
消 表 対 第 ５ ７ 号 

令和５年１月２４日 

アシスト株式会社

代表取締役 木島 悠 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８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

貴社は、貴社が株式会社アクガレージ（以下「アクガレージ」という。）と共同して供給

する「モテアンジュ」と称する食品（以下「本件商品」という。）の取引について、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たので、同法

第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

主 文 

アシスト株式会社（以下「アシスト」という。）は、課徴金として金１２７３万円を令和

５年８月２５日までに国庫に納付しなければならない。 

理 由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、アシストがアクガレージと共同して供給する本件商品の取

引に関し行った表示は、景品表示法第８条第３項の規定により、同法第５条第１号に規定

する、本件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推定されるものであって、かかる表示をしてい

た行為は、同条の規定に違反するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ

る。 

イ(ｱ) アシストが前記１の課徴金対象行為をした期間は、令和２年１０月２３日であ

る。 

(ｲ) 本件商品について、アシストが前記１の課徴金対象行為をやめた後そのやめた

別添２ ※別添写しについては、添付を省略しています。
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日から６月を経過する令和３年４月２３日までの間に最後に取引をした日は、令

和３年４月２３日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、令

和２年１０月２３日から令和３年４月２３日までの間である。

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るアシストの売上額は、不

当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）第１条の規定に基

づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、４億２４５０万１８５２円で

ある。 

エ アシストは、本件商品について、表示の裏付けとなる根拠を確認することなく、前

記１の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴金対象行為をした期間を通じ

て当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第８条第１項第１号に該当すること

を知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 

⑵ 前記⑴の事実によれば、アシストが国庫に納付しなければならない課徴金の額は、景

品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品の売上額に１００分の３を

乗じて得た額から、同法第１２条第２項の規定により、１万円未満の端数を切り捨てて

算出した１２７３万円である。

 よって、アシストに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとおり命令す

る。 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 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。 

２ 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
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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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別紙 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ アシスト株式会社（以下「アシスト」という。）は、東京都豊島区東池袋一丁目３４番

５号に本店を置き、電子商取引サイトの企画及び運営並びに健康食品等の企画、開発、販

売及び輸出入等を営む事業者である。 

２ 株式会社アクガレージ（以下「アクガレージ」という。）は、東京都豊島区東池袋一丁

目３４番５号に本店を置き、通信販売業等を営む事業者である。 

３⑴ アシストは、アクガレージに対し、通販事業の企画、運営、プロモーション業務等を

委託している。 

⑵ アクガレージの従業員は、アシストの代表取締役を務めている。

４ アシストは、「モテアンジュ」と称する食品（以下「本件商品」という。）を、アクガレー

ジと共同して通信販売の方法により一般消費者に供給している。 

５⑴ アシストは、本件商品の販売に関し、ブログその他の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、アクガレージと共同

して用いている。 

⑵ アシストは、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、本件商品に係

る本件アフィリエイトサイトの表示内容を、アクガレージと共同して自ら決定してい

る。

６⑴ アシスト及びアクガレージは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２年

１０月２３日に、本件アフィリエイトサイトにおいて、別表「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。 

⑵ 消費者庁長官は、前記⑴の表示について、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８条第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、アシスト

は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 
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別表 

表示内容 

・「『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！』
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そして２週間後には」、本件商品を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！」並びに本件商品を服用する以前とする人物の画像及び本件

商品を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 ９０ｃｍ 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」 

・「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
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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！」 

・「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』」 
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・「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 

（別添写し） 
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