
消 表 対 第 ７ ０ ６ 号 

平成２９年６月７日 
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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、貴社が一般消費者に供給する「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１８０

粒入りの食品（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 

 日本サプリメント株式会社（以下「日本サプリメント」という。）は、課徴金として金３０７

３万円を平成３０年１月９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、日本サプリメントは、自己の供給する本件商品の取引に関し、

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をしていたものであり、この表示は、景品表示法第５条第１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。 

 

２ 課徴金の計算の基礎 

(1)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) 日本サプリメントが前記１の課徴金対象行為をした期間は、平成２８年４月１日か

ら同年９月１７日までの間である。 

   (ｲ) 日本サプリメントは、本件商品について、前記１の課徴金対象行為をやめた後その

やめた日から６月を経過する日前の平成２８年９月１７日に、前記１の課徴金対象行

為に係る表示が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
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害するおそれを解消するための措置として不当景品類及び不当表示防止法施行規則

（平成２８年内閣府令第６号）第８条に規定する措置をとっていると認められるとこ

ろ、日本サプリメントは、前記１の課徴金対象行為をやめた後当該措置をとった日ま

での間において、本件商品の取引をしていない。 

   (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、平成

２８年４月１日から同年９月１７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日本サプリメントの売上額

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、１０億２４３８万４０３３

円である。 

   エ 日本サプリメントは、本件商品について、遅くとも平成２３年８月以降、品質管理と

して、包装後の製品における関与成分についての試験検査が行われておらず、また、平

成２６年９月に、関与成分の特定ができないことが判明していたにもかかわらず、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。 

 (2) 前記(1)の事実によれば、日本サプリメン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(1)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

て算出された３０７３万円である。 

 

 よって、日本サプリメントに対し、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
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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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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 日本サプリメント株式会社（以下「日本サプリメント」という。）は、大阪市北区茶屋町１

９番１９号に本店を置き、食品、加工食品、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

２ 日本サプリメントは、「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１８０粒入りの食品（以

下「本件商品」という。）を通信販売の方法により一般消費者に販売しているところ、本件商

品の表示内容を自ら決定している。 

３ 特定保健用食品は、健康増進法第２６条第１項又は同法第２９条第１項の規定に基づき、

内閣府令で定める特別の用途のうち、特定の保健の用途に適する旨の表示をすることについ

て、消費者庁長官の許可又は承認を受けた食品であって、食生活の改善に寄与することを目

的として、その食品の摂取が健康の維持増進に役立つ、又は適する旨を表示することが許可

又は承認されているものである。 

４ 特定保健用食品の表示に当たっては、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与する

ことが期待できるものであって、次の要件等に適合するものについて許可等を行うものとし

ている。 

ア 食品又は関与成分について、表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医学的、

栄養学的に明らかにされていること。 

イ 食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものである

こと。 

ウ 食品又は関与成分が、添付資料等からみて安全なものであること。 

エ 関与成分について、次の事項が明らかにされていること。ただし、合理的理由がある場

合には、この限りではない。 

(ｱ) 物理学的、化学的及び生物学的性状並びにその試験方法 

(ｲ) 定性及び定量試験方法 

５(1) 日本サプリメントは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、別表「表示媒体」欄

記載の表示媒体に、同表「表示期間」欄記載の期間において、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、本件商品が特定保健用食品として消費者庁長官の

許可の要件を満たしたものであるかのように示す表示をしていた。 

 (2) 実際には、本件商品は、遅くとも平成２３年８月以降、品質管理として、包装後の製品

における関与成分についての試験検査が行われておらず、また、平成２６年９月に、関与

成分の特定ができないことが判明しており、健康増進法第２６条第１項の規定に基づく特

定保健用食品の許可の要件を満たしていないものであった。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

容器包装 平成２８年４

月１日から同

年９月１７日

までの間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「かつお節オリゴペプチド配合」、「消

費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」、「血圧が高め

の方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特定保健用食

品）●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食

品で、血圧が高めの方に適した食品です。」、「●摂取目安量：

１日当たり６粒（かつお節オリゴペプチド１．５ｇ、ＬＫＰＮ

Ｍとして５ｍｇ）を目安にお召し上がり下さい。」、「栄養成

分量及び熱量（６粒、１．７１ｇあたり）」、「関与成分：かつ

お節オリゴペプチド･･･････････････････････１．５ｇ（ＬＫＰ

ＮＭとして ５ｍｇ）」と記載。 

              別添写し１ 

新聞 平成２８年４

月１日から同

年６月２７日

までの間 

 

「血圧が高めで気になる方注目！ペプチドエースつぶタイプ」

と記載した上で、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等

に関する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第

２号による許可証票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」

と称する錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装の画像を記載。 

「この実績にご注目ください！」、「特定保健用食品血圧カテ

ゴリー８年連続通販売上ＮＯ．１」、「ご存じですか？有用成

分を『かつお節』から抽出」と記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号の規定に掲げる同令別記様式第２号による

許可証票を記載するとともに、「国の審査を受け表示許可を得

た特定保健用食品●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチド

を配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」等と

記載。 

別添写し２ 

平成２８年４

月１日から同

年５月１８日

までの間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」と

称する錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装の画像を記載する

 別表 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 とともに、「特定保健用食品血圧カテゴリー８年連続通販売上

Ｎｏ．１」、「●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを

配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」等と記

載。 

別添写し３ 

平成２８年４

月１日から同

年６月３０日

までの間 

 

「血圧が高め気になるなら試してほしい。」と記載の上、健康

増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８

条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を

記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１

８０粒入りの食品の容器包装の画像とともに、「特定保健用食

品血圧カテゴリー８年連続通販売上Ｎｏ．１」、「●許可表示：

本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高め

の方に適した食品です。」等と記載。 

別添写し４ 

テ レ ビ 放

送 

平成２８年７

月２０日から

同年９月１７

日までの間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」と

称する錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装等の映像 

「許可表示:本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、

血圧が高めの方に適した食品です。」等の文字 

「トクホをとっているし、いいかもしれん。飲んでみようかな

～と思って」等の音声 

別添写し５ 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ウ ェ ブ サ

イト 

平成２８年４

月１日から同

年９月１７日

までの間 

「特定保健用食品 ペプチドエースつぶタイプ 血圧が高めの

方へ 『ペプチドエースつぶタイプ』は、血圧が高めの方に適

した特定保健用食品です。」と記載の上、健康増進法に規定す

る特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号

に掲げる同令別記様式第２号による許可証票及び同許可証票を

掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１８０

粒入りの食品の容器包装の画像を記載。 

「『ペプチドエースつぶタイプ』の特長」として「実証された

有用性」、「かつお節から生まれた特定保健用食品」と記載の

上、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣

府令第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許

可証票を記載。 

「消費者庁許可『特定保健用食品』という実績」として「『ペ

プチドエースつぶタイプ』は、『血圧が高めの方に適した食品』

として、消費者庁からその有用性を認められた特定保健用食品

（トクホ）です。」と記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「特定保健用食品とは、有用性や安全

性が科学的に確認され、健康に役立つことの表示をしてもよい

と消費者庁が許可した食品です。」、「『ペプチドエースつぶ

タイプ』は、特定保健用食品血圧カテゴリー８年連続通販売上

シェアＮｏ．１。」等と記載。 

                       別添写し６ 
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ナレーション「そ

こで血圧 130 を超

えたら特定保健用

食品ペプチドエー

スつぶタイプ。」 

セリフ「トクホを

とっているし、い

いかもしれん。飲

んでみようかな～

と思って。」 

ナレーション「そ

の秘密は答えは、

このペプチドエー

スつぶタイプにあ

りました。」 

12
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ナレーション「ペプ

チドエースつぶタ

イプは国が効果を

認めた特定保健用

食品。」 

ナレーション「血

圧が高めの方にペ

プチドエースつぶ

タイプは 1 袋 180

粒入り。」 
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セリフ「トクホの

許可もとっている

し。」 

ナレーション「か

んたんに血圧対策

ができる特定保健

用食品ペプチドエ

ースつぶタイプ。」 

ナレーション「そ

の秘密は答えは、

このペプチドエー

スツブタイプにあ

りました。」 
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ナ レ ー シ ョ ン

「ペプチドエー

スつぶタイプは

国が効果を認め

た特定保健用食

品。」 

ナ レ ー シ ョ ン

「ペプチドエー

スつぶタイプは

1袋180粒およそ

１か月入って消

費税込みで 3，

780円。」 

ナ レ ー シ ョ ン

「 そ こ で 血 圧

130 を超えたら

特定保健用食品

ペプチドエース

つぶタイプ。」 
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ナレーション

「答えはペプ

チドエースつ

ぶタイプにあ

りました。」 

ナレーション 

「ペプチドエ

ースつぶタイ

プは特定保健

用食品血圧カ

テゴリー８年

連続通販売上

ナ ン バ ー ワ

ン。」 

ナレーション

「血圧が高め

の方に特定保

健用食品ペプ

チドエースつ

ぶタイプ。」 
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