News Release
平成２９年２月２日
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株式会社Ｘｅｎａ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、本日、株式会社Ｘｅｎａに対し、消費者庁及び公正取引委員会（公
正取引委員会事務総局九州事務所）の調査の結果を踏まえ、景品表示法第７条第１
項の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。
株式会社Ｘｅｎａが供給する「ＶＣソープ」と称する石鹸に係る表示について、
景品表示法に違反する行為（表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第７条第
２項の規定により同法第５条第１号（優良誤認）に該当及び同条第２号（有利誤認）
に該当）が認められました。
１ 違反行為者の概要
名
称 株式会社Ｘｅｎａ（法人番号 2290001052398）
所 在 地 福岡市中央区天神一丁目１番１号
代 表 者 代表取締役 中山 慶一郎
設 立 年 月 平成２２年１２月
資 本 金 １０００万円（平成２８年１２月現在）
２ 措置命令の概要
⑴ 対象商品
「ＶＣソープ」と称する石鹸
⑵ 優良誤認表示
ア 対象表示
(ｱ) 表示媒体
別表１「情報誌名」欄記載の情報誌
(ｲ) 表示期間
別表１「配布年月日」欄記載の日
(ｳ) 表示内容（別紙１）
例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を使用する
ことによって、シミを解消又は軽減することができるかのように示す表示を
していた。
○ 「※シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか？」
○ 「長年の肌悩み、あきらめる前に！」
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○
○

「あれ？またシミが・・・」
「それにしても、ビタミンで洗うとは一体！？なんでも、長年しみつ

いた悩みや※１くすみを、洗顔だけで洗い流すというのだ！」
○ 「このビタミン洗顔だからこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角
質まで洗い流せるんだとか！」
イ

実際

前記アの表示について、当庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基づき、
株式会社Ｘｅｎａに対し、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、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表
示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
⑶

有利誤認表示

ア 対象表示
(ｱ) 表示媒体
別表２「情報誌名」欄記載の情報誌
(ｲ) 表示期間
別表２「配布年月日」欄記載の日
(ｳ) 表示内容
株式会社Ｘｅｎａは、例えば、別紙２「表示内容」欄記載のとおり記載す
ることにより、あたかも、当該広告に記載した期限までに対象商品を初めて
購入した場合に限り、通常価格の半額で購入することができるかのように表
示していた。
イ

実際
実際には、平成２７年２月２０日頃から同年１２月１９日までの期間におい
て、対象商品を初めて購入した場合に通常価格の半額で購入できることとして
いた。

⑷ 命令の概要
ア(ｱ) 前記⑵アの表示は、対象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、
(ｲ) 前記⑶アの表示は、前記⑶イのとおりであって、対象商品の取引条件につ
いて、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤
認される表示であり、
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。
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(ｱ) 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) 今後、前記⑶の表示と同様の表示を行わないこと。
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【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電

話

ホームページ

０３－３５０７－９２３９
http://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電

話

ホームページ

０９２－４３１－６０３１
http://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/
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別表１
番
号
１

情報誌名
よみうりファミリープリュ

配布年月日
平成２７年２月２０日頃

２０１５年３月号
２

よみうりファミリープリュ
よみうりファミリープリュ

山口県、福岡県、佐賀
県、長崎県、熊本県、大

平成２７年３月２０日頃

分県、宮崎県及び鹿児
島県

２０１５年４月号
３

配布地域

平成２７年７月２０日頃

２０１５年８月号
４

よみうりファミリープリュ

平成２７年８月２０日頃

２０１５年９月号
５

よみうりファミリープリュ

平成２７年９月２０日頃

２０１５年１０月号
６

よみうりファミリープリュ

平成２７年１１月２０日頃

２０１５年１２月号
７

読売家庭版

平成２７年２月２０日頃

２０１５年３月号
８

読売家庭版

県、宮城県、秋田県、山
平成２７年３月２０日頃

読売家庭版

平成２７年５月２０日頃

読売家庭版

平成２７年７月２０日頃

読売家庭版

県、石川県、山梨県、長
野県、岐阜県、静岡県、

２０１５年８月号
11

県、千葉県、東京都、神
奈川県、新潟県、富山

２０１５年６月号
10

形県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉

２０１５年４月号
９

北海道、青森県、岩手

平成２７年８月２０日頃

２０１５年９月号

6

愛知県及び三重県

別表２
番
号
１

情報誌名
よみうりファミリープリュ

配布年月日
平成２７年２月２０日頃

２０１５年３月号
２

よみうりファミリープリュ

配布地域
山口県、福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県、大分県、

平成２７年３月２０日頃

宮崎県及び鹿児島県

２０１５年４月号
３

よみうりファミリープリュ

平成２７年４月２０日頃

２０１５年５月号
４

よみうりファミリープリュ

平成２７年５月２０日頃

２０１５年６月号
５

よみうりファミリープリュ

平成２７年６月２０日頃

２０１５年７月号
６

よみうりファミリープリュ

平成２７年７月２０日頃

２０１５年８月号
７

よみうりファミリープリュ

平成２７年８月２０日頃

２０１５年９月号
８

よみうりファミリープリュ

平成２７年９月２０日頃

２０１５年１０月号
９

よみうりファミリープリュ

平成２７年１０月２０日頃

２０１５年１１月号
10

よみうりファミリープリュ

平成２７年１１月２０日頃

２０１５年１２月号
11

読売家庭版

平成２７年２月２０日頃

２０１５年３月号
12

読売家庭版

宮城県、秋田県、山形県、
平成２７年３月２０日頃

読売家庭版

平成２７年４月２０日頃

読売家庭版

平成２７年５月２０日頃

読売家庭版

平成２７年６月２０日頃

２０１５年７月号
16

読売家庭版

梨県、長野県、岐阜県、
静岡県、愛知県及び三重

２０１５年６月号
15

東京都、神奈川県、新潟
県、富山県、石川県、山

２０１５年５月号
14

福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、

２０１５年４月号
13

北海道、青森県、岩手県、

平成２７年７月２０日頃

２０１５年８月号

7

県

番
号
17

情報誌名
読売家庭版

配布年月日

配布地域

平成２７年８月２０日頃

２０１５年９月号
18

読売家庭版

平成２７年９月２０日頃

２０１５年１０月号
19

読売家庭版

平成２７年１０月２０日頃

２０１５年１１月号
20

読売家庭版

平成２７年１１月２０日頃

２０１５年１２月号
21

読売ライフ

平成２７年２月２０日頃

２０１５年３月号
22

読売ライフ

京都府、大阪府、兵庫県、
平成２７年３月２０日頃

読売ライフ

平成２７年４月２０日頃

読売ライフ

平成２７年５月２０日頃

２０１５年６月号
25

読売ライフ

平成２７年６月２０日頃

２０１５年７月号
26

読売ライフ

平成２７年７月２０日頃

２０１５年８月号
27

読売ライフ

平成２７年８月２０日頃

２０１５年９月号
28

読売ライフ

平成２７年９月２０日頃

２０１５年１０月号
29

読売ライフ

平成２７年１０月２０日頃

２０１５年１１月号
30

読売ライフ

島県、徳島県、香川県、
愛媛県及び高知県

２０１５年５月号
24

奈良県、和歌山県、鳥取
県、島根県、岡山県、広

２０１５年４月号
23

福井県、三重県、滋賀県、

平成２７年１１月２０日頃

２０１５年１２月号
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別添

消 表 対 第 ９ ２ 号
平成２９年２月２日
株式会社Ｘｅｎａ
代表取締役

中山

慶一郎

殿
消費者庁長官 岡村 和美
（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「ＶＣソープ」と称する商品（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号又は第２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

(1)

貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件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、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、別表１「配布年月日」欄記載
の日に、同表「配布地域」欄記載の地域内で配布した同表「情報誌名」欄記載の情報
誌に掲載した広告において、例えば、「※シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません
か？」、「長年の肌悩み、あきらめる前に！」、「あれ？またシミが・・・」、「それ
にしても、ビタミンで洗うとは一体！？なんでも、長年しみついた悩みや※１くすみを、
洗顔だけで洗い流すというのだ！」、「このビタミン洗顔だからこそ、シミのもとメ
ラニンを含む、古い角質まで洗い流せるんだとか！」等と、同表「表示内容」欄記載
のとおり記載することにより、あたかも、本件商品を使用することによって、シミを
解消又は軽減することができるかのように示す表示をしていたこと。

イ(ｱ) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２７年２月２０日頃か
ら同年１１月２０日頃までの間、例えば、平成２７年２月２０日頃に配布した「読
売ライフ」と称する情報誌に掲載した広告において、「期間限定！２０１５年３／
２２（日）まで」、「今だけ！半額！」と記載した上で、「初回半額１個９９０円
（税別）」と記載するなど、別表２「配布地域」欄記載の地域内で配布した同表「情
報誌名」欄記載の情報誌に掲載した広告において、同表「表示内容」欄記載のとお
り記載することにより、あたかも、当該広告に記載した期限までに本件商品を初め

１

て購入した場合に限り、通常価格の半額で購入することができるかのように表示し
ていたこと。
(ｲ) 実際には、平成２７年２月２０日頃から同年１２月１９日までの期間において、
本件商品を初めて購入した場合に通常価格の半額で購入できることとしていたこと。
ウ

前記アの表示は、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ものであり、景品表示法に違反するものであること。

エ

前記イ(ｱ)の表示は、前記イ(ｲ)のとおりであって、本件商品の取引条件について、

実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
であり、景品表示法に違反するものであること。
(2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)ア及びイ記載の
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。
(3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し
ア

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(1)ア記載の表

示と同様の表示をしてはならない。
イ 前記(1)イ記載の表示と同様の表示を行うことにより、当該商品の取引条件について、
実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を
してはならない。
(4)

貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)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

(1) 株式会社Ｘｅｎａ（以下「Ｘｅｎａ」という。）は、福岡市中央区天神一丁目１番１
号に本店を置き、健康食品、医薬部外品、化粧品等の販売業等を営む事業者である。
(2) Ｘｅｎａは、平成２７年１月以降、本件商品を通信販売の方法により一般消費者に販
売している。
(3) Ｘｅｎａは、別表１及び別表２「情報誌名」欄記載の情報誌に掲載した本件商品に係
る表示内容を自ら決定している。
(4)ア Ｘｅｎａは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、別表１「配布年月日」欄
記載の日に、同表「配布地域」欄記載の地域内で配布した同表「情報誌名」欄記載の
情報誌に掲載した広告において、例えば、「※シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませ
んか？」、「長年の肌悩み、あきらめる前に！」、「あれ？またシミが・・・」、「そ
れにしても、ビタミンで洗うとは一体！？なんでも、長年しみついた悩みや※１くすみ
を、洗顔だけで洗い流すというのだ！」、「このビタミン洗顔だからこそ、シミのも
とメラニンを含む、古い角質まで洗い流せるんだとか！」等と同表「表示内容」欄記
載のとおり記載（別添写し１ないし１１）することにより、あたかも、本件商品を使

２

用することによって、シミを解消又は軽減することができ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、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、Ｘｅｎａ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、Ｘ
ｅｎａ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、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。

(5)ア Ｘｅｎａは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２７年２月２０日頃
から同年１１月２０日頃までの間、例えば、平成２７年２月２０日頃に配布した「読
売ライフ」と称する情報誌に掲載した広告において、「期間限定！２０１５年３／２
２（日）まで」、「今だけ！半額！」と記載した上で、「初回半額１個９９０円（税
別）」と記載（別添写し１２）するなど、別表２「配布地域」欄記載の地域内で配布し
た同表「情報誌名」欄記載の情報誌に掲載した広告において、同表「表示内容」欄記
載のとおり記載することにより、あたかも、当該広告に記載した期限までに本件商品
を初めて購入した場合に限り、通常価格の半額で購入することができるかのように表
示していた。
イ

実際には、平成２７年２月２０日頃から同年１２月１９日までの期間において、本

件商品を初めて購入した場合に通常価格の半額で購入できることとしていた。
３

法令の適用

(1) 前記２(4)の事実によれば、Ｘｅｎａが自己の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７条第２項の規定により、同法第５条第１号に該当する、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みな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) 前記２(5)の事実によれば、Ｘｅｎａは、自己の供給する本件商品の取引条件について、
実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、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
と認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第５条第２号に該当
するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。
４ 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

３

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
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。

４

別表１
番
号
１

情報誌名

配布年月日

表示内容

配布地域

よみうりファミ

平成２７年

・ 「＊シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

山口県、福岡県、

リープリュ２０

２月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界一のビタミ

佐賀県、長崎県、

１５年３月号

頃

ンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワーフル 熊本県、大分県、
ーツ『カムカム』の実から抽出したエキスが

（別添写し１）

ぎょうしゅく

凝 縮 されている。」

・ 「長年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「
『あれ？
またシミが・・・』
」、
「ケアしても増える濃い悩
み。どうにかできたら・・・と思うことはない
だろうか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で
『ビタミン洗顔』が注目を集めているという！
ビタミンと言えば、肌に透明感を与えてくれる
イメージ。それにしても、ビタミンで洗うとは
一体！？なんでも、長年しみついた悩みや※１く
すみを、洗顔だけで洗い流すというのだ！」、
「同年代でこの差！」として、黒褐色の色素沈
着がみられる顔の画像を掲載した上で、「濃い
悩みのある肌」、黒褐色の色素沈着がみられな
い顔の画像を掲載した上で、
「悩みのない美肌」
・ 「洗うだけで！」として、くすんだ手の画像
を掲載した上で、
「くすんでる・・・」、
「透明感
のない手」、くすんでいない手の画像を掲載し
た上で、
「パッと明るく！」、
「透明感のある手」、
「洗顔を変えるだけでこんなに違うなん
て！」、
「この希少な『カムカム』のエキスがた
っぷり溶け込むビタミン石鹸が『ＶＣソープ』
だ。早速使ってみると驚き！肌にパッと透明感
が！その秘密は、通常壊れやすいビタミンを『※
４

パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』として配

合することで、ビタミンを最大限、石鹸に凝縮
できたからだという！このビタミン洗顔だか
らこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角質
まで洗い流せるんだとか！」
２

よみうりファミ

平成２７年

・ 「＊シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

宮崎県及び鹿児
島県

リープリュ２０

３月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界一のビタミ

１５年４月号

頃

ンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワーフル
ーツ『カムカム』の実から抽出したエキスが

（別添写し２）

ぎょうしゅく

凝 縮 されている。」

・ 「長年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「
『あれ？
またシミが・・・』
」、
「ケアしても増える濃い悩
み。どうにかできたら・・・と思うことはない
だろうか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で
『ビタミン洗顔』が注目を集めているという！
ビタミンと言えば、肌に透明感を与えてくれる
イメージ。それにしても、ビタミンで洗うとは
一体！？なんでも、長年しみついた悩みや※１く
すみを、洗顔だけで洗い流すというのだ！」、
「お手入れでこの差！」として、黒褐色の色素
沈着がみられる顔の画像を掲載した上で、「濃
い悩みのある肌」、黒褐色の色素沈着がみられ
ない顔の画像を掲載した上で、「悩みのない美
肌」
・ 「洗うだけで！」として、くすんだ手の画像
を掲載した上で、
「くすんでる・・・」、
「透明感
のない手」、くすんでいない手の画像を掲載し
た上で、
「パッと明るく！」、
「透明感のある手」、
「洗顔を変えるだけでこんなに違うなん
て！」、
「この希少な『カムカム』のエキスがた
っぷり溶け込むビタミン石鹸が『ＶＣソープ』
だ。早速使ってみると驚き！肌にパッと透明感
が！その秘密は、通常壊れやすいビタミンを『※
４

パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』として配

合することで、ビタミンを最大限、石鹸に凝縮
できたからだという！このビタミン洗顔だか
らこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角質
まで洗い流せるんだとか！」
３

よみうりファミ

平成２７年

・ 「＊シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

リープリュ２０

７月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界一のビタミ

１５年８月号

頃

ンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワーフル

（別添写し３）

ーツ『カムカム』の実から抽出したエキスが

ぎょうしゅく
E

凝 縮 されている。」
E A

・ 「長年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「
『あれ？
またシミが・・・』
」、
「ケアしても増える濃い悩
み。どうにかできたら・・・と思うことはない
だろうか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で
『ビタミン洗顔』が注目を集めているという！
ビタミンと言えば、肌に透明感を与えてくれる
イメージ。それにしても、ビタミンで洗うとは
一体！？なんでも、長年しみついた悩みや※１く
すみを、洗顔だけで洗い流すというのだ！」、
「お手入れでこの差！」として、黒褐色の色素
沈着がみられる顔の画像を掲載した上で、「濃
い悩みのある肌」、黒褐色の色素沈着がみられ
ない顔の画像を掲載した上で、「悩みのない美
肌」
・ 「洗うだけで！」として、くすんだ手の画像
を掲載した上で、
「くすんでる・・・」、
「透明感
のない手」、くすんでいない手の画像を掲載し
た上で、
「パッと明るく！」、
「透明感のある手」、
「洗顔を変えるだけでこんなに違うなん
て！」、
「この希少な『カムカム』のエキスが溶
け込む石鹸が、ビタミン洗顔『ＶＣソープ』だ。
早 速 使 っ て み る と 驚き！ 肌 に パ ッ と 透 明感
が！その秘密は、通常壊れやすいビタミンを『※
４

パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』として配

合することで、ビタミンを最大限、石鹸に凝縮
できたからだという！このビタミン洗顔『ＶＣ
ソープ』だからこそ、シミのもとメラニンを含
む、古い角質まで洗い流せるんだとか！」
４

よみうりファミ

平成２７年

・ 「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

リープリュ２０

８月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界一のビタミ

１５年９月号

頃

ンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワーフル

（別添写し４）

ーツ『カムカム』の実から抽出したエキスが
ぎょうしゅく

凝 縮 されている。」

・ 「長年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「
『あれ？
またシミが・・・』
」、
「ケアしても増える濃い悩

み。どうにかできたら・・・と思うことはない
だろうか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で
『ビタミン洗顔』が注目を集めているという！
ビタミンと言えば、肌に透明感を与えてくれる
イメージ。それにしても、ビタミンで洗うとは
一体！？なんでも、長年しみついた悩みや※１く
すみを洗顔だけで洗い流すというのだ！」、
「洗
顔を変えるだけ！」として、黒褐色の色素沈着
がみられる顔の画像を掲載した上で、「濃い悩
みのある肌」、黒褐色の色素沈着がみられない
顔の画像を掲載した上で、
「悩みのない美肌」
・

「洗 顔を変 えるだけ でこん なに違 うな ん
て！」、
「この希少な『カムカム』のエキスが溶
け込む石鹸が、ビタミン洗顔『ＶＣソープ』だ。
早 速 使 っ て み る と 驚き！ 肌 に パ ッ と 透 明感
が！その秘密は、通常壊れやすいビタミンを『※
４

パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』として配

合することで、ビタミンを最大限、石鹸に凝縮
できたからだという！この『ビタミン洗顔』だ
からこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角
質まで洗い流せるんだとか！」、
「なんと洗うだ
けで！」として、くすんだ手の画像を掲載した
上で、
「くすんでる・・・」
、
「透明感のない手」、
くすんでいない手の画像を掲載した上で、「パ
ッと明るく！」、
「透明感のある手」
５

よみうりファミ

平成２７年

・ 「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

リープリュ２０

９月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界一のビタミ

１５年１０月号

頃

ンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワーフル

（別添写し５）

ーツ『カムカム』の実から抽出したエキスが
ぎょうしゅく

凝 縮 されている。」

・ 「長年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「
『あれ？
またシミが・・・』
」、
「ケアしても増える濃い悩
み。どうにかできたら・・・と思うことはない
だろうか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で
『ビタミン洗顔』が注目を集めているという！
ビタミンと言えば、肌に透明感を与えてくれる

イメージ。それにしても、ビタミンで洗うとは
一体！？なんでも、長年しみついた悩みや※１く
すみを洗顔だけで洗い流すというのだ！」、
「洗
顔を変えるだけ！」として、黒褐色の色素沈着
がみられる顔の画像を掲載した上で、「濃い悩
みのある肌」、黒褐色の色素沈着がみられない
顔の画像を掲載した上で、
「悩みのない美肌」
・

「洗 顔を変 えるだけ でこん なに違 うな ん
て！」、
「この希少な『カムカム』のエキスが溶
け込む石鹸が、ビタミン洗顔『ＶＣソープ』だ。
早 速 使 っ て み る と 驚き！ 肌 に パ ッ と 透 明感
が！その秘密は、通常壊れやすいビタミンを『※
４

パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』として配

合することで、ビタミンを最大限、石鹸に凝縮
できたからだという！この『ビタミン洗顔』だ
からこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角
質まで洗い流せるんだとか！」、
「なんと洗うだ
けで！」として、くすんだ手の画像を掲載した
上で、
「くすんでる・・・」
、
「透明感のない手」、
くすんでいない手の画像を掲載した上で、「パ
ッと明るく！」、
「透明感のある手」
６

よみうりファミ

平成２７年

・ 「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

リープリュ２０

１１月２０

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界一のビタミ

１５年１２月号

日頃

ンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワーフル

（別添写し６）

ーツ『カムカム』の実から抽出したエキスが
ぎょうしゅく

凝 縮 されている。」

・ 「長年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「
『あれ？
またシミが・・・』
」、
「ケアしても増える濃い悩
み。どうにかできたら・・・と思うことはない
だろうか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で
『ビタミン洗顔』が注目を集めているという！
ビタミンと言えば、肌に透明感を与えてくれる
イメージ。それにしても、ビタミンで洗うとは
一体！？なんでも、長年しみついた悩みや※１く
すみを洗顔だけで洗い流すというのだ！」、
「洗
顔を変えるだけ！」として、黒褐色の色素沈着

がみられる顔の画像を掲載した上で、「濃い悩
みのある肌」、黒褐色の色素沈着がみられない
顔の画像を掲載した上で、
「悩みのない美肌」
・

「洗 顔を変 えるだけ でこん なに違 うな ん
て！」、
「この希少な『カムカム』のエキスが溶
け込む石鹸が、ビタミン洗顔『ＶＣソープ』だ。
早 速 使 っ て み る と 驚き！ 肌 に パ ッ と 透 明感
が！その秘密は、通常壊れやすいビタミンを『※
４

パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』として配

合することで、ビタミンを最大限、石鹸に凝縮
できたからだという！この『ビタミン洗顔』だ
からこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角
質まで洗い流せるんだとか！」、
「なんと洗うだ
けで！」として、くすんだ手の画像を掲載した
上で、
「くすんでる・・・」
、
「透明感のない手」、
くすんでいない手の画像を掲載した上で、「パ
ッと明るく！」、
「透明感のある手」
７

読売家庭版２０

平成２７年

・ 「＊シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

北海道、青森県、

１５年３月号

２月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界最大級のビ

岩手県、宮城県、

（別添写し７）

頃

タミンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワー 秋田県、山形県、
フルーツ『カムカム』の実から抽出したエキス
ぎょうしゅく

」
が 凝 縮 されている。
・ 女性が洗顔している画像を掲載した上で、
「長
年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「『あれ？また

福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川

シミが・・・』」、
「ケアしても増える濃い悩み。 県、新潟県、富山
どうにかできたら・・・と思うことはないだろ

県、石川県、山梨

うか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で『ビタ 県、長野県、岐阜
ミン洗顔』が注目を集めているという！ビタミ

県、静岡県、愛知

ンと言えば、※１くすんだ肌に透明感を与えてく

県及び三重県

れるイメージ。それにしても、ビタミンで洗う
ビタミン洗顔とは一体！？なんでも、長年しみ
ついた悩みやくすみを洗顔で洗い流すという
のだ！」、黒褐色の色素沈着がみられる顔の画
像を掲載した上で、
「濃い悩みのある肌」
・

「洗 顔を変 えるだけ でこん なに違 うな ん
て！」、
「この希少なパワーフルーツ『カムカム』

のエキスが溶け込んだビタミン石鹸が『ＶＣソ
ープ』だ。早速、取り寄せ使ってみると、違い
りょうぜん

は一目 瞭然 ！肌にパッと透明感がでてきたみ
たい！さすがに驚き、開発元へ問い合わせた。
『実は、ビタミンの美肌力は知られています
が、壊れやすく石鹸にすることが難しかったん
です。
『※４パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』
として配合することで、ビタミンを最大限、石
鹸に凝縮できたんです！』このビタミンＣが凝
縮したビタミン洗顔だからこそ、シミのもとメ
ラニンを含む、古い角質汚れまで洗い流せるん
だとか！」
８

読売家庭版２０

平成２７年

・ 「＊シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

１５年４月号

３月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界最大級のビ

（別添写し８）

頃

タミンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワー
フルーツ『カムカム』の実から抽出したエキス
ぎょうしゅく

」
が 凝 縮 されている。
・ 女性が洗顔している画像を掲載した上で、
「長
年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「『あれ？また
シミが・・・』」、
「ケアしても増える濃い悩み。
どうにかできたら・・・と思うことはないだろ
うか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で『ビタ
ミン洗顔』が注目を集めているという！ビタミ
ンと言えば、※１くすんだ肌に透明感を与えてく
れるイメージ。それにしても、ビタミンで洗う
ビタミン洗顔とは一体！？なんでも、長年しみ
ついた悩みやくすみを洗顔で洗い流すという
のだ！」、

黒褐色の色素沈着がみられる顔の

画像を掲載した上で、「濃い悩みのある肌」
・

「洗 顔を変 えるだけ でこん なに違 うな ん
て！」、
「この希少なパワーフルーツ『カムカム』
のエキスが溶け込んだビタミン石鹸が『ＶＣソ
ープ』だ。早速、取り寄せ使ってみると、違い
りょうぜん

は一目 瞭然 ！肌にパッと透明感がでてきたみ
たい！さすがに驚き、開発元へ問い合わせた。
『実は、ビタミンの美肌力は知られています

が、壊れやすく石鹸にすることが難しかったん
です。
『※４パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』
として配合することで、ビタミンを最大限、石
鹸に凝縮できたんです！』このビタミンＣが凝
縮したビタミン洗顔だからこそ、シミのもとメ
ラニンを含む、古い角質汚れまで洗い流せるん
だとか！」
９

読売家庭版２０

平成２７年

・ 「＊シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

１５年６月号

５月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界最大級のビ

（別添写し９）

頃

タミンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワー
フルーツ『カムカム』の実から抽出したエキス
ぎょうしゅく

」
が 凝 縮 されている。
・ 女性が洗顔している画像を掲載した上で、
「長
年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「『あれ？また
シミが・・・』」、
「ケアしても増える濃い悩み。
どうにかできたら・・・と思うことはないだろ
うか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で『ビタ
ミン洗顔』が注目を集めているという！ビタミ
ンと言えば、※１くすんだ肌に透明感を与えてく
れるイメージ。それにしても、ビタミンで洗う
『ビタミン洗顔』とは一体！？なんでも、長年
しみついた悩みやくすみを洗顔で洗い流すと
いうのだ！」、黒褐色の色素沈着がみられる顔
の画像を掲載した上で、
「濃い悩みのある肌」
・

「洗 顔を変 えるだけ でこん なに違 うな ん
て！」、
「この希少なパワーフルーツ『カムカム』
のエキスが溶け込んだビタミン石鹸が『ＶＣソ
ープ』だ。早速、取り寄せ使ってみると、違い
りょうぜん

は一目 瞭然 ！肌にパッと透明感がでてきたみ
たい！さすがに驚き、開発元へ問い合わせた。
『実は、ビタミンの美肌力は知られています
が、壊れやすく石鹸にすることが難しかったん
です。
『※４パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』
として配合することで、ビタミンを最大限、石
鹸に凝縮できたんです！』このビタミンＣが凝
縮した『ビタミン洗顔』だからこそ、シミのも

とメラニンを含む、古い角質汚れまで洗い流せ
るんだとか！」
10

読売家庭版２０

平成２７年

・ 「＊シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

１５年８月号

７月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界最大級のビ
タミンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワー

（別添写し１０） 頃

フルーツ『カムカム』の実から抽出したエキス
ぎょうしゅく

」
が 凝 縮 されている。
・ 女性が洗顔している画像を掲載した上で、
「長
年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「『あれ？また
シミが・・・』」、
「ケアしても増える濃い悩み。
どうにかできたら・・・と思うことはないだろ
うか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で『ビタ
ミン洗顔』が注目を集めているという！ビタミ
ンと言えば、※１くすんだ肌に透明感を与えてく
れるイメージ。それにしても、ビタミンで洗う
『ビタミン洗顔』とは一体！？なんでも、長年
しみついた悩みやくすみを洗顔で洗い流すと
いうのだ！」、黒褐色の色素沈着がみられる顔
の画像を掲載した上で、
「濃い悩みのある肌」
・

「洗 顔を変 えるだけ でこん なに違 うな ん
て！」、
「この希少なパワーフルーツ『カムカム』
のエキスが溶け込む石鹸が、ビタミン洗顔『Ｖ
Ｃソープ』だ。早速、取り寄せ使ってみると、
りょうぜん

違いは一目 瞭然 ！肌にパッと透明感がでてき
たみたい！さすがに驚き、開発元へ問い合わせ
た。
『実は、ビタミンの美肌力は知られています
が、壊れやすく石鹸にすることが難しかったん
です。
『※４パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』
として配合することで、ビタミンを最大限、石
鹸に凝縮できたんです！』このビタミンＣが凝
縮したビタミン洗顔『ＶＣソープ』だからこそ、
シミのもとメラニンを含む、古い角質汚れまで
洗い流せるんだとか！」
11

読売家庭版２０

平成２７年

・ 「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しません

１５年９月号

８月２０日

か？」、
「『ビタミン洗顔』には、世界最大級のビ

（別添写し１１） 頃

タミンＣ含有量を誇ると言われる果物、パワー

フルーツ『カムカム』の実から抽出したエキス
ぎょうしゅく

」
が 凝 縮 されている。
・ 「長年の肌悩み、あきらめる前に！」、
「
『あれ？
またシミが・・・』ケアしても増える濃い悩み。
どうにかできたら・・・と思うことはないだろ
うか？実は今、年齢肌に悩む女性の間で『ビタ
ミン洗顔』が注目を集めているという！ビタミ
ンと言えば、※２くすんだ肌に透明感を与えてく
れるイメージ。それにしても、ビタミンで洗う
『ビタミン洗顔』とは一体！？なんでも、長年
しみついた悩みやくすみを洗顔で洗い流すと
いうのだ！」、黒褐色の色素沈着がみられる顔
の画像を掲載した上で、
「濃い悩みのある肌」
・

「洗 顔を変 えるだけ でこん なに違 うな ん
て！」、
「この希少なパワーフルーツ『カムカム』
のエキスが溶け込む石鹸が、ビタミン洗顔『Ｖ
Ｃソープ』だ。早速、取り寄せ使ってみると、
りょうぜん

違いは一目 瞭然 ！肌にパッと透明感がでてき
たみたい！さすがに驚き、開発元へ問い合わせ
た。
『実は、ビタミンの美肌力は知られています
が、壊れやすく石鹸にすることが難しかったん
です。
『※５パワーフルーツ・ビタミンＣ誘導体』
として配合することで、ビタミンを最大限、石
鹸に凝縮できたんです！』このビタミン洗顔
『ＶＣソープ』だからこそ、シミのもとメラニ
ンを含む、古い角質汚れまで洗い流せるんだと
か！」

別表２
番

情報誌名

配布年月日

表示内容

配布地域

よみうりファミリー

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年３／２２（日）ま

山口県、福岡県、

プリュ２０１５年３

２月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

佐賀県、長崎県、

月号

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

熊本県、大分県、

よみうりファミリー

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年４／１９（日）ま

宮崎県及び鹿児

プリュ２０１５年４

３月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

島県

月号

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

よみうりファミリー

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年５／１９（火）ま

プリュ２０１５年５

４月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

月号

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

よみうりファミリー

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年６／１９（金）ま

プリュ２０１５年６

５月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

月号

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

よみうりファミリー

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年７／１９（日）ま

プリュ２０１５年７

６月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

月号

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

よみうりファミリー

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年８／１９（水）ま

プリュ２０１５年８

７月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

月号

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

よみうりファミリー

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年９／１９（土）ま

プリュ２０１５年９

８月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

月号

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

よみうりファミリー

平成２７年

・「期間限定！２０１５年１０／１９（月）

プリュ２０１５年１

９月２０日

まで」、
「今だけ！半額！」と記載した上で、

０月号

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

よみうりファミリー

平成２７年

・「期間限定！２０１５年１１／１９（木）

プリュ２０１５年１

１０月２０

まで」、
「今だけ！半額！」と記載した上で、

１月号

日頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

よみうりファミリー

平成２７年

・「期間限定！２０１５年１２／１９（土）

プリュ２０１５年１

１１月２０

まで」、
「今だけ！半額！」と記載した上で、

２月号

日頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売家庭版２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年３／２２（日）ま

北海道、青森県、

年３月号

２月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

岩手県、宮城県、

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

秋田県、山形県、

号
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

読売家庭版２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年４／１９（日）ま

福島県、茨城県、

年４月号

３月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

栃木県、群馬県、

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

埼玉県、千葉県、

読売家庭版２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年５／１９（火）ま

東京都、神奈川

年５月号

４月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

県、新潟県、富山

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

県、石川県、山梨

読売家庭版２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年６／１９（金）ま

県、長野県、岐阜

年６月号

５月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

県、静岡県、愛知

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

県及び三重県

読売家庭版２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年７／１９（日）ま

年７月号

６月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売家庭版２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年８／１９（水）ま

年８月号

７月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売家庭版２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年９／１９（土）ま

年９月号

８月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売家庭版２０１５

平成２７年

・「期間限定！２０１５年１０／１９（月）

年１０月号

９月２０日

まで」、
「今だけ！半額！」と記載した上で、

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売家庭版２０１５

平成２７年

・「期間限定！２０１５年１１／１９（木）

年１１月号

１０月２０

まで」、
「今だけ！半額！」と記載した上で、

日頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売家庭版２０１５

平成２７年

・「期間限定！２０１５年１２／１９（土）

年１２月号

１１月２０

まで」、
「今だけ！半額！」と記載した上で、

日頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売ライフ２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年３／２２（日）ま

福井県、三重県、

年３月号

２月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

滋賀県、京都府、

（別添写し１２）

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

大阪府、兵庫県、

読売ライフ２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年４／１９（日）ま

奈良県、和歌山

年４月号

３月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

県、鳥取県、島根

（別添写し１３）

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

県、岡山県、広島

読売ライフ２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年５／１９（火）ま

県、徳島県、香川

年５月号

４月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

県、愛媛県及び

（別添写し１４）

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

高知県

24

25

26

27

28

29

30

読売ライフ２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年６／１９（金）ま

年６月号

５月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

（別添写し１５）

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売ライフ２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年７／１９（日）ま

年７月号

６月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

（別添写し１６）

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売ライフ２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年８／１９（水）ま

年８月号

７月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

（別添写し１７）

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売ライフ２０１５

平成２７年

・
「期間限定！２０１５年９／１９（土）ま

年９月号

８月２０日

で」、「今だけ！半額！」と記載した上で、

（別添写し１８）

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売ライフ２０１５

平成２７年

・「期間限定！２０１５年１０／１９（月）

年１０月号

９月２０日

まで」、
「今だけ！半額！」と記載した上で、

（別添写し１９）

頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売ライフ２０１５

平成２７年

・「期間限定！２０１５年１１／１９（木）

年１１月号

１０月２０

まで」、
「今だけ！半額！」と記載した上で、

（別添写し２０）

日頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

読売ライフ２０１５

平成２７年

・「期間限定！２０１５年１２／１９（土）

年１２月号

１１月２０

まで」、
「今だけ！半額！」と記載した上で、

（別添写し２１）

日頃

「初回半額１個９９０円（税別）」

