。」 

・体験談として、「●●●●」及び「貧乳さんは絶対試して損

なし！ １週間で効果実感できるバストアップ方法だよ。胸

育ちすぎ注意！私はもう３カップＵＰ成功♪」との記載と共

に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●●●●●●●」及び「モデルもやっ

てるバストアップ方法の効果スゴすぎ。 ペタンコ胸がグン

グン成長して谷間できたよ美容にも良いから荒れ肌も改

善！」との記載と共に、人物の胸部の比較画像 

・体験談として、「●●●」及び「豊胸手術する前に試せてよ

かった 目に見えてバスト大きくなるし、クビレもできた。

体重変わらないのに、こんなメリハリなるの感動！」との記

載と共に、人物の胸部の比較画像 

・「貧乳卒業した女子多数！ モデルや美容家、インスタグラ

マーまで大絶賛するこの方法、解禁してすぐにＹａｈｏｏニ

ュースにも取り上げられるほど話題になっていました。」、「・

最新の巨乳メリハリボディ作りＳＮＳ炎上 ＮＥＷ」及び

「実際にこの方法を試した方は９６．８％が満足なバストサ

イズを手に入れたんだとか！」 

・「巨乳メリハリボディは本当にできる！？実際に試した結

別表４ 
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果！」、「その方法は凄く簡単で、１日１回ジュースを飲むだ

け！」、グラスにジュースを注ぐ人物の画像と共に、「運動や

食事制限ナシでチャレンジしてみました！ 以前の私は．．． 

トップ ７８ｃｍ アンダー ７０ｃｍ」、本件商品②を服

用する以前とする人物の画像と共に、「貧乳のうえ子供体

型！コンプレックスだらけでした。そして、飲み続けて５日

間後．．．」及び本件商品②を５日間服用したとする人物の画

像と共に、「『おぉ！？なんか少し谷間ができた！』そして２

週間後には」、本件商品②を２週間服用したとする人物の画

像と共に、「胸に膨らみができました～！谷間も簡単にでき

るし『私に胸がある！』それだけで夢みたいです♪比べたら

こんなに違いが！」並びに本件商品②を服用する以前とする

人物の画像及び本件商品②を２週間服用したとする人物の

画像と共に、「Ｂｅｆｏｒｅ」、「Ａｆｔｅｒ」、「もちろん体

重も増えてないし、むしろ見た目が激変しちゃいました。」

及び「バストアップしたおかげか幼児体型からも卒業！ウエ

ストもできました。」 

・「結果、試し始めてたった２週間で理想の『巨乳メリハリボ

ディ』になれました！」、「こんな短期間でおっぱい大きくな

ってお肌も改善されるなんて、早く試しとけばよかった。」、

「１か月後、バストがどんどん育っちゃって、胸の開いた服

も堂々と着れるようになりました。」、人物の胸部の画像と共

に、「以前のＡＡＡカップの私に比べて今は トップ ９０

ｃｍ アンダー ７０ｃｍ 予想以上のＥカップまで成長

しました！」並びに人物の胸部の画像と共に、「Ｅカップ♥」

及び「今まで試したバストアップ方法の中ではダントツ効果

がありました。 ◆バストアップ ◆体メリハリ ◆お肌ぷ

るぷる こんなにも理想の美ボディ・モテ女にしてくれるの

がコチラ↓↓↓【モテアンジュ】」 

・「モテアンジュで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に成

功！」 

・「市販で販売しているものと違い、効果は実証されています。

では、なぜこんなに効果があるのか！？その秘密はモテアン

ジュの配合成分にありました！」、「バストアップ＆美容に必

要な高濃度成分がつまってる！？」、「バストの構造はバスト

は乳腺１割、脂肪９割で出来ていて、乳腺の周りに脂肪がつ

いてバストが大きくなります。」並びに乳房の断面のイメー

ジ画像と共に、「クーパー靱帯」、「大胸筋」、「乳腺」、「脂肪」

及び「しかし、体質・生活習慣やストレスで発達しなかった

場合もあります。それが貧乳なのです！」 

・人物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバス

ト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」及

び「バストの遺伝は１割。ストレスなどで女性ホルモンの分

泌が抑えらてしまいます」 
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・「実際、胸の成長期は２０歳で終わってしまいます。」、「バス

トのサイズはいつ決まる？年代別成長グラフ」と題するグラ

フの画像と共に、「←バストの成長は２０歳で止まる」及び

「←３０代後半から急激に垂れ始める」、「だから、貧乳さん

がいろんなバストアップを試しても効果がないのは当たり

前なんです。」並びに「しかし効果がある成分を摂取すれば

誰でもバストアップできるんです。」 

・人物の胸部の画像と共に、「しかし、注意しなければいけな

いのは、以前まで『最強バストアップ成分』と言われていた

【プエラリア】 【ミリフィカ】 強い活性作用があるため、

女性ホルモンが過剰に働きすぎて体に危険をもたらしま

す。」、錠剤及びカプセル製剤の画像と共に、「女性のカラダ

悩みＳＰ 第１位はバスト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡

単バストアップ方法」、「以前は『プエラリア・ミリフィカ』

バストアップ成分で不調被害が…」、「安心してください！モ

テアンジュはもちろん入っていません！ 『では、何の成分

でバストは大きくなれるの？』 それは．．．エラスチン エ

ラスチンとは胸の皮膚の下にある成分です。」、「■コラーゲ

ンを結びつけるエラスチン」と題して、肌の構造を図示し、

真皮の中でヒアルロン酸及びコラーゲン同士をエラスチン

が結びつけているイメージ画像と共に、「エラスチンがある

とコラーゲン・ヒアルロン酸同士がくっつき、胸にハリと弾

力が出てきます。 このエラスチンが胸を支えてくれない

と、バストはしぼんだ状態になります。」、エラスチンが十分

な場合とするイメージ画像及びエラスチンが不足している

場合とするイメージ画像と共に、「エラスチンが少ないと胸

を支える力がなく、どんどんしぼんで垂れていきます。しか

し、胸が小さい人も、エラスチンが増えれば胸にハリ＆弾力

が出て簡単にバストアップできるんです！」、乳房の断面の

イメージ画像と共に、「じわじわと成長」及び「ただ、エラ

スチンは自分の力では増やせません！外からの力では増や

せず、内側からエラスチンを働かせるしかないのです。」、人

物の画像と共に、「女性のカラダ悩みＳＰ 第１位はバス

ト！？」、「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」及

び「エラスチンを増やすにはサプリが一番効果的です」、「そ

のエラスチンがふんだんに配合されているのが『モテアンジ

ュ』 『モテアンジュ』はエラスチンだけでなく、バストア

ップに必要な成分 ✔大豆イソフラボン ✔プラセンタ 

✔コラーゲン ✔ヒアルロン酸 すべて贅沢に配合されて

います。だから短期間でバストアップが可能に！」、並びに

人物の胸部の比較画像と共に、「他のサプリと比べて違うの

は バストアップの贅沢成分 ＋ 腸内環境を整える成分 

＋ 肌トラブル改善する成分 女性が必要な選ばれた成分

が贅沢配合されています。だから試してすぐ実感！」 
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・「こんな夢のようなサプリは最新の独自技術だからできたも

の。効果あるのは当然ですよね。」 

・「実際試した方のリアルな口コミ！」との記載と共に、体験

談として、人物の胸部の比較画像と共に、「たった２週間で

夢の谷間ができました！ ２５歳 ●●●●さん Ａカッ

プ→Ｄカップ」及び「ずっと貧乳でコンプレックスだったん

ですがモテアンジュのおかげで人生変わりました！２週間

試した結果、胸に谷間が！今では胸の開いた服も自信もって

着てます♪」、人物の胸部の比較画像と共に、「胸育ちすぎて

…今は控えてます（笑） ３２歳 ●●●●さん Ａカップ

→Ｅカップ」及び「もう豊胸手術しかない！と思っていたの

ですがＳＮＳで話題になっていたのでモテアンジュ試しま

した。他のサプリと違いジュースだから飲みやすいし美味し

い！日に日に胸育ってて予想以上大きくなったので今は控

えてます（笑）」並びに人物の胸部の比較画像と共に、「産後

しぼんだ胸も復活しました！ ４０歳 ●●●●さん Ｂ

カップ→Ｆカップ」及び「産後一気に胸がしぼんでしまい悩

んでいました。しかし、モテアンジュを始めてから激変！見

て分かるくらい大きくなるし、ハリも出ました。美容にも良

いのでお肌もプルプルに。一石二鳥です！」 

・「ＳＮＳでは大炎上！モデル・タレント・美容家など多くの

女子がバストアップに成功したと、たくさん投稿がありまし

た。」及び本件商品②の容器包装を持つ人物の画像と共に、

「こんな簡単にバストの悩みが解消されるなんて夢のよう

です♪」 

・本件商品②の容器包装の画像と共に、「飲むだけでバストア

ップ＆美容ケアのダブル効果がある『モテアンジュ』」 

・「ようやく簡単にバストアップできるのに試せないのは辛す

ぎますよね。 私もあれからモテアンジュ続けているのです

が、バスト育ちすぎて、最近ブラ一式買い換えました（笑）」

との記載と共に、人物の胸部の画像 

（別紙３） 
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