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消表対第１５２４号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社太田胃散 

代表取締役 太田 美明 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「葛の花イソフラボン 貴妃」と称する機能性表示食品及び「葛の

花イソフラボン ウエストサポート茶」と称する機能性表示食品（以下これらを併せて「本件

２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２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２商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「葛の花イソフラボ

ン 貴妃」と称する機能性表示食品について、平成２９年１月２７日から同年６月１日

までの間、例えば、同年２月８日から同年５月２５日までの間、自社ウェブサイトにお

いて、細身のウエストにメジャーを巻き付けた写真と共に、「【ウエストサポート】体

重やお腹の脂肪を減らす」、腹部の肉を手でつまんだ写真と共に、「気になるのは･･･ウ

エストにたっぷり溜まった脂肪や体重･･･」、「☑脂っこいものやお酒、炭水化物や甘い

ものをよく食べる」、「☑健康診断で肥満を指摘された」、「☑ウエストが閉まらない」、

「☑失敗続きのダイエット」及び細身のウエストにメジャーを巻き付けた写真と共に、

「そんなあなた
．．．

に･･･！！」等と記載するなど、本件２商品の各表示について、それぞれ、

別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同
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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２商品を摂取する

だけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認

識できるまでの腹部の痩身効果が得られ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、本件２商品の内容について、それぞれ、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。 

⑵ 貴社は、今後、本件２商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前記⑴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２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 株式会社太田胃散（以下「太田胃散」という。）は、東京都文京区千石二丁目３番２号

に本店を置き、医薬品、医薬部外品、健康食品等の製造及び販売等を営む事業者である。 

⑵ 太田胃散は、「葛の花イソフラボン 貴妃」と称する機能性表示食品については平成２

９年１月９日以降、「葛の花イソフラボン ウエストサポート茶」と称する機能性表示食

品については同年３月１３日以降、通信販売の方法等により一般消費者に販売していると

ころ、本件２商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件２商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０

ｍｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少すること

が示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラ

ボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥
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満気味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方

に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、「葛の花イソフラボン 貴妃」

と称する機能性表示食品については平成２８年５月３０日に、「葛の花イソフラボン ウ

エストサポート茶」と称する機能性表示食品については同年１０月２８日に、太田胃散が

消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア 太田胃散は、本件２商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「葛の花イソフ

ラボン 貴妃」と称する機能性表示食品について、平成２９年１月２７日から同年６月

１日までの間、例えば、同年２月８日から同年５月２５日までの間、自社ウェブサイト

において、細身のウエストにメジャーを巻き付けた写真と共に、「【ウエストサポート】

体重やお腹の脂肪を減らす」、腹部の肉を手でつまんだ写真と共に、「気になるのは･･･

ウエストにたっぷり溜まった脂肪や体重･･･」、「☑脂っこいものやお酒、炭水化物や甘

いものをよく食べる」、「☑健康診断で肥満を指摘された」、「☑ウエストが閉まらな

い」、「☑失敗続きのダイエット」及び細身のウエストにメジャーを巻き付けた写真と

共に、「そんなあなた
．．．

に･･･！！」等と記載するなど、本件２商品の各表示について、そ

れぞれ、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期

間に、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２商品を

摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の

変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られ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、太田胃散に対し、

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、

太田胃散は、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。 

なお、太田胃散は、前記アの表示において、例えば、「葛の花イソフラボン ウエス

トサポート茶」と称する機能性表示食品について、パソコン向け自社ウェブサイトにお

いて、「※個人の感想です。効果効能を保証するものではありません。」等と記載する

など、別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間

に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記

アの表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、太田胃散が自己の供給する本件２商品の取引に関し行った表示は、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号に該当する、本件２商品
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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 

「葛の花イソフラボン 貴妃」と称する機能性表示食品に係る表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し１－１） 

平成２９年２月８日から

同年５月２５日までの間 

細身のウエストにメジャーを巻き付けた写

真と共に、「【ウエストサポート】体重やお腹

の脂肪を減らす」と記載。 

腹部の肉を手でつまんだ写真と共に、「気に

なるのは･･･ウエストにたっぷり溜まった脂肪

や体重･･･」、「☑脂っこいものやお酒、炭水

化物や甘いものをよく食べる」、「☑健康診断

で肥満を指摘された」、「☑ウエストが閉まら

ない」、「☑失敗続きのダイエット」及び細身

のウエストにメジャーを巻き付けた写真と共

に、「そんなあなた
．．．

に･･･！！」と記載。 

炎が燃えているイラストを背景とした「脂

肪」との文字が汗をかいているイラストと共

に、「葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニ

ン類として）は３つの働きが知られていま

す！」、「１．脂肪の合成を抑える」、「２．

脂肪の分解を促進」及び「３．脂肪の燃焼を促

進」と記載。 

楽天市場と称するウェ

ブサイトに開設された

ウェブページ 

（別添写し１－２） 

平成２９年１月２７日か

ら同年５月２５日までの

間 

腹部の肉がはみ出してズボンのウエストの

ボタンとファスナーが閉まらない写真と共に、

「葛の花イソフラボンならもう失敗を繰り返

さない 体重やお腹の脂肪を減らす」、細身の

女性のウエストにメジャーを巻き付けた写真

と共に、「本気で脂肪と向き合う実感型ダイエ

ット」及び「体重やお腹の脂肪※を減らす。※

お腹の脂肪とは、内臓脂肪と皮下脂肪のことで

す。」と記載。 

「太田胃散健康食品館で注目度 Ｎｏ．１」

及び「ダイエット成分」と記載。 

細身の女性のウエストにメジャーを巻き付

けた写真と共に、「ダイエットは遂に脂肪を減

らす時代へ」、「ギュッとスリム ウエストサ

ポート」、「飲んでしっかりと目指す！！体重

やお腹の脂肪※を減らす。」及び「※お腹の脂
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表示媒体 表示期間 表示内容 

肪とは、内臓脂肪と皮下脂肪のことです。」と

記載。 

「きつい運動や食事制限･･･そんな我慢はも

ういらない！」、ペットボトルを持っている写

真とドーナツを食べる写真と共に、「運動×食

事制限 しなくても！ 皮下脂肪 内臓脂肪 

に強力アプローチ！」と記載し、体重計に乗っ

た写真と共に、「年々、増える体重･･･」、腹

部の肉を両手でつまんだ写真と共に、「お腹周

りが、ヤバい･･･」及びラーメンの麺の写真と

共に、「健康指数が、気になる･･･」と記載し

た上で、「こんな体型なんとかしたい･･･方

へ！」と記載。 

腹部の脂肪を両手でつまんだ写真と共に、

「『葛の花』由来イソフラボンが３つの減少を

助けます。お腹の脂肪※ 体重 ウエスト周囲

径」及び「※お腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）、

体重、ウエスト周囲径を指す。」、「『葛の花』

こそが理想的な体重減素材」、「体重やお腹の

脂肪を減らす。」及び「※お腹の脂肪とは、内

臓脂肪と皮下脂肪のことです。」と記載。 

「もう失敗を繰り返さないダイエットサプ

リメント」と題し、腹部の肉がはみ出してズボ

ンのウエストのボタンとファスナーが閉まら

ない写真と共に、「葛の花イソフラボンならも

う失敗を繰り返さない 体重やお腹の脂肪を

減らす」及び細身の女性のウエストにメジャー

を巻き付けた写真と共に、「本気で脂肪と向き

合う実感型ダイエット」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１－３） 

平成２９年２月１０日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」及び「『ぽっこり』から『ス

ッキリ』に！」と記載し、「①抑制 肝臓で脂

肪の合成を抑えます」、「②分解 白色脂肪で

の脂肪を分解します」、「③燃焼 褐色脂肪で

の脂肪燃焼を促します」及び「葛の花イソフラ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ボン貴妃は内臓脂肪に働きかけるサプリです。

葛の花由来のイソフラボンが配合されており

ます。この葛の花部分に含まれているイソフラ

ボンに内臓脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを

助ける機能があります。抑制・分解・燃焼の３

つの力が内臓脂肪を減らす、これが葛の花由来

イソフラボンの秘密なのです。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１－４） 

平成２９年２月１６日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と記載し、「①抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑えます」、「②分解 白色脂肪

での脂肪を分解します」、「③燃焼 褐色脂肪

での脂肪燃焼を促します」及び「葛の花イソフ

ラボン貴妃は内臓脂肪に働きかけるサプリで

す。葛の花由来のイソフラボンが配合されてお

ります。この葛の花部分に含まれているイソフ

ラボンに内臓脂肪（おなかの脂肪）を減らすの

を助ける機能があります。抑制・分解・燃焼の

３つの力が内臓脂肪を減らす、これが葛の花由

来イソフラボンの秘密なのです。」と記載。 

株式会社全国通販が発

行する「ミセスクラブ

７４５１号（４月発

行）」と称する雑誌に

掲載した広告 

（別添写し１－５） 

 

平成２９年４月１日から

同年６月１日までの間 

「太田胃散から体重やお腹の脂肪※１を減ら

す機能性表示食品をご紹介！」及び「６０歳か

らのダイエットにオススメ！」と記載。 

「葛の花由来イソフラボンがお腹の脂肪を

減らすしくみ」と題し、イラストと共に、「①

抑制 脂肪の合成を抑える」、「②分解 脂肪

の分解を促進」及び「③燃焼 脂肪の燃焼を助

ける」と記載。 

 

「葛の花イソフラボン ウエストサポート茶」と称する機能性表示食品に係る表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

パソコン向け自社ウェ

ブサイト 

（別添写し２－１） 

平成２９年４月１０日か

ら同年６月７日までの間 

「これまで何を試しても満足できなかった

方へ」と題し、女性がズボンのウエストを右手

の親指で広げ、腹部の肉が減ったように示す写

真と共に、「１日１杯飲むだけ！」、「体重や

お腹の脂肪を減らす！」、「内臓脂肪 皮下脂



8 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

肪 ウエスト 体重 ＢＭＩが気になる方へ」

及び体重計に乗って両手を頬に当てて喜んで

いるイラストと共に、「ＤＯＷＮ↓」と記載。 

「こんなお悩みありませんか？」と題し、左

手で腹部の肉をつまんだ写真と共に、「このハ

ミ肉･･･鏡の自分にショック！！」、体重計に

乗った写真と共に、「体重が人生マックス･･･」、

白衣を着用した人が向かい合わせの人物のウ

エストをメジャーで計っている写真と共に、

「健康診断が気になる･･･」、内臓脂肪が多い

人及び内臓脂肪が正常な人のそれぞれのウエ

スト断面図と共に、「ギクッ！もしかして私の

お腹･･･ヤバい！？」、汗をかいてランニング

している女性のイラスト及び体重計に乗って

驚いている女性のイラストと共に、「ＵＰ↑」、

「この体型、どうにかしたい！」及び「と、本

気でお悩みの方へ！」と記載。 

腹部の肉がはみ出た女性の写真及びズボン

のウエストの太さに比して細身の腹部を強調

する写真を掲載。 

ウエストにメジャーを巻き付けた細身の女

性の写真を掲載。 

縄跳びをする女性のイラスト及びケーキや

ラーメンのイラストに×印を付した吹き出し

に涙を流している女性のイラストと共に、「き

つい運動」、「つらい食事制限」及び「不要！」

と記載し、「それは･･･」、「理想のダイエッ

ト素材『葛
く ず

の 花
は な

』 体重 お腹の脂肪 ウエ

スト※１を減らす。」と記載。 

「どれほどスゴイの！？ 『葛の花』３大パ

ワーを大公開！」と題し、「ブロック！」と記

載したイラストと共に、「パワー１ 脂肪を作

らせない！」及び「体で燃えなかったエネルギ

ーは、肝臓で中性脂肪として合成され各部位に

蓄積されます。『葛の花由来イソフラボン』に

は、この合成を抑制する働きがあるのです。」、
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表示媒体 表示期間 表示内容 

「分解！」と記載したイラストと共に、「パワ

ー２ 今ある脂肪を分解する！」及び「体脂肪

は残念ながらそのままで燃焼することはでき

ません。一度、脂肪酸へ分解する必要があるの

です。そこで『葛の花由来イソフラボン』は分

解をサポートし燃えやすい体を応援します。」、

「燃焼！」と記載したイラストと共に、「パワ

ー３ 分解した脂肪を燃やす！」及び「脂肪酸

へ分解された体脂肪は、燃焼工場である褐色脂

肪細胞で燃やされます。『葛の花由来イソフラ

ボン』は“薪”のように働き、燃焼を促進する

のです。」と記載。 

体験談として、「『燃えろ、燃えろ～』って

♪体が軽くなりました！ チハル様（３６歳）」

及び「趣味のマラソンのモチベーションも上が

って、体も以前より軽くなってきた感じがしま

す。」と記載。 

体験談として、「若いころの服も、普通に着

られるようになりました！ 玲花様（４４

歳）」、「『若いころに比べて、落ちなくなっ

たな･･･』と感じて､一念発起で始めたのが『ウ

エストサポート茶』でした。」及び「クローゼ

ットの奥にしまっていた、若いころの服も着ら

れるようになりました♪」と記載。 

体験談として、「半信半疑も、これが大当た

り！やっと出会えた！ 羽田野 弘美様（６１

歳）」及び「食べ歩きが趣味なので、食べた後

の罪悪感との葛藤が辛かったんです。色々と試

してみたんですが･･･『ウエストサポート茶』

は機能性表示食品だから『もしかして！』と期

待してスタート。お腹周りに嬉しい変化もあ

り、飲み始めてからは『美味しかった～♪』と

心から食事を楽しめるようになりました。本当

に感謝しています。」と記載。 

ウエストにメジャーを巻き付けた細身の女

性の写真を掲載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

スマートフォン向け自

社ウェブサイト 

（別添写し２－２） 

平成２９年４月１４日か

ら同年６月７日までの間 

「これまで何を試しても満足できなかった

方へ」と題し、女性がズボンのウエストを右手

の親指で広げ、腹部の肉が減ったように示す写

真と共に、「１日１杯飲むだけ！」、「体重や

お腹の脂肪を減らす！」、「内臓脂肪 皮下脂

肪 ウエスト 体重 ＢＭＩが気になる方へ」

及び体重計に乗って両手を頬に当てて喜んで

いるイラストと共に、「ＤＯＷＮ↓」と記載。 

「こんなお悩みありませんか？」と題し、左

手で腹部の肉をつまんだ写真と共に、「このハ

ミ肉･･･鏡の自分にショック！！」、体重計に

乗った写真と共に、「体重が人生マックス･･･」、

白衣を着用した人が向かい合わせの人物のウ

エストをメジャーで計っている写真と共に、

「健康診断が気になる･･･」、内臓脂肪が多い

人及び内臓脂肪が正常な人のそれぞれのウエ

スト断面図と共に、「ギクッ！もしかして私の

お腹･･･ヤバい！？」、汗をかいてランニング

している女性のイラスト及び体重計に乗って

驚いている女性のイラストと共に、「ＵＰ↑」、

「この体型、どうにかしたい！」及び「と、本

気でお悩みの方へ！」と記載。 

腹部の肉がはみ出た女性の写真及びズボン

のウエストの太さに比して細身の腹部を強調

する写真を掲載。 

縄跳びをする女性のイラスト及びケーキや

ラーメンのイラストに×印を付した吹き出し

に涙を流している女性のイラストと共に、「き

つい運動」、「つらい食事制限」及び「不要！」

と記載し、「それは･･･」、「理想のダイエッ

ト素材『葛
く ず

の 花
は な

』 体重 お腹の脂肪 ウエ

スト※１を減らす。」と記載。 

「どれほどスゴイの！？ 『葛の花』３大パ

ワーを大公開！」、「ブロック！」と記載した

イラストと共に、「パワー１ 脂肪を作らせな

い！」及び「体で燃えなかったエネルギーは、
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表示媒体 表示期間 表示内容 

肝臓で中性脂肪として合成され各部位に蓄積

されます。『葛の花由来イソフラボン』には、

この合成を抑制する働きがあるのです。」、「分

解！」と記載したイラストと共に、「パワー２ 

今ある脂肪を分解する！」及び「体脂肪は残念

ながらそのままで燃焼することはできません。

一度、脂肪酸へ分解する必要があるのです。そ

こで『葛の花由来イソフラボン』は分解をサポ

ートし燃えやすい体を応援します。」、「燃焼！」

と記載したイラストと共に、「パワー３ 分解

した脂肪を燃やす！」及び「脂肪酸へ分解され

た体脂肪は、燃焼工場である褐色脂肪細胞で燃

やされます。『葛の花由来イソフラボン』は

“薪”のように働き、燃焼を促進するのです。」

と記載。 

体験談として、「『燃えろ、燃えろ～』って

♪体が軽くなりました！ チハル様（３６歳）」

及び「趣味のマラソンのモチベーションも上が

って、体も以前より軽くなってきた感じがしま

す。」と記載。 

体験談として、「若いころの服も、普通に着

られるようになりました！ 玲花様（４４

歳）」、「『若いころに比べて、落ちなくなっ

たな･･･』と感じて､一念発起で始めたのが『ウ

エストサポート茶』でした。」及び「クローゼ

ットの奥にしまっていた、若いころの服も着ら

れるようになりました♪」と記載。 

体験談として、「半信半疑も、これが大当た

り！やっと出会えた！ 羽田野 弘美様（６１

歳）」及び「食べ歩きが趣味なので、食べた後

の罪悪感との葛藤が辛かったんです。色々と試

してみたんですが･･･『ウエストサポート茶』

は機能性表示食品だから『もしかして！』と期

待してスタート。お腹周りに嬉しい変化もあ

り、飲み始めてからは『美味しかった～♪』と



12 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

心から食事を楽しめるようになりました。本当

に感謝しています。」と記載。 

ウエストにメジャーを巻き付けた細身の女

性の写真を掲載。 

「楽天市場」と称する

ウェブサイトに開設し

たウェブページ 

（別添写し２－３） 

平成２９年５月１日から

同月２５日までの間 

細身のウエストの写真と共に、「一杯のお茶

から本気で脂肪を落とす！」と記載。 

細身のウエストの写真を掲載し、二の腕の肉

をつまんだ写真と共に、「たぷたぷ」、太った

腹部にメジャーを巻き付けた写真と共に、「ぶ

よぶよ」及び太ももの肉をつまんだ写真と共

に、「むっちり」と記載し、体重計に乗って頭

を抱えている写真と共に、「もっと簡単に脂肪

を減らしたい」と記載した上、「そんな方にオ

ススメなのが！」、「各メディアで話題のダイ

エット成分 葛の花由来イソフラボン」と記

載。 

腹部の細さに比してウエストサイズの大き

なズボンを履いた写真及び体重計に乗って左

手の親指を立てている細身の女性の写真と共

に、「おなかの脂肪内臓脂肪×体重」及び「し

っかり減らす！」と記載。 

「たった１日１杯の簡単習慣 飲むだけの

ダイエット」及び「燃焼×分解×抑制」、ハン

バーガーを持った写真と共に、「食事が大好き

で」及び「脂っこいものに目がない！」と記載

した上、「そんな方が絶対に試したい」と記載。 

「『葛の花』由来のイソフラボンが３つの減

少をお手伝い！」、「燃焼 褐色脂肪での脂肪

燃焼を促します。」、「分解 白色脂肪の脂肪

を分解します。」及び「抑制 肝臓で脂肪の合

成を抑えます。」と記載。 

細身のウエストにメジャーを巻き付けた写

真と共に、「機能性関与成分葛の花イソフラボ

ンが体重とお腹の脂肪を減らす！」と記載。 

「機能性関与成分葛の花由来イソフラボン

がお腹の脂肪を減らすトリプルアクション。」
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表示媒体 表示期間 表示内容 

と記載し、「肝臓 肝臓で脂肪の合成を抑えま

す。」と付記されたイラスト、「白色脂肪 脂

肪の分解を促進する」と付記されたイラスト及

び「褐色脂肪 脂肪の燃焼を促進する」と付記

されたイラストを掲載。 

腹部の細さに比してウエストサイズの大き

なズボンを履いた写真及び体重計に乗って左

手の親指を立てている細身の女性の写真と共

に、「だから おなかの脂肪内臓脂肪×体重」

及び「しっかり減らす！」と記載。 

「たった１日１杯の簡単習慣 飲むだけの

ダイエット」及び「燃焼×分解×抑制」と記載。 

「ウエストサポート茶 モニターの声も大

好評」と題し、体験談として、「ＨＡＰＰＹ Ｖ

ＯＩＣＥ」及び「こんなに飲みやすいダイエッ

ト茶は初めて飲みます。これまでに色々と試し

ましたが、味もしっかりして普段の食事中にも

ピッタリ！毎日鏡で、自分自身をチェックする

のが楽しみになっています。 ２０代女性」、

「ＨＡＰＰＹ ＶＯＩＣＥ」及び「最初はあま

り期待通りでなかったですが、続けて飲んでい

るうちに、娘から『キレイになった』と褒めら

れてから、すっかりこのお茶のファンになって

ます。これからも続けます。 ５０代女性」、

「ＨＡＰＰＹ ＶＯＩＣＥ」及び「なかなか減

らずに困っていましたが、数週間は微減。そし

て最近ではこれまでを取り戻すかのような感

覚にとても満足しています。今では朝、夜と飲

んでいてもっといけるんじゃないかと期待し

ています。 ３０代女性」並びに「ＨＡＰＰＹ 

ＶＯＩＣＥ」及び「どのダイエットも続かない

私がまた失敗するんじゃないかと不安でした

が、思い切って飲んでみました。粉末によくあ

る溶けにくさは全然無く、すぐに溶けるから楽

ですね。これなら私でも続きそう！ ２０代女

性」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

細身のウエストの写真と共に、「一杯のお茶

から本気で脂肪を落とす！」と記載。 

細身の女性のウエストの写真を掲載し、二の

腕の肉をつまんだ写真と共に、「たぷたぷ」、

太った腹部の肉にメジャーを巻き付けた写真

と共に、「ぶよぶよ」及び太ももの肉をつまん

だ写真と共に、「むっちり」と記載し、体重計

に乗って頭を抱えている写真と共に、「もっと

簡単に脂肪を減らしたい」と記載した上、「燃

焼 抑制 分解」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２－４） 

平成２９年３月１３日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「お茶で体重が、脂

肪が減る」と題し、「①抑制 肝臓で脂肪の合

成を抑えます」、「②分解 白色脂肪での脂肪

を分解します」、「③燃焼 褐色脂肪での脂肪

燃焼を促します」、「飲んで納得！葛の花由来

イソフラボンの秘密」及び「『葛の花イソフラ

ボン ウエストサポート茶』には、内臓脂肪に

働きかける葛の花由来のイソフラボンが配合

されています。１日１杯飲むことで、このイソ

フラボンがもつ抑制・分解・燃焼の３つの力が

内臓脂肪を減らすのを助け、サイズが気になる

あなたをサポートします。」と記載。 

「お茶でポッコリからスッキリに！」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－５） 

平成２９年３月１６日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「お茶で体重が、脂

肪が減る」と題し、「①抑制 肝臓で脂肪の合

成を抑えます」、「②分解 白色脂肪での脂肪

を分解します」、「③燃焼 褐色脂肪での脂肪

燃焼を促します」、「飲んで納得！葛の花由来

イソフラボンの秘密」及び「『葛の花イソフラ

ボン ウエストサポート茶』には、内臓脂肪に

働きかける葛の花由来のイソフラボンが配合

されています。１日１杯（目安）飲むことで、

このイソフラボンがもつ抑制・分解・燃焼の３
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表示媒体 表示期間 表示内容 

つの力が内臓脂肪を減らすのを助け、サイズが

気になるあなたをサポートします。」と記載。 

「お茶だけでポッコリからスッキリに！」と

記載。 

新聞広告 

（別添写し２－６） 

平成２９年３月２１日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「お茶で体重が、脂

肪が減る」と題し、「①抑制 肝臓で脂肪の合

成を抑えます」、「②分解 白色脂肪での脂肪

を分解します」、「③燃焼 褐色脂肪での脂肪

燃焼を促します」、「飲んで納得！葛の花由来

イソフラボンの秘密」及び「『葛の花イソフラ

ボン ウエストサポート茶』には、内臓脂肪に

働きかける葛の花由来のイソフラボンが配合

されています。１日１杯（目安）飲むことで、

このイソフラボンがもつ抑制・分解・燃焼の３

つの力が内臓脂肪を減らすのを助け、サイズが

気になるあなたをサポートします。」と記載。 

「お茶でポッコリからスッキリに！」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－７） 

平成２９年３月２２日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「お茶で体重が、脂

肪が減る」と題し、「①抑制 肝臓で脂肪の合

成を抑えます」、「②分解 白色脂肪での脂肪

を分解します」、「③燃焼 褐色脂肪での脂肪

燃焼を促します」、「飲んで納得！葛の花由来

イソフラボンの秘密」及び「『葛の花イソフラ

ボン ウエストサポート茶』には、内臓脂肪に

働きかける葛の花由来のイソフラボンが配合

されています。１日１杯（目安）飲むことで、

このイソフラボンがもつ抑制・分解・燃焼の３

つの力が内臓脂肪を減らすのを助け、サイズが

気になるあなたをサポートします。」と記載。 

「お茶でポッコリからスッキリに！」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－８） 

平成２９年３月２４日 「お茶で体重が、お腹の脂肪が減る」及び「お

茶だけでポッコリからスッキリに！」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

新聞広告 

（別添写し２－９） 

 

平成２９年３月２５日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「お茶で体重が、脂

肪が減る」と題し、「①燃焼 褐色脂肪での脂

肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂肪での

脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で脂肪の

合成を抑えます」、「飲んで納得！葛の花由来

イソフラボンの秘密」及び「『葛の花イソフラ

ボン ウエストサポート茶』には、内臓脂肪に

働きかける葛の花由来のイソフラボンが配合

されています。１日１杯（目安）飲むことで、

このイソフラボンがもつ燃焼・分解・抑制の３

つの力が内臓脂肪を減らすのを助け、サイズが

気になるあなたをサポートします。」と記載。 

「お茶でポッコリからスッキリに！」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－１０） 

平成２９年４月３日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と題し、「①燃焼 褐色脂肪

での脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂

肪での脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑

制の３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛

の花由来イソフラボンの秘密なのです。」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－１１） 

平成２９年４月１１日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と題し、「①燃焼 褐色脂肪

での脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂

肪での脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑

制の３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛

の花由来イソフラボンの秘密なのです。」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－１２） 

平成２９年４月１２日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と題し、「①燃焼 褐色脂肪
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表示媒体 表示期間 表示内容 

での脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂

肪での脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑

制の３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛

の花由来イソフラボンの秘密なのです。」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－１３） 

 

平成２９年４月１３日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と題し、「①燃焼 褐色脂肪

での脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂

肪での脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑

制の３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛

の花由来イソフラボンの秘密なのです。」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－１４） 

平成２９年４月１３日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と題し、「①燃焼 褐色脂肪

での脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂

肪での脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑

制の３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛

の花由来イソフラボンの秘密なのです。」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－１５） 

平成２９年４月１３日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と題し、「①燃焼 褐色脂肪

での脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂

肪での脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑

制の３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛

の花由来イソフラボンの秘密なのです。」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－１６） 

平成２９年５月２２日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と題し、「①燃焼 褐色脂肪
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表示媒体 表示期間 表示内容 

での脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂

肪での脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑

制の３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛

の花由来イソフラボンの秘密なのです。」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２－１７） 

平成２９年５月２４日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と記載した上で、「効果が実

証された成分を配合！科学的根拠のあるダイ

エットサポート！」、「①燃焼 褐色脂肪での

脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂肪で

の脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で脂肪

の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑制の

３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛の花

由来イソフラボンの秘密なのです。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２－１８） 

平成２９年５月２５日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と記載した上で、「効果が実

証された成分を配合！科学的根拠のあるダイ

エットサポート！」、「①燃焼 褐色脂肪での

脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂肪で

の脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で脂肪

の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑制の

３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛の花

由来イソフラボンの秘密なのです。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２－１９） 

 

平成２９年５月２５日 ズボンのウエスト部分を引っ張り腹部の細

さを強調した写真と共に、「体重やお腹の脂肪

を減らします。」と題し、「①燃焼 褐色脂肪

での脂肪燃焼を促します」、「②分解 白色脂

肪での脂肪を分解します」、「③抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑えます」及び「燃焼・分解・抑

制の３つの力でお腹の脂肪を減らす、これが葛

の花由来イソフラボンの秘密なのです。」と記

載。 
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別表２ 

「葛の花イソフラボン 貴妃」と称する機能性表示食品に係る表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

「楽天市場」と称する

ウェブサイトに開設さ

れたウェブページ 

（別添写し１－２） 

平成２９年１月２７日か

ら同年５月２５日までの

間 

「※効果には個人差がございます。予めご了

承くださいませ。」と記載。 

 

「葛の花イソフラボン ウエストサポート茶」と称する機能性表示食品に係る表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

パソコン向け自社ウェ

ブサイト 

（別添写し２－１） 

平成２９年４月１０日か

ら同年６月７日までの間 

「※２．対非配合品摂取群との比較。試験デ

ータは平均値であり、全ての方に効果を保証す

るものではありません。」（２か所）と記載。 

「※写真はイメージです。」と記載。 

「※個人の感想です。効果効能を保証するも

のではありません。」と記載。 

「※個人感想であり、効果・効能をあらわす

ものではありません。」と記載。 

スマートフォン向け自

社ウェブサイト 

（別添写し２－２） 

平成２９年４月１４日か

ら同年６月７日までの間 

「※２．対非配合品摂取群との比較。試験デ

ータは平均値であり、全ての方に効果を保証す

るものではありません。」（２か所）と記載。 

「※個人の感想です。効果効能を保証するも

のではありません。」と記載。 

「※個人の感想であり、効果・効能をあらわ

すものではありません。」と記載。 

「楽天市場」と称する

ウェブサイトに開設し

たウェブページ 

（別添写し２－３） 

平成２９年５月１日から

同月２５日までの間 

「※効果には個人差がございます。予めご了

承くださいませ。」と記載。 
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消表対第１５２５号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社オンライフ 

代表取締役 髙﨑 航 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「slimfor（スリムフォー）」と称する機能性表示食品（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、平成２８年１０月１３日から平

成２９年５月３１日までの間、例えば、平成２８年１０月１３日から平成２９年５月１

８日までの間、自社ウェブサイトにおいて、ジーンズをつかんでウエストの隙間を見せ

ている写真と共に、「体重を減らすのを助ける！ 内臓脂肪や皮下脂肪を減らすのを助

ける！ ウエストサイズを減らすのを助ける！」と記載するなど、別表１「表示媒体」

欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、

内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩

身効果が得られ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、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。 

⑵ 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⑴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

別添２ 



２ 

 

知徹底しなければならない。 

⑶ 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、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 株式会社オンライフ（以下「オンライフ」という。）は、東京都品川区西五反田一丁目

１８番９号に本店を置き、健康食品等の通信販売業等を営む事業者である。 

⑵ オンライフは、平成２８年１０月１３日以降、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ところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０ｍ

ｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少することが

示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラ

ボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥

満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適

した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２８年３月２９日に、オンライ

フが消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア オンライフは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年１０月１３日

から平成２９年５月３１日までの間、例えば、平成２８年１０月１３日から平成２９年

５月１８日までの間、自社ウェブサイトにおいて、ジーンズをつかんでウエストの隙間

を見せている写真と共に、「体重を減らすのを助ける！ 内臓脂肪や皮下脂肪を減らす

のを助ける！ ウエストサイズを減らすのを助ける！」と記載するなど、別表１「表示

媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」
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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だけで、誰でも容

易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹

部の痩身効果が得られ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、オンライフに対し、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、オンラ

イフは、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。 

なお、オンライフは、前記アの表示について、例えば、自社ウェブサイトにおいて、

「※体験談は個人の感想です。効果効能を謳うものではございません。」と記載するな

ど、別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、

同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの

表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、オンライフ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。 

 

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



４ 

 

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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年１０月１

３日から平成２９年

５月１８日までの間 

 ジーンズをつかんでウエストの隙間を見せ

ている写真と共に、「体重を減らすのを助け

る！ 内臓脂肪や皮下脂肪を減らすのを助け

る！ ウエストサイズを減らすのを助け

る！」と記載。 

 太ももをつかんでいる写真及び腹部を指差

している写真と共に、「内臓脂肪、BMI、おな

かの皮下脂肪 多くの方が悩んでいます ☑

鏡を見るたびに現実を突き付けられる… ☑

去年は着れたはずのズボンがはいらない… 

☑ダイエットが長続きしない…」と記載。 

 女性が両手で腹部をつかんでいる写真と共

に、「お風呂上がりに鏡を見るとたるんだお腹

周りが気になる…」、「ボタン、チャックが閉

まらない。去年着れた服がパンパンに･･･」、

「仕事帰りにジムに通って食事を気をつけて

いるけど、ウエストが気になる」及び「そこで 

 本気でお腹の脂肪を何とかしたい方へ 是
．

非ご覧ください
．．．．．．．

! 葛の花イソフラボン配合! 

肥満気味な方のお腹の脂肪を減らすのを助け

るサプリはコチラ 機能性表示食品サプリ  

slimfor スリムフォー」と記載。 

 ジーンズをつかんでウエストの隙間を見せ

ている写真を掲載。 

 「１日４粒目安 おなかの脂肪を減らすの

を助ける 飲んで実感! 続けてスリム体

感!」と記載。 

 油田正樹教授の写真と共に、「葛の花由来イ

ソフラボン配合機能性表示食品の開発に携

わった 武蔵野大学薬学研究所 客員教授・薬

学博士 油田正樹教授にお聞きしました!」、

「武蔵野大学薬学研究所 客員教授・薬学博

士 油田正樹」及び「『若い時は何もしなくて

も太らなかったのに･･･』『昔はダイエットし
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表示媒体 表示期間 表示内容 

たら、すぐに体重が落ちたのに･･･』と言った

声を中高年の方からよく耳にします。原因は

基礎代謝の変化や運動量の減少、食事メ

ニューが考えられます。そんな方たちにオス

スメなのが、機能性関与成分として注目され

ている葛の花由来イソフラボン（テクトリゲ

ニン類として）です。葛の花由来イソフラボン

（テクトリゲニン類として）には肝臓で脂肪

の吸収を抑え、脂肪の分解と燃焼を促進する

と考えられています。」と記載。 

 「ネットなどでよく目にする『ダイエットサ

プリ』と呼ばれる健康食品。何が違うの…？」、

腹部を出してジーンズを履いた人の写真と共

に、「機能性表示食品 スリムフォー」、「ス

リムフォーが選ばれている理由 それは…  

肥満気味な方のおなかの脂肪を減らすのを助

けるサプリ」と記載。 

 内臓脂肪が多い人及び内臓脂肪が正常な人

のそれぞれのウエスト断面図と共に、「ＣＴス

キャンでの比較例 内臓脂肪が多い方 内臓

脂肪面積:１７７.８ｃｍ2 内臓脂肪が正常な

方 内臓脂肪面積:８３.４ｃｍ2 多い方と正

常な方ではこんなにも差が!?」と記載。 

 「１日４粒目安 おなかの脂肪を減らすの

を助ける 飲んで実感! 続けてスリム体

感!」と記載。 

 ジーンズをつかんでウエストの隙間を見せ

ている写真を掲載。 

 ジーンズをつかんでウエストの隙間を見せ

ている写真と共に、「体重を減らすのを助け

る！ 内臓脂肪や皮下脂肪を減らすのを助け

る！」と記載。 

自社ウェブサイト

（別添写し２） 

平成２８年１０月１

３日から平成２９年

５月１８日までの間 

 腹部が出ている男性の横向きの写真及び腹

部が出ていない男性の横向きの写真と共に、

「内臓脂肪が多い人と少なめな人では、こん
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表示媒体 表示期間 表示内容 

なに違う!!」、内臓脂肪が多い人及び内臓脂肪

が少なめな人のそれぞれのウエスト断面図と

共に、「ＣＴスキャンでの比較例 内臓脂肪が

多い方 内臓脂肪面積：１７７.８ｃｍ2 内臓

脂肪が少なめな方 内臓脂肪面積：８３.４ｃ

ｍ2」と記載。 

 「スリムフォーは、こんな方にオススメで

す！」、腹部が出ている男性のウエストを女性

が計測している写真と共に、「また今年も数値

が心配･･･ もう時間がない･･･」、ズボンの

チャックとボタンを閉めようとしている写真

と共に、「チャックもボタンも閉まらない! 

去年は着れた服がパンパン･･･」、女性が両手

で腹部をおさえながら鏡を見ている写真と共

に、「ウエストをなんとかしたい･･･ 鏡で現

実に気づかされる･･･」、腹部を出した女性が

床で体操している写真と共に、「頑張っても、

頑張っても･･･ たるんだお腹周りが気にな

る･･･」と記載。 

 腹部を出して両手でズボンをつかんでいる

写真及び腹部の肉を両手でつかんでいる女性

の写真と共に、「このままでは どよ～ん・・・ 

20歳、30歳、40歳・・・ どんどん 脂肪
．．

が

増
．
えるんです！ そんな 内臓脂肪 皮下脂

肪 体重 BMI ウエスト お腹周り が、気

になる方に朗報です！ 機能性関与成分『葛

の花由来イソフラボン』 が!お腹周りの脂肪

を減らすのを助ける 機能性表示食品スリム

フォー」と記載。 

 腹部が出ている男性の横向きの写真及び腹

部が出ていない男性の横向きの写真と共に、

「内臓脂肪が多い人と少なめな人では、こん

なに違う!!」、内臓脂肪が多い人及び内臓脂肪

が少なめな人のそれぞれのウエスト断面図と

共に、「ＣＴスキャンでの比較例 内臓脂肪が
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表示媒体 表示期間 表示内容 

多い方 内臓脂肪面積：１７７.８ｃｍ2 内臓

脂肪が少なめな方 内臓脂肪面積：８３.４ｃ

ｍ2」と記載。 

 油田正樹教授の写真と共に、「葛の花由来イ

ソフラボン配合機能性表示食品の開発に携

わった 武蔵野大学薬学研究所 客員教授・薬

学博士 油田正樹教授にお聞きしました!」、

「武蔵野大学薬学研究所 客員教授・薬学博

士 油田正樹」、「『若い時は何もしなくても

太らなかったのに･･･』『昔はダイエットした

ら、すぐに体重が落ちたのに･･･』と言った声

を中高年の方からよく耳にします。原因は基

礎代謝の変化や運動量の減少、食事メニュー

が考えられます。そんな方たちにオススメな

のが、機能性関与成分として注目されている

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類

として）です。葛の花由来イソフラボン（テク

トリゲニン類として）には肝臓で脂肪の吸収

を抑え、脂肪の分解と燃焼を促進すると考え

られています。」と記載。 

 「機能性関与成分 葛の花由来イソフラボ

ン（テクトリゲニン類としてがもたらす）が 

 お腹の 脂肪を減らす３つのメカニズム」、

中性脂肪の合成をブロックするイラストと共

に、「脂肪をブロック
．．．．

! 体内で燃焼されずに

余ったエネルギーは、肝臓で中性脂肪になり、

身体のいろんな所で体脂肪として蓄積されま

す。『葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニ

ン類として）』は、中性脂肪の合成を抑制して

くれます。」、脂肪の分解のイラストと共に、

「脂肪を分解
．．

！ 身体に溜まった体脂肪は、

まず一度、脂肪酸に分解されることでエネル

ギーとして燃焼できるようになります。『葛の

花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て）』は、体脂肪の分解を促進し、燃焼しやす
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表示媒体 表示期間 表示内容 

くしてくれます。」、脂肪の燃焼のイラストと

共に、「脂肪を燃焼
．．

! 分解されて脂肪酸と

なった体脂肪は、褐色脂肪細胞において燃焼

されます。『葛の花由来イソフラボン（テクト

リゲニン類として）』は、この褐色脂肪細胞を

助け、脂肪の燃焼を促進させます。」と記載。 

 体重計に乗っている女性のイラストと共

に、「“諦めていたお腹周りが!”“ウエスト

までスッキリに!”」と記載。 

 「Q2：どんな人にオススメですか？ 『鏡を

見るたびに現実を突きつけられる...。』『去

年は着れたはずのズボンが入らない...。』『健

康診断でウエスト周りが気になった。』『ダイ

エットをサポートして欲しい』など、本気で脂

肪を落としたい方にオススメです！」と記載。 

テレビ放送（６０秒） 平成２９年４月１８

日から同年５月２日

までの間、同月４日か

ら同月２２日までの

間及び同月２４日か

ら同月３１日までの

間 

 「ブルブルお腹、あなたは大丈夫。減らした

くてもなかなか減らないあなたの脂肪。本気

でなんとかしたい、あなたへ。葛の花由来イソ

フラボンがお腹の脂肪を減らすのを助ける。

機能性表示食品スリムフォー。その特徴は、脂

肪を分解、そして燃焼。１２週間の臨床試験で

お腹の脂肪が２０ｃｍ2減。体重も減。これは

なんとヒレ肉１０枚分に相当。『いや、こんな

に変わるものなのかなと思って。スカートも

クルクル回り始めて。本当にびっくりしまし

た。』 肥満気味な方、BMIが高めの方、ウエ

スト周りが気になる方に。スリムフォー

チャーンス。」等の音声を放送。 

テレビ放送（１２０

秒） 

平成２９年４月１７

日から同年５月３１

日までの間 

 「ブルブルお腹、あなたは大丈夫。鏡を見る

たび悲しくなる。健康診断の数値が気になる。

去年履けたズボンが入らない。ダイエットが

長続きしない。減らしたくてもなかなか減ら

ないあなたの脂肪、脂肪。内臓脂肪でもこんな

にも差が。本気でなんとかしたい、あなたへ。

葛の花由来イソフラボンがお腹の脂肪を減ら



１０ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

すのを助ける。機能性表示食品スリムフォー。

葛の花由来イソフラボンは、肥満気味な方の

体重やお腹の脂肪を減らすのを助ける機能が

あることが報告されています。つまり、脂肪を

分解、そして燃焼。１２週間の臨床試験でお腹

の脂肪が２０ｃｍ2減。体重も減。これはなん

とヒレ肉１０枚分にもなるんです。『なんだこ

のお肉って本当に嫌だったんですよね。お腹

の脂肪はずいぶん減りました。たぶんひと回

りふた周りすっきり。』『いや、こんなに変わ

るものなのかなと思って。スカートもクルク

ル回り始めて。本当にびっくりしました。』『腹

回りが軽いっていうんですかね。ベルトの穴

がワンサイズ変わってきましたね。最高にい

いですねもう。』 肥満気味な方、BMIが高め

の方、ウエスト周りが気になる方に。スリム

フォーチャーンス。」等の音声を放送。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年１０月１

３日から平成２９年

５月１８日までの間 

 「※個人の感想です。効果効能を示すもので

はございません」と記載。 

自社ウェブサイト

（別添写し２） 

平成２８年１０月１

３日から平成２９年

５月１８日までの間 

 「※体験談は個人の感想です。効果効能を謳

うものではございません。」と記載。 

 

 

 



消表対第１５２６号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社ＣＤグローバル 

代表取締役 野村 和徳 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「葛の花イソフラボン青汁」と称する機能性表示食品（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、平成２９年６月８日から同年８

月２日までの間、例えば、同年６月８日から同年８月２日までの間、自社ウェブサイト

において、「内臓脂肪 皮下脂肪 ウエスト 体重 減少」、「効率的なダイエットを

したい」、「定期的に運動する時間がない」、「内臓脂肪が減らない」、「ＣＤグロー

バルの 体重、ウエスト周囲径を 内臓脂肪、皮下脂肪を 減らす青汁」等と記載する

など、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間

に、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、本件商品を摂取

するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化

を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られ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２９年７月１４日から同

年８月２８日までの間、例えば、同年７月１４日から同年８月２日までの間、自社ウェ

ブサイトにおいて、「先日販売を開始しました『葛の花イソフラボン青汁』につきま

別添３ 

1



して、弊社の予想を大きく上回るご注文を頂いており、生産が間に合わない状態が続

いております。」と記載するなど、別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体において、

同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品の販売数量に関する具体的な予想を立て、当該予想販売数

量を上回るほどの相当程度多数の注文を受けているかのように示す表示をしていた

こと。 

(ｲ) 実際には、具体的な数値予想を立てておらず、前記(ｱ)記載の表示期間中における注

文数は僅少であったこと。 

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。 

⑵ 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⑴ア及びイの表示と

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⑴アの表示と同

様の表示をしてはならない。 

イ 前記⑴イの表示と同様の表示を行うことにより、当該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 株式会社ＣＤグローバル（以下「ＣＤグローバル」という。）は、東京都豊島区池袋本

町一丁目２５番１４号に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ ＣＤグローバルは、平成２９年６月以降、本件商品を通信販売の方法等により一般消費

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。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情
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報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、肥満気味の者（ＢＭＩが２５．０以上の軽度肥満者）を対象とした人試験

において、被験者群が、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２

２．０ｍｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少す

ることが示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本

品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来

イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内

臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されてい

ます。肥満気味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気

になる方に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２８年１２月１３

日に、ＣＤグローバルが消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア(ｱ) ＣＤグローバルは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２９年６月８

日から同年８月２日までの間、例えば、同年６月８日から同年８月２日までの間、自

社ウェブサイトにおいて、「内臓脂肪 皮下脂肪 ウエスト 体重 減少」、「効率

的なダイエットをしたい」、「定期的に運動する時間がない」、「内臓脂肪が減らな

い」、「ＣＤグローバルの 体重、ウエスト周囲径を 内臓脂肪、皮下脂肪を 減ら

す青汁」等と記載するなど、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表

示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少に

よる、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように

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、ＣＤグローバルに対し、

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、ＣＤグローバルは、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。 

イ(ｱ) ＣＤグローバルは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２９年７月１

４日から同年８月２８日までの間、例えば、同年７月１４日から同年８月２日までの

間、自社ウェブサイトにおいて、「先日販売を開始しました『葛の花イソフラボン青

汁』につきまして、弊社の予想を大きく上回るご注文を頂いており、生産が間に合わ

ない状態が続いております。」と記載するなど、別表２「表示媒体」欄記載の表示媒
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体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品の販売数量に関する具体的な予想を立て、当

該予想販売数量を上回るほどの相当程度多数の注文を受けているかのように示す表示

をしていた。 

(ｲ) 実際には、具体的な数値予想を立てておらず、前記(ｱ)記載の表示期間中における

注文数は僅少であった。 

 

３ 法令の適用 

⑴ 前記２⑸アの事実によれば、ＣＤグローバル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。 

⑵ 前記２⑸イの事実によれば、ＣＤグローバルは、自己の供給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、かかる表示をしていた行為は、同項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
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社商品同梱チラシ 

（別添写し１） 

平成２９年７月７日

から同年８月２日の

間 

「ＣＤグローバルの 体重、ウエスト周

囲径を 内臓脂肪、皮下脂肪を 減らす青

汁」、「効果的なダイエットをしたい」、「お

腹周りの脂肪を減らしたい」、「内臓脂肪を

減らしたい」、「厳しい食事制限はしたくな

い」、「定期的な運動をする時間がない」及

び「内臓脂肪 皮下脂肪 ウエスト 体重  

減少！」と記載。 
「葛の花イソフラボン青汁に期待出来

る効果は？」、「効果１ 肝臓での脂肪の合

成を抑える」、体重計に乗り両手を挙げて

いる細身の女性のイラストと共に、「効果

２ 脂肪の分解を促進する」及び炎を示唆

する背景の前で運動している女性のイラ

ストと共に、「効果３ 脂肪の燃焼を促進

する」と記載。 

フェイスブック 

（別添写し２） 

平成２９年６月１４

日から同年８月２日

までの間 

「手軽にダイエットをしたい」、「運動す

る時間がない」、「内臓脂肪が減らない」、

「ＣＤグローバルの 体重、ウエスト周囲

径を 内臓脂肪、皮下脂肪を 減らす青

汁」及び「葛の花イソフラボン非配合と比

較し体重の減少率が１１倍！！」と記載。 
右手で脇腹の肉をつまんだ写真と共に、

「ダイエットするならＣＤグローバルの

葛の花イソフラボン青汁！諦めてはダメ

ですよ！」及び「ｈｔｔｐ：／／ｋｕｚｕ

ｎｏｈａｎａ－ａｏｊｉｒｕ．ｃｏｍ／ 

※健康的なダイエットには適切な食生活

を運動が必要です。」と記載。 
痩せた女性の写真と共に、「こんなお悩

みありませんか」、「☑お腹周りの脂肪を減

らしたい。」、「☑手軽にダイエットを始め

たい。」、「☑内臓脂肪が減らない」、「☑きび
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表示媒体 表示期間 表示内容 

しい食事制限はしたくない。」及び「☑定期

的に運動をする時間がない。」と記載。 
右手に箸を持って麺を持ち上げ、左手に

アイスクリームを持った太った男性の写

真と共に、「ＣＤグローバルの葛の花イソ

フラボン青汁はこんな方にオススメで

す！」、「・お腹周りの脂肪を減らしたい」、

「・内臓脂肪が減らない」及び「・きびし

い食事制限はしたくない」と記載。 
ツイッター 

（別添写し３） 

平成２９年６月１７

日から同年８月２日

までの間 

右手で脇腹の肉をつまんだ写真と共に、

「ダイエットするならＣＤグローバルの

葛の花イソフラボン青汁！諦めてはダメ

ですよ！」及び「ｋｕｚｕｎｏｈａｎａ－

ａｏｊｉｒｕ．ｃｏｍ ※健康的なダイエ

ットには適切な食生活を運動が必要で

す。」と記載。 
両肘を曲げ胸の前で両拳を握り締めて

いる太った女性の写真と共に、「今日から

始めよう！」、「ＣＤグローバルの葛の花イ

ソフラボン青汁で理想の体型に！」、「※健

康的なダイエットには適切な食生活を運

動が必要です。」及び「ｋｕｚｕｎｏｈａ

ｎａ－ａｏｊｉｒｕ.ｃｏｍ」と記載。  
痩せた女性の写真と共に、「こんなお悩

みありませんか」、「☑お腹周りの脂肪を減

らしたい。」、「☑手軽にダイエットを始め

たい。」、「☑内臓脂肪が減らない」、「☑きび

しい食事制限はしたくない。」及び「☑定期

的に運動をする時間がない。」と記載。 
右手に箸を持って麺を持ち上げ、左手に

アイスクリームを持った太った男性の写

真と共に、「ＣＤグローバルの葛の花イソ

フラボン青汁はこんな方にオススメで

す！」、「・お腹周りの脂肪を減らしたい」、

「・内臓脂肪が減らない」、「・きびしい食
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表示媒体 表示期間 表示内容 

事制限はしたくない」、「ｋｕｚｕｎｏｈａ

ｎａ－ａｏｊｉｒｕ.ｃｏｍ」及び「※食生

活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバラ

ンスを」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し４） 

平成２９年６月８日

から同年８月２日ま

での間 

「内臓脂肪 皮下脂肪 ウエスト 体

重 減少」、「効率的なダイエットをした

い」、「定期的に運動する時間がない」、「内

臓脂肪が減らない」及び「ＣＤグローバル

の 体重、ウエスト周囲径を 内臓脂肪、

皮下脂肪を 減らす青汁」と記載。 
痩せた女性の写真と共に、「こんなお悩

みありませんか」、「☑お腹周りの脂肪を減

らしたい。」、「☑手軽にダイエットを始め

たい。」、「☑内臓脂肪が減らない」、「☑きび

しい食事制限はしたくない。」及び「☑定期

的に運動をする時間がない。」と記載した

上で「葛の花イソフラボン青汁がオススメ

です！！」と記載。 
手のひらを差し出し何かを制するかの

ようなポーズの写真と共に、「オススメ理

由１ 肥満気味の方のＢＭＩの上昇を抑

える」、ベルトの上に腹部が乗っている腹

部周りを両手で支えた写真と共に、「オス

スメ理由２ 脂肪の分解を促進する」及び

燃え盛る炎の写真と共に、「オススメ理由

３ 脂肪の燃焼を促進する」と記載。 
「葛の花イソフラボン青汁４つの特徴」

及び「葛の花イソフラボン（テクトリゲニ

ン類として）には、肥満気味の方のＢＭＩ

の上昇を抑え、白色脂肪での脂肪の分解

と、褐色脂肪での脂肪の燃焼を促進すると

考えられています。」と記載。 
「ＰＯＩＮＴ３ 肥満気味の方のＢＭ

Ｉの上昇を抑える」、「葛の花イソフラボン

は、食事に含まれる糖や脂肪などに由来す
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表示媒体 表示期間 表示内容 

る脂肪前駆物質から中性脂肪の生成を制

御し、ＢＭＩの上昇を抑えます。」、「ＰＯ

ＩＮＴ４ 脂肪の分解と燃焼を促進しま

す。」及び「白色脂肪での脂肪分解促進、褐

色脂肪での脂肪の燃焼促進という機能が

試験の結果から得られました。脂肪を分解

し、燃焼を促進することで『脂肪を減らし

ます』。」と記載。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し４） 

平成２９年７月１

４日から同年８月

２日までの間 

「先日販売を開始しました『葛の花イソ

フラボン青汁』につきまして、弊社の予想

を大きく上回るご注文を頂いており、生産

が間に合わない状態が続いております。」

と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し５） 

平成２９年８月８

日から同月２８日

までの間 

「先日販売を開始しました『葛の花イソ

フラボン青汁』につきまして、弊社の予想

を上回るご注文を頂いております。」と記

載。 

ツイッター 

（別添写し３及び

別添写し６） 

平成２９年７月１

４日から同年８月

２日までの間及び

同月８日から同月

２８日までの間 

「『葛の花イソフラボン青汁』につきま

して、弊社の予想を大きく上回るご注文を

頂いており、生産が間に合わない状態で

す。」と記載。 

フェイスブック 

（別添写し２及び

別添写し７） 

遅くとも平成２９

年７月２４日から

同年８月２日まで

の間及び同月８日

から同月２８日ま

での間 

「『葛の花イソフラボン青汁』につきま

して、弊社の予想を大きく上回るご注文を

頂いており、生産が間に合わない状態で

す。」と記載。 
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消表対第１５２７号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社全日本通教 

代表取締役 西方 裕暢 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「葛の花減脂粒」と称する機能性表示食品（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、平成２８年１月２８日から平成

２９年５月２２日までの間、例えば、平成２８年５月１日から平成２９年５月１６日ま

での間、自社ウェブサイトにおいて、ズボンと腹部の間に手を入れてズボンを引っ張っ

た写真と共に、「気になる体重、ウエスト周りに『葛の花由来イソフラボン』」、「ふ

える体重、たまる脂肪対策に脚光！」、「相田翔子さんもお腹の脂肪を減らすサポート」、

「『体重にビックリ！』 ウエストにも、嬉しい実感が！」等と記載するなど、別表１

「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、

誰でも容易に、内臓脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の

痩身効果が得られ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、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。 

⑵ 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⑴の表示と同様の表

別添４ 
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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、本件商品又はこれ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 株式会社全日本通教（以下「全日本通教」という。）は、東京都杉並区成田東四丁目３

８番１７号に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ 全日本通教は、平成２８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

売しているところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、肥満気味の者（ＢＭＩが２５．０以上の軽度肥満者）を対象とした人試験

において、被験者群が、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２

２．０ｍｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少す

ることが示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本

品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来

イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内

臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されてい

ます。肥満気味な方、体重（ＢＭＩ）が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト

周囲径が気になる方に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２７年

９月２４日に、全日本通教が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア 全日本通教は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年１月２８日か

ら平成２９年５月２２日までの間、例えば、平成２８年５月１日から平成２９年５月１

６日までの間、自社ウェブサイトにおいて、ズボンと腹部の間に手を入れてズボンを引っ

張った写真と共に、「気になる体重、ウエスト周りに『葛の花由来イソフラボン』」、
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「ふえる体重、たまる脂肪対策に脚光！」、「相田翔子さんもお腹の脂肪を減らすサポー

ト」、「『体重にビックリ！』 ウエストにも、嬉しい実感が！」等と記載するなど、

別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだ

けで、誰でも容易に、内臓脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの

腹部の痩身効果が得られ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、全日本通教に対し、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、全日本

通教は、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。 

なお、全日本通教は、前記アの表示について、例えば、自社ウェブサイトにおいて、

「※お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません。」等と記載す

るなど、別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期

間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前

記アの表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、全日本通教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。 

 

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
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年５月１日か

ら平成２９年５月１６

日までの間 

 ズボンと腹部の間に手を入れてズボン

を引っ張った写真と共に、「気になる体重、

ウエスト周りに『葛の花由来イソフラボ

ン』」、「ふえる体重、たまる脂肪対策に

脚光！」、「相田翔子さんもお腹の脂肪を

減らすサポート」、「『体重にビックリ！』 

ウエストにも、嬉しい実感が！」、「葛の

花由来イソフラボンでお腹の脂肪※１がえ

っ、こんなに！」及び「※１：腹部全脂肪

面積」と記載。 

マンガの中で、主人公の女性が、同窓会

のメンバーから、「太った？」、「くびれ

がなくなってるぞ」と指摘され、「私そん

なにお腹出てるの！？」と腹部をさすりな

がら心配する場面があった後、同窓会のメ

ンバーである美穂という女性が、周りか

ら、「アノ頃から全然変わらないな！」、

「相変わらずスタイルがイイね」、「むし

ろスゴくキレイになったよ！」と誉められ

ているのを見た主人公が、「何をしたらそ

うなったのー！？」と質問したところ、美

穂が、本件商品の容器包装を見せながら、

「ウォーキングしたり食事に気をつけた

り、それに『葛の花減脂粒』を飲んでいる

からかな」等と記載。 

「こんな悩みありませんか？」と題し、

腹部にメジャーを巻き付けた写真と共に、

「ウエストのサイズ・・・」、体重計に乗

った写真と共に、「増加する体重・・・」

及びきつめの服を着た腹部の写真と共に、

「健康指数、ＢＭＩ・・・」と記載。 

「『こんな体型を見直したい！』 そう願

う人が積極的に摂りたい成分 『葛の花由

来イソフラボン』」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

マンガの中で、主人公の女性が、前記マ

ンガにおける同窓会の数か月後に開催さ

れた同窓会において、周りから「ご主人が

羨ましいな」、「キレイになったわね」、

「イイじゃん！」と言われ、「美穂と『葛

の花減脂粒』に感謝ね！」及び「あなたも

『葛の花減脂粒』を始めませんか？」等と

記載。 

「女優・歌手相田翔子さんも驚きの実体

験を告白」、「体重にビックリ！何をやっ

てもダメとあきらめる前に試してほしい。

私の実感からオススメします。」、「４０

代になり、出産も経験してからというも

の、体型が気になり始めたのですが、葛の

花減脂粒のおかげで、スッキリ！友人も

『ヤセた？』って気づいてくれて。葛の花

ってスゴイです。美容や健康に良いといわ

れる食品は色々ありますが、科学的な根拠

があるので期待できますよね。私の実感か

らもぜひ皆さんに」と記載。 

４７歳の山田彩さんの体験談として、

「このまま続けて目標体重を目指したい

です！ 年齢を追うごとに体重計に乗る

のが嫌になっていた私。でも今では少しず

つ自信が出てきました。このまま続けて目

標体重を目指したいです！」及び３９歳の

斎藤由美さんの体験談として、「お腹周り

がスッキリ！カワイイ服が着れるように 

お腹周りがスッキリしたのでカワイイ服

が着こなせるようになったのが、大きいの

かも。今年は一回り細いパンツにも挑戦し

てみます。」と記載。 

くびれのあるウエストの写真と共に、

「お腹の脂肪が気になる方に おなかの

脂肪を減らす機能性表示食品」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

「体重やＢＭＩ値、ウエスト周囲径が気

になる方から、理想のスタイルを実現でき

るとたいへん好評を博しています。」、「Ｑ 

どのくらいの期間で実感できますか？」及

び「Ａ すぐに実感されている方もいらっ

しゃいますが、そうでない人でも３か月、

半年、１年・・・と続けることで、体重や

お腹の脂肪にうれしい実感を得ている方

も多いようです。じっくりと習慣化してい

ただくことをオススメします。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２） 

平成２８年１月２８日  「お腹の脂肪が気になる・・・」と題し、

腹部の肉をつまんだ写真と共に、「機能性

表示食品『葛の花 減
げ ん

脂粒
し つ ぶ

』」、「『葛の

花由来イソフラボンが脂肪を減らす』のを

サポート」及び「体重、ウエスト周り、Ｂ

ＭＩ値・・・、気になる悩みをまとめてケ

ア」と記載。 

くびれのあるウエストの写真と共に、

「◎増える体重、溜まる脂肪・・・、今す

ぐ何とかしたいとお考えではないだろう

か。そんな悩みを持つ方の間でいま、体重

や脂肪を減らす手助けをしてくれるとい

うある植物由来素材が大きな注目を集め

ている。そこで今回は、古くから親しまれ

ている、その植物のパワーの秘密に迫っ

た。」と記載。 

 ４７歳の山田彩様の体験談として、「●

体重計に乗るのを怖がっていた私。でも、

今では少しずつ自信がでてきました。この

まま続けて目標体重を目指します！」、３

９歳の斉藤由美様の体験談として、「●お

腹周りがスッキリしたのでカワイイ服が

着こなせるようになりました。次はひと回

り細いパンツに挑戦します。」、５２歳の

飯島ひろ子様の体験談として、「●葛湯な
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表示媒体 表示期間 表示内容 

どは昔から飲んでいましたが、まさか葛の

花にダイエットにうれしい働きがあると

は。体調も良く、次の健康診断が楽しみで

す。」と記載。 

 腹部にメジャーを巻き付けた写真と共

に、「このままだと、マズイかも・・・。」、

「こんな方にオススメします」と記載した

上で、腹部にメジャーを巻き付けた写真と

共に、「ウエスト周囲径が気になる方」、

体重計に乗った写真と共に、「体重やＢＭ

Ｉ値が気になる方」及び腹部の肉を手でつ

まんだ写真と共に、「肥満気味の方」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し３） 

平成２８年４月１９日 腹部の肉をつまんだ写真と共に、「肥満

気味な方、体重が気になる方、ＢＭＩが高

めの方へ」及び「おなかの脂肪を減らす」

と記載。 

 ４７歳の山田さんの体験談として、「目

標体重を目指したいです！ ●年齢を追

うごとに体重計に乗るのが嫌になってい

た私。でも今では少しずつ自信が出てきま

した。このまま続けて目標体重を目指した

いです！」、３９歳の斎藤さんの体験談と

して、「お腹周りがスッキリ！ ●お腹周

りがスッキリしたのでカワイイ服が着こ

なせるようになったのが、大きいのかも。

今年は一回り細いパンツにも挑戦してみ

ます。」及び５２歳の飯島さんの体験談と

して、「葛の花でダイエットだなんて・・・！ 

●葛湯などは昔から飲んでいましたが、ま

さか葛の花にダイエットにうれしい働き

があるとは思いませんでした。次の健康診

断が楽しみです。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４） 

平成２８年５月１９日  「年齢とともに気になる☑体重☑ウエス

ト周り☑ＢＭＩもスッキリ！」と記載し、
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ズボンを指で引っ張り腹部とズボンの間

に隙間を作った写真を掲載。 

「『葛の花』に脂肪を減らすチカラ」と

記載した上で、「『スムーズに目標体重

に！』、『ウエストがほっそり！』こんな

声が上がっているサプリメントがある。」

と記載。 

「ふえる体重、たまる脂肪対策に脚

光！」と記載した上で、「そのメカニズム

は、ウエストサイズ全体が減っていること

から脂肪を①作るのを防ぐ②分解する③

燃焼するという３つが考えられます。」及

び「葛の花由来イソフラボンの減脂の力 

①脂肪を『作らせない』 ②脂肪を『分解

する』 ③脂肪を『燃焼させる』」及び「ダ

イエットに良いとされる食物は様々です

が、『葛の花由来イソフラボン』ほど明確

なデータが有る食品は多くありません。」

と記載。 
腹部の肉をつまんだ写真と共に、「お腹

の脂肪が気になる方に、『機能性表示食品』

が０円でお試しのチャンス！」、４７歳の

山田彩さんの体験談として、「怖かった体

重計に自信を持って乗れます！もうすぐ

目標体重！」、３９歳の斉藤由美さんの体

験談として、「体調が良好。次の健康診断

が楽しみ！」及び５２歳の飯島ひろ子さん

の体験談として、「ウエスト周りがスッキ

リしました！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し５） 

平成２８年６月１９日 「葛の花由来イソフラボンで☑体重☑

ウエスト周り☑ＢＭＩもスッキリ！」、「◎

『体重にビックリ！』相田翔子さんのウエ

ストにも、嬉しい実感が！」と記載した上

で、「えっお腹の脂肪※１がこんなに！？相

田翔子さんも驚いた」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

「『本当にスッキリ。体に合ってます。

毎日３０分から４０分程度歩いています

が、そのお友達も“ヤセた？”って気づい

てくれて。えっ、こんなにアッサリ！？と

体重計で測ったら、数字にちょっとビック

リ！葛の花ってスゴイです』」と記載。 
「ふえる体重、たまる脂肪対策に脚

光！」と記載した上で、「そのメカニズム

は、お腹の脂肪断面積が減っていることか

ら、脂肪の①減少②分解③燃焼の３つをサ

ポートすることが考えられます。」、「葛の

花由来イソフラボンの減脂サポート ①

脂肪の『減少サポート』 ②脂肪の『分解

サポート』 ③脂肪の『燃焼サポート』」及

び「ダイエットに良いとされる食物は様々

ですが、『葛の花由来イソフラボン』は明

確なデータが有るので期待できます。」と

記載。 
ズボンのウエスト部分をつまんだ腹部

の写真と共に、「お腹の脂肪が気になる方

に、『機能性表示食品』が０円でお試しの

チャンス！」、４７歳の山田彩さんの体験

談として、「怖かった体重計に自信を持っ

て乗れます！もうすぐ目標体重！」、３９

歳の斉藤由美さんの体験談として、「体が

軽い。次の健康診断が楽しみ！」及び５２

歳の飯島ひろ子さんの体験談として、「ウ

エスト周りがスッキリしました！」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し６） 

平成２９年１月１２日 「相田翔子さんがウエスト周りの悩み

対策に選んだのは・・・」、「脂肪を減らす

メカニズム ①脂肪を『減らす』 ②脂肪

を『分解する』 ③脂肪を『燃焼させる』」、

「この体重計、こわれてるんじゃ！？」及

10



表示媒体 表示期間 表示内容 

び「相田 えっ、こんなにアッサリ！？っ

て思うくらいスッキリ。毎日３０分から４

０分程度歩いていますが、お友達も“ヤセ

た？”ってすぐに気づいてくれて。体重計

で測ってみたんですが、数字にビックリ！

体重計がおかしいのかなって思って、何度

も測り直したんですけど、やっぱり落ちて

て（笑）。」と記載。 
「お腹の脂肪を減らすのを助ける 葛

の花由来イソフラボンで えっ、体重がこ

んなに落ちるの！？」と記載。 
くびれのあるウエストの写真と共に、

「お腹の脂肪対策に話題の『機能性表示食

品』が無料でお試しのチャンス！」、「体重、

ＢＭＩ値、ウエスト周りが気になる方に適

しています。」、６８歳の平岡さんの体験談

として、「ウエストがスッキリ！結果が出

て張り合いも出てきました！！」、５１歳

の島田さんの体験談として、「太りぎみだ

ったのに、少しずつ体も軽くなってきた。」

及び４３歳の健太ママさんの体験談とし

て、「体重コンプレックスを解消！」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し７） 

平成２９年２月２４日 「私も葛の花由来イソフラボンで気に

なる体重がスッキリ。」と記載。 
「体重 皮下脂肪 内臓脂肪」、「相田翔

子さんも体感！！お腹の脂肪がこんなに

違う！」と記載。 
「『葛の花減脂粒』のパワーに、非常に

満足・満足と答えた方は、実に９０．８％

に。」と記載した上で、満足度が９０．８％

であることを表す円グラフと共に、「２０

１６年７月～１１月にかけて寄せられた

感想（１５３件）を集計（ＤＭＪえがお生

活調べ）」と記載。 

11



表示媒体 表示期間 表示内容 

「相田 本当に調子がいいです。以前、

衣装合わせでウエストが入らない！なん

て悩んだことがありましたが、それが嘘み

たい。お腹のぽっこりがスッキリすると、

気分まで軽くなるんですね（笑）。」と記載。 
「相田 はい。しばらく続けているうち

にアレ？っていう感じ。ウエストがきつか

った衣装もアッサリ入るようになっちゃ

って。それにもっと驚いたのが体重。数字

まではハッキリ言えませんけど（笑）、自

分でも驚きの成果に本当ビックリですね。

あー、これが脂肪が減るってことなんだっ

て（笑）」及び「自分でも驚きの成果！！」

と記載。 
「お腹周りがスッキリ、昔のままのスタ

イルに・・・」と記載。 
くびれのあるウエストの写真と共に、

「お腹の脂肪対策に話題の『機能性表示食

品』が無料でお試しのチャンス！」、「３か

月、脱ぽっこりを目指すスタイルケア」と

記載した上で、ｒｙｕｋｏｔａｃｋさんの

体験談として、「好きな服も着られなくな

るので葛の花はハズせません！」、しんく

んさんの体験談として、「体重が減って、

ウエストのゴムがゆるくなったのにはビ

ックリしました。」、ｋsさんの体験談とし

て、「３か月あまりで、自分でも驚くよう

なウエストを得ることができました。お腹

もほっそりして楽です！」及び「脂肪を減

らすメカニズム①『減らす』 ②『分解す

る』 ③『燃焼させる』のをサポートする」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し８） 

平成２９年３月８日 「腹の脂肪が気になる！▶相田翔子×

『葛』の力 体重 ウエスト 内臓脂肪 

皮下脂肪の手軽な対処法」、「自分でもビッ

12



表示媒体 表示期間 表示内容 

クリ！この成果に感激です！」と記載。 
「①『脂肪を減らす』のを助ける ②『ウ

エストを減らす』のを助ける ③『体重を

減らす』のを助ける」と記載。 
「試した方の９割が『満足』と回答！」

と記載した上で、「（回答）満足 どちらか

というと満足も含む」と付記された、満足

度が９０．８％であることを表す円グラフ

と共に、「●２０１６年７月～１０月に実

施したアンケート結果（ｎ＝１５３／ＤＭ

Ｊえがお生活調べ）」と記載。 
ズボンのウエスト部分をつまんだくび

れのあるウエストとズボンをはくしぐさ

の写真と共に、「＼ウッソ、はけた！／」、

「４０代、５０代、あきらめなくてい

い！」、「こんな方にオススメします」、「☑

年とともに太りやすく ☑肥満気味であ

る ☑ＢＭＩの数値が高め ☑ウエスト

を細くしたい ☑体重の増加が気になる」

と記載の上、６１歳の沖縄県のセッチさん

の体験談として、「見た目でわかるぐらい

の成果！いちかばちか始めて感激で

す！」、４２歳の東京都のまるんさんの体

験談として、「体重が増えずに過ごせてま

す！これからの変化に期待しています。」

及び大阪府のマー兄ィさんの体験談とし

て、「ベルトの穴が縮み嬉しく実感！これ

からもしっかり続けます！」と記載。 

週刊誌 

（別添写し９） 

平成２８年５月１９日 「そのウエスト周り大丈夫？１日３粒

目安からの脂肪ケア！」、若い女性が腹部

とズボンの間にできた隙間を覗いてガッ

ツポーズをとっている写真と共に、「ズボ

ンのサイズが・・・♥」と記載の上、７１

歳の渡辺様の体験談として、「『体が軽く感

じる！』」、６３歳の加藤様の体験談とし

13



表示媒体 表示期間 表示内容 

て、「『ベルトの穴が一番キツイとこま

で！』」、５３歳の竹内様の体験談として、

「『だらしなかったお腹周りが！』」及び

「葛の花由来イソフラボンの減
げ ん

脂
し

パワー

で脂肪を、落とすサポート！！」と記載。 
ズボンをつまみ腹部との間に隙間を作

った写真と共に、「体重もＢＭＩもウエス

ト回りも・・・全部まとめてケアしたい！」

及び「脂肪減※らして体重ケア ※葛の花

由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て）の働きとして」と題し、腹部にメジャ

ーを巻き付けた写真と共に、「Ｍ子からも

らった『減脂粒』を毎日３粒目安ずつ欠か

さず飲むことに。あれ？気づけばベルトの

穴が１つ分減！体重にもうれしい変化が

期待できそう！」と記載。 
「～全国各地から喜びの声、続々～ 私

たちも飲んでます」と題し、４７歳の山田

さんの体験談として、「●年齢を追うごと

に体重計に乗るのが嫌になっていた私。で

も今では少しずつ自信が出てきました。こ

のまま続けて目標体重を目指したいで

す！」、３９歳の斎藤さんの体験談として、

「●お腹周りがスッキリしたのでカワイ

イ服が着こなせるようになったのが、大き

いのかも。今年は一回り細いパンツにも挑

戦してみます。」及び５２歳の飯島さんの

体験談として、「●葛湯などは昔から飲ん

でいましたが、まさか葛の花にダイエット

にうれしい働きがあるとは思いませんで

した。おかげで体の調子がいいです。次の

健康診断が楽しみです。これからも続けて

いきますね。」と記載。 

週刊誌 

（別添写し１０） 

平成２８年８月８日 「☑体重☑ウエスト☑ＢＭＩもスッキ

リ！ 葛
く ず

の花由来イソフラボンの力がス
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ゴイ！」、「ふえる体重、たまる脂肪対策に

『葛の花』が脚光！」、「★ウエスト周りが

スッキリ！（飯島さん・５２歳）」、「★もう

すぐ目標体重！（彩さん・４７歳）」、「★体

が軽い！（斉藤さん・３９歳）」、「体重計の

数字が・・・。驚きました！」及び「相田

翔子さんも驚いた 脂肪を減らすのを助

ける力。」と記載。 
ズボンをつまんで腹部の隙間を作った

写真と共に、「◎『えっ、こんなに！？』

相田翔子さんのウエストにも、嬉しい実

感！葛の花由来イソフラボンで脂肪減！」

と記載。 
「『本当にスッキリ。体に合ってます。

毎日３０分から４０分程度歩いています

が、お友達も“ヤセた？”って気づいてく

れて。えっ、こんなにアッサリ！？と体重

計で測ったら、数字にちょっとビックリ。

葛の花ってスゴイです』」と記載。 
 「ダイエットに良いとされる食物は様々

ですが、≪葛の花由来イソフラボン≫は明

確なデータがあり、その分、実感が期待で

きます。」及び「葛の花由来イソフラボン

の減脂の力 ①脂肪の『減少サポート』 

②脂肪の『分解サポート』 ③脂肪の『燃

焼サポート』」と記載。 

週刊誌 

（別添写し１１） 

平成２９年５月９日 「総力取材 脂肪対策 相田翔子さん

も驚き実体験！葛の花くずのはな由来イ

ソフラボンのチカラ」と題し、「●体重、皮

下脂肪、内臓脂肪が気になる方、必見！」、

「お腹の脂肪がこんなに違う！」と記載。 
「えっ、アッサリ体重が落ちた！？」、

「彼女がボディライン対策に選んだのは、

今話題の機能性表示食品『葛の花減脂

粒』。」と記載の上、５１歳の島田さんの体
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表示媒体 表示期間 表示内容 

験談として、「【体験談①】最近、太りぎみ

でこの葛の花減脂粒を知って、大変助かり

ました。体が軽くなったような気がしま

す。」、４３歳の健太ママさんの体験談とし

て、「【体験談②】２０代の頃からいろいろ

挑戦してきましたが、全然ダメでどんどん

ビッグに。でも、葛の花を飲んでビックリ。

長年のコンプレックスを解消することが

できました。」、６８歳の平岡さんの体験談

として、「【体験談③】ちょっと試すつもり

で、葛の花を飲んだところ、ズボンのウエ

ストが楽になって、とても嬉しいです。結

果が出てはりあいも出てきました。」及び

「気になる体重が落ちました！」と記載。 
腹部の肉をつまんだ写真と共に、「お腹

の脂肪が気になる！」及び「３か月、脱ぽ

っこりを目指す㊙スタイルケア」と記載。 
「お腹の脂肪がスッキリ！」、「相田 本

当に調子がいいです。以前、衣装合わせで

ウエストが入らない！なんて悩んだこと

がありましたが、それが嘘みたい。お腹の

ぽっこりがスッキリすると、気分まで軽く

なるんですね（笑）。」と記載。 
「昔のスタイルに！？自分でも驚きの

成果」、「相田 はい。しばらく続けている

うちにアレ？っていう感じ。ウエストがき

つかった衣装もアッサリ入るようになっ

ちゃって。それにもっと驚いたのが体重。

数字まではハッキリ言えませんけど（笑）、

自分でも驚きの成果に本当ビックリ。あ

ー、これが脂肪が減るってことなんだって

（笑）。」と記載。 
「相田 はい。おかげでなんだか昔のス

タイルに戻れたみたいで感激（笑）。お腹

の脂肪・ウエスト・体重のことで悩まれて
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表示媒体 表示期間 表示内容 

いる方には、ぜひお勧めしたいです！」と

記載。 
「『葛の花減脂粒』のパワーに、非常に

満足・満足と答えた方は、実に９０．８％

に。※１」と記載した上で、満足度が９０．

８％であることを表す円グラフと共に、

「２０１６年７月～１１月にかけて寄せ

られた感想（１５３件）を集計（ＤＭＪえ

がお生活調べ）」と記載。 
ＫＳさんの体験談として、「●３か月あ

まりで、自分でも驚くようなウエストを得

ることができました。お腹もほっそりして

楽です。」、しんくんさんの体験談として、

「●体重が減って、ウエストのゴムがゆる

くなりました。こういうことは初めてなの

でビックリしています。」及びｒｙｕｋｏ

ｔａｃｋさんの体験談として、「●お腹の

脂肪があるとないとでは全然違います。好

きな服も着られなくなるし、葛の花は欠か

せません。」と記載。 

テレビ放送 

（別添写し１２） 

平成２８年５月１５日

から平成２９年５月２

２日までの間 

 本件商品の容器包装の映像と共に、「こ

のお腹に嬉しい成分を配合したのが、ＤＭ

Ｊえがお生活の葛の花減脂粒。」との音声、

女性が本件商品を飲み込む映像と共に、

「肥満気味な方、体重、ウエスト周囲径が

気になる方に適した機能性表示食品で

す。」との音声、「おなかの脂肪を減らす 

機能性表示食品 葛の花 減脂粒」との映

像と共に、「これね～いいですねぇ。実は

私はこれいただいているんですけれども、

助かってますよ。ただ飲むだけです。うれ

しいですよねぇ。若いときはさぁ、やっぱ

り、ダイエットというか、シェイプアップ、

運動して、お腹なんてキュットしまったも
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表示媒体 表示期間 表示内容 

んですが、お腹減らなくなりましたよね

～。」との音声、容器に入れた本件商品を

写した映像と共に、「こちら、葛の花イソ

フラボンを配合しました。体重、お腹の脂

肪、ウエストが気になる方に適したＤＭＪ

えがお生活の機能性表示食品 葛の花減

脂粒。」との音声、「おなかの脂肪を減らす 

機能性表示食品 葛の花 減脂粒 届出

番号Ａ１４２ ＤＭＪえがお生活」との映

像と共に、「おなかの脂肪を減らす、サポ

ートするって、これうれしいねぇ～。」と

いう音声、本件商品の容器包装を写した映

像と共に、「お腹の脂肪を減らすをサポー

ト ＤＭＪえがお生活の機能性表示食品 

葛の花減脂粒は、１袋９３袋入り、およそ

１ヶ月分で、通常価格税込３，７００円の

ところ、今回はナント初めてご購入の方に

限り、この番組をご覧の３０００名様限

定、抽選でナントナント無料。」との音声

等を放送。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年５月１日か

ら平成２９年５月１６

日までの間 

「※ご紹介の体験談は個人の感想で

す。」と記載。 

「※お客様個人の感想であり、効果効能

を保証するものではありません」（２か所）

と記載。 

新聞広告 

（別添写し２） 

平成２８年１月２８日 「※ご紹介の体験談は個人の感想であ

り、効果効能を表すものではありません。」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し３） 

平成２８年４月１９日 「※ご紹介の体験談は個人の感想であ

り、効果効能を表すものではありません。」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し４） 

平成２８年５月１９日  「※先行モニターの体験談。体験談は感

想であり効果・効能を表すものではありま

せん。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し５） 

平成２８年６月１９日 「体験談は愛飲者の感想です。」と記載。 
「※先行モニターの体験談。体験談は感

想であり効果・効能を表すものではありま

せん。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し６） 

平成２９年１月１２日 「※体験談は感想であり効果・効能を表

すものではありません。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し７） 

平成２９年２月２４日 「※体験談は『葛の花由来イソフラボ

ン』の感想であり効果・効能を表すもので

はありません。」（２か所）と記載。 

新聞広告 

（別添写し８） 

平成２９年３月８日 「※ご紹介の体験談は感想であり効果・

効能を表すものではありません。」と記載。 
「※ご紹介の体験談は個人の感想であ

り効果・効能を表すものではありません。」

と記載。 

週刊誌 

（別添写し９） 

平成２８年５月１９日 「※成果や感じ方には個人差がありま

す。体験談は個人の感想であり、効果を表

すものではありません。」と記載。 

週刊誌 

（別添写し１０） 

平成２８年８月８日 「※ご紹介の体験談はモニターの感想

です。効果効能を表すものではありませ

ん。」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

「※ご紹介の体験談は愛用者の感想で

す。効果効能を表すものではありません。」

と記載。 

「※体験談は個人の感想であり、効果効

能を表すものではありません。」と記載。 

週刊誌 

（別添写し１１） 

平成２９年５月９日 「※体験談は『葛の花由来イソフラボ

ン』の感想であり、効果・効能を表すもの

ではありません。」（２か所）と記載。 
「※成果や感じ方には個人差がありま

す。体験談は個人の感想であり、効果を表

すものではありません。」と記載。 
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１ 

 

消表対第１５２８号 

平成２９年１１月７日 

 

 

ありがとう通販株式会社 

代表取締役 石原 健市 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「青汁ダイエットン」と称する機能性表示食品（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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年１０月５日から平成２９年５

月１１日までの間、例えば、平成２８年１２月１日から平成２９年５月１１日までの間、

自社ウェブサイトにおいて、肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性のイラストと共に、

「『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見た目年齢で損しない！お腹の脂肪を減

らす 青汁ダイエットン」と記載するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体におい

て、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪

の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかの

ように示す表示 

イ 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った。 

⑵ 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、表示の裏付けとなる合理

別添５ 
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的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 ありがとう通販株式会社（以下「ありがとう通販」という。）は、神戸市中央区東町１

２２番２に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ ありがとう通販は、平成２８年１０月１日以降、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ところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０ｍ

ｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少することが

示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラ

ボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥

満気味な方、体重（ＢＭＩ）が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が

気になる方に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２８年１月２９

日に、ありがとう通販が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア ありがとう通販は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年１０月５

日から平成２９年５月１１日までの間、例えば、平成２８年１２月１日から平成２９年

５月１１日までの間、自社ウェブサイトにおいて、肥満気味の腹部にメジャーを巻いた

女性のイラストと共に、「『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見た目年齢で損

しない！お腹の脂肪を減らす 青汁ダイエットン」と記載するなど、別表１「表示媒体」

欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、

内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩
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身効果が得られ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、ありがとう通販に対し、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、あ

りがとう通販は、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。 

  なお、ありがとう通販は、前記アの表示について、例えば、自社ウェブサイトにおい

て、「使用感には個人差があります。」と記載するなど、別表２「表示媒体」欄記載の

表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとお

り表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける効果に関する認

識を打ち消すものではない。 

⑹ ありがとう通販は、平成２９年９月３０日、前記⑸アの表示は、実際のものよりも著しく

優良であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ありがとう通販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。 

 

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
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年１２月１

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「『ぽっこりお腹』で損して

ませんか？」及び「見た目年齢で損しない！ 

お腹の脂肪を減らす 青汁ダイエットン」と

記載。 

 「『青汁を飲むだけで脂肪が減る』って聞い

て、最初は『そんなわけない！』って思ったん

ですけど・・・」、「夢の、ワンサイズダウ

ン！！！」、「ほんとにお腹の脂肪が減ってく

るんですね！」及び「もう隠さなくても大丈

夫！」と記載。 

 肥満気味の腹部を掴んだ写真を掲載すると

ともに、「あなたはこんなお悩みを抱えていま

せんか？」、「ポッコリお腹をどうにかした

い・・・！」、「体型が崩れてきた・・・」、

「体重計に乗るのが怖い・・・」、「身体が重

くて動くのがしんどい・・・」、「人の目線が

気になる・・・」及び「もしあなたがそんなお

悩みを抱えているのであれば ありがとう通

販の青汁ダイエットンは そんなあなたに

ぴったり！」と記載。 

 「もう隠さなくても大丈夫！（秋田 ４０代 

女性）」及び「いつもぽっこりラインがばれな

いように隠すための服ばかり・・・。そんな時、

お腹の脂肪が減るって見て、もしかした

ら・・・？と始めてみた青汁ダイエットン。楽

しみに飲んでいたら、ほんとにスッキリして

きたんです。もう嬉しくって！！今度の休み

は、久々に主人とデートです♪」と記載。 

 「夢の、ワンサイズダウン！！！（宮崎 ４

０代 女性）」及び「気がつけば服はみんなゴ

ムウエスト・・・。諦めかけたとき、『青汁ダ

イエットン』に出会いました。せっせと飲み、

生活も見直して前向きに取り組んでいた

ら・・・なんと夢の９号！！身体も軽くなって、
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表示媒体 表示期間 表示内容 

驚いています。とっても嬉しい！機能性表示

食品てほんとスゴイ！」と記載。 

 「検診でひっかかって・・・（秋田 ５０代 

男性）」及び「最近、お腹が出てきたと娘に言

われてました。おまけにぽっちゃりお腹の家

内にまで言われて、正直むっとしていたんで

す。その上、社内検診でもＢＭＩ値がひっかか

り・・・。機能性表示食品ということで、青汁

ダイエットンを飲み始めました。ほんとにお

腹の脂肪が減ってくるんですね。会社でも、な

んか変わったね！！と言われ、次の検診が楽

しみです。」と記載。 

 「ガマンよ！根性よ！ヤル気よ！」との文字

に×印を記載するとともに、「そんな不幸なダ

イエットにさようなら！」及び「あなたのポッ

コリ撃退を応援します！」と記載。 

 「何をしても続かなかった私が何と３ヶ月

で－２kg！夢の４０kg 台まであと一息！その

成功の秘訣はズバリ！このレコーディング

シート！！私たちスタッフが考案し、８割が

成功した体重を測って、記録するもの。私・・・

今までダイエットをいろいろ試してきまし

た。何をやっても、なかなか続かなかったんで

す。でもこんな、私が続けられたんですよ！見

てください！！スタート１ヶ月目のレコー

ディングシート。こんな風に体重が落ちまし

た！結果が一目瞭然で、テンションアッ

プ！！ダイエットって肩に力を入れて頑張ら

なくてもいいんですね！！一緒に楽しみなが

ら始めましょう！！」と記載。 

 ジーンズを指で引っ張り、腹部とジーンズ

の間に隙間を作っている女性の写真と共に、

「『食べ残しはもったいない！』と、いつも食

事は子供の残り物まで、１．５人分。食べるの

大好きな私のお腹はいつもぽっこり。子供に

も、『ママのお腹ぶよぶよ～』とからかわれて
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ばかり。悔しくって、いざダイエットを決意し

たのに、食べ物の誘惑に負けてしまい、ダイ

エットを初めては失敗の繰り返し・・・。そん

な食べるの大好きな私が、食事前に飲むこの

『青汁ダイエットン』なら続けられたんです。

しかも、毎月１キロずつ減ってきてるんで

す！！ぽっこり、ぶよぶよだったお腹にもく

びれが・・・。こんなずぼらな私にもできたん

だから、大丈夫ですよ！！次はあなたの番で

す！！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２） 

平成２８年１０月５

日 

 「きっかけは旦那が言った『ぶよぶよだな

～』 奇跡！？の２週間」、「つべこべ言わず

飲みました」及び「ある晩、無口な旦那がボ

ソッと一言。『ぶよぶよだな～』って。えっ、

なに～？！普段ろくに返事もしないくせに、

人のことを『ぶよぶよだな～』ですっ、て。も

う怒り心頭。それならやってやる、痩せてやろ

うじゃないの！と、女の意地でダイエットを

決意。でもそんなに痩せるの甘くない。でもど

うしても見返してやりたい！そんなある日、

ジムで知り合った友人から『コレ、飲めば』と

薦められたのが『青汁ダイエットン』。正直あ

まり気はすすまなかったけど、つべこべ言っ

ていられない。早速飲んでみると、意外な程に

うまい。青汁に苦手意識があっただけにこれ

はラッキー！しばらく飲んでいくと、アレレ、

走ると波打つお腹まわりが何だか軽い。

ひょっとして？そう思ってウエストを測る

と、な、なんとマイナス１ｃｍ。始めてまだ２

週間。これには正直たまげました！早速、旦那

に自慢すると何やら様子が変・・・問い詰める

と、『ぶよぶよだな～』は自分のお腹のこと

だったことが判明。な～んだ、そうだったの

か・・・とんだ私の勘違いだったけど、おかげ

でお腹まわりがスッキリ！意地も味方したけ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ど、『青汁ダイエットン』飲んで大正解でし

た！」と記載。 

 「ウエストが気になる！ 体重（ＢＭＩ）が

気になる！ お腹の脂肪が気になる！」及び

「奥様の勘違いで始めたダイエット。強力な

助っ人となった『青汁ダイエットン』。それも

そのはず、お腹の脂肪を減らす働きが９０人

もの臨床試験で確認されているんです。ちゃ

んと機能が認められた機能性表示食品。巷の

ダイエット商品とはモノが違うってわけ。ビ

タミン、ミネラル、食物繊維が一緒に摂れるの

も『青汁ダイエットン』ならではの速攻力。今

ではご主人も大ファン。焼酎を『青汁ダイエッ

トン』で割ったダイエットン割が特にお気に

入り。ご夫婦のマイブームなんだとか。晩酌し

ながらお腹を減らしてダイエット。なんかい

いですね。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３） 

平成２８年１０月５

日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラストと共に、「見た目年齢で損しない！ 

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「以前と明ら

かに違う！」、「見た目はどこにでもある『青



９ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

汁』。正直あまり期待せずに試飲開始。一体ど

んな味なのか？青臭いものを想像していたと

ころ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の

奥に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽し

く続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！ある朝、いつものよ

うに鏡を覗くと、アレ？パンパンだった頬の

ラインがキュッとスッキリ！タプタプだった

二重あごも、シューっと！ウソー、顔の印象が

明らかに以前と違うのです！きつくなって、

しまいこんでいたジーンズ。『もしかして？』

慌ててはいてみたところ、『うわぁ！入った

～！』これには想像以上の大感動～♪」、「日

に日にスッキリ、キュッ！を実感」及び「これ

は凄い！とワクワクしながらメーカーに取

材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らす』機能

性表示食品だったのです。発売したところ『ウ

エストにくびれが！』『下っ腹がスッキリ！』

等、スッキリに関する声が続出したそう。それ

もそのはず。『お腹の脂肪を減らすサポート』

の葛の花エキスは、臨床結果で実証された折

り紙つきのすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４） 

平成２８年１０月１

８日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラストと共に、「きっかけは友人からの

『ぶよぶよだね～』」、「ヨガを続けている彼



１０ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

女達は、５０代なのにスラリとしたスタイル

をキープ。私だけお腹周り増量中で、おばちゃ

ん体型まっしぐら！そこで友人から『ぶよぶ

よだね～』と。自覚はあるけどショック！ガッ

カリの私に、『実はヨガだけじゃないの』と。

その時、出されたのが『青い汁』。その秘密に

迫ります！」、「どうせ、よくある青汁でしょ。

えっ！！違うの？」、「『なんだ、よくある青

汁か』今まで何度、ダイエット関連のサプリや

青汁を試してきたことか！そんな私を見て二

人はニヤニヤ。問い詰めると、この青い汁は、

今話題の『機能性表示食品』だった。なんでも

『葛の花エキス』が主成分で、『お腹の脂肪を

減らすサポート』の機能があるらしい。『葛の

花』っていうと、私の大好物の和菓子などに使

われる≪くず粉≫。あの、とろ～りとした食感

がたまらない。その『葛の花』が、ダイエット

サポートに一役買うってこと？『青汁ダイ

エットン』という名の、その青い汁を手にした

彼女達からさらに驚きの言葉が。『これ飲んだ

ら凄いの！こんな手応えはじめて！』『それ

で？早く教えて！』せかす私。」、「美味しい

ものについつい、手が出ちゃうのよね～」、

「『お腹の脂肪を減らすサポート』の葛の花。

評判は折り紙つきだが、彼女たちをすっかり

虜にしているこの『青汁ダイエットン』。さら

に凄いのが、中年太り対策を徹底的に考え、他

にも凄いスッキリパワーがギュ～ッと凝縮さ

れているのだそう。大麦若葉以上の栄養を誇

る『サツマイモ若葉』、満腹感を促すといわれ

る『ポテイン』、さらに、めぐりをサポートす

る『青トウガラシエキス』と、ダイエットに嬉

しい成分が絶妙なバランスで入っているん

だって！」、「私もあの頃みたいに、また、お

しゃれしたい！」、「すっかり興味津々の私。

聞けば、二人とも最初は期待していなかった



１１ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

けど、運動しながら続けるうちに『青汁ダイ

エットン』の虜になってしまうのだそう。実際

に彼女たちはスラリとした雰囲気に、表情も

明るく若々しい・・・。おしゃれして、うらや

ましい！あ～私もまたおしゃれしたい！急い

で、試さないと！」、皮下脂肪型（洋ナシ型肥

満）ぶよぶよさんと称する人物の内臓脂肪と

皮下脂肪の断面図のイラスト及び内臓脂肪型

（リンゴ型肥満）ぽっこりさんと称する人物

の内臓脂肪と皮下脂肪の断面図のイラストと

共に、「ぶよぶよ ぽっこり まるごとスッキ

リ！！」、「えっ！！脂肪を減らす秘密？ぶよ

ぶよなんて言わせない！」及び「昔から≪くず

粉≫や≪葛根湯≫に使われるのは、葛の根っ

この部分。同じ葛でも根っこじゃなくて葛の

花にこそ『お腹の脂肪を減らす』秘密があるな

んて！知らなかったわ～！秋の七草としても

食べられてきたものだから、安心感もあるし。

とにかく、ちゃんと臨床試験で実証された成

分っていうのが心強い！しかも、お腹が出て

いる『ぽっこり』にも、下半身太りの『ぶよぶ

よ』にも両方に根拠データがあるなんてビッ

クリ！こんな凄い成分、まさに運命の出会

い！これですべての謎がとけた。とんでもな

い秘密を知っちゃった私。この『青汁ダイエッ

トン』で、私の手ごわいぶよぶよも何とかなり

そう！もう『ぶよぶよだね～』なんていわせな

い！」と記載。 

 「スッキリ実感度９６．８％ 私も！！『青

汁ダイエットン』でスッキリ感動体験♪」、四

コマ漫画において「今まで、ありとあらゆるダ

イエットに失敗・・・サプリも・・・運動も・・・

食事も・・・」、「もう一生このままなのか・・・

泣きたい気分。」、「キツイ・・・ヤバイ・・・」、

「そんな中見つけた『青汁ダイエットン』」、

「機能性表示食品で『お腹の脂肪を減らす』機



１２ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

能があるんだって！これなら私も！」、「ぽっ

こりに悩む私も早速お取り寄せ。」、「スッキ

リ！！」及び「体重も！脂肪も！ウエストサイ

ズも！」と記載。 

 肥満気味の腹部を掴んだ写真と共に、「お腹

の脂肪 今すぐ、ドーン！！」、「毎日のスッ

キリパワー大結集！ お腹の脂肪を減らす

『葛の花エキス』の他 大麦若葉以上の栄養

を誇る『サツマイモ若葉』 満腹感を促すとい

われる『ポテイン』 体のめぐりをサポートす

る『青唐辛子エキス』 ４つのスッキリパワー

で『お腹の脂肪』にドーンとアタック！ぶよぶ

よ、ぽっこり、まるごとスッキリ！！」及び「ウ

エストが気になる！体重（ＢＭＩ）が気にな

る！お腹の脂肪が気になる！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し５） 

平成２８年１０月１

９日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「以前と明ら

かに違う！」、「見た目はどこにでもある『青

汁』。正直あまり期待せずに試飲開始。一体ど

んな味なのか？青臭いものを想像していたと



１３ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ころ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の

奥に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽し

く続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！ある朝、いつものよ

うに鏡を覗くと、アレ？パンパンだった頬の

ラインがキュッとスッキリ！タプタプだった

二重あごも、シューっと！ウソー、顔の印象が

明らかに以前と違うのです！きつくなって、

しまいこんでいたジーンズ。『もしかして？』

慌ててはいてみたところ、『うわぁ！入った

～！』これには想像以上の大感動～♪」、「日

に日にスッキリ、キュッ！を実感」及び「これ

は凄い！とワクワクしながらメーカーに取

材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らす』機能

性表示食品だったのです。発売したところ『ウ

エストにくびれが！』『下っ腹がスッキリ！』

等、スッキリに関する声が続出したそう。それ

もそのはず。『お腹の脂肪を減らすサポート』

の葛の花エキスは、臨床結果で実証された折

り紙つきのすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？」と記載。 

新聞広告 

（別添写し６） 

平成２８年１０月２

４日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩



１４ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た！」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエッ

ト茶とかダイエットサプリを想像されるで

しょう。それが違うのです。なんと『青汁ダイ

エットン』という商品。え？青汁で・・・？と

思われる方も多いかも知れません。私自身、何

度もダイエットに失敗した経験から、最初は

期待していませんでした。ところが、この『青

い汁』には度肝を抜かれたのです！」、「以前

と明らかに違う！」、「見た目はどこにでもあ

る『青汁』。正直あまり期待せずに試飲開始。

一体どんな味なのか？青臭いものを想像して

いたところ・・・これが『う、うまい！』舌に、

喉の奥に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら

楽しく続けられそう！実際にしばらく飲んだ

ところ、朝起きた時の体が軽い！重だる～い

のがウソのようにスッキリ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「日に日にスッキリ、キュッ！を実感」、

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らす』

機能性表示食品だったのです。発売したとこ

ろ『ウエストにくびれが！』『下っ腹がスッキ

リ！』等、スッキリに関する声が続出したそ

う。それもそのはず。『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の葛の花エキスは、臨床結果で実証さ

れた折り紙つきのすぐれもの。開発者による



１５ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

と『ビタミン、ミネラルも一緒に摂取できる青

汁にしたのが大正解でした！』との事。これは

ただの青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン

体型まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と

継続したところ、日に日にスッキリを実感。溜

め込んでいたお腹まわりもスッキリして一目

瞭然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃ

ない！本当に信じられないのですが、これは

本物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感し

てみてはいかが？」、皮下脂肪型（洋ナシ型肥

満）ぶよぶよさんと称する人物の内臓脂肪と

皮下脂肪の断面図のイラスト及び内臓脂肪型

（リンゴ型肥満）ぽっこりさんと称する人物

の内臓脂肪と皮下脂肪の断面図のイラストと

共に、「ぶよぶよ ぽっこり まるごとスッキ

リ！！」、「えっ！！脂肪を減らす秘密？ぶよ

ぶよ・ぽっこりで損しない！」及び「昔から≪

くず粉≫や≪葛根湯≫に使われるのは、葛の

根っこの部分。同じ葛でも根っこじゃなくて

葛の花にこそ『お腹の脂肪を減らす』秘密があ

るなんて！知らなかったわ～！秋の七草とし

ても食べられてきたものだから、安心感もあ

るし。とにかく、ちゃんと臨床試験で実証され

た成分っていうのが心強い！しかも、お腹が

出ている『ぽっこり』にも、下半身太りの『ぶ

よぶよ』にも両方に根拠データがあるなんて

ビックリ！こんな凄い成分、まさに運命の出

会い！これですべての謎がとけた。とんでも

ない秘密を知っちゃった私。もう、ぽっこり・

ぶよぶよで損しない！」と記載。 

 「スッキリ実感度９６．８％ 私も！！『青

汁ダイエットン』でスッキリ感動体験♪」、四

コマ漫画において「今まで、ありとあらゆるダ

イエットに失敗・・・サプリも・・・運動も・・・

食事も・・・」、「もう一生このままなのか・・・

泣きたい気分。」、「キツイ・・・ヤバイ・・・」、



１６ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

「そんな中見つけた『青汁ダイエットンン』」、

「機能性表示食品で『お腹の脂肪を減らす』機

能があるんだって！これなら私も！」、「ぽっ

こりに悩む私も早速お取り寄せ。」、「スッキ

リ！！」及び「体重も！脂肪も！ウエストサイ

ズも！」と記載。 

肥満気味の腹部を掴んだ写真の記載と共

に、「お腹の脂肪 今すぐ、ドーン！！」、「毎

日のスッキリパワー大結集！ お腹の脂肪を

減らす『葛の花エキス』の他 大麦若葉以上の

栄養を誇る『サツマイモ若葉』 満腹感を促す

といわれる『ポテイン』 体のめぐりをサポー

トする『青唐辛子エキス』 ４つのスッキリパ

ワーで『お腹の脂肪』にドーンとアタック！ぶ

よぶよ、ぽっこり、まるごとスッキリ！！」及

び「ウエストが気になる！体重（ＢＭＩ）が気

になる！お腹の脂肪が気になる！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し７） 

平成２８年１０月２

４日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。



１７ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！最近は体型をかくす服ばかり

で残念な体型だった私。実際にしばらく飲ん

だところ、朝起きた時の体が軽い！体脂肪を

測ると、ヨシッ！思わずガッツポーズ！ある

朝、鏡に映る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの

段々くっきりのお腹がスッキリ！ウソー、ウ

エストのラインが明らかに以前と違うので

す！きつくなって、しまいこんでいたジーン

ズ。『もしかして？』慌ててはいてみたところ、

『うわぁ！入った～！』これには想像以上の

大感動～♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実

感」及び「これは凄い！とワクワクしながら

メーカーに取材。するとコレ、『お腹の脂肪を

減らすサポート』の機能性表示食品だったの

です。発売したところ『ウエストのライン

が！』『下っ腹がスッキリ！』等、スッキリに

関する声が続出したそう。それもそのはず。

『お腹の脂肪を減らすサポート』の葛の花エ

キスは、臨床結果で実証されたすぐれもの。開

発者によると『ビタミン、ミネラルも一緒に摂

取できる青汁にしたのが大正解でした！』と

の事。これはただの青汁ではない。４０代を過

ぎ、オバサン体型まっしぐらの私。徹底的に試

さねば！と継続したところ、日に日にスッキ

リを実感。溜め込んでいたお腹まわりもスッ

キリして一目瞭然！あきらめていた、くびれ

出現も夢じゃない！本当に信じられないので

すが、これは本物！あなたもスッキリ、

キュッ！を実感してみてはいかが？」と記載。 

新聞広告 

（別添写し８） 

平成２８年１０月２

６日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見



１８ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「以前と明ら

かに違う！」、「見た目はどこにでもある『青

汁』。正直あまり期待せずに試飲開始。一体ど

んな味なのか？青臭いものを想像していたと

ころ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の

奥に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽し

く続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！ある朝、いつものよ

うに鏡を覗くと、アレ？パンパンだった頬の

ラインがキュッとスッキリ！タプタプだった

二重あごも、シューっと！ウソー、顔の印象が

明らかに以前と違うのです！きつくなって、

しまいこんでいたジーンズ。『もしかして？』

慌ててはいてみたところ、『うわぁ！入った

～！』これには想像以上の大感動～♪」、「日

に日にスッキリ、キュッ！を実感」及び「これ

は凄い！とワクワクしながらメーカーに取

材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らす』機能

性表示食品だったのです。発売したところ『ウ

エストにくびれが！』『下っ腹がスッキリ！』

等、スッキリに関する声が続出したそう。それ



１９ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

もそのはず。『お腹の脂肪を減らすサポート』

の葛の花エキスは、臨床結果で実証された折

り紙つきのすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？」と記載。 

新聞広告 

（別添写し９） 

平成２８年１１月７

日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラスト及び肥満気味の腹部を掴んだ写真

と共に、「見た目年齢で損しない！『ぽっこり

お腹』で損してませんか？」、「見た目年齢、

気にしてますか？」、「ぽっこり、ぶよぶよ・・・、

太りやすい・・・、そんな悩ましい『中年太り』

におススメの、凄いモノを発見しました！美

容ライターという仕事柄、女性に良い商品を

求めて全国を飛び回る毎日。そんな私が出

会った、飛びっきりの優れモノをご紹介！」、

「これには度肝を抜かれました」、「ぽっこり

に良いと聞けば、ダイエット茶とかダイエッ

トサプリを想像されるでしょう。それが違う

のです。なんと『青汁ダイエットン』という商

品。え？青汁で・・・？と思われる方も多いか

も知れません。私自身、何度もダイエットに失

敗した経験から、最初は期待していませんで

した。ところが、この『青い汁』には度肝を抜

かれたのです！」、「ぽっこりの段々が！」、

「見た目はどこにでもある『青汁』。正直あま

り期待せずに試飲開始。一体どんな味なの

か？青臭いものを想像していたところ・・・こ

れが『う、うまい！』舌に、喉の奥に、ス～っ



２０ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

と。無上の幸福感♪これなら楽しく続けられ

そう！実際にしばらく飲んだところ、朝起き

た時の体が軽い！重だる～いのがウソのよう

にスッキリ！体脂肪を測ると、ヨシッ！思わ

ずガッツポーズ！ある朝、鏡に映る姿を覗く

と、アレ？ぽっこりの段々くっきりのお腹が

スッキリ！ウソー、ウエストのラインが明ら

かに以前と違うのです！きつくなって、しま

いこんでいたジーンズ。『もしかして？』慌て

てはいてみたところ、『うわぁ！入った～！』

これには想像以上の大感動～♪」、「毎日スッ

キリ、キュッ！を実感」及び「これは凄い！と

ワクワクしながらメーカーに取材。するとコ

レ、『お腹の脂肪を減らすサポート』の機能性

表示食品だったのです。発売したところ『ウエ

ストのラインが！』『下っ腹がスッキリ！』等、

スッキリに関する声が続出したそう。それも

そのはず。『お腹の脂肪を減らすサポート』の

葛の花エキスは、臨床結果で実証されたすぐ

れもの。開発者によると『ビタミン、ミネラル

も一緒に摂取できる青汁にしたのが大正解で

した！』との事。これはただの青汁ではない。

４０代を過ぎ、オバサン体型まっしぐらの私。

徹底的に試さねば！と継続したところ、日に

日にスッキリを実感。溜め込んでいたお腹ま

わりもスッキリして一目瞭然！あきらめてい

た、くびれ出現も夢じゃない！本当に信じら

れないのですが、これは本物！あなたもスッ

キリ、キュッ！を実感してみてはいかが？

『ぽっこりお腹で損したくない！』そんな方

は、このチャンスをぜひお見逃しなく！」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し１０） 

平成２８年１１月７

日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、



２１ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「以前と明ら

かに違う！」、「見た目はどこにでもある『青

汁』。正直あまり期待せずに試飲開始。一体ど

んな味なのか？青臭いものを想像していたと

ころ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の

奥に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽し

く続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！ある朝、いつものよ

うに鏡を覗くと、アレ？パンパンだった頬の

ラインがキュッとスッキリ！タプタプだった

二重あごも、シューっと！ウソー、顔の印象が

明らかに以前と違うのです！きつくなって、

しまいこんでいたジーンズ。『もしかして？』

慌ててはいてみたところ、『うわぁ！入った

～！』これには想像以上の大感動～♪」、「日

に日にスッキリ、キュッ！を実感」及び「これ

は凄い！とワクワクしながらメーカーに取

材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らす』機能

性表示食品だったのです。発売したところ『ウ

エストにくびれが！』『下っ腹がスッキリ！』

等、スッキリに関する声が続出したそう。それ

もそのはず。『お腹の脂肪を減らすサポート』



２２ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

の葛の花エキスは、臨床結果で報告されたす

ぐれもの。開発者によると『ビタミン、ミネラ

ルも一緒に摂取できる青汁にしたのが大正解

でした！』との事。これはただの青汁ではな

い。４０代を過ぎ、オバサン体型まっしぐらの

私。徹底的に試さねば！と継続したところ、日

に日にスッキリを実感。溜め込んでいたお腹

まわりもスッキリして一目瞭然！あきらめて

いた、くびれ出現も夢じゃない！本当に信じ

られないのですが、これは本物！あなたも

スッキリ、キュッ！を実感してみてはいか

が？」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１１） 

平成２８年１１月７

日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「以前と明ら

かに違う！」、「見た目はどこにでもある『青

汁』。正直あまり期待せずに試飲開始。一体ど

んな味なのか？青臭いものを想像していたと

ころ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の

奥に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽し

く続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ



２３ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！ある朝、いつものよ

うに鏡を覗くと、アレ？パンパンだった頬の

ラインがキュッとスッキリ！タプタプだった

二重あごも、シューっと！ウソー、顔の印象が

明らかに以前と違うのです！きつくなって、

しまいこんでいたジーンズ。『もしかして？』

慌ててはいてみたところ、『うわぁ！入った

～！』これには想像以上の大感動～♪」、「日

に日にスッキリ、キュッ！を実感」及び「これ

は凄い！とワクワクしながらメーカーに取

材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らす』機能

性表示食品だったのです。発売したところ『ウ

エストにくびれが！』『下っ腹がスッキリ！』

等、スッキリに関する声が続出したそう。それ

もそのはず。『お腹の脂肪を減らすサポート』

の葛の花エキスは、臨床結果で実証された折

り紙つきのすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１２） 

平成２８年１１月７

日 

 女性が体重計に乗ってショックを受けてい

るイラスト及び肥満気味の腹部を掴んだ写真

と共に、「見た目年齢で損しない！『ぽっこり

お腹』で損してませんか？」、「見た目年齢、

気にしてますか？」、「ぽっこり、ぶよぶよ・・・、

太りやすい・・・、そんな悩ましい『中年太り』

におススメの、凄いモノを発見しました！美

容ライターという仕事柄、女性に良い商品を



２４ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

求めて全国を飛び回る毎日。そんな私が出

会った、飛びっきりの優れモノをご紹介！」、

「これには度肝を抜かれました！」、「ぽっこ

りに良いと聞けば、ダイエット茶とかダイ

エットサプリを想像されるでしょう。それが

違うのです。なんと『青汁ダイエットン』とい

う商品。え？青汁で・・・？と思われる方も多

いかも知れません。私自身、何度もダイエット

に失敗した経験から、最初は期待していませ

んでした。ところが、この『青い汁』には度肝

を抜かれたのです！」、「以前と明らかに違

う！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「日に日にスッキリ、キュッ！を実感」

及び「これは凄い！とワクワクしながらメー

カーに取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減ら

す』機能性表示食品だったのです。発売したと

ころ『ウエストにくびれが！』『下っ腹がスッ

キリ！』等、スッキリに関する声が続出したそ

う。それもそのはず。『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の葛の花エキスは、臨床結果で実証さ

れた折り紙つきのすぐれもの。開発者による

と『ビタミン、ミネラルも一緒に摂取できる青



２５ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

汁にしたのが大正解でした！』との事。これは

ただの青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン

体型まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と

継続したところ、日に日にスッキリを実感。溜

め込んでいたお腹まわりもスッキリして一目

瞭然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃ

ない！本当に信じられないのですが、これは

本物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感し

てみてはいかが？」と記載。 

「－２．５ｋｇ毎日ルンルンです♪」及び

「横になってテレビ見てる姿をみて、主人が

ぼそっと。『まるでトドだな。』って。もう、

ショックでくやしくって・・・。さすがに『ヤ

バイ、何とかしなきゃ！』とはじめたのが『青

汁ダイエットン』食事前に飲むだけで簡単だ

し、とにかく飲みやすいのが気に入っていま

す。何より、今までにない手応えで、ビックリ

しています。さすが、機能性表示食品。ホント

に凄い！主人も『２０年前に戻ったみたいだ

ね！』って。女性らしさを取り戻せたようで、

ホントに嬉しい！今は若い頃みたいにオシャ

レして週末デートを楽しんでます！」と記載。 

皮下脂肪型（洋ナシ型肥満）ぶよぶよさんと

称する人物の内臓脂肪と皮下脂肪の断面図の

イラスト及び内臓脂肪型（リンゴ型肥満）ぽっ

こりさんと称する人物の内臓脂肪と皮下脂肪

の断面図のイラストと共に、「ぶよぶよ ぽっ

こり まるごとスッキリ！！」、「えっ！！脂

肪を減らす秘密？ぶよぶよ・ぽっこりで損し

ない！」及び「昔から≪くず粉≫や≪葛根湯≫

に使われるのは、葛の根っこの部分。同じ葛で

も根っこじゃなくて葛の花にこそ『お腹の脂

肪を減らす』秘密があるなんて！知らなかっ

たわ～！秋の七草としても食べられてきたも

のだから、安心感もあるし。とにかく、ちゃん

と臨床試験で実証された成分っているのが心



２６ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

強い！しかも、お腹が出ている『ぽっこり』に

も、下半身太りの『ぶよぶよ』にも両方に根拠

データがあるなんてビックリ！こんな凄い成

分、まさに運命の出会い！これですべての謎

がとけた。とんでもない秘密を知っちゃった

私。もう、ぽっこり・ぶよぶよで損しない！」

と記載。 

 「スッキリ実感度９６．８％ 私も！！『青

汁ダイエットン』でスッキリ感動体験♪」、四

コマ漫画において「今まで、ありとあらゆるダ

イエットに失敗・・・サプリも・・・運動も・・・

食事も・・・」、「もう一生このままなのか・・・

泣きたい気分。」、「キツイ・・・ヤバイ・・・」、

「そんななか見つけた『青汁ダイエットン』」、

「機能性表示食品で『お腹の脂肪を減らす』機

能があるんだって！これなら私も！」、「ぽっ

こりに悩む私も早速お取り寄せ。」、「体重も！

脂肪も！ウエストサイズも！」及び「スッキ

リ！！」と記載。 

 痩せた腹部にメジャーを巻いている写真と

共に、「お腹の脂肪 まっすぐドーン！！」、

「毎日のスッキリパワー大結集！ お腹の脂

肪を減らす『葛の花エキス』の他 大麦若葉以

上の栄養を誇る『サツマイモ若葉』 満腹感を

促すといわれる『ポテイン』 体のめぐりをサ

ポートする『青唐辛子エキス』 ４つのスッキ

リパワーで『お腹の脂肪』にドーンとアタッ

ク！ぶよぶよ、ぽっこり、まるごとスッキ

リ！！」及び「ウエストが気になる！体重（Ｂ

ＭＩ）が気になる！お腹の脂肪が気になる！」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し１３） 

平成２８年１１月１

７日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩



２７ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で



２８ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１４） 

平成２８年１１月２

４日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た！」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエッ

ト茶とかダイエットサプリを想像されるで

しょう。それが違うのです。なんと『青汁ダイ

エットン』という商品。え？青汁で・・・？と

思われる方も多いかも知れません。私自身、何

度もダイエットに失敗した経験から、最初は

期待していませんでした。ところが、この『青

い汁』には度肝を抜かれたのです！」、「以前

と明らかに違う！」、「見た目はどこにでもあ

る『青汁』。正直あまり期待せずに試飲開始。

一体どんな味なのか？青臭いものを想像して

いたところ・・・これが『う、うまい！』舌に、

喉の奥に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら



２９ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

楽しく続けられそう！実際にしばらく飲んだ

ところ、朝起きた時の体が軽い！重だる～い

のがウソのようにスッキリ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「日に日にスッキリ、キュッ！を実感」

及び「これは凄い！とワクワクしながらメー

カーに取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減ら

す』機能性表示食品だったのです。発売したと

ころ『ウエストにくびれが！』『下っ腹がスッ

キリ！』等、スッキリに関する声が続出したそ

う。それもそのはず。『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の葛の花エキスは、臨床結果で実証さ

れた折り紙つきのすぐれもの。開発者による

と『ビタミン、ミネラルも一緒に摂取できる青

汁にしたのが大正解でした！』との事。これは

ただの青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン

体型まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と

継続したところ、日に日にスッキリを実感。溜

め込んでいたお腹まわりもスッキリして一目

瞭然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃ

ない！本当に信じられないのですが、これは

本物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感し

てみてはいかが？」と記載。 

 「－２．５ｋｇ毎日ルンルンです♪」及び「横

になってテレビ見てる姿をみて、主人がぼ

そっと。『まるでトドだな。』って。もう、ショッ

クでくやしくって・・・。さすがに、『ヤバイ、

何とかしなきゃ！絶対に見返してやる！』と

はじめたのが『青汁ダイエットン』食事前に飲

むだけで簡単だし、とにかく飲みやすいのが

気に入っています。飲み始めて３ヶ月。今まで



３０ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

にない手応えで、ビックリしています。さす

が、機能性表示食品。ホントに凄い！主人も

『２０年前に戻ったみたいだね！』って。女性

らしさを取り戻せたようで、ホントに嬉し

い！もう、トドだなんて、絶対に言わせませ

ん！」と記載。 

皮下脂肪型（洋ナシ型肥満）ぶよぶよさんと

称する人物の内臓脂肪と皮下脂肪の断面図の

イラスト及び内臓脂肪型（リンゴ型肥満）ぽっ

こりさんと称する人物の内臓脂肪と皮下脂肪

の断面図のイラストと共に、「ぶよぶよ ぽっ

こり まるごとスッキリ！！」、「えっ！！脂

肪を減らす秘密？ぶよぶよ・ぽっこりで損し

ない！」及び「昔から≪くず粉≫や≪葛根湯≫

に使われるのは、葛の根っこの部分。同じ葛で

も根っこじゃなくて葛の花にこそ『お腹の脂

肪を減らす』秘密があるなんて！知らなかっ

たわ～！秋の七草としても食べられてきたも

のだから、安心感もあるし。とにかく、ちゃん

と臨床試験で実証された成分っているのが心

強い！しかも、お腹が出ている『ぽっこり』に

も、下半身太りの『ぶよぶよ』にも両方に根拠

データがあるなんてビックリ！こんな凄い成

分、まさに運命の出会い！これですべての謎

がとけた。とんでもない秘密を知っちゃった

私。もう、ぽっこり・ぶよぶよで損しない！」

と記載。 

 「スッキリ実感度９６．８％ 私も！！『青

汁ダイエットン』でスッキリ感動体験♪」、四

コマ漫画において「今まで、ありとあらゆるダ

イエットに失敗・・・サプリも・・・運動も・・・

食事も・・・」、「もう一生このままなのか・・・

泣きたい気分。」、「キツイ・・・ヤバイ・・・」、

「そんな中見つけた『青汁ダイエットン』」、

「機能性表示食品で『お腹の脂肪を減らす』機

能があるんだって！これなら私も！」、「ぽっ



３１ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

こりに悩む私も早速お取り寄せ。」、「体重も！ 

脂肪も！ウエストサイズも！」及び「スッキ

リ！！」と記載。 

 痩せた腹部にメジャーを巻いている写真と

共に、「お腹の脂肪 まっすぐドーン！！」、

「毎日のスッキリパワー大結集！ お腹の脂

肪を減らす『葛の花エキス』の他 大麦若葉以

上の栄養を誇る『サツマイモ若葉』 満腹感を

促すといわれる『ポテイン』 体のめぐりをサ

ポートする『青唐辛子エキス』 ４つのスッキ

リパワーで『お腹の脂肪』にドーンとアタッ

ク！ぶよぶよ、ぽっこり、まるごとスッキ

リ！！」及び「ウエストが気になる！体重（Ｂ

ＭＩ）が気になる！お腹の脂肪が気になる！」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し１５） 

平成２８年１１月２

８日 

 「ウエストが気になる！」、「体重（ＢＭＩ）

が気になる！」、「お腹の脂肪が気になる！」

及び「奥様の愛から始めたお腹のダイエット。

絶大な味方となった『青汁ダイエットン』。そ

れもそのはず、機能成分の葛の花は、お腹の脂

肪を減らす働きが９０人もの臨床試験で確認

されているんです。ちゃんと機能が認められ

た機能性表示食品。巷のダイエット商品とは

モノが違うってわけ。ビタミン、ミネラル、食

物繊維が一緒に摂れるのも『青汁ダイエット

ン』ならではの速攻力。今では奥様自身も大

ファンに。焼酎を『青汁ダイエットン』で割っ

たダイエットン割が特にお気に入り。ご夫婦

のマイブームなんだとか。晩酌しながらお腹

を減らしてダイエット。」と記載。 

 「毎日ルンルンです♪」及び「横になってテ

レビ見てる姿をみて、主人がぼそっと。『まる

でトドだな。』って。もう、ショックでくやし

くって・・・。さすがに、『ヤバイ、何とかし

なきゃ！絶対に見返してやる！』とはじめた

のが『青汁ダイエットン』飲み始めて数ヶ月。



３２ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

今までにない手応えで、ビックリしています。

さすが、機能性表示食品。ホントに凄い！主人

も『２０年前に戻ったみたいだね！』って。女

性らしさを取り戻せたようで、ホントに嬉し

い！もう、トドだなんて、絶対に言わせませ

ん！」と記載。 

「毎日のスッキリパワー大結集！ お腹の

脂肪を減らす『葛の花エキス』の他 大麦若葉

以上の栄養を誇る『サツマイモ若葉』 満腹感

を促すといわれる『ポテイン』 体のめぐりを

サポートする『青唐辛子エキス』４つのスッキ

リパワーで『お腹の脂肪』にドーンとアタッ

ク！ぶよぶよ、ぽっこり、まるごとスッキ

リ！！」、「こんな方におススメ！」及び「ウ

エストが気になる！体重（ＢＭＩ）が気にな

る！お腹の脂肪が気になる！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１６） 

平成２８年１２月６

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな



３３ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１７） 

平成２８年１２月８

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！



３４ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹
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表示媒体 表示期間 表示内容 

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１８） 

平成２８年１２月９

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな
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表示媒体 表示期間 表示内容 

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１９） 

平成２８年１２月１

０日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！
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表示媒体 表示期間 表示内容 

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！最近は、ぽっこりを隠す服ば

かりで残念な体型だった私。実際にしばらく

飲んだところ、朝からスッキリ！体脂肪を測

ると、ヨシッ！思わずガッツポーズ！ある朝、

鏡に映る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々

くっきりのお腹がスッキリ！ウソー、ウエス

トのラインが明らかに以前と違うのです！き

つくなって、しまいこんでいたジーンズ。『も

しかして？』慌ててはいてみたところ、『う

わぁ！入った～！』これには想像以上の大感

動～♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」

及び「これは凄い！とワクワクしながらメー

カーに取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減ら

すサポート』の機能性表示食品だったのです。

発売したところ『ウエストのラインが！』
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表示媒体 表示期間 表示内容 

『下っ腹がスッキリ！』等、スッキリに関する

声が続出したそう。それもそのはず。『お腹の

脂肪を減らすサポート』の葛の花エキスは、臨

床結果で実証された折り紙つきのすぐれも

の。開発者によると『ビタミン、ミネラルも一

緒に摂取できる青汁にしたのが大正解でし

た！』との事。これはただの青汁ではない。４

０代を過ぎ、オバサン体型まっしぐらの私。徹

底的に試さねば！と継続したところ、日に日

にスッキリを実感。溜め込んでいたお腹まわ

りもスッキリして一目瞭然！あきらめてい

た、くびれ出現も夢じゃない！本当に信じら

れないのですが、これは本物！あなたもスッ

キリ、キュッ！を実感してみてはいかが？

『ぽっこりお腹で損したくない！』そんな方

は、このチャンスをぜひお見逃しなく！」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し２０） 

平成２８年１２月１

３日 

 「ウエストが気になる！」、「体重（ＢＭＩ）

が気になる！」、「お腹の脂肪が気になる！」

及び「奥様の愛から始めたお腹のダイエット。

絶大な味方となった『青汁ダイエットン』。そ

れもそのはず、機能成分の葛の花は、お腹の脂

肪を減らす働きが９０人もの臨床試験で確認

されているんです。ちゃんと機能が認められ

た機能性表示食品。巷のダイエットサポート

商品とはモノが違うってわけ。ビタミン、ミネ

ラル、食物繊維が一緒に摂れるのも『青汁ダイ

エットン』ならではの速攻力。今では奥様自身

も大ファンに。焼酎を『青汁ダイエットン』で

割ったダイエットン割が特にお気に入り。ご

夫婦のマイブームなんだとか。晩酌しながら

お腹を減らしてダイエット。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２１） 

平成２８年１２月１

６日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減
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表示媒体 表示期間 表示内容 

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２２） 

平成２８年１２月１

８日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥
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表示媒体 表示期間 表示内容 

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽いみたい！重だる～

いのがウソのようにスッキリ！体脂肪を測る

と、ヨシッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡

に映る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々

くっきりのお腹がスッキリ！ウソー、ウエス

トのラインが明らかに以前と違うのです！き

つくなって、しまいこんでいたジーンズ。『も

しかして？』慌ててはいてみたところ、『う

わぁ！入った～！』これには想像以上の大感

動～♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」

及び「これは凄い！とワクワクしながらメー

カーに取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減ら

すサポート』の機能性表示食品だったのです。

発売したところ『ウエストのラインが！』

『下っ腹がスッキリ！』等、スッキリに関する

声が続出したそう。それもそのはず。『お腹の

脂肪を減らすサポート』の葛の花エキスは、臨

床結果で実証されたすぐれもの。開発者によ

ると『ビタミン、ミネラルも一緒に摂取できる

青汁にしたのが大正解でした！』との事。これ

はただの青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサ

ン体型まっしぐらの私。徹底的に試さねば！

と継続したところ、次第にスッキリを実感。溜

め込んでいたお腹まわりもスッキリ！本当に

信じられないのですが、これは期待できる！

あなたもスッキリ、キュッ！を実感してみて

はいかが？『ぽっこりお腹で損したくない！』

そんな方は、このチャンスをぜひお見逃しな

く！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２３） 

平成２９年１月１０

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で
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表示媒体 表示期間 表示内容 

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２４） 

平成２９年１月１１

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく



４４ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２５） 

平成２９年１月１２

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩



４５ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で



４６ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２６） 

平成２９年１月１９

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく



４７ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２７） 

平成２９年１月２１

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩



４８ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で



４９ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２８） 

平成２９年１月２６

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく



５０ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２９） 

平成２９年１月３０

日 

 「ウエストが気になる！」、「体重（ＢＭＩ）

が気になる！」、「お腹の脂肪が気になる！」

及び「奥様の愛から始めたお腹のダイエット。

絶大な味方となった『青汁ダイエットン』。そ

れもそのはず、機能成分の葛の花由来イソフ



５１ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ラボンは、お腹の脂肪を減らす働きが９０人

もの臨床試験で確認されているんです。ちゃ

んと機能が認められた機能性表示食品。巷の

ダイエット商品とはモノが違うってわけ。ビ

タミン、ミネラル、食物繊維が一緒に摂れるの

も『青汁ダイエットン』ならではの速攻力。今

では奥様自身も大ファンに。ぽっこりが減る

と食費も減るのだとか。」と記載。 

 「見返してやりました！」及び「横になって

テレビ見てる姿をみて、主人がぼそっと。『ま

るでトドだな。』って。もう、ショックでくや

しくって・・・。さすがに、『ヤバイ、何とか

しなきゃ！絶対に見返してやる！』とはじめ

たのが『青汁ダイエットン』飲み始めて３ヶ

月。今までにない手応えで、ビックリしていま

す。さすが、機能性表示食品。ホントに凄い！

主人も『２０年前に戻ったみたいだね！』っ

て。女性らしさを取り戻せたようで、ホントに

嬉しい！もう、トドだなんて、絶対に言わせま

せん！人のことは言えないぽっこりお腹の主

人にも飲ませてます。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３０） 

平成２９年１月３０

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も



５２ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して



５３ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３１） 

平成２９年２月２日  肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～



５４ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３２） 

平成２９年２月３日  肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も



５５ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して



５６ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３３） 

平成２９年２月５日  肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～



５７ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３４） 

平成２９年２月５日  肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も



５８ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して



５９ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３５） 

平成２９年２月６日  肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～



６０ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３６） 

平成２９年２月８日  肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も



６１ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して



６２ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３７） 

平成２９年２月９日 「お腹がへこめば、夫婦も変わる」、「ウエ

ストが気になる！」、「体重（ＢＭＩ）が気に

なる！」、「お腹の脂肪が気になる！」及び「奥

様の愛から始めたお腹のダイエット。絶大な

味方となった『青汁ダイエットン』。それもそ

のはず、機能成分の葛の花は、お腹の脂肪を減

らす働きが９０人もの臨床試験で確認されて

いるんです。ちゃんと機能が認められた機能

性表示食品。巷のダイエット商品とはモノが

違うってわけ。ビタミン、ミネラル、食物繊維

が一緒に摂れるのも『青汁ダイエットン』なら

ではの速攻力。食事の前に飲むだけ。ラクラク

簡単。それだけで食物繊維が余分なものを

カット。あとは、機能成分の葛の花が、お腹の

脂肪を分解燃焼。お腹がへこめば、夫婦も変わ

る。スッキリお腹で、円満家族！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３８） 

平成２９年２月１６

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』



６３ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽いみたい！重だる～

いのがウソのようにスッキリ！体脂肪を測る

と、ヨシッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡

に映る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々

くっきりのお腹がスッキリ！ウソー、ウエス

トのラインが明らかに以前と違うのです！き

つくなって、しまいこんでいたジーンズ。『も

しかして？』慌ててはいてみたところ、『う

わぁ！入った～！』これには想像以上の大感

動～♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」

及び「これは凄い！とワクワクしながらメー

カーに取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減ら

すサポート』の機能性表示食品だったのです。

発売したところ『ウエストのラインが！』

『下っ腹がスッキリ！』等、スッキリに関する

声が続出したそう。それもそのはず。『お腹の

脂肪を減らすサポート』の葛の花エキスは、臨

床結果で実証されたすぐれもの。開発者によ

ると『ビタミン、ミネラルも一緒に摂取できる

青汁にしたのが大正解でした！』との事。これ

はただの青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサ

ン体型まっしぐらの私。徹底的に試さねば！

と継続したところ、次第にスッキリを実感。溜

め込んでいたお腹まわりもスッキリ！あきら

めていた、くびれ出現も夢じゃない！本当に

信じられないのですが、これは期待できる！

あなたもスッキリ、キュッ！を実感してみて

はいかが？『ぽっこりお腹で損したくない！』



６４ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

そんな方は、このチャンスをぜひお見逃しな

く！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３９） 

平成２９年２月１９

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び



６５ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果で

実証されたすぐれもの。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４０） 

平成２９年２月２０

日 

 「きっかけは旦那が言った『ぶよぶよだな

～』」、「悔しくて、悲しくて・・・」、「見

返してやりました。」及び「ある晩、無口な旦

那がボソッと一言。『ぶよぶよだな～』って。

えっ、なに～？！普段ろくに返事もしないく

せに、人のことを『ぶよぶよだな～』ですっ、

て。もう怒り心頭。でも待てよ、この１０年で

ウエストは５ｃｍもアップ。よく見れば確か

にぶよぶよのぽっこりお腹。年々着れない服

も増えている・・・悔しいけれど、これが悲し

い現実・・・。このままじゃヤバい！旦那を見

返したい！そこで一念発起でダイエットを決

意。でもそんなにヤセるの甘くない・・・。そ

んなある日、ジムで知り合った友人から『コ

レ、飲めば』と薦められたのが『青汁ダイエッ

トン』。正直あまり気はすすまなかったけど、



６６ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

つべこべ言っていられない。早速飲んでみる

と、意外な程にうまい。青汁に苦手意識があっ

ただけにこれはラッキー！しばらく飲んでい

くと、アレレ、走ると波打つお腹まわりが何だ

か軽い。ひょっとして？そう思ってウエスト

を測ると、な、なんとマイナス１ｃｍ。始めて

まだ２週間。これには正直たまげました！早

速、旦那に自慢すると何やら様子が変・・・問

い詰めると、『ぶよぶよだな～』は自分のお腹

のことだったことが判明。な～んだ、そうだっ

たのか・・・とんだ私の勘違いだったけど、お

かげでお腹まわりがスッキリ！意地も味方し

たけど、『青汁ダイエットン』飲んで正解。お

腹にしみました！」と記載。 

 「ウエストが気になる！」、「体重（ＢＭＩ）

が気になる！」、「お腹の脂肪が気になる！」

及び「奥様の勘違いで始めたダイエット。強力

な助っ人となった『青汁ダイエットン』。それ

もそのはず、お腹の脂肪を減らす働きが９０

人もの臨床試験で確認されているんです。

ちゃんと機能が認められた機能性表示食品。

巷のダイエット商品とはモノが違うってわ

け。ビタミン、ミネラル、食物繊維が一緒に摂

れるのも『青汁ダイエットン』ならではの速攻

力。食事の前に飲むだけ。ラクラク簡単。それ

だけで食物繊維が余分なものをカット。あと

は、機能成分の葛の花が、お腹の脂肪を分解燃

焼。お腹がへこめば、夫婦も変わる。スッキリ

お腹で、夫婦円満。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４１） 

平成２９年２月２４

日 

 肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性の

イラストと共に、「見た目年齢で損しない！

『ぽっこりお腹』で損してませんか？」、「見

た目年齢、気にしてますか？」、「ぽっこり、

ぶよぶよ・・・、太りやすい・・・、そんな悩

ましい『中年太り』におススメの、凄いモノを

発見しました！美容ライターという仕事柄、



６７ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

女性に良い商品を求めて全国を飛び回る毎

日。そんな私が出会った、飛びっきりの優れモ

ノをご紹介！」、「これには度肝を抜かれまし

た」、「ぽっこりに良いと聞けば、ダイエット

茶とかダイエットサプリを想像されるでしょ

う。それが違うのです。なんと『青汁ダイエッ

トン』という商品。え？青汁で・・・？と思わ

れる方も多いかも知れません。私自身、何度も

ダイエットに失敗した経験から、最初は期待

していませんでした。ところが、この『青い汁』

には度肝を抜かれたのです！」、「ぽっこりの

段々が！」、「見た目はどこにでもある『青汁』。

正直あまり期待せずに試飲開始。一体どんな

味なのか？青臭いものを想像していたとこ

ろ・・・これが『う、うまい！』舌に、喉の奥

に、ス～っと。無上の幸福感♪これなら楽しく

続けられそう！実際にしばらく飲んだとこ

ろ、朝起きた時の体が軽い！重だる～いのが

ウソのようにスッキリ！体脂肪を測ると、ヨ

シッ！思わずガッツポーズ！ある朝、鏡に映

る姿を覗くと、アレ？ぽっこりの段々くっき

りのお腹がスッキリ！ウソー、ウエストのラ

インが明らかに以前と違うのです！きつく

なって、しまいこんでいたジーンズ。『もしか

して？』慌ててはいてみたところ、『うわぁ！

入った～！』これには想像以上の大感動～

♪」、「毎日スッキリ、キュッ！を実感」及び

「これは凄い！とワクワクしながらメーカー

に取材。するとコレ、『お腹の脂肪を減らすサ

ポート』の機能性表示食品だったのです。発売

したところ『ウエストのラインが！』『下っ腹

がスッキリ！』等、スッキリに関する声が続出

したそう。それもそのはず。『お腹の脂肪を減

らすサポート』の葛の花エキスは、臨床結果が

報告されているのです。開発者によると『ビタ

ミン、ミネラルも一緒に摂取できる青汁にし



６８ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

たのが大正解でした！』との事。これはただの

青汁ではない。４０代を過ぎ、オバサン体型

まっしぐらの私。徹底的に試さねば！と継続

したところ、日に日にスッキリを実感。溜め込

んでいたお腹まわりもスッキリして一目瞭

然！あきらめていた、くびれ出現も夢じゃな

い！本当に信じられないのですが、これは本

物！あなたもスッキリ、キュッ！を実感して

みてはいかが？『ぽっこりお腹で損したくな

い！』そんな方は、このチャンスをぜひお見逃

しなく！」と記載。 

 

  



６９ 

 

別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年１２月１

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 「※使用感には個人差があります」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２） 

平成２８年１０月５

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３） 

平成２８年１０月５

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４） 

平成２８年１０月１

８日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し５） 

平成２８年１０月１

９日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し６） 

平成２８年１０月２

４日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し７） 

平成２８年１０月２

４日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し８） 

平成２８年１０月２

６日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し９） 

平成２８年１１月７

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１０） 

平成２８年１１月７

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１１） 

平成２８年１１月７

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１２） 

平成２８年１１月７

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１３） 

平成２８年１１月１

７日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１４） 

平成２８年１１月２

４日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１５） 

平成２８年１１月２

８日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１６） 

平成２８年１２月６

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 
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新聞広告 

（別添写し１７） 

平成２８年１２月８

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１８） 

平成２８年１２月９

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し１９） 

平成２８年１２月１

０日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２０） 

平成２８年１２月１

３日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２１） 

平成２８年１２月１

６日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２２） 

平成２８年１２月１

８日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２３） 

平成２９年１月１０

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２４） 

平成２９年１月１１

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２５） 

平成２９年１月１２

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２６） 

平成２９年１月１９

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２７） 

平成２９年１月２１

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２８） 

平成２９年１月２６

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２９） 

平成２９年１月３０

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３０） 

平成２９年１月３０

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３１） 

平成２９年２月２日  「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３２） 

平成２９年２月３日  「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３３） 

平成２９年２月５日  「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３４） 

平成２９年２月５日  「※使用感には個人差があります。」と記載。 
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新聞広告 

（別添写し３５） 

平成２９年２月６日  「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３６） 

平成２９年２月８日  「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３７） 

平成２９年２月９日 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３８） 

平成２９年２月１６

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３９） 

平成２９年２月１９

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４０） 

平成２９年２月２０

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４１） 

平成２９年２月２４

日 

 「※使用感には個人差があります。」と記載。 
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消表対第１５２９号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社ＥＣスタジオ 

代表取締役 嶋田 怜輔 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「イージースムージーグリーン」と称する機能性表示食品（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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は、後記イのとおりである旨

を確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイ

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。 

ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２９年３月１３日から同年５月２２

日までの間、例えば、同年３月１３日から同年４月１４日までの間、自社ウェブサイト

において、細身の女性の写真と共に、「置き換えなくても簡単Ｄｉｅｔスムージー 体

重を減らす」と記載するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表

示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、

外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示 

イ 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った。 

⑵ 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、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ア及びイの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

別添６ 
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⑶ 貴社は、前記⑴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 株式会社ＥＣスタジオ（以下「ＥＣスタジオ」という。）は、東京都千代田区飯田橋四

丁目７番１１号カクタス飯田橋ビル１００３に本店を置き、インターネットによる健康食

品の通信販売業等を営む事業者である。 

⑵ ＥＣスタジオは、平成２９年３月１３日以降、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ところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０ｍ

ｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少することが

示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラ

ボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥

満気味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方

に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２８年９月２９日に、ＥＣ

スタジオが消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア ＥＣスタジオは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２９年３月１３日

から同年５月２２日までの間、例えば、同年３月１３日から同年４月１４日までの間、

自社ウェブサイトにおいて、細身の女性の写真と共に、「置き換えなくても簡単Ｄｉｅ

ｔスムージー 体重を減らす」と記載するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体に

おいて、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下

脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られる

かのように示す表示をしていた。 
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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、ＥＣスタジオに対し、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、ＥＣ

スタジオは、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。 

⑹ ＥＣスタジオは、平成２９年１０月２日、前記⑸アの表示は、実際のものよりも著しく

優良であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ＥＣスタジオ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。 

 

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。 
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（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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し１） 

平成２９年３月１３

日から同年４月１４

日までの間 

 細身の女性の写真と共に、「置き換えなく

ても簡単Ｄｉｅｔスムージー 体重を減ら

す」と記載。 

 細身の女性の写真と共に、「体重 ウエス

ト周囲径 内臓脂肪 皮下脂肪 を減らす

スムージー」及び「置き換えなくても簡単♪ 

Ｄｉｅｔ Ｓｍｏｏｔｈｉｅ」と記載。 

 「科学的根拠を基に“体重を減らす”とい

う機能性をわかりやすく表示し、みなさん

が商品の正しい情報を見て、購入できる食

品」と記載。 

 本件商品の容器包装の写真における「体

重を減らす」との記載部分を矢印で示し、

「科学的根拠に基づいた表示」と記載。 

 「おなかの脂肪の減少量」及び「運動、食

事制限なし ３ケ月で２０㎠減少（対非配

合品）」と記載。 

 「ウエスト周囲径の減少量」及び「運動、

食事制限なし ３ケ月で０．８cm 減少（対

非配合品）」と記載。 

 「体重の減少量」及び「運動、食事制限な

し ３ケ月で１kg 減少（対非配合品）」と

記載。 

 細身の女性の写真と共に、「イージース

ムージーに含まれる葛の花由来イソフラボ

ンが『お腹の脂肪を減らす』のを助けてくれ

ます」と記載。 

 「葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニ

ン類として）の作用」、「１ 抑制 肝臓で

脂肪の合成を抑える」、「２ 分解 白色脂

肪での脂肪の分解」及び「３ 燃焼 褐色脂

肪での脂肪燃焼を促進」と記載。 

 細身の女性の写真と共に、「『ウエストを

細く お腹の脂肪を減ら』したい！」と記

載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し２） 

平成２９年４月１５

日から同年５月１８

日までの間 

細身の女性の写真と共に、「体重を減らす

のを助ける機能」と記載。 

 細身の女性の写真と共に、「体重 ウエス

ト周囲径 内臓脂肪 皮下脂肪 を減らす

のを助ける機能性成分配合のスムージー」

と記載。 

 本件商品の容器包装の写真における「体

重を減らす」との記載部分を矢印で示し、

「科学的根拠に基づいた表示」と記載。 

 細身の女性の写真と共に、「イージース

ムージーに含まれる葛の花由来イソフラボ

ンがお腹の脂肪を減らすのを助けてくれま

す」と記載。 

 「葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニ

ン類として）の作用」、「１ 抑制サポート 

肝臓で脂肪の合成を抑えるサポート」、「２ 

分解サポート 白色脂肪での脂肪の分解サ

ポート」及び「３ 燃焼サポート 褐色脂肪

での脂肪燃焼を促進サポート」と記載。 

 細身の女性の写真と共に、「『ウエストを

細く お腹の脂肪を減らす』のを助ける」と

記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し３） 

平成２９年５月１９

日から同月２２日ま

での間 

 細身の女性の写真と共に、「体重を減らす

のを助ける機能」と記載。 

 細身の女性の写真と共に、「体重 ウエス

ト周囲径 内臓脂肪 皮下脂肪 を減らす

のを助ける機能性成分配合のスムージー」

と記載。 

 本件商品の容器包装の写真における「体

重を減らす」との記載部分を矢印で示し、

「科学的根拠に基づいた表示」と記載。 

 細身の女性の写真と共に、「イージース

ムージーに含まれる葛の花由来イソフラボ

ンがお腹の脂肪を減らすのを助けてくれま

す」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 細身の女性の写真と共に、「『ウエストを

細く お腹の脂肪を減らす』のを助ける」と

記載。 

 



消表対第１５３０号 

平成２９年１１月７日 

 

株式会社協和 

代表取締役 堀内 泰司 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「ウエストシェイプ」と称する機能性表示食品（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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２９年３月２５日から同年８月２４

日までの間、例えば、同年３月２５日から同年７月２６日までの間、パソコン向け自社

ウェブサイトにおいて、「体重やウエストサイズが気になる方へ」と題し、細身の腹部

にメジャーを巻き付けた写真と共に、「運動や無理な食事制限は続けられない！そんな

あなたに！！」、「こんなお悩みありませんか？」と題し、体重計に乗って頬に両手を当

てて驚いた表情をしている女性の写真と共に、「□今までサプリメントで満足できな

かった」、「□サプリメントを試してみたいが効果が出るのか不安」、「□代謝が落ちて体

重が増えた」、「□お腹まわりが気になる」、「１つでも当てはまるものはありましたか？」

及び「運動や無理な食事制限は続けられない！そんなあなたに！！」との記載に続いて、

「葛の花イソフラボン配合のウエストシェイプがそんなあなたの悩みをサポート」、「葛

の花由来イソフラボンでお腹の脂肪を」、「分解」及び「ブロック」等と記載するなど、

別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同

別添７ 
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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だ

けで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識

できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示 

イ 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った。 

⑵ 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、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の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 株式会社協和（以下「協和」という。）は、東京都福生市東町１番地１に本店を置き、

健康食品、化粧品等の製造、輸出入及び販売業を営む事業者である。 

⑵ 協和は、平成２９年３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

いるところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０ｍ

ｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少することが

示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラ

ボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥

満気味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方

に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２８年９月２９日に、協和

が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア 協和は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２９年３月２５日から同年

８月２４日までの間、例えば、同年３月２５日から同年７月２６日までの間、パソコン
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向け自社ウェブサイトにおいて、「体重やウエストサイズが気になる方へ」と題し、細

身の腹部にメジャーを巻き付けた写真と共に、「運動や無理な食事制限は続けられない！

そんなあなたに！！」、「こんなお悩みありませんか？」と題し、体重計に乗って頬に両

手を当てて驚いた表情をしている女性の写真と共に、「□今までサプリメントで満足でき

なかった」、「□サプリメントを試してみたいが効果が出るのか不安」、「□代謝が落ちて

体重が増えた」、「□お腹まわりが気になる」、「１つでも当てはまるものはありましたか？」

及び「運動や無理な食事制限は続けられない！そんなあなたに！！」との記載に続いて、

「葛の花イソフラボン配合のウエストシェイプがそんなあなたの悩みをサポート」、「葛

の花由来イソフラボンでお腹の脂肪を」、「分解」及び「ブロック」等と記載するなど、

別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだ

けで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識

できるまでの腹部の痩身効果が得られ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、協和に対し、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、協和は、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。 

なお、協和は、前記アの表示について、例えば、自社ウェブサイトにおいて、「〇効

果を保証するものではありません。」等と記載するなど、別表２「表示媒体」欄記載の

表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとお

り表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける効果に関する認

識を打ち消すものではない。 

⑹ 協和は、平成２９年１０月２０日、前記⑸アの表示は、実際のものよりも著しく優良で

あると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、協和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。 
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

パソコン向け自社ウェ

ブサイト 

（別添写し１） 

平成２９年３月２５

日から同年７月２６

日までの間 

「体重やウエストサイズが気になる方へ」と

題し、細身の腹部にメジャーを巻き付けた写真

と共に、「運動や無理な食事制限は続けられな

い！そんなあなたに！！」と記載。 

「こんなお悩みありませんか？」と題し、体

重計に乗って頬に両手を当て驚いた表情をし

ている女性の写真と共に、「□今までサプリメ

ントで満足できなかった」、「□サプリメントを

試してみたいが効果が出るのか不安」、「□代謝

が落ちて体重が増えた」、「□お腹まわりが気に

なる」、「１つでも当てはまるものはありました

か？」及び「運動や無理な食事制限は続けられ

ない！そんなあなたに！！」との記載に続い

て、「葛の花イソフラボン配合のウエストシェ

イプがそんなあなたの悩みをサポート」、「葛の

花由来イソフラボンでお腹の脂肪を」、「分解」

及び「ブロック」と記載。 

左手を腰に当て、右手を曲げて人差し指を突

き出している細身の女性の写真と共に、「体重

やウエストサイズが気になる方へ」と記載。 

「『ウエストシェイプ』は１日わずか３粒目

安で好きなタイミングで飲むだけでＯＫ。」及

び「家計への負担を抑えながら、手間なく続け

られる“無理をしない”サプリメントなので

す！」と記載。 

スマートフォン向け自

社ウェブサイト 

（別添写し２） 

平成２９年３月２５

日から同年７月２６

日までの間 

「体重やウエストサイズが気になる方へ」と

題し、細身の腹部にメジャーを巻きつけた写真

と共に、「運動や無理な食事制限は続けられな

い！そんなあなたに！！」と記載。 

「こんなお悩みありませんか？」と題し、体

重計に乗って頬に両手を当てて驚いた表情を

している女性の写真と共に、「□今までサプリ

メントで満足できなかった」、「□サプリメント

を試してみたいが効果が出るのか不安」、「□代
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表示媒体 表示期間 表示内容 

謝が落ちて体重が増えた」、「□お腹まわりが気

になる」、「１つでも当てはまるものはありまし

たか？」及び「運動や無理な食事制限は続けら

れない！そんなあなたに！！」との記載に続い

て、「葛の花イソフラボン配合のウエストシェ

イプがそんなあなたの悩みをサポート」、「葛の

花由来イソフラボンでお腹の脂肪を」、「分解」

及び「ブロック」と記載。 

左手を腰に当てて、右手を曲げて人差し指を

突き出している細身の女性の写真と共に、「体

重やウエストサイズが気になる方へ」と記載。

「『ウエストシェイプ』は１日わずか３粒目

安で好きなタイミングで飲むだけでＯＫ。」及

び「家計への負担を抑えながら、手間なく続け

られる“無理をしない”サプリメントなので

す！」と記載。 

パソコン向け自社ウェ

ブサイト 

（別添写し３） 

平成２９年３月２５

日から同年８月２日

までの間 

女性の写真と共に、「ウソッ！？この年齢で

結果が出るなんて！」、「やれば結果が出る！年

齢であきらめない！」、「驚きのウエスト５３ｃ

ｍを実現！」、「きれいなウエストのクビレが出

現！」、「何をしても落ちなかったウエストがキ

ュッ！」及び「たった３カ月で、体型も人生も

変わった！」と記載した上、「私たちの願いを

叶えたのは、葛の花由来イソフラボン！」及び

「お腹のぷよぷよ脂肪、ウエストサイズが葛の

花由来イソフラボンでダウン！」と記載。 

「●●●●さまの体験談」として、腹部の肉

がウエスト周りよりも前方に突き出ている写

真及びその写真を起点とする矢印の先に、「＼

３ヵ月前のパンツはブカブカ！／」と付記され

た腹部周りに余裕があるズボンのウエスト部

分を引っ張りながら嬉しそうな表情をしてい

る細身の女性の写真を掲載するとともに、「何

をしても落ちなかったお腹と脇腹の脂肪がと

れて、きれいなウエストのクビレができて嬉し
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表示媒体 表示期間 表示内容 

い！今では痩せていた頃のパンツでさえ、ゆる

い状態。主人からも『やせたね！』と声を掛け

られました。」及び「ウエストサイズを気にせ

ず、おしゃれが楽しめるって、本当に嬉しいで

す。」と記載し、「●●●●さまの体験談」とし

て、腹部の肉がウエスト周りよりも前方に突き

出ている写真及びその写真を起点とする矢印

の先に、「＼お腹ペタン！ウエストはキュッ！

／」と付記された腹部が後方にへこんだ写真を

掲載するとともに、「飲む前はＭサイズだった

服が、Ｓサイズに。ウエスト５３ｃｍのパンツ

がはけたときは、本当に驚き！しかも、体重も

減ってなんと中学生以来の４０ｋｇ代に！背

中と腕もすっきり細くなったと実感していま

す。」及び「ウエストがキュッとしまった制服

を着るのが楽しみです。」と記載。 

スマートフォン向け自

社ウェブサイト 

（別添写し４） 

平成２９年３月２５

日から同年８月２日

までの間 

女性の写真と共に、「ウソッ！？この年齢で

結果が出るなんて！」、「やれば結果が出る！年

齢であきらめない！」、「驚きのウエスト５３ｃ

ｍを実現！」、「きれいなウエストのクビレが出

現！」、「何をしても落ちなかったウエストがキ

ュッ！」及び「たった３カ月で、体型も人生も

変わった！」と記載した上、「私たちの願いを

叶えたのは、葛の花由来イソフラボン！」及び

「お腹のぷよぷよ脂肪、ウエストサイズが葛の

花由来イソフラボンでダウン！」と記載。 

「●●●●さまの体験談」として、腹部の肉

がウエスト周りよりも前方に突き出ている写

真及びその写真を起点とする矢印の先に、「＼

３ヵ月前のパンツはブカブカ！／」と付記され

た腹部周りに余裕があるズボンのウエスト部

分を引っ張りながら嬉しそうな表情をしてい

る細身の女性の写真を掲載するとともに、「何

をしても落ちなかったお腹と脇腹の脂肪がと

れて、きれいなウエストのクビレができて嬉し
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表示媒体 表示期間 表示内容 

い！今では痩せていた頃のパンツでさえ、ゆる

い状態。主人からも『やせたね！』と声を掛け

られました。」及び「ウエストサイズを気にせ

ず、おしゃれが楽しめるって、本当に嬉しいで

す。」と記載し、「●●●●さまの体験談」とし

て、腹部の肉がウエスト周りよりも前方に突き

出ている写真及びその写真を起点とする矢印

の先に「＼お腹ペタン！ウエストはキュッ！

／」と付記された腹部が後方にへこんだ写真を

掲載するとともに、「飲む前はＭサイズだった

服が、Ｓサイズに。ウエスト５３ｃｍのパンツ

がはけたときは、本当に驚き！しかも、体重も

減ってなんと中学生以来の４０ｋｇ代に！背

中と腕もすっきり細くなったと実感していま

す。」及び「ウエストがキュッとしまった制服

を着るのが楽しみです。」と記載。 

会報誌『Ｆｒａｃｏｒ

ａ＋』７月号 

（別添写し５） 

平成２９年６月２５

日から同年７月２４

日までの間 

右手で脇腹の肉をつまんだ写真と共に、「葛

の花由来イソフラボンでお腹の脂肪に喝！！」

及び「“ぽっこりお腹を何とかしたい！”なら、

機能性表示食品『葛の花由来イソフラボン』配

合のサプリメント『ウエストシェイプ』。お腹

まわりの内臓脂肪や皮下脂肪にアタックして、

お腹まわりのサイズダウンをサポートしま

す。」と記載。 

「１ お腹の脂肪を減らす」、「２ ウエスト

サイズを減らす」及び「３ 体重を減らす」と

記載。 

会報誌『Ｆｒａｃｏｒ

ａ＋』８月号 

（別添写し６） 

平成２９年７月２５

日から同年８月２４

日までの間 

太った腹部周りの写真と共に、「お腹の脂肪

にガツンッ！」及び「年齢とともに減りにくく

なる皮下脂肪や内臓脂肪。葛の花由来イソフラ

ボンは、お腹まわりのサイズダウンを助けるこ

とで注目されている成分。減らしたくても減ら

せない、落としたくても落とせないウエストサ

イズの減少をサポートします。」と記載。 

「パワー１『今』ある脂肪の分解促進・燃焼

8



 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

促進」及び「パワー２『これから』蓄積する脂

肪の合成を抑える」、「葛の花由来イソフラボン

は、『今』ある脂肪の分解促進・燃焼促進に働

きかけながら、『これから』蓄積される脂肪の

合成を抑える成分。Ｗの力で肥満気味（ＢＭＩ

２５－３０）の方のサイズダウンをサポートし

ます。」と記載。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

パソコン向け自社ウェ

ブサイト 

（別添写し３） 

平成２９年３月２５

日から同年８月２日

までの間 

「〇効果を保証するものではありません。」

（２か所）と記載。 

「ダイエットには個人差があります。」、「あ

くまでも個人の感想であり、使用感には個人差

があります。」と記載。 

スマートフォン向け自

社ウェブサイト 

（別添写し４） 

平成２９年３月２５

日から同年８月２日

までの間 

「〇効果を保証するものではありません。」

（２か所）と記載。 

「ダイエットには個人差があります。」、「あ

くまでも個人の感想であり、使用感には個人差

があります。」と記載。 

会報誌『Ｆｒａｃｏｒ

ａ＋』７月号 

（別添写し５） 

平成２９年６月２５

日から同年７月２４

日までの間 

「〇結果には個人差があります。」と記載。

会報誌『Ｆｒａｃｏｒ

ａ＋』８月号 

（別添写し６） 

平成２９年７月２５

日から同年８月２４

日までの間 

「〇結果には個人差があります。○効果を保

証するものではありません。」と記載。 
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消表対第１５３１号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社スギ薬局 

代表取締役 杉浦 克典 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「葛の花ウエストケアタブレット」と称する機能性表示食品、「葛

の花ウエストケアスムージー」と称する機能性表示食品及び「葛の花プレミアム青汁」と称す

る機能性表示食品（以下これらを併せて「本件３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、本件３商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨

を確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイ

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。 

 ア 本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年９月５日から平成２９年５

月１７日までの間、例えば、平成２８年９月５日から平成２９年５月１１日までの間、

自社ウェブサイトにおいて、肥満気味の腹部のイラストと共に、「あなたのお悩みは？」、

「お腹の脂肪が気になる」、「内臓脂肪が気になる」、「体重（ＢＭＩ）が気になる」、

「肥満気味である」、「ウエスト周囲径が気になる」、「そんなあなたに！機能性表示

食品 お腹の脂肪を減らす葛の花シリーズ」と記載するなど、それぞれ、別表「表示媒

体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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３商品を摂取するだけで、誰でも

容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの

別添８ 
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腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示 

イ 前記アの表示は、本件３商品の内容について、それぞれ、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った。 

⑵ 貴社は、今後、本件３商品又はこれ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の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 株式会社スギ薬局（以下「スギ薬局」という。）は、愛知県安城市三河安城町一丁目８

番地４に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ スギ薬局は、平成２８年９月２日以降、本件３商品を店頭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３商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件３商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０

ｍｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少すること

が示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラ

ボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥

満気味な方、体重（ＢＭＩ）が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が

気になる方に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、「葛の花ウエストケ

アタブレット」及び「葛の花ウエストケアスムージー」と称する機能性表示食品について

は、平成２８年１月２２日に、「葛の花プレミアム青汁」と称する機能性表示食品につい

ては、同年３月１８日に、それぞれスギ薬局が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア スギ薬局は、本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年９月５日から

平成２９年５月１７日までの間、例えば、平成２８年９月５日から平成２９年５月１１
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日までの間、自社ウェブサイトにおいて、肥満気味の腹部のイラストと共に、「あなた

のお悩みは？」、「お腹の脂肪が気になる」、「内臓脂肪が気になる」、「体重（ＢＭ

Ｉ）が気になる」、「肥満気味である」、「ウエスト周囲径が気になる」、「そんなあ

なたに！機能性表示食品 お腹の脂肪を減らす葛の花シリーズ」と記載するなど、それ

ぞれ、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、

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３商品を摂取す

るだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を

認識できるまでの腹部の痩身効果が得られ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、スギ薬局に対し、

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、

スギ薬局は、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。 

⑹ スギ薬局は、平成２９年５月３０日、前記⑸アの表示は、実際のものよりも著しく優良

であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、スギ薬局が自己の供給する本件３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３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。 

 

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 
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年９月５日

から平成２９年５月

１１日までの間 

 肥満気味の腹部のイラストと共に、「あなた

のお悩みは？」、「お腹の脂肪が気になる」、

「内臓脂肪が気になる」、「体重（ＢＭＩ）が

気になる」、「肥満気味である」、「ウエスト

周囲径が気になる」及び「そんなあなたに！機

能性表示食品 お腹の脂肪を減らす葛の花シ

リーズ」と記載。 

「葛の花由来イソフラボン ３つのチカラ

でお腹の脂肪を減らす 脂肪低減のメカニズ

ム」、「ブロック！ ①脂肪の合成を抑制」、

「分解！ ②脂肪の分解を促進」及び「燃

焼！！ ③脂肪の燃焼を促進」との記載を含

むイラストを掲載。 

 内臓脂肪が多い人物と正常な人物の内臓脂

肪断面の画像を掲載。 

自社ウェブサイト上

の紹介動画 

（別添写し２） 

平成２８年９月５日

から平成２９年５月

１１日までの間 

 「脂肪低減のメカニズム 葛の花由来イソ

フラボン あなたの健康体型をサポート！」、

「ブロック！ ①脂肪の合成を抑制」、「分

解！ ②脂肪の分解を促進」及び「燃焼！！ 

③脂肪の燃焼を促進」との記載を含むイラス

トと共に、「さらに 脂肪の分解 燃焼を促進

する働きがあるため お腹の脂肪を減らすこ

とができるのです」との音声等を放送。 

店舗内に設置した

ポップ 

（別添写し３） 

平成２８年９月５日

から平成２９年５月

１７日までの間 

 「ウエスト周りが気になる方に」、「１日４

粒摂るだけでウエストサポート！」及び「葛の

花ウエストケアタブレット」と記載。 

店舗内に設置した

ボード 

（別添写し４） 

平成２８年９月５日

から平成２９年５月

１７日までの間 

 肥満気味の腹部に「ボヨ～ン」と記載したイ

ラストと共に、「お腹の脂肪を減らす！」と記

載。 

 肥満気味の腹部に「ぽっこりお腹専用 青

汁 余分な脂肪にさようなら」と記載したイ

ラストと共に、「お腹の脂肪を減らす！」と記

載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

店舗内に設置した

ボード 

（別添写し５） 

平成２８年９月５日

から平成２９年５月

１７日までの間 

 肥満気味の腹部に「ぽっこりお腹専用 青

汁 余分な脂肪にさようなら」と記載したイ

ラストと共に、「お腹の脂肪を減らす！」と記

載。 

店舗内で配布した

リーフレット 

（別添写し６） 

平成２８年９月５日

から平成２９年５月

１７日までの間 

 「葛の花イソフラボン あなたの健康体型

をサポート！ 脂肪低減のメカニズム」、「ブ

ロック！ ①脂肪の合成を抑制」、「分解！ 

②脂肪の分解を促進」及び「燃焼！！ ③脂肪

の燃焼を促進」との記載を含むイラストを掲

載。 

 肥満気味の腹部に「余分な脂肪にさような

ら」と記載したイラストと共に、「ぽっこりお

腹専用 青汁」と記載。 

店舗内で流した紹介

動画 

（別添写し７） 

平成２８年９月５日

から平成２９年５月

１７日までの間 

「脂肪低減のメカニズム 葛の花由来イソ

フラボン あなたの健康体型をサポート！」、

「ブロック！ ①脂肪の合成を抑制」、「分

解！ ②脂肪の分解を促進」及び「燃焼！！ 

③脂肪の燃焼を促進」との記載を含むイラス

トと共に、「さらに 脂肪の分解 燃焼を促進

する働きがあるため お腹の脂肪を減らすこ

とができるのです」との音声等を放送。 

 

 



   消表対第１５３２号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社ステップワールド 

代表取締役 風間 元 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「ヘラスリム」と称する機能性表示食品（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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年２月１０日から平成２９年６

月２２日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、平成２８年２月１０日から同

年９月２０日までの間、ウエストにくびれのある女性の写真と共に、「おなかの脂肪※１

臨床試験結果公開！ ３ヶ月でマイナス １５．３ｃｍ２ くびれを目指す！」、「ダイ

エット成功期待度 第１位※ 獲得サプリ！ 【Ｎ＝２００】 （株）マーシュ調べ」等

と記載するなど、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄

記載の期間に、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

商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪の減少による、外見上、身体の変化を

認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示 

イ 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った。 

別添９ 
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⑵ 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、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の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 株式会社ステップワールド（以下「ステップワールド」という。）は、東京都渋谷区広

尾一丁目１番３９号に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ ステップワールドは、平成２８年１月以降、本件商品を通信販売の方法等により一般消

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。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、肥満気味の者（ＢＭＩが２５．０以上の軽度肥満者）を対象とした人試験

において、被験者群が、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり４

２．０ｍｇ）を含む食品を、８週間以上継続的に経口摂取したところ、被験者群の腹部内

臓脂肪面積が、プラセボ群と比較して有意に低下したとする最終製品を用いた臨床試験結

果を根拠として、「本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含

まれるので、内臓脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを助ける機能があります。」とする届

出表示を行うものとして、平成２７年９月１日に、ステップワールドが消費者庁長官に届

け出たものである。 

⑸ア ステップワールドは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年２月１

０日から平成２９年６月２２日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、平成２

８年２月１０日から同年９月２０日までの間、ウエストにくびれのある女性の写真と共

に、「おなかの脂肪※１ 臨床試験結果公開！ ３ヶ月でマイナス １５．３ｃｍ２ く

びれを目指す！」、「ダイエット成功期待度 第１位※ 獲得サプリ！ 【Ｎ＝２００】

（株）マーシュ調べ」等と記載するなど、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体におい

て、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪の減少による、
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外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られ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、ステップワールドに対し、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、

ステップワールドは、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。 

なお、ステップワールドは、前記アの表示について、自社ウェブサイトにおいて、例

えば、「※個人の見解であり効果を保証するものではありません。」等と記載するなど、

別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同

表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表

示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない。 

⑹ ステップワールドは、平成２９年１０月２２日、前記⑸アの表示は、実際のものよりも

著しく優良であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ステップワールド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。 

 

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。 
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し１－１） 

平成２８年２月１０

日から同年９月２０

日までの間 

ウエストにくびれのある女性の写真と

共に、「おなかの脂肪 ※１ 臨床試験結果公

開！ ３ヶ月でマイナス １５．３ｃｍ２ 

くびれを目指す！」、「ダイエット成功期待

度 第 1 位 ※ 獲得サプリ！ 【Ｎ＝２０

０】 （株）マーシュ調べ」及び「※２０

１６年３月『サプリメントに関する調査』

（株）マーシュ調べ Ｎ＝２００ ここで

言うダイエットとは腹部の脂肪減少を指

します。調査概要については本ページ下部

に記載。」と記載。 
「痩せたい人２００名に聞いた【ダイエ

ット時に使いたいサプリ】第 1 位獲得！

※」、「※２０１６年３月『サプリメントに

関する調査』Ｎ＝２００（株）マーシュ調

べ ここで言うダイエットとは腹部の脂

肪減少を指します。調査概要については本

ページ下部に記載。」と記載。 
「○！お腹の脂肪・くびれの無いウエスト 

みんな真剣に悩んでいます。」、「☑体のラ

インが出る洋服を着た時のウエスト・・・」、

「☑お風呂上りに鏡で見た、自分のお腹周

り・・・」、「☑洋服を試着した時、サイズ

が合わなくて・・・」、「☑スタイルのいい

友達と一緒にいると人の目が・・・」及び

「※２０１６／０１／１５～２０１６／

０１／３１ モニプラ調べ『ウエスト（く

びれ）に関するアンケート調査結果』」と

記載。 
「運動も食事制限も続かないし効果の

実感がない。でも・・・」、「本気で何とか

したいという方へ」及び「試す
・ ・

価値
・ ・

があ

ります！ おなかの脂肪を減らすサプリ」

と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ウエストにくびれのある女性の写真と

共に、「悩んでいる全ての方へ お届けす

る臨床試験済サプリメント」及び「おなか

の○？○？を減らす。 その答えは・・・脂肪
し ぼ う

 

悩めるオナカに信頼のサプリ」と記載。 
「＼＼もう悩まない♪／／ おなかの

脂肪・・・ヘラスリム」と記載。 
「ぽっこりお腹が気になる方へ 根拠

のあるサプリメントで始めるおなかの脂

肪対策」と記載。 

自社ウェブサイト動

画 

（別添写し１－２） 

平成２８年２月１０

日から同年９月２０

日までの間 

女性が悩んでいる映像と共に、「年齢の

せいかお腹まわりの脂肪がなかなか落ち

なくて・・・もう嫌になっちゃってるんで

す」、「コレどうしようもないですよね？」

との音声、「最近すごいもの見つけたんで

すよ！」との音声及び本件商品の映像と共

に、「『ヘラスリム』なんてどうでしょう？」

及び「このサプリメントは実際に臨床試験

も行っておりこんな結果が出ているんで

す。こんなに、減ってるんですよー。この

ように、科学的根拠があるから、お腹の脂

肪でお悩みの方に、特にお勧めなんです。」

との音声等を放送。 

自社ウェブサイト 

（別添写し２） 

平成２８年９月２１

日から平成２９年６

月２２日までの間 

「いますぐお腹のお悩み対策始めよう」

と記載。 
「○！ お腹の脂肪にお悩みの方へオスス

メの機能性表示食品」と記載した上で、女

性が困った顔をした画像と共に、「聞いて

くださいよ・・・年齢のせいかお腹まわり

の脂肪がなかなか落ちなくて・・・もう嫌

になっちゃってるんです」、「切実な悩み」

及び「最近すごいものを見つけたんです

よ！ こちら！今話題のサプリメント『ヘ

ラスリム』なんてどうでしょう？」と記載。 
「本気で何とかしたいという方へ」と記
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表示媒体 表示期間 表示内容 

載した上で、「試す
・ ・

価値
・ ・

があります！おな

かの脂肪にヘラスリム」及び「お腹の○？○？

を減らすのを助けるサプリ その答え

は・・・脂肪
し ぼ う

 悩めるオナカに信頼のサプ

リ」と記載。 
「＼＼お腹の脂肪にお悩みなら／／話

題の機能性表示食品」と記載。 
「なるほど納得！機能性関与成分の作

用機序イメージ」、「葛の花由来イソフラボ

ン（テクトリゲニン類として）には、」、「①

肝臓で脂肪の合成を抑制」、「②白色脂肪で

の脂肪の分解」及び「③褐色脂肪での脂肪

の燃焼促進」と記載した上で、「抑制・分

解・燃焼のトリプルアクション※３が内臓

脂肪を減らすのを助ける葛の花由来イソ

フラボン（テクトリゲニン類として）の秘

密なんです。」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し３） 

平成２８年９月２１

日から平成２９年６

月２２日までの間 

「おなかの脂肪で真剣に悩む方へ お

届けする信頼のサプリメント」と記載。 
「結果重視のお腹脂肪対策なら話題の

機能性表示食品 ヘラスリムで今すぐチ

ャレンジ！」と記載。 
「○！ お腹の脂肪にお悩みの方へオスス

メの機能性表示食品」と記載した上で、女

性が困った顔をした画像と共に、「聞いて

くださいよ・・・年齢のせいかお腹まわり

の脂肪がなかなか落ちなくて・・・もう嫌

になっちゃってるんです」、「切実な悩み」、

「最近すごいものを見つけたんですよ！」

及び「こちら！今話題のサプリメント『ヘ

ラスリム』なんてどうでしょう？」と記載。 
「本気で何とかしたいという方へ」と記

載した上で、「試す
・ ・

価値
・ ・

があります！おな

かの脂肪にヘラスリム」及び「お腹の○？○？

を減らすのを助けるサプリ その答え
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表示媒体 表示期間 表示内容 

は・・・脂肪
し ぼ う

 悩めるオナカに信頼のサプ

リ」と記載。 
「＼＼お腹の脂肪にお悩みなら／／話

題の機能性表示食品」と記載。 
「なるほど納得！機能性関与成分の作

用機序イメージ」、「葛の花由来イソフラボ

ン（テクトリゲニン類として）には、」、「①

肝臓で脂肪の合成を抑制」、「②白色脂肪で

の脂肪の分解」及び「③褐色脂肪での脂肪

の燃焼促進」と記載した上で、「抑制・分

解・燃焼のトリプルアクション※３が内臓

脂肪を減らすのを助ける葛の花由来イソ

フラボン（テクトリゲニン類として）の秘

密なんです。」と記載。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し１－

１） 

平成２８年２月１０日

から同年９月２０日ま

での間 

「【画像はイメージです。】」（２か所）と

記載。 
「■効果には個人差があります。」と記

載。 
「※個人の見解であり効果を保証する

ものではありません。」と記載。 
「ヘラスリムは機能性表示食品として

最終製品を用いた試験結果を届出してい

るサプリメントでありその試験結果を表

示しておりますが、全ての方に効果を保証

するものではありません。」と記載。 

自社ウェブサイト

動画 

（別添写し１－

２） 

平成２８年２月１０日

から同年９月２０日ま

での間 

「効果には個人差があります。」と表示

された映像を放送。 

自社ウェブサイト 

（別添写し２） 

平成２８年９月２１日

から平成２９年６月２

２日までの間 

「■効果には個人差があります。」と記

載。 
「ヘラスリムは機能性表示食品として

最終製品を用いた試験結果を届出してい

るサプリメントでありその試験結果を表

示しておりますが、全ての方に効果を保証

するものではありません。」と記載。 
「※効果を保証するものではありませ

ん。」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し３） 

平成２８年９月２１日

から平成２９年６月２

２日までの間 

「※効果には個人差があります。」と記

載。 
「■ヘラスリムは機能性表示食品とし

て最終製品を用いた試験結果を届出して

いるサプリメントであり、その試験結果を

表示しておりますが、全ての方に効果を保

証するものではありません。」と記載。 
「ヘラスリムは機能性表示食品として

最終製品を用いた試験結果を届出してい

るサプリメントでありその試験結果を表
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表示媒体 表示期間 表示内容 

示しておりますが、全ての方に効果を保証

するものではありません。」と記載。 
「※効果を保証するものではありませ

ん。」と記載。 
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１ 

 

消表対第１５３３号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社テレビショッピング研究所 

代表取締役 高橋 正樹 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「葛の花サプリメント」と称する機能性表示食品（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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

 ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年７月１９日から平成２９年５

月３１日までの間、例えば、平成２８年８月１５日から同月１７日までの間、自社ウェ

ブサイトにおいて、頭を抱えている女性の写真、しゃがみ込んで悩んでいる女性の写真

及び目の前の料理を食べるか我慢するか迷っている女性の写真と共に、「運動しなくて

も！」、「食事制限しなくても！」、「あれこれガマンしなくても！」、「飲むだけで！

お腹の脂肪が２０ｃｍ2も減っていく！」、「きつい運動や食事制限…そんなガマンはも

ういらない！『葛の花サプリ』を飲むだけで、あとはいつも通りの生活でＯＫ。お腹に

タップリついてしまったその脂肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と記載するなど、別表

１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、

誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できる

別添１０ 
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までの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示 

イ 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った。 

⑵ 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、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の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 株式会社テレビショッピング研究所（以下「テレビショッピング研究所」という。）は、

東京都大田区西蒲田七丁目２５番７号に本店を置き、健康食品等の通信販売業等を営む事

業者である。 

⑵ テレビショッピング研究所は、平成２８年７月１９日以降、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ところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０ｍ

ｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少することが

示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラ

ボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥

満気味な方、体重（ＢＭＩ）が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が

気になる方に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２８年１月２２

日に、テレビショッピング研究所が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア テレビショッピング研究所は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８

年７月１９日から平成２９年５月３１日までの間、例えば、平成２８年８月１５日から

同月１７日までの間、自社ウェブサイトにおいて、頭を抱えている女性の写真、しゃが
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み込んで悩んでいる女性の写真及び目の前の料理を食べるか我慢するか迷っている女

性の写真と共に、「運動しなくても！」、「食事制限しなくても！」、「あれこれガマ

ンしなくても！」、「飲むだけで！お腹の脂肪が２０ｃｍ2も減っていく！」、「きつい

運動や食事制限…そんなガマンはもういらない！『葛の花サプリ』を飲むだけで、あと

はいつも通りの生活でＯＫ。お腹にタップリついてしまったその脂肪を、２０ｃｍ2も減

らします！」と記載するなど、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表

示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、

外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られ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、テレビショッピング研究所に

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、テレビショッピング研究所は、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。 

  なお、テレビショッピング研究所は、前記アの表示について、例えば、自社ウェブサ

イトにおいて、「※個人の見解です」と記載するなど、別表２「表示媒体」欄記載の表

示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり

表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける効果に関する認識

を打ち消すものではない。 

⑹ テレビショッピング研究所は、平成２９年６月１３日、前記⑸アの表示は、実際のもの

よりも著しく優良であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、テレビショッピング研究所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。 

 

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 
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年８月１５

日から同月１７日ま

での間 

 頭を抱えている女性の写真、しゃがみ込ん

で悩んでいる女性の写真及び目の前の料理を

食べるか我慢するか迷っている女性の写真と

共に、「運動しなくても！」、「食事制限しな

くても！」、「あれこれガマンしなくても！」、

「飲むだけで！お腹の脂肪が２０ｃｍ 2も

減っていく！」及び「きつい運動や食事制限…

そんなガマンはもういらない！『葛の花サプ

リ』を飲むだけで、あとはいつも通りの生活で

ＯＫ。お腹にタップリついてしまったその脂

肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と記載。 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」及び「今までのダイエットは運動

や食事制限が欠かせませんでした。それだと

やっぱりキツイ！だから続かない！そこでわ

れわれは『飲むだけで痩せられる、そんなサプ

リを作ろう！』と決意。お腹の脂肪を減らす機

能が報告されている葛の花由来イソフラボン

を配合した『葛の花サプリ』を作り上げたので

す。飲むだけでお腹の脂肪が、体重が減ってい

く。その驚きを実感してほしいですね。」と記

載。 

自社ウェブサイト

（別添写し２） 

平成２８年８月１７

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 頭を抱えて悩んでいる女性の写真、しゃが

み込んで悩んでいる女性の写真及び目の前の

料理を食べるか我慢するか迷っている女性の

写真と共に、「運動しなくても！」、「食事制

限しなくても！」、「あれこれガマンしなくて

も！」、「飲むだけで！お腹の脂肪が２０ｃｍ2

も減っていく！」及び「きつい運動や食事制限

…そんなガマンはもういらない！『葛の花サ

プリ』を飲むだけで、あとはいつも通りの生活

でＯＫ。お腹にタップリついてしまったその

脂肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」及び「今までのダイエットは運動

や食事制限が欠かせませんでした。それだと

やっぱりキツイ！だから続かない！そこでわ

れわれは『飲むだけで痩せられる、そんなサプ

リを作ろう！』と決意。お腹の脂肪を減らす機

能が報告されている葛の花由来イソフラボン

を配合した『葛の花サプリ』を作り上げたので

す。飲むだけでお腹の脂肪が、体重が減ってい

く。その驚きを実感してほしいですね。」と記

載。 

自社ウェブサイト

（別添写し３） 

平成２８年１２月２

０日から平成２９年

５月１１日までの間 

 肥満気味の腹部を両手でわしづかづかみに

している写真と共に、「内臓脂肪」、「皮下脂

肪」、「ダイエットサプリでは、体重が減らな

いと思っていませんか？」、「ダイエットサプ

リにチャレンジしたことがあるけれど全然体

重が減らなかった…、飲むだけで痩せるなん

て無理でしょ…？と、サプリでのダイエット

を諦めていませんか？」、「☑サプリでのダイ

エットに成功したことがない…」、「☑少し痩

せても、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せに

くくなっている…」、「☑ダイエットはしたい

が、運動は苦手…」及び「☑我慢するのは苦手

…」と記載。 

 「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア

や通信販売などさまざまな場所でダイエット

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用した

ことがある方も多いでしょう。」、「でも、結

局痩せなかった、という人が多いのでは？そ

の理由は、サプリ選びを間違えていたから。」、

「あなたが今まで試したダイエットサプリは

本当にダイエットに効果があると言われる成
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表示媒体 表示期間 表示内容 

分を配合していたのでしょうか？」、「成分に

対して科学的に効果を証明されていないサプ

リメントではあなたが納得することは難しい

かもしれません。」、「そこで現在、注目を集

めているのが『機能性表示食品』と呼ばれる分

類のサプリメント。」、「『機能性表示食品』

とは、科学的根拠に基づいて効果が実証され

た成分を配合し、消費者庁に届け出が出され

たものなのです。」、「そんな『機能性表示食

品』のダイエットサプリの中で現在注目を集

めている内臓脂肪・体重を減らすサプリメン

トがあります。」及び「気になる内臓脂肪・皮

下脂肪・体重を減少！葛の花由来のダイエッ

トサプリメント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして

いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、

内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『葛の花

サプリメント』は、内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある葛の花由来のイソフラボ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ンを配合。」及び「気になる脂肪にしっかりア

プローチして、内臓脂肪も皮下脂肪も、そして

体重までをもスッキリ落とすことができま

す。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ

で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし

ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来イソフラボンであんなに落ちなかった内臓

脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 「科学的根拠のあるダイエットサポート！」

と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健

康的なダイエットをサポートします。」及び

「健康成分も補いながら、無理なくダイエッ

ト！」と記載。 

 「科学的根拠のあるダイエットサプリでお

腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と記

載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ

ていただいて問題ありません。」及び「無理な

食事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本に

バランスの良い食事をとりながら、『葛の花サ

プリメント』を摂取することをおすすめいた

します。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群

など健康成分も配合されていますので、健康
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表示媒体 表示期間 表示内容 

的にダイエットをサポートいたします。」と記

載。 

 「葛の花由来のイソフラボンを配合したサ

プリメントで憧れのスマート体型に！」と記

載。 

 「内臓脂肪・体重の増加に悩んでいる方に」、

「今までダイエットしても失敗してきたとい

う方、年齢を重ねるほど体重や体型が気に

なってきたという方、そんな方にこそ、ぜひお

使いいただきたい『葛の花サプリメント』。」

及び「臨床試験で内臓脂肪の減少が実証され

た葛の花由来のイソフラボンが配合されたサ

プリメントで驚きの変化を実感してくださ

い！」と記載。 

 「今度こそ、失敗しないダイエット！」と記

載。 

自社ウェブサイト

（別添写し４） 

平成２８年１２月２

０日から平成２９年

５月１１日までの間 

 肥満気味の腹部を両手でわしづかみにして

いる写真と共に、「内臓脂肪」、「皮下脂肪」、

「まだ効果がでてないダイエットサプリを続

けるつもりですか？効果が実証された成分を

配合した『葛の花サプリメント』を続けてスッ

キリ軽やかな毎日に！」、「年齢を重ねるほど

ポッコリが気になるお腹…健康のために内臓

脂肪をどうにかしたい…と思ってダイエット

サプリを飲み始めたけど、結局続けられない。

なぜなら、」、「☑飲み続けても結果が出なかっ

た。」、「☑痩せてもまたリバウンドしてしま

う。」、「☑ガマンして食事制限をするのはい

やだ。」、「☑ダイエットサプリでは体重が減

らないと思う。」及び「☑ダイエットは、もう

諦めている。」と記載。 

 「『葛の花サプリメント』は『機能性表示食

品』として消費者庁に届け出が出されたダイ

エットサプリなのです。」、「ダイエットを成

功させる秘訣は、日々の食生活に気を使いな

がら効果が実証された成分を配合したサプリ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

を選び、内臓脂肪を減らすこと。日頃から内臓

脂肪を増やさない習慣が決め手です。」及び

「機能性表示食品の『葛の花サプリメント』で

気になるポッコリを撃退！」と記載。 

 「“内臓脂肪の比率が高い”日本人はより内

臓脂肪に気をつかう必要があると私たちは考

えました。」、「そこで」及び「葛の花由来イ

ソフラボンの力で内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある『葛の花サプリメント』」

と記載。 

 「続けるほど、余分な脂肪に働きかける！内

臓脂肪と体重が無理なく減少！」と記載。 

 「続けるほど、軽やかな毎日に！」、「内臓

脂肪、体重の減少を助けるダイエットサプリ

メント！」、「『葛の花サプリメント』は内臓

脂肪と皮下脂肪、体重の減少を助ける機能で、

無理のないダイエットをサポート。」及び「手

軽に続けられるダイエット習慣で気になる

ポッコリお腹をスッキリ解消！」と記載。 

 「１日たった４粒目安でＯＫ！手軽に続け

られるダイエット習慣！」、「自分のタイミン

グで飲むだけ！」、「『葛の花サプリメント』

は自分の飲みやすいタイミングで１日４粒目

安を飲むだけ。続けにくかったダイエットが

無理なく続けられ、失敗しないダイエットを

サポートします。」及び「無理なく習慣化しや

すいから長く続けられる！」と記載。 

 くびれたウエストの写真及び商品パッケー

ジ写真と共に、「葛の花由来イソフラボンで内

臓脂肪・体重減。これまでのダイエットのイ

メージを覆すサプリメント。」と記載。 

 「今回、お届けする『葛の花サプリメント』

についても、数あるダイエットサプリメント

からお客さまにお選びいただくためにはきち

んとご納得を頂きたいと考えております。裏

付けるための科学的根拠もしっかりしていな
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ければならないと考え長い時間をかけて、開

発・検証・実験を繰り返しました。」及び「そ

の結果、『葛の花サプリメント』は効果が実証

された成分を配合したダイエットサプリメン

トとなったのです。」と記載。 

 細身の女性の腹部の写真及び商品パッケー

ジ写真と共に、「科学的根拠のあるダイエット

サプリメントで溜め込まない、スマートボ

ディに！」と記載。 

 「『葛の花サプリメント』（約 30日分）は

こんな方に続けてほしい！」、「理想の体型を

キープしたい！」、「無理なく健康的なダイ

エットをしたい！」及び「スリムで充実した毎

日を送りたい！」と記載。 

 「毎日飲み続けることで、溜め込まない体を

しっかりサポート！ポッコリお腹を卒業して

イキイキとした毎日をぜひ実感してくださ

い。」及び「気になる内臓脂肪・体重を減少！

きちんと結果が出るダイエットサプリメン

ト。」と記載。 

 商品パッケージ写真と共に、「スリムな体型

を手に入れ、毎日を楽しみたいあなたのため

に…」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し５） 

平成２８年１２月２

０日から平成２９年

５月１１日までの間 

 

「ダイエットサプリでは、体重が減らない

と思っていませんか？」、「ダイエットサプリ

にチャレンジしたことがあるけれど全然体重

が減らなかった…、飲むだけで痩せるなんて

無理でしょ…？と、サプリでのダイエットを

諦めていませんか？」、「☑サプリでのダイ

エットに成功したことがない…」、「☑少し痩

せても、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せに

くくなっている…」、「☑ダイエットはしたい

が、運動は苦手…」、「☑我慢するのは苦手…」、

「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア

や通信販売などさまざまな場所でダイエット
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表示媒体 表示期間 表示内容 

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用方も

多いでしょう。」、「でも、結局痩せなかった、

という人が多いのでは？その理由は、サプリ

選びを間違えていたから。」、「あなたが今ま

で試したダイエットサプリは本当にダイエッ

トに効果があると言われる成分を配合してい

たのでしょうか？」、「成分に対して科学的に

効果を証明されていないサプリメントではあ

なたが納得することは難しいかもしれませ

ん。」、「そこで現在、注目を集めているのが

『機能性表示食品』と呼ばれる分類のサプリ

メント。」、「『機能性表示食品』とは、科学

的根拠に基づいて効果が実証された成分を配

合し、消費者庁に届け出が出されたものなの

です。」、「そんな『機能性表示食品』のダイ

エットサプリの中で現在注目を集めている内

臓脂肪・体重を減らすサプリメントがありま

す。」及び「気になる内臓脂肪・皮下脂肪・体

重を減少！葛の花由来のダイエットサプリメ

ント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして

いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、

内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 

 「『葛の花サプリメント』は、内臓脂肪と皮

下脂肪の減少を助ける機能がある葛の花由来

のイソフラボンを配合。」及び「気になる脂肪

にしっかりアプローチして、内臓脂肪も皮下

脂肪も、そして体重までをもスッキリ落とす

ことができます。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ

で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし

ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来のイソフラボンであんなに落ちなかった内

臓脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健

康的なダイエットをサポートします。」、「健

康成分も補いながら、無理なくダイエット！」

及び「科学的根拠のあるダイエットサプリで

お腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と

記載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ

ていただいて問題ありません。」、「無理な食

事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本にバ

ランスの良い食事をとりながら、『葛の花サプ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

リメント』を摂取することをおすすめいたし

ます。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群な

ど健康成分も配合されていますので、健康的

にダイエットをサポートいたします。」及び

「葛の花由来のイソフラボンを配合したサプ

リメントで憧れのスマート体型に！」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し６） 

平成２８年１２月２

０日から平成２９年

５月１１日までの間 

 「まだ効果がでてないダイエットサプリを

続けるつもりですか？効果が実証された成分

を配合した『葛の花サプリメント』を続けて

スッキリ軽やかな毎日に！」、「年齢を重ねる

ほどポッコリが気になるお腹…健康のために

内臓脂肪をどうにかしたい…と思ってダイ

エットサプリを飲み始めたけど、結局続けら

れない。なぜなら、」、「☑飲み続けても結果

が出なかった。」、「☑痩せてもまたリバウン

ドしてしまう。」、「☑ガマンして食事制限を

するのはいやだ。」、「☑ダイエットサプリで

は体重が減らないと思う。」及び「☑ダイエッ

トは、もう諦めている。」と記載。 

 「『葛の花サプリメント』は『機能性表示食

品』として消費者庁に届け出が出されたダイ

エットサプリなのです。」、「ダイエットを成

功させる秘訣は、日々の食生活に気を使いな

がら効果が実証された成分を配合したサプリ

を選び、内臓脂肪を減らすこと。日頃から内臓

脂肪を増やさない習慣が決め手です。」及び

「機能性表示食品の『葛の花サプリメント』で

気になるポッコリを撃退！」と記載。 

 「“内臓脂肪の比率が高い”日本人はより内

臓脂肪に気をつかう必要があると私たちは考

えました。」、「そこで」及び「葛の花由来イ

ソフラボンの力で内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある『葛の花サプリメント』」

と記載。 

 「続けるほど、余分な脂肪に働きかける！内

臓脂肪と体重が無理なく減少！」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「続けるほど、軽やかな毎日に！」、「内臓

脂肪・体重の減少を助けるダイエットサプリ

メント！」、「『葛の花サプリメント』は内臓

脂肪と皮下脂肪、体重の減少を助ける機能で、

無理のないダイエットをサポート。」及び「手

軽に続けられるダイエット習慣で気になる

ポッコリお腹をスッキリ解消！」と記載。 

 「１日たった４粒目安でＯＫ！手軽に続け

られるダイエット習慣！」、「自分のタイミン

グで飲むだけ！」、「『葛の花サプリメント』

は自分の飲みやすいタイミングで１日４粒目

安を飲むだけ。続けにくかったダイエットが

無理なく続けられ、失敗しないダイエットを

サポートします。」及び「無理なく習慣化しや

すいから長く続けられる！」と記載。 

 くびれたウエストの写真及び商品パッケー

ジ写真と共に、「葛の花由来イソフラボンで内

臓脂肪・体重減。これまでのダイエットのイ

メージを覆すサプリメント。」と記載。 

 「今回、お届けする『葛の花サプリメント』

についても、数あるダイエットサプリメント

からお客さまにお選びいただくためにはきち

んとご納得を頂きたいと考えております。裏

付けるための科学的根拠もしっかりしていな

ければならないと考え長い時間をかけて、開

発・検証・実験を繰り返しました。」及び「そ

の結果、『葛の花サプリメント』は効果が実証

された成分を配合したダイエットサプリメン

トとなったのです。」と記載。 

 細身の女性の腹部の写真及び商品パッケー

ジの写真と共に、「科学的根拠のあるダイエッ

トサプリメントで溜め込まない、スマートボ

ディに！」と記載。 

 「『葛の花サプリメント』（約 30日分）は

こんな方に続けてほしい！」、「理想の体型を

キープしたい！」、「無理なく健康的なダイ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

エットをしたい！」及び「スリムで充実した毎

日を送りたい！」と記載。 

 「毎日飲み続けることで、溜め込まない体を

しっかりサポート！ポッコリお腹を卒業して

イキイキとした毎日をぜひ実感してくださ

い。」及び「気になる内臓脂肪・体重を減少！

きちんと結果が出るダイエットサプリメン

ト。」と記載。 

 商品パッケージの写真と共に、「スリムな体

型を手に入れ、毎日を楽しみたいあなたのた

めに…」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し７） 

平成２８年１２月２

０日から平成２９年

５月１１日までの間 

 「まだ効果がでてないダイエットサプリを

続けるつもりですか？効果が実証された成分

を配合した『葛の花サプリメント』を続けて

スッキリ軽やかな毎日に！」、「年齢を重ねる

ほどポッコリが気になるお腹…健康のために

内臓脂肪をどうにかしたい…と思ってダイ

エットサプリを飲み始めたけど、結局続けら

れない。なぜなら、」、「☑飲み続けても結果

が出なかった。」、「☑痩せてもまたリバウン

ドしてしまう。」、「☑ガマンして食事制限を

するのはいやだ。」、「☑ダイエットサプリで

は体重が減らないと思う。」及び「☑ダイエッ

トは、もう諦めている。」と記載。 

 「『葛の花サプリメント』は『機能性表示食

品』として消費者庁に届け出が出されたダイ

エットサプリなのです。」、「ダイエットを成

功させる秘訣は、日々の食生活に気を使いな

がら効果が実証された成分を配合したサプリ

を選び、内臓脂肪を減らすこと。日頃から内臓

脂肪を増やさない習慣が決め手です。」及び

「機能性表示食品の『葛の花サプリメント』で

気になるポッコリを撃退！」と記載。 

 「“内臓脂肪の比率が高い”日本人はより内

臓脂肪に気をつかう必要があると私たちは考

えました。」、「そこで」及び「葛の花由来イ
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ソフラボンの力で内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある『葛の花サプリメント』」

と記載。 

 「続けるほど、余分な脂肪に働きかける！内

臓脂肪と体重が無理なく減少！」と記載。 

 「続けるほど、軽やかな毎日に！」、「内臓

脂肪・体重の減少を助けるダイエットサプリ

メント！」、「『葛の花サプリメント』は内臓

脂肪と皮下脂肪、体重の減少を助ける機能で、

無理のないダイエットをサポート。」及び「手

軽に続けられるダイエット習慣で気になる

ポッコリお腹をスッキリ解消！」と記載。 

 「１日たった４粒目安でＯＫ！手軽に続け

られるダイエット習慣！」、「自分のタイミン

グで飲むだけ！」、「『葛の花サプリメント』

は自分の飲みやすいタイミングで１日４粒目

安を飲むだけ。続けにくかったダイエットが

無理なく続けられ、失敗しないダイエットを

サポートします。」及び「無理なく習慣化しや

すいから長く続けられる！」と記載。 

 くびれたウエストの写真及び商品パッケー

ジの写真と共に、「葛の花由来イソフラボンで

内臓脂肪・体重減。これまでのダイエットのイ

メージを覆すサプリメント。」と記載。 

 「今回、お届けする『葛の花サプリメント』

についても、数あるダイエットサプリメント

からお客さまにお選びいただくためにはきち

んとご納得を頂きたいと考えております。裏

付けるための科学的根拠もしっかりしていな

ければならないと考え長い時間をかけて、開

発・検証・実験を繰り返しました。」及び「そ

の結果、『葛の花サプリメント』は効果が実証

された成分を配合したダイエットサプリメン

トとなったのです。」と記載。 

 細身の女性の腹部の写真及び商品パッケー

ジの写真と共に、「科学的根拠のあるダイエッ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

トサプリメントで溜め込まない、スマートボ

ディに！」と記載。 

 「『葛の花サプリメント』（約 30日分）は

こんな方に続けてほしい！」、「理想の体型を

キープしたい！」、「無理なく健康的なダイ

エットをしたい！」及び「スリムで充実した毎

日を送りたい！」と記載。 

 「毎日飲み続けることで、溜め込まない体を

しっかりサポート！ポッコリお腹を卒業して

イキイキとした毎日をぜひ実感してくださ

い。」及び「気になる内臓脂肪・体重を減少！

きちんと結果が出るダイエットサプリメン

ト。」と記載。 

 商品パッケージの写真と共に、「スリムな体

型を手に入れ、毎日を楽しみたいあなたのた

めに…」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し８） 

平成２９年２月２日

から同年５月１１日

までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「これなら

食事も運動もいままでと同じ！」及び「“機能

性表示食品”で無理せず健康的にスリムアッ

プ！」と記載。 

 肥満気味の腹部を両手でわしづかみにして

いる写真と共に、「内臓脂肪」、「皮下脂肪」、

「ダイエットサプリでは、体重が減らないと

思っていませんか？」、「ダイエットサプリに

チャレンジしたことがあるけれど全然体重が

減らなかった…、飲むだけで痩せるなんて無

理でしょ…？と、サプリでのダイエットを諦

めていませんか？」、「☑サプリでのダイエッ

トに成功したことがない…」、「☑少し痩せて

も、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せにくく

なっている…」、「☑ダイエットはしたいが、

運動は苦手…」及び「☑我慢するのは苦手…」

と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア

や通信販売などさまざまな場所でダイエット

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用した

ことがある方も多いでしょう。」、「でも、結

局痩せなかった、という人が多いのでは？そ

の理由は、サプリ選びを間違えていたから。」、

「あなたが今まで試したダイエットサプリは

本当にダイエットに効果があると言われる成

分を配合していたのでしょうか？」、「成分に

対して科学的に効果を証明されていないサプ

リメントではあなたが納得することは難しい

かもしれません。」、「そこで現在、注目を集

めているのが『機能性表示食品』と呼ばれる分

類のサプリメント。」、「『機能性表示食品』

とは、科学的根拠に基づいて効果が実証され

た成分を配合し、消費者庁に届け出が出され

たものなのです。」、「そんな『機能性表示食

品』のダイエットサプリの中で現在注目を集

めている内臓脂肪・体重を減らすサプリメン

トがあります。」及び「気になる内臓脂肪・皮

下脂肪・体重を減少！葛の花由来のダイエッ

トサプリメント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして

いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、

内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下
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表示媒体 表示期間 表示内容 

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『葛の花

サプリメント』は、内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある葛の花由来のイソフラボ

ンを配合。」及び「気になる脂肪にしっかりア

プローチして、内臓脂肪も皮下脂肪も、そして

体重までをもスッキリ落とすことができま

す。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ

で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし

ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来イソフラボンであんなに落ちなかった内臓

脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 「科学的根拠のあるダイエットサポート！」

と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健

康的なダイエットをサポートします。」及び

「健康成分も補いながら、無理なくダイエッ

ト！」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「科学的根拠のあるダイエットサプリでお

腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と記

載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ

ていただいて問題ありません。」及び「無理な

食事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本に

バランスの良い食事をとりながら、『葛の花サ

プリメント』を摂取することをおすすめいた

します。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群

など健康成分も配合されていますので、健康

的にダイエットをサポートいたします。」と記

載。 

 「葛の花由来のイソフラボンを配合したサ

プリメントで憧れのスマート体型に！」と記

載。 

 「今度こそ、失敗しないダイエット！」と記

載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し９） 

平成２９年２月２日

から同年５月１１日

までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「これなら

食事も運動もいままでと同じ！」及び「“機能

性表示食品”!で無理せず健康的にスリムアッ

プ！」と記載。 

 「ダイエットサプリでは、体重が減らないと

思っていませんか？」、「ダイエットサプリに

チャレンジしたことがあるけれど全然体重が

減らなかった…、飲むだけで痩せるなんて無

理でしょ…？と、サプリでのダイエットを諦

めていませんか？」、「☑サプリでのダイエッ

トに成功したことがない…」、「☑少し痩せて

も、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せにくく

なっている…」、「☑ダイエットはしたいが、

運動は苦手…」、「☑我慢するのは苦手…」、

「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア
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表示媒体 表示期間 表示内容 

や通信販売などさまざまな場所でダイエット

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用した

ことがある方も多いでしょう。」、「でも、結

局痩せなかった、という人が多いのでは？そ

の理由は、サプリ選びを間違えていたから。」、

「あなたが今まで試したダイエットサプリは

本当にダイエットに効果があると言われる成

分を配合していたのでしょうか？」、「成分に

対して科学的に効果を証明されていないサプ

リメントではあなたが納得することは難しい

かもしれません。」、「そこで現在、注目を集

めているのが『機能性表示食品』と呼ばれる分

類のサプリメント。」、「『機能性表示食品』

とは、科学的根拠に基づいて効果が実証され

た成分を配合し、消費者庁に届け出が出され

たものなのです。」、「そんな『機能性表示食

品』のダイエットサプリの中で現在注目を集

めている内臓脂肪・体重を減らすサプリメン

トがあります。」及び「気になる内臓脂肪・皮

下脂肪・体重を減少！葛の花由来のダイエッ

トサプリメント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして

いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、

内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発
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表示媒体 表示期間 表示内容 

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『葛の花

サプリメント』は、内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある葛の花由来のイソフラボ

ンを配合。」及び「気になる脂肪にしっかりア

プローチして、内臓脂肪も皮下脂肪も、そして

体重までをもスッキリ落とすことができま

す。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ

で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし

ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来のイソフラボンであんなに落ちなかった内

臓脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健

康的なダイエットをサポートします。」、「健

康成分も補いながら、無理なくダイエット！」

及び「科学的根拠のあるダイエットサプリで

お腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と

記載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ていただいて問題ありません。」、「無理な食

事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本にバ

ランスの良い食事をとりながら、『葛の花サプ

リメント』を摂取することをおすすめいたし

ます。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群な

ど健康成分も配合されていますので、健康的

にダイエットをサポートいたします。」及び

「葛の花由来のイソフラボンを配合したサプ

リメントで憧れのスマート体型に！」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し１０） 

平成２９年２月２日

から同年５月１１日

までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「これなら

食事も運動もいままでと同じ！」及び「“機能

性表示食品”で無理せず健康的にスリムアッ

プ！」と記載。 

 肥満気味の腹部を両手でわしづかみにして

いる写真と共に、「内臓脂肪」、「皮下脂肪」、

「ダイエットサプリでは、体重が減らないと

思っていませんか？」、「ダイエットサプリに

チャレンジしたことがあるけれど全然体重が

減らなかった…、飲むだけで痩せるなんて無

理でしょ…？と、サプリでのダイエットを諦

めていませんか？」、「☑サプリでのダイエッ

トに成功したことがない…」、「☑少し痩せて

も、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せにくく

なっている…」、「☑ダイエットはしたいが、

運動は苦手…」及び「☑我慢するのは苦手…」

と記載。 

 「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア

や通信販売などさまざまな場所でダイエット

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用した

ことがある方も多いでしょう。」、「でも、結

局痩せなかった、という人が多いのでは？そ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

の理由は、サプリ選びを間違えていたから。」、

「あなたが今まで試したダイエットサプリは

本当にダイエットに効果があると言われる成

分を配合していたのでしょうか？」、「成分に

対して科学的に効果を証明されていないサプ

リメントではあなたが納得することは難しい

かもしれません。」、「そこで現在、注目を集

めているのが『機能性表示食品』と呼ばれる分

類のサプリメント。」、「『機能性表示食品』

とは、科学的根拠に基づいて効果が実証され

た成分を配合し、消費者庁に届け出が出され

たものなのです。」、「そんな『機能性表示食

品』のダイエットサプリの中で現在注目を集

めている内臓脂肪・体重を減らすサプリメン

トがあります。」及び「気になる内臓脂肪・皮

下脂肪・体重を減少！葛の花由来のダイエッ

トサプリメント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして

いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、

内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 くびれたウエストの写真と共に、「『葛の花

サプリメント』は、内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある葛の花由来のイソフラボ

ンを配合。」及び「気になる脂肪にしっかりア

プローチして、内臓脂肪も皮下脂肪も、そして

体重までをもスッキリ落とすことができま

す。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ

で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし

ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来イソフラボンであんなに落ちなかった内臓

脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 「科学的根拠のあるダイエットサポート！」

と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健

康的なダイエットをサポートします。」及び

「健康成分も補いながら、無理なくダイエッ

ト！」と記載。 

 「科学的根拠のあるダイエットサプリでお

腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と記

載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ

ていただいて問題ありません。」及び「無理な

食事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本に

バランスの良い食事をとりながら、『葛の花サ

プリメント』を摂取することをおすすめいた



２７ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

します。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群

など健康成分も配合されていますので、健康

的にダイエットをサポートいたします。」と記

載。 

 「葛の花由来のイソフラボンを配合したサ

プリメントで憧れのスマート体型に！」と記

載。 

 「今度こそ、失敗しないダイエット！」と記

載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し１１） 

平成２９年２月２日

から同年５月１１日

までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「これなら

食事も運動もいままでと同じ！」及び「“機能

性表示食品”!で無理せず健康的にスリムアッ

プ！」と記載。 

 「ダイエットサプリでは、体重が減らないと

思っていませんか？」、「ダイエットサプリに

チャレンジしたことがあるけれど全然体重が

減らなかった…、飲むだけで痩せるなんて無

理でしょ…？と、サプリでのダイエットを諦

めていませんか？」、「☑サプリでのダイエッ

トに成功したことがない…」、「☑少し痩せて

も、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せにくく

なっている…」、「☑ダイエットはしたいが、

運動は苦手…」、「☑我慢するのは苦手…」、

「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア

や通信販売などさまざまな場所でダイエット

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用した

ことがある方も多いでしょう。」、「でも、結

局痩せなかった、という人が多いのでは？そ

の理由は、サプリ選びを間違えていたから。」、

「あなたが今まで試したダイエットサプリは

本当にダイエットに効果があると言われる成
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分を配合していたのでしょうか？」、「成分に

対して科学的に効果を証明されていないサプ

リメントではあなたが納得することは難しい

かもしれません。」、「そこで現在、注目を集

めているのが『機能性表示食品』と呼ばれる分

類のサプリメント。」、「『機能性表示食品』

とは、科学的根拠に基づいて効果が実証され

た成分を配合し、消費者庁に届け出が出され

たものなのです。」、「そんな『機能性表示食

品』のダイエットサプリの中で現在注目を集

めている内臓脂肪・体重を減らすサプリメン

トがあります。」及び「気になる内臓脂肪・皮

下脂肪・体重を減少！葛の花由来のダイエッ

トサプリメント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして

いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、

内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『葛の花

サプリメント』は、内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある葛の花由来のイソフラボ
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ンを配合。」及び「気になる脂肪にしっかりア

プローチして、内臓脂肪も皮下脂肪も、そして

体重までをもスッキリ落とすことができま

す。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ

で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし

ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来のイソフラボンであんなに落ちなかった内

臓脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健

康的なダイエットをサポートします。」、「健

康成分も補いながら、無理なくダイエット！」

及び「科学的根拠のあるダイエットサプリで

お腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と

記載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ

ていただいて問題ありません。」、「無理な食

事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本にバ

ランスの良い食事をとりながら、『葛の花サプ

リメント』を摂取することをおすすめいたし

ます。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群な

ど健康成分も配合されていますので、健康的

にダイエットをサポートいたします。」及び

「葛の花由来のイソフラボンを配合したサプ

リメントで憧れのスマート体型に！」と記載。 
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自社ウェブサイト 

（別添写し１２） 

平成２９年３月６日

から同年５月１１日

までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「これなら

食事も運動もいままでと同じ！」及び「“機能

性表示食品”で無理せず健康的にスリムアッ

プ！」と記載。 

 肥満気味の腹部を両手でわしづかみしてい

る写真と共に、「内臓脂肪」、「皮下脂肪」、

「ダイエットサプリでは、体重が減らないと

思っていませんか？」、「ダイエットサプリに

チャレンジしたことがあるけれど全然体重が

減らなかった…、飲むだけで痩せるなんて無

理でしょ…？と、サプリでのダイエットを諦

めていませんか？」、「☑サプリでのダイエッ

トに成功したことがない…」、「☑少し痩せて

も、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せにくく

なっている…」、「☑ダイエットはしたいが、

運動は苦手…」及び「☑我慢するのは苦手…」

と記載。 

 「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア

や通信販売などさまざまな場所でダイエット

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用した

ことがある方も多いでしょう。」、「でも、結

局痩せなかった、という人が多いのでは？そ

の理由は、サプリ選びを間違えていたから。」、

「あなたが今まで試したダイエットサプリは

本当にダイエットに効果があると言われる成

分を配合していたのでしょうか？」、「成分に

対して科学的に効果を証明されていないサプ

リメントではあなたが納得することは難しい

かもしれません。」、「そこで現在、注目を集

めているのが『機能性表示食品』と呼ばれる分

類のサプリメント。」、「『機能性表示食品』
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とは、科学的根拠に基づいて効果が実証され

た成分を配合し、消費者庁に届け出が出され

たものなのです。」、「そんな『機能性表示食

品』のダイエットサプリの中で現在注目を集

めている内臓脂肪・体重を減らすサプリメン

トがあります。」及び「気になる内臓脂肪・皮

下脂肪・体重を減少！葛の花由来のダイエッ

トサプリメント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして

いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、

内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『葛の花

サプリメント』は、内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある葛の花由来のイソフラボ

ンを配合。」及び「気になる脂肪にしっかりア

プローチして、内臓脂肪も皮下脂肪も、そして

体重までをもスッキリ落とすことができま

す。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ
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で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし

ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来イソフラボンであんなに落ちなかった内臓

脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 「科学的根拠のあるダイエットサポート！」

と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健

康的なダイエットをサポートします。」及び

「健康成分も補いながら、無理なくダイエッ

ト！」と記載。 

 「科学的根拠のあるダイエットサプリでお

腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と記

載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ

ていただいて問題ありません。」及び「無理な

食事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本に

バランスの良い食事をとりながら、『葛の花サ

プリメント』を摂取することをおすすめいた

します。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群

など健康成分も配合されていますので、健康

的にダイエットをサポートいたします。」と記

載。 

 「葛の花由来のイソフラボンを配合したサ

プリメントで憧れのスマート体型に！」と記

載。 

 「今度こそ、失敗しないダイエット！」と記

載。 
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自社ウェブサイト 

（別添写し１３） 

平成２９年３月６日

から同年５月１１日

までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「これなら

食事も運動もいままでと同じ！」及び「“機能

性表示食品”!で無理せず健康的にスリムアッ

プ！」と記載。 

 「ダイエットサプリでは、体重が減らないと

思っていませんか？」、「ダイエットサプリに

チャレンジしたことがあるけれど全然体重が

減らなかった…、飲むだけで痩せるなんて無

理でしょ…？と、サプリでのダイエットを諦

めていませんか？」、「☑サプリでのダイエッ

トに成功したことがない…」、「☑少し痩せて

も、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せにくく

なっている…」、「☑ダイエットはしたいが、

運動は苦手…」、「☑我慢するのは苦手…」、

「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア

や通信販売などさまざまな場所でダイエット

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用した

ことがある方も多いでしょう。」、「でも、結

局痩せなかった、という人が多いのでは？そ

の理由は、サプリ選びを間違えていたから。」、

「あなたが今まで試したダイエットサプリは

本当にダイエットに効果があると言われる成

分を配合していたのでしょうか？」、「成分に

対して科学的に効果を証明されていないサプ

リメントではあなたが納得することは難しい

かもしれません。」、「そこで現在、注目を集

めているのが『機能性表示食品』と呼ばれる分

類のサプリメント。」、「『機能性表示食品』

とは、科学的根拠に基づいて効果が実証され

た成分を配合し、消費者庁に届け出が出され

たものなのです。」、「そんな『機能性表示食



３４ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

品』のダイエットサプリの中で現在注目を集

めている内臓脂肪・体重を減らすサプリメン

トがあります。」及び「気になる内臓脂肪・皮

下脂肪・体重を減少！葛の花由来のダイエッ

トサプリメント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして

いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、

内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『葛の花

サプリメント』は、内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある葛の花由来のイソフラボ

ンを配合。」及び「気になる脂肪にしっかりア

プローチして、内臓脂肪も皮下脂肪も、そして

体重までをもスッキリ落とすことができま

す。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ

で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし
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ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来イソフラボンであんなに落ちなかった内臓

脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健

康的なダイエットをサポートします。」、「健

康成分も補いながら、無理なくダイエット！」

及び「科学的根拠のあるダイエットサプリで

お腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と

記載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ

ていただいて問題ありません。」、「無理な食

事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本にバ

ランスの良い食事をとりながら、『葛の花サプ

リメント』を摂取することをおすすめいたし

ます。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群な

ど健康成分も配合されていますので、健康的

にダイエットをサポートいたします。」及び

「葛の花由来のイソフラボンを配合したサプ

リメントで憧れのスマート体型に！」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し１４） 

平成２９年３月６日

から同年５月１１日

までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「これなら

食事も運動もいままでと同じ！」及び「“機能

性表示食品”で無理せず健康的にスリムアッ

プ！」と記載。 

 肥満気味の腹部を両手でわしづかみにして

いる写真と共に、「内臓脂肪」、「皮下脂肪」、

「ダイエットサプリでは、体重が減らないと

思っていませんか？」、「☑ダイエットサプリ
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にチャレンジしたことがあるけれど全然体重

が減らなかった…、飲むだけで痩せるなんて

無理でしょ…？と、サプリでのダイエットを

諦めていませんか？」、「☑サプリでのダイ

エットに成功したことがない…」、「☑少し痩

せても、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せに

くくなっている…」、「☑ダイエットはしたい

が、運動は苦手…」及び「☑我慢するのは苦手

…」と記載。 

 「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア

や通信販売などさまざまな場所でダイエット

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用した

ことがある方も多いでしょう。」、「でも、結

局痩せなかった、という人が多いのでは？そ

の理由は、サプリ選びを間違えていたから。」、

「あなたが今まで試したダイエットサプリは

本当にダイエットに効果があると言われる成

分を配合していたのでしょうか？」、「成分に

対して科学的に効果を証明されていないサプ

リメントではあなたが納得することは難しい

かもしれません。」、「そこで現在、注目を集

めているのが『機能性表示食品』と呼ばれる分

類のサプリメント。」、「『機能性表示食品』

とは、科学的根拠に基づいて効果が実証され

た成分を配合し、消費者庁に届け出が出され

たものなのです。」、「そんな『機能性表示食

品』のダイエットサプリの中で現在注目を集

めている内臓脂肪・体重を減らすサプリメン

トがあります。」及び「気になる内臓脂肪・皮

下脂肪・体重を減少！葛の花由来のダイエッ

トサプリメント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして
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いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、

内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『葛の花

サプリメント』は、内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある葛の花由来のイソフラボ

ンを配合。」及び「気になる脂肪にしっかりア

プローチして、内臓脂肪も皮下脂肪も、そして

体重までをもスッキリ落とすことができま

す。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ

で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし

ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来イソフラボンであんなに落ちなかった内臓

脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 「科学的根拠のあるダイエットサポート！」

と記載。 
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 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健

康的なダイエットをサポートします。」及び

「健康成分も補いながら、無理なくダイエッ

ト！」と記載。 

 「科学的根拠のあるダイエットサプリでお

腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と記

載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ

ていただいて問題ありません。」及び「無理な

食事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本に

バランスの良い食事をとりながら、『葛の花サ

プリメント』を摂取することをおすすめいた

します。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群

など健康成分も配合されていますので、健康

的にダイエットをサポートいたします。」と記

載。 

 「葛の花由来のイソフラボンを配合したサ

プリメントで憧れのスマート体型に！」と記

載。 

 「今度こそ、失敗しないダイエット！」と記

載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し１５） 

平成２９年３月６日

から同年５月１１日

までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「これなら

食事も運動もいままでと同じ！」及び「“機能

性表示食品”！で無理せず健康的にスリム

アップ！」と記載。 

 「ダイエットサプリでは、体重が減らないと

思っていませんか？」、「ダイエットサプリに

チャレンジしたことがあるけれど全然体重が

減らなかった…、飲むだけで痩せるなんて無
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理でしょ…？と、サプリでのダイエットを諦

めていませんか？」、「☑サプリでのダイエッ

トに成功したことがない…」、「☑少し痩せて

も、すぐ元に戻る…」、「☑年々、痩せにくく

なっている…」、「☑ダイエットはしたいが、

運動は苦手…」、「☑我慢するのは苦手…」、

「これまでダイエットサプリで痩せられな

かった理由って？」、「現在、ドラッグストア

や通信販売などさまざまな場所でダイエット

サプリが販売されています。」、「忙しい毎日、

なるべく生活リズムを崩さずにダイエットに

取り組むためにダイエットサプリを利用した

ことがある方も多いでしょう。」、「でも、結

局痩せなかった、という人が多いのでは？そ

の理由は、サプリ選びを間違えていたから。」、

「あなたが今まで試したダイエットサプリは

本当にダイエットに効果があると言われる成

分を配合していたのでしょうか？」、「成分に

対して科学的に効果を証明されていないサプ

リメントではあなたが納得することは難しい

かもしれません。」、「そこで現在、注目を集

めているのが『機能性表示食品』と呼ばれる分

類のサプリメント。」、「『機能性表示食品』

とは、科学的根拠に基づいて効果が実証され

た成分を配合し、消費者庁に届け出が出され

たものなのです。」、「そんな『機能性表示食

品』のダイエットサプリの中で現在注目を集

めている内臓脂肪・体重を減らすサプリメン

トがあります。」及び「気になる内臓脂肪・皮

下脂肪・体重を減少！葛の花由来のダイエッ

トサプリメント」と記載。 

 「内臓脂肪と体重を減らせる注目の成分、そ

れは…」、「若い頃と同じような食生活をして

いても、年々、体重が落ちにくくなっていると

感じていませんか？」、「それもそのはず、年

齢を重ねるほど代謝が衰えるなどの原因で、
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内臓脂肪がどんどん溜まってしまいます。」、

「バランスのとれた食事と、適度な運動を実

践すれば内臓脂肪は減らせますが、忙しい毎

日で食事や運動にまで気を配るのは難しいで

すよね。」、「そんなアナタに朗報！」及び「実

は今、積極的に摂取するだけで内臓脂肪・皮下

脂肪・体重の３つが減らせるという成分が発

見されているのです。それが、葛の花由来のイ

ソフラボン。」と記載。 

 「これまで、ダイエットで結果の出せなかっ

た人こそ葛の花由来イソフラボンを試してみ

ることをおすすめします。」、「そこで」、「内

臓脂肪も体重もスッキリ減少」及び「機能性表

示食品『葛の花サプリメント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『葛の花

サプリメント』は、内臓脂肪と皮下脂肪の減少

を助ける機能がある葛の花由来のイソフラボ

ンを配合。」及び「気になる脂肪にしっかりア

プローチして、内臓脂肪も皮下脂肪も、そして

体重までをもスッキリ落とすことができま

す。」と記載。 

 親指を立てるジェスチャーとくびれたウエ

ストの写真と共に、「１日４粒目安を飲むだけ

で簡単、しかも結果が見えるから続けられ

る！」、「『葛の花サプリメント体重減』は忙

しいあなたのダイエットを本気でサポートし

ます！」及び「効果が実証されている葛の花由

来イソフラボンであんなに落ちなかった内臓

脂肪・皮下脂肪・体重が減少！」と記載。 

 「お腹の脂肪がスッキリ！！『葛の花サプリ

メント』」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「健康成分

で健康的なダイエット！」、「『葛の花サプリ

メント』は、葛の花由来イソフラボンのほかに

高知産黄金生姜やＬ－カルニチン、ビタミン

Ｂ群やビタミンＣも配合。健康成分配合で健
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康的なダイエットをサポートします。」、「健

康成分も補いながら、無理なくダイエット！」

及び「科学的根拠のあるダイエットサプリで

お腹周りがスッキリ！洋服にも余裕が！」と

記載。 

 「食事制限も行わないといけないです

か？」、「Ａ．食事は、３食バランスよく食べ

ていただいて問題ありません。」、「無理な食

事制限はせずに、主食、主菜、副菜を基本にバ

ランスの良い食事をとりながら、『葛の花サプ

リメント』を摂取することをおすすめいたし

ます。また、高知産黄金生姜やビタミンＢ群な

ど健康成分も配合されていますので、健康的

にダイエットをサポートいたします。」及び

「葛の花由来のイソフラボンを配合したサプ

リメントで憧れのスマート体型に！」と記載。 

ウェブサイト 

（別添写し１６） 

平成２８年８月１８

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 腹部にメジャーを何重にも巻き付けている

写真、料理やワインの写真及び商品パッケー

ジ写真と共に、「３つのステップで」、「１生

成を抑える２分解促進３燃焼促進」、「皮下脂

肪＆内臓脂肪に強力アプローチ！」、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「体重減 

葛の花サプリメントなら食事も運動もいまま

でと同じ！気になる脂肪・ウエストサイズも、

毎日飲むだけで体重減！！」及び「食べるほど

に増えていくお腹の脂肪、今までのダイエッ

トではキツイ運動や食事制限が必要でした。

しかし、『葛の花サプリメント』は違います。

主成分葛の花イソフラボンの数々の論文・試

験を調べ、科学的検証の上で本当に飲むだけ

で、脂肪・ウエストサイズ・体重が減ることを

確かめています。その驚きを実感してくださ

い。」と記載。 

 頭を抱えている女性の写真、しゃがみ込ん

で悩んでいる女性の写真及び目の前の料理を

食べるか我慢するか迷っている女性の写真と
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共に、「運動しなくても！」、「食事制限しな

くても！」、「あれこれガマンしなくても！」、

「飲むだけで！お腹の脂肪が２０ｃｍ 2も

減っていく！」及び「きつい運動や食事制限…

そんなガマンはもういらない！『葛の花サプ

リ』を飲むだけで、あとはいつも通りの生活で

ＯＫ。お腹にタップリついてしまったその脂

肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と記載。 

 腹部で炎が燃焼しているのを指差している

女性の写真と共に、「皮下脂肪＆内臓脂肪に強

力アプローチ！」と記載。 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」及び「今までのダイエットは運動

や食事制限が欠かせませんでした。それだと

やっぱりキツイ！だから続かない！そこでわ

れわれは『飲むだけで痩せられる、そんなサプ

リを作ろう！』と決意。お腹の脂肪を減らす機

能が報告されている葛の花由来イソフラボン

を配合した『葛の花サプリ』を作り上げたので

す。飲むだけでお腹の脂肪が、体重が減ってい

く。その驚きを実感してほしいですね。」と記

載。 

ウェブサイト 

（別添写し１７） 

平成２８年８月１８

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 腹部にメジャーを何重にも巻き付けている

写真、料理やワインの写真及び商品パッケー

ジの写真と共に、「３つのステップで」、「１

生成を抑える２分解促進３燃焼促進」、「皮下

脂肪＆内臓脂肪に強力アプローチ！」、「食事

の量が変わらない新ダイエット！」、「体重減 

葛の花サプリメントなら食事も運動もいまま

でと同じ！気になる脂肪・ウエストサイズも、

毎日飲むだけで体重減！！」及び「食べるほど

に増えていくお腹の脂肪、今までのダイエッ

トではキツイ運動や食事制限が必要でした。

しかし、『葛の花サプリメント』は違います。

主成分葛の花イソフラボンの数々の論文・試
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験を調べ、科学的検証の上で本当に飲むだけ

で、脂肪・ウエストサイズ・体重が減ることを

確かめています。その驚きを実感してくださ

い。」と記載。 

 頭を抱えている女性の写真、しゃがみ込ん

で悩んでいる女性の写真及び目の前の料理を

食べるか我慢するか迷っている女性の写真と

共に、「運動しなくても！」、「食事制限しな

くても！」、「あれこれガマンしなくても！」、

「飲むだけで！お腹の脂肪が２０ｃｍ 2も

減っていく！」及び「きつい運動や食事制限…

そんなガマンはもういらない！『葛の花サプ

リ』を飲むだけで、あとはいつも通りの生活で

ＯＫ。お腹にタップリついてしまったその脂

肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と記載。 

 腹部で炎が燃焼しているのを指差している

女性の写真と共に、「皮下脂肪＆内臓脂肪に強

力アプローチ！」と記載。 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」及び「今までのダイエットは運動

や食事制限が欠かせませんでした。それだと

やっぱりキツイ！だから続かない！そこでわ

れわれは『飲むだけで痩せられる、そんなサプ

リを作ろう！』と決意。お腹の脂肪を減らす機

能が報告されている葛の花由来イソフラボン

を配合した『葛の花サプリ』を作り上げたので

す。飲むだけでお腹の脂肪が、体重が減ってい

く。その驚きを実感してほしいですね。」と記

載。 

ウェブサイト 

（別添写し１８） 

平成２８年９月２日

から平成２９年５月

１１日までの間 

 腹部にメジャーを何重にも巻き付けている

写真、料理やワインの写真及び商品パッケー

ジ写真と共に、「３つのステップで」、「１生

成を抑える２分解促進３燃焼促進」、「皮下脂

肪＆内臓脂肪に強力アプローチ！」、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「体重減 
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葛の花サプリメントなら食事も運動もいまま

でと同じ！気になる脂肪・ウエストサイズも、

毎日飲むだけで体重減！！」及び「食べるほど

に増えていくお腹の脂肪、今までのダイエッ

トではキツイ運動や食事制限が必要でした。

しかし、『葛の花サプリメント』は違います。

主成分葛の花イソフラボンの数々の論文・試

験を調べ、科学的検証の上で本当に飲むだけ

で、脂肪・ウエストサイズ・体重が減ることを

確かめています。その驚きを実感してくださ

い。」と記載。 

 頭を抱えて悩んでいる女性の写真、しゃが

み込んで悩んでいる女性の写真及び目の前の

料理を食べるか我慢するか迷っている女性の

写真と共に、「運動しなくても！」、「食事制

限しなくても！」、「あれこれガマンしなくて

も！」、「飲むだけで！お腹の脂肪が２０ｃｍ2

も減っていく！」及び「きつい運動や食事制限

…そんなガマンはもういらない！『葛の花サ

プリ』を飲むだけで、あとはいつも通りの生活

でＯＫ。お腹にタップリついてしまったその

脂肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と記載。 

 腹部で炎が燃焼しているのを指差している

女性の写真と共に、「皮下脂肪＆内臓脂肪に強

力アプローチ！」と記載。 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」及び「今までのダイエットは運動

や食事制限が欠かせませんでした。それだと

やっぱりキツイ！だから続かない！そこでわ

れわれは『飲むだけで痩せられる、そんなサプ

リを作ろう！』と決意。お腹の脂肪を減らす機

能が報告されている葛の花由来イソフラボン

を配合した『葛の花サプリ』を作り上げたので

す。飲むだけでお腹の脂肪が、体重が減ってい
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く。その驚きを実感してほしいですね。」と記

載。 

ダイレクトメール 

（別添写し１９） 

平成２８年１０月１

７日から同年１１月

３０日までの間 

 目の前の料理を食べるか我慢するか迷って

いる女性の写真、頭を抱えている女性の写真、

しゃがみ込んで悩んでいる女性の写真と共

に、「体重は減らしたい。でも…」、「食べた

い…」、「ガマンしたくない…」、「無理な運

動はしたくない…」、「そんなあなたに『スリ

ムアップ』の新常識！」及び「体重減 葛の花

サプリメント」と記載。 

 「主成分は理想的な体重減素材『葛の花』」、

「葛の花由来のイソフラボンには以下の機能

が報告されています。」、「脂肪の生成を抑え

る」、「脂肪の分解を促す」、「脂肪の燃焼を

促す」、「だから『葛の花サプリメント』はつ

いてしまった脂肪を『飲むだけ』で減らす！」、

「体重減」、「お腹の脂肪減」及び「ウエスト

サイズ減」と記載。 

 腹部で炎が燃焼しているのを指差している

女性の写真と共に、「皮下脂肪＆内臓脂肪に強

力アプローチ！」、「無理してはいていたジー

ンズも、スルリ。」、「皮下脂肪はもちろん、

内臓の周囲に溜まる内臓脂肪まで減らしてく

れるのが『葛の花サプリメント』の凄いとこ

ろ。２種類の脂肪に同時にアプローチし、脂肪

減少効率アップ！」、「ウエスト周りがサイズ

ダウン！」、「もう、補正下着に頼らない！」、

「お腹を凹ませて着替える苦労ともサヨナ

ラ！」、「外出時に気になっていたお腹回りも

楽チン！」、「体重も減少！」、「ストレスフ

リーで理想の体型を維持！」、「無理なダイ

エットによる苦労もなし！」、「オシャレの幅

もグ～ンと広がる！」、「飲み続けることで 

これまでの生活習慣を変えることなく、健康

ダイエットをしっかりとサポート！ 体重計
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表示媒体 表示期間 表示内容 

に乗るのが毎日楽しみに！」及び「体重減 葛

の花サプリメント」と記載。 

 料理やワインの写真と共に、「『葛の花サプ

リメント』は食事も運動も今までと同じ。」、

「食事制限なし」、「キツい運動なし」、「ガ

マンなし」、「１日４粒」及び「毎日の生活習

慣を変えず、無理もしない！それが、これから

の『スリムアップ』の新常識！」と記載。 

ダイレクトメール

（別添写し２０） 

平成２８年１１月７

日から同年１２月２

６日までの間 

 腹部にメジャーを何重にも巻き付けている

写真、目の前の料理を食べるか我慢するか

迷っている女性の写真及び頭を抱えて悩んで

いる女性の写真と共に、「ガマンなし！」、「運

動なし！」、「体重減」、「３つのステップで」、

「１生成を抑える２分解促進３燃焼促進」、

「皮下脂肪＆内臓脂肪に強力アプローチ！」、

「食事も運動も、いままでと同じ！ 気にな

る脂肪・ウエストサイズも毎日 飲む
・ ・

だけ
・ ・

で
・

体重減！！」及び「食べるほどに増えていくお

腹の脂肪。今までのダイエットではキツイ運

動や食事制限が必要でした。しかし『葛の花サ

プリメント』は違います。主成分葛の花イソフ

ラボンの数々の論文・試験を調べ、科学的検証

の上で 本当に飲むだけで、脂肪・ウエストサ

イズ・体重が減ることを確かめています。その

驚きを実感してください。」と記載。 

 「『飲むだけでお腹がへこむ。そんなサプリ

を作りたかった！』」及び「だから、脂肪も、

体重も、ウエストサイズも全部調べました。」

と記載。 

 「開発者の一問一答」、「Ｑ.本当にウエス

トが細くなるの？ Ａ.内臓脂肪の燃焼だけ

ではあまり実感できないでしょう。でも『葛の

花サプリ』は内臓脂肪と皮下脂肪の両方を減

らすんです。だから胴回りが細くなったのが

わかります。」、「Ｑ.他のサプリと何が違う

の？」及び「Ａ.多くの試験や論文を調べ『体
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表示媒体 表示期間 表示内容 

重が減る』『ウエストが細くなる』ことを確認

してきました。この明確さこそ、他のサプリと

の決定的な違いです。」と記載。 

ダイレクトメール

（別添写し２１） 

平成２８年１１月１

６日から同年１２月

３１日までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！サポート」、

「食事も運動もいままでと同じ！」、「これな

ら毎日飲むだけでウエストサイズダウンにア

プローチ！」、「体重減葛の花サプリメント」

及び「食べるほどに増えていく、お腹の脂肪。

でも『葛の花サプリ』なら、ついてしまったそ

の脂肪を飲むだけで減らすことをサポートし

ます。運動を増やしたり食事を減らしたりし

なくても肥満気味な方のスリムアップにアプ

ローチします。」と記載。 

 頭を抱えている女性の写真、しゃがみ込ん

で悩んでいる女性の写真及び目の前の料理を

食べるか我慢するか迷っている女性の写真と

共に、「運動しなくても！」、「食事制限しな

くても！」、「あれこれガマンしなくても！」、

「飲むだけで！」、「脂肪が減少することをサ

ポート！」及び「きつい運動や食事制限…そん

なガマンはもういらない！『葛の花サプリ』を

飲むだけで、あとはいつも通りの生活でＯＫ。

お腹にタップリついてしまったその脂肪を減

らすことをサポートします。」と記載。 

 腹部で炎が燃焼しているのを指差している

女性の写真と共に、「新機能 皮下脂肪＆内臓

脂肪に強力アプローチ！」及び「ベルトの穴が

ワンサイズダウン！」と記載。 

 「ついに発見！」及び「理想的な体重減素

材！」、「『葛の花』『葛の花サプリ』の主成

分は『葛の花イソフラボン』。そこに含まれる

テクトリゲニン類が内臓脂肪と皮下脂肪の両

方を減少させ、お腹のスリムアップを助けて

くれます。」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」、「今までのサプリは運動や食事

制限が欠かせませんでした。それだとやっぱ

りキツイ！だから続かない！そこでわれわれ

は『肥満気味な方の体重や内臓脂肪などを減

らすサポートをする、そんなサプリを作ろ

う！』と決意。お腹の脂肪を減らす機能が報告

されている葛の花由来イソフラボンを配合し

た『葛の花サプリ』を作り上げたのです。飲む

だけでお腹の脂肪が、体重が減っていくのを

助ける。その驚きを実感してほしいですね。」、

「開発者の一問一答」、「Ｑ本当にウエストが

細くなるの？」、「Ａ内臓脂肪の燃焼だけでは

あまり実感できないでしょう。でも『葛の花サ

プリ』は内臓脂肪と皮下脂肪の両方を減らす

サポートをする。だから腰回りが細くなった

のがわかります。」、「Ｑ他のサプリと何が違

うの？」及び「Ａ多くの試験や論文を調べ『体

重が減る』『ウエストが細くなる』ことをサ

ポートすると確認してきました。この明確さ

こそ他のサプリとの決定的な違いです。」と記

載。 

ダイレクトメール

（別添写し２２） 

平成２９年１月４日

から同年２月２８日

までの間 

 腹部にメジャーを何重にも巻き付けている

写真、目の前の料理を食べるか我慢するか

迷っている女性の写真及び頭を抱えて悩んで

いる女性の写真と共に、「体重減」、「３つの

ステップで」、「１生成を抑える２分解促進３

燃焼促進」、「皮下脂肪＆内臓脂肪に強力アプ

ローチ！」、「食事も運動も、いままでと同じ！ 

気になる脂肪・ウエストサイズも毎日 飲む
・ ・

だけ
・ ・

で
・

体重減！！」及び「食べるほどに増え

ていくお腹の脂肪。今までのダイエットでは

キツイ運動や食事制限が必要でした。しかし

『葛の花サプリメント』は違います。主成分葛

の花イソフラボンの数々の論文・試験を調べ、
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表示媒体 表示期間 表示内容 

科学的検証の上で 本当に飲むだけで、脂肪・

ウエストサイズ・体重が減ることを確かめて

います。その驚きを実感してください。」と記

載。 

 「『飲むだけでお腹がへこむ。そんなサプリ

を作りたかった！』」及び「だから、脂肪も、

体重も、ウエストサイズも全部調べました。」

と記載。 

 「開発者の一問一答」、「Ｑ.本当にウエス

トが細くなるの？」、「Ａ.内臓脂肪の燃焼だ

けではあまり実感できないでしょう。でも『葛

の花サプリ』は内臓脂肪と皮下脂肪の両方を

減らすんです。だから胴回りが細くなったの

がわかります。」、「Ｑ.他のサプリと何が違

うの？」及び「Ａ.多くの試験や論文を調べ『体

重が減る』『ウエストが細くなる』ことを確認

してきました。この明確さこそ、他のサプリと

の決定的な違いです。」と記載。 

ダイレクトメール

（別添写し２３） 

平成２９年２月２７

日から同年４月２６

日までの間 

 内臓脂肪面積を示す腹部断面図、目の前の

料理を食べるか我慢するか迷っている女性の

写真及び頭を抱えている女性の写真、焼き鮭、

ご飯、味噌汁、スパゲッティ、せんべい及びと

んかつの写真と共に、「体重・ウエスト・脂肪

がダウン『葛の花サプリメント』」、「１２週

間で面積２０ｃｍ2↓」、「こんなにある脂

肪！」、「たった４粒飲むだけで！」、「体重

減」、「食べるほどに増えていくお腹の脂肪。

今までのダイエットではキツイ運動や食事制

限が必要でした。しかし『葛の花サプリメン

ト』は違います。主成分葛の花イソフラボンの

数々の論文・試験を調べ、科学的検証の上で本

当に飲むだけで、脂肪・ウエストサイズ・体重

が減ることを確かめています。その驚きを実

感してください。」、「１生成を抑える２分解

促進３燃焼促進の３つのステップで！」、「皮

下脂肪＆内臓脂肪にアプローチ！」、「しかも
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表示媒体 表示期間 表示内容 

…」、「ガマンなし！」、「キツイ運動なし！」、

「１日２０００㎉食べてもＯＫ！ヒト試験で

結果が出ています。」及び「これならあなたも

出来るはず！」と記載。 

 「『葛の花』こそが理想的な体重減素材！」

及び「『葛の花サプリ』の主成分は『葛の花イ

ソフラボン』。そこに含まれるテクトリゲニン

が脂肪の生成を抑えるとともに分解・燃焼を

促します。それにより内臓脂肪と皮下脂肪の

両方を減少させ、お腹のスリムアップを助け

てくれます。」と記載。 

 「３つの機能で結果を残す！」、「生成を抑

える」、「食べたものはエネルギーとして燃焼。

残ったエネルギーが中性脂肪へ合体して体脂

肪になるのを抑えます。」、「脂肪分解」、「体

脂肪を細かい脂肪酸へ分解するのを促進。分

解するほど燃えやすく！」、「脂肪燃焼」及び

「脂肪酸がエネルギーとして燃焼するのを促

進します。」と記載。 

 「もう無理なダイエットはしない。飲むだけ

でＯＫ！」、「ウエストもダウン！」、「体重

もダウン！」及び「脂肪もダウン！」と記載。 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」及び「今までのサプリは運動や食

事制限が欠かせませんでした。それだとやっ

ぱりキツイ！だから続かない！そこでわれわ

れは『飲むだけで痩せられる、そんなサプリを

作ろう！』と決意。お腹の脂肪を減らす機能が

報告されている葛の花由来イソフラボンを配

合した『葛の花サプリ』を作り上げたのです。

飲むだけでお腹の脂肪が、体重が減っていく。

その驚きを実感してほしいですね。」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し２４） 

平成２８年８月４日

から同年１０月３０

日までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「食事も運
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動もいままでと同じ！」、「これなら毎日飲む

だけでウエストサイズダウン！」、「体重減葛

の花サプリメント」及び「食べるほどに増えて

いく、お腹の脂肪。でも『葛の花サプリ』なら、

ついてしまったその脂肪を飲むだけで減らす

ことができます。運動を増やしたり食事を減

らしたりしなくても、楽々スリムアップ！」と

記載。 

 頭を抱えている女性の写真、しゃがみ込ん

で悩んでいる女性の写真、目の前の料理を食

べるか我慢するか迷っている女性の写真と共

に、「運動しなくても！」、「食事制限しなく

ても！」、「あれこれガマンしなくても！」、

「飲むだけで！」、「脂肪が２０ｃｍ2も減っ

ていく！」及び「きつい運動や食事制限…そん

なガマンはもういらない！『葛の花サプリ』を

飲むだけで、あとはいつも通りの生活でＯＫ。

お腹にタップリついてしまったその脂肪を、

２０ｃｍ2も減らします！」と記載。 

 腹部で炎が燃焼しているのを指差している

女性の写真と共に、「新機能 皮下脂肪＆内臓

脂肪に強力アプローチ！」及び「ベルトの穴が

ワンサイズダウン！」と記載。 

 「ついに発見！」、「理想的な体重減素材！」、

「『葛の花』『葛の花サプリ』の主成分は『葛

の花イソフラボン』。そこに含まれるテクトリ

ゲニンが脂肪の生成を抑えるとともに燃焼を

促します。そのため内臓脂肪と皮下脂肪の両

方を減少させ、お腹のスリムアップを助けて

くれます。」及び「脂肪の生成を抑える×燃焼

を促す」と記載。 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」、「今までのサプリは運動や食事

制限が欠かせませんでした。それだとやっぱ

りキツイ！だから続かない！そこでわれわれ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

は『飲むだけで痩せられる、そんなサプリを作

ろう！』と決意。お腹の脂肪を減らす機能が報

告されている葛の花由来イソフラボンを配合

した『葛の花サプリ』を作り上げたのです。飲

むだけでお腹の脂肪が、体重が減っていく。そ

の驚きを実感してほしいですね。」、「開発者

の一問一答」、「Ｑ本当にウエストが細くなる

の？」、「Ａ内臓脂肪の燃焼だけではあまり実

感できないでしょう。でも『葛の花サプリ』は

内臓脂肪と皮下脂肪の両方を減らすんです。

だから胴回りが細くなったのがわかりま

す。」、「Ｑ他のサプリと何が違うの？」及び

「Ａ多くの試験や論文を調べ『体重が減る』

『ウエストが細くなる』ことを確認してきま

した。この明確さこそ、他のサプリとの決定的

な違いです。」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し２５） 

平成２８年８月４日

から同年１０月３０

日までの間 

 両手を腰に当て、へこんだ腹部をアピール

している女性の写真と共に、「お腹の脂肪を約

２０ｃｍ2減少。」及び「皮下脂肪も減少！」

と記載。 

 両腕を上げて体を反るようにして、へこん

だ腹部をアピールしている女性の写真及び商

品パッケージの写真と共に、「面倒な運動や食

事制限も必要なし！」、「体重、ウエスト周り

はもちろん、内臓脂肪、皮下脂肪も、スッキリ

減少！」、「見た目はもちろん健康にも関わる

肥満。何とかしたいと思っていても、毎日の生

活習慣は変えづらいものですよね。そこでお

すすめしたいのが、『葛の花サプリメント』。

葛の花由来の機能性関与成分イソフラボンが

気になる脂肪にアプローチ、毎日飲み続ける

ことで健康ダイエットをしっかりとサポート

します。さあ！あなたも１日４粒。科学的根拠

が実証されている機能性表示食品で、健康的

でスリムな体型を実感してください。」及び
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「体重 内臓脂肪 皮下脂肪 ウエスト周り 

まとめて減少！」と記載。 

 腹部に手を当てている女性のイラストと共

に、「こんな方におすすめ」、「☑ぽっこりお

なかが気になる」、「☑つい食べ過ぎてしま

う」、「☑健康診断のＢＭＩ値が高い」及び「☑

運動がなかなか続かない」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し２６） 

平成２８年８月４日

から同年１０月３０

日までの間 

 くびれたウエストに手を当てた写真及び商

品パッケージ写真と共に、「体重減少を助ける

機能があるイソフラボン配合。」及び「体重減」

と記載。 

 両腕を上げて体を反るようにして、へこん

だ腹部をアピールしている女性の写真及び商

品パッケージの写真と共に、「面倒な運動や食

事制限も必要なし！」、「体重、ウエスト周り

はもちろん、内臓脂肪、皮下脂肪も、スッキリ

減少！」、「見た目はもちろん健康にも関わる

肥満。何とかしたいと思っていても、毎日の生

活習慣は変えづらいものですよね。そこでお

すすめしたいのが、『葛の花サプリメント』。

葛の花由来の機能性関与成分イソフラボンが

気になる脂肪にアプローチ、毎日飲み続ける

ことで健康ダイエットをしっかりとサポート

します。さあ！あなたも１日４粒。科学的根拠

が実証されている機能性表示食品で、健康的

でスリムな体型を実感してください。」及び

「体重 内臓脂肪 皮下脂肪 ウエスト周り 

まとめて減少！」と記載。 

 腹部に手を当てている女性のイラストと共

に、「こんな方におすすめ」、「☑ぽっこりお

なかが気になる」、「☑つい食べ過ぎてしま

う」、「☑健康診断のＢＭＩ値が高い」及び「☑

運動がなかなか続かない」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し２７） 

平成２８年１０月１

１日から同年１１月

３０日までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「食事も運
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表示媒体 表示期間 表示内容 

動もいままでと同じ！」、「これなら毎日飲む

だけでウエストサイズダウン！」、「体重減葛

の花サプリメント」及び「食べるほどに増えて

いく、お腹の脂肪。でも『葛の花サプリ』なら、

ついてしまったその脂肪を飲むだけで減らす

ことができます。運動を増やしたり食事を減

らしたりしなくても、楽々スリムアップ！」と

記載。 

 頭を抱えている女性の写真、しゃがみ込ん

で悩んでいる女性の写真及び目の前の料理を

食べるか我慢するか迷っている女性の写真と

共に、「運動しなくても！」、「食事制限しな

くても！」、「あれこれガマンしなくても！」、

「飲むだけで！」、「脂肪が２０ｃｍ2も減っ

ていく！」及び「きつい運動や食事制限…そん

なガマンはもういらない！『葛の花サプリ』を

飲むだけで、あとはいつも通りの生活でＯＫ。

お腹にタップリついてしまったその脂肪を、

２０ｃｍ2減らします！」と記載。 

 腹部で炎が燃焼しているのを指差している

女性の写真と共に、「新機能 皮下脂肪＆内臓

脂肪に強力アプローチ！」及び「ベルトの穴が

ワンサイズダウン！」と記載。 

 「ついに発見！」、「理想的な体重減素材！」、

「『葛の花』『葛の花サプリ』の主成分は『葛

の花イソフラボン』。そこに含まれるテクトリ

ゲニンが脂肪の生成を抑えるとともに燃焼を

促します。そのため内臓脂肪と皮下脂肪の両

方を減少させ、お腹のスリムアップを助けて

くれます。」及び「脂肪の生成を抑える×燃焼

を促す」と記載。 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」、「今までのサプリは運動や食事

制限が欠かせませんでした。それだとやっぱ

りキツイ！だから続かない！そこでわれわれ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

は『飲むだけで痩せられる、そんなサプリを作

ろう！』と決意。お腹の脂肪を減らす機能が報

告されている葛の花由来イソフラボンを配合

した『葛の花サプリ』を作り上げたのです。飲

むだけでお腹の脂肪が、体重が減っていく。そ

の驚きを実感してほしいですね。」、「開発者

の一問一答」、「Ｑ本当にウエストが細くなる

の？」、「Ａ内臓脂肪の燃焼だけではあまり実

感できないでしょう。でも『葛の花サプリ』は

内臓脂肪と皮下脂肪の両方を減らすんです。

だから胴回りが細くなったのがわかりま

す。」、「Ｑ他のサプリと何が違うの？」及び

「Ａ多くの試験や論文を調べ『体重が減る』

『ウエストが細くなる』ことを確認してきま

した。この明確さこそ、他のサプリとの決定的

な違いです。」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し２８） 

平成２８年１２月２

日から平成２９年１

月３１日までの間 

 料理やワインの写真及び腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真と共に、「食事の

量が変わらない新ダイエット！」、「食事も運

動もいままでと同じ！」、「これなら毎日飲む

だけでウエストサイズダウン！」、「体重減葛

の花サプリメント」及び「食べるほどに増えて

いく、お腹の脂肪。でも『葛の花サプリ』なら、

ついてしまったその脂肪を飲むだけで減らす

ことができます。運動を増やしたり食事を減

らしたりしなくても、楽々スリムアップ！」と

記載。 

 頭を抱えている女性の写真、しゃがみ込ん

で悩んでいる女性の写真及び目の前の料理を

食べるか我慢するか迷っている女性の写真と

共に、「きつい運動しなくても！」、「食事制

限しなくても！」、「あれこれガマンしなくて

も！」、「飲むだけで！」、「脂肪が２０ｃｍ2

も減っていく！」及び「きつい運動や食事制限

…そんなガマンはもういらない！『葛の花サ

プリ』を飲むだけで、あとはいつも通りの生活
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表示媒体 表示期間 表示内容 

でＯＫ。お腹にタップリついてしまったその

脂肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と記載。 

 腹部で炎が燃焼しているのを指差している

女性の写真と共に、「新機能 皮下脂肪＆内臓

脂肪に強力アプローチ！」及び「体重もウエス

トも着実にダウン！」と記載。 

 「ついに発見！」、「理想的な体重減素材！」、

「『葛の花』『葛の花サプリ』の主成分は『葛

の花イソフラボン』。そこに含まれるテクトリ

ゲニンが脂肪の生成を抑えるとともに燃焼を

促します。そのため内臓脂肪と皮下脂肪の両

方を減少させ、お腹のスリムアップを助けて

くれます。」及び「脂肪の生成を抑える×燃焼

を促す」と記載。 

 「開発者に聞く『葛の花サプリ』」、「『飲

むだけでお腹がへこむ。そんなサプリを作り

たかった』」、「今までのサプリは運動や食事

制限が欠かせませんでした。それだとやっぱ

りキツイ！だから続かない！そこでわれわれ

は『飲むだけで痩せられる、そんなサプリを作

ろう！』と決意。お腹の脂肪を減らす機能が報

告されている葛の花由来イソフラボンを配合

した『葛の花サプリ』を作り上げたのです。飲

むだけでお腹の脂肪が、体重が減っていく。そ

の驚きを実感してほしいですね。」、「開発者

の一問一答」、「Ｑ本当にウエストが細くなる

の？」、「Ａ内臓脂肪の燃焼だけではあまり実

感できないでしょう。でも『葛の花サプリ』は

内臓脂肪と皮下脂肪の両方を減らすんです。

だから胴回りが細くなったのがわかりま

す。」、「Ｑ他のサプリと何が違うの？」及び

「Ａ多くの試験や論文を調べ『体重が減る』

『ウエストが細くなる』ことを確認してきま

した。この明確さこそ、他のサプリとの決定的

な違いです。」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

商品同梱物 

（別添写し２９） 

平成２９年２月２１

日から同年４月３０

日までの間 

 肥満気味の腹部の写真、頭を抱えている女

性の写真、目の前の料理を食べるか我慢する

か迷っている女性の写真及びしゃがみ込んで

悩んでいる女性の写真と共に、「飲むだけ

で！！」、「脂肪・体重・ウエストサイズを減

らす！」、「こんな方におすすめです！」、「き

つい運動したくない！」、「食事制限したくな

い！」及び「ガマンしたくない！」と記載。 

 「『葛の花サプリメント』続けられる３つの

理由」、「理由１ 一般的な食生活でＯＫ！」

及び「理由２ 無理なく結果を出せる！」と記

載。 

 「食べる量は変わらないのにジワジワ太る

…」と記載。 

 「つまり、食事量を減らすかもっと運動する

かしないと今の体重をキープすらできな

い！！」と記載。 

 「だから！今すぐ摂りたい」、「『葛の花』」

及び「理想的な体重減素材！」と記載。 

 葛の花イソフラボンにより脂肪を燃焼させ

る工場の作業工程を描いたイラストと共に、

「３つの働きで脂肪を減らす！」、「葛の花イ

ソフラボン脂肪燃焼工場」、「１．脂肪の生成

を抑える」、「抑えるだけじゃなく、ちゃんと

減らしていかないとね」、「２．脂肪の分解を

促す」、「分解したら燃やさないとダメよ」、

「３．脂肪の燃焼を助ける」、「脂肪が細かい

ほど燃焼効率アップ！」、「脂肪の生成を抑え、

分解・燃焼を促して減量へ！」及び「溜まった

脂肪を減らすには、脂肪を分解･燃焼し、エネ

ルギーとして対外へ放出することが必要で

す。また、新たに脂肪を増やさないよう『生成

を抑える』ことも大切。いずれかひとつの働き

で脂肪減少サポートを謳うものもあります

が、『葛の花イソフラボン』はこの３つの働き

すべてを担うからこそ、無理をしないで脂肪
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表示媒体 表示期間 表示内容 

量を減らし、体重とウエストサイズを落とし

ていくことができるのです。」と記載。 

 目の前の料理を食べるか我慢するか迷って

いる女性の写真及び首をかしげて悩んでいる

女性の写真と共に、「無理な食事制限」、「き

つ～い運動」、「不要！」、「新ダイエットサ

プリメント」、「『歳をとるごとに太ってきた』

『腰周りが浮き輪のよう』。でも今さら食事制

限やきつい運動なんてできっこない…。そん

なあなたにはコレ！いつも通りの生活に『葛

の花サプリ』をプラスするだけで、タップリつ

いてしまった脂肪を２０ｃｍ 2も減らしま

す！」及び「『葛の花サプリメント』があれば

毎日合計約２，０００㎉食べても脂肪が

減！！」と記載。 

 「この臨床試験は、毎日平均２，０００㎉の

食事を摂りながら実施されました。つまり『一

般的な食生活でＯＫ！』ということ。辛い食事

制限もきつい運動も必要なし！『葛の花サプ

リ』を飲み続けるだけで、体重が！ウエストサ

イズが！お腹の脂肪が減るのです！！」、「体

重が！減！！」、「ウエスト周囲径が！減！！」

及び「お腹の脂肪が！減！！」と記載。 

 「開発者に聞きました『無理は続かない－。

だから、“飲むだけでお腹がへこむ”そんなサ

プリを作りたかった』」、「多くの痩身法を研

究してきた私たちが行き着いたのが、『無理は

続かない』ということ。あるとき天然由来の葛

の花の効果を発見したことで、いつもの生活

を送りながらゆっくり、ラクにお腹の脂肪を

減らすことが可能になりました。」、「Ｑ本当

にウエストが細くなるの？」、「内臓脂肪だけ

に効くサプリでは実感力に欠けますが、『葛の

花サプリ』は内臓脂肪と皮下脂肪の両方を減

らすので、胴回りが細くなることがデータで

裏付けられています。」、「Ｑ他のサプリとは
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表示媒体 表示期間 表示内容 

何が違うの？」及び「多くの試験や論文発表を

経て『体重が減る』『ウエストが細くなる』こ

とが実証できました。この明確さこそが、他の

サプリとの違いです。」と記載。 

 内臓脂肪面積を示す腹部断面図と共に、「男

性だけじゃない！女性も内臓脂肪にご用

心！」、「内臓脂肪は男性の方がつきやすいと

思われがちですが、４０代以降、女性も内臓脂

肪がつきやすくなります。内臓脂肪が肥大化

し、くびれがなくなってきたら要注意です。」、

「内臓脂肪面積９８．２ｃｍ2」、「内臓脂肪

が多めの方の例 被験者：４０代女性」、「内

臓脂肪面積５４．４ｃｍ2」及び「内臓脂肪が

少なめの方の例 被験者：３０代女性」と記

載。 

 「『毎日飲むだけ』でお腹の脂肪が減少！」

及び「『葛の花サプリメント』の実力を、ぜひ

お試しください！」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し３０） 

平成２９年４月１１

日から同月２５日ま

での間 

 肥満気味の腹部の写真、頭を抱えている女

性の写真、目の前の料理を食べるか我慢する

か迷っている女性の写真及びしゃがみ込んで

悩んでいる女性の写真と共に、「毎日４粒

で！！」、「脂肪・体重・ウエストサイズを減

らす！」、「こんな方におすすめです！」、「き

つい運動したくない！」、「食事制限したくな

い！」及び「ガマンしたくない！」と記載。 

 「『葛の花サプリメント』続けられる３つの

理由」、「理由１ 一般的な食生活でＯＫ！」

及び「理由２ 無理なく結果を出せる！」と記

載。 

 「食べる量は変わらないのにジワジワ太る

…」と記載。 

 「つまり、食事量を減らすかもっと運動する

かしないと今の体重をキープすらできな

い！！」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「だから！今すぐ摂りたい」及び「『葛の

花』」、「理想的な体重減素材！」と記載。 

 葛の花イソフラボンにより脂肪を燃焼させ

る工場の作業工程を描いたイラストと共に、

「葛の花イソフラボン脂肪燃焼工場」、「３つ

の働きで脂肪を減らす！」、「１．脂肪の生成

を抑える」、「抑えるだけじゃなく、ちゃんと

減らしていかないとね」、「２．脂肪の分解を

促す」、「分解したら燃やさないとダメよ」、

「３．脂肪の燃焼を助ける」、「脂肪が細かい

ほど燃焼効率アップ！」、「脂肪の生成を抑え、

分解・燃焼を促して減量へ！」及び「溜まった

脂肪を減らすには、脂肪を分解･燃焼し、エネ

ルギーとして対外へ放出することが必要で

す。また、新たに脂肪を増やさないよう『生成

を抑える』ことも大切。いずれかひとつの働き

で脂肪減少サポートを謳うものもあります

が、『葛の花イソフラボン』はこの３つの働き

すべてを担うからこそ、無理をしないで脂肪

量を減らし、体重とウエストサイズを落とし

ていくことができるのです。」と記載。 

 目の前の料理を食べるか我慢するか迷って

いる女性の写真及び首をかしげて悩んでいる

女性の写真と共に、「無理な食事制限」、「き

つ～い運動」、「もう嫌！！」、「新体重減サ

プリメント」、「『歳をとるごとに太ってきた』

『腰周りが浮き輪のよう』。でも今さら食事制

限やきつい運動なんてできっこない…。そん

なあなたにはコレ！いつも通りの生活に『葛

の花サプリメント』を毎日４粒飲むと、たっぷ

りついてしまった脂肪を２０ｃｍ2も減らし

ます！」及び「『葛の花サプリメント』があれ

ば毎日合計約２，０００㎉食べても脂肪が

減！！」と記載。 

 「この臨床試験は、毎日平均２，０００㎉の

食事を摂りながら実施されました。つまり『一
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表示媒体 表示期間 表示内容 

般的な食生活でＯＫ！』ということ。辛い食事

制限もきつい運動もしていません！『葛の花

サプリメント』を毎日４粒飲むと、体重が！ウ

エストサイズが！お腹の脂肪が減るので

す！！」、「体重が！減！！」、「ウエスト周

囲径が！減！！」及び「お腹の脂肪が！

減！！」と記載。 

 「開発者に聞きました『無理は続かない－。

だから、“飲めばお腹がへこむ”そんなサプリ

を作りたかった』」、「多くの痩身法を研究し

てきた私たちが行き着いたのが、『無理は続か

ない』ということ。あるとき天然由来の葛の花

の効果を発見したことで、いつもの生活を送

りながらゆっくり、ラクにお腹の脂肪を減ら

すことが可能になりました。」、「Ｑ本当にウ

エストが細くなるの？」、「内臓脂肪だけに効

くサプリでは実感力に欠けますが、『葛の花イ

ソフラボン』は内臓脂肪と皮下脂肪の両方を

減らすので、胴回りが細くなることがデータ

で裏付けられています。」、「Ｑ他のサプリと

は何が違うの？」及び「多くの臨床試験や論文

発表を経て『体重が減る』『ウエストが細くな

る』ことが実証できました。この明確さこそ

が、他のサプリとの違いです。」と記載。 

 内臓脂肪面積を示す腹部断面図と共に、「男

性だけじゃない！女性も内臓脂肪にご用

心！」、「内臓脂肪は男性の方がつきやすいと

思われがちですが、４０代以降、女性も内臓脂

肪がつきやすくなります。内臓脂肪が肥大化

し、くびれがなくなってきたら要注意です。」、

「内臓脂肪面積９８．２ｃｍ2」、「内臓脂肪

が多めの方の例 被験者：４０代女性」、「内

臓脂肪面積５４．４ｃｍ2」及び「内臓脂肪が

少なめの方の例 被験者：３０代女性」と記

載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「『毎日４粒』でお腹の脂肪が減少！」及び

「『葛の花サプリメント』の実力を、ぜひお試

しください！」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し３１） 

平成２８年１２月１

日から平成２９年１

月３１日までの間 

「葛の花サプリメントスタートガイド－あ

なたの疑問にお答えします－」、「Ｑ．他のサ

プリと何が違うの？」、「Ａ 飲むだけでお腹

がへこむサプリです！ 今までの痩身サプリ

は、食事や摂取カロリーを制限したりきつい

運動を併用したり…。そのため一時的に痩せ

ることができても長く続けることができず、

理想の体型をキープすることが難しいものば

かりでした。そうした痩身サプリの弱点を苦

しさ辛さを感じることなく、安心して使い続

けることができ、しっかり脂肪を落とせる。そ

んなサプリの開発を目指し、ついに機能性表

示食品『葛の花サプリメント』を生み出しまし

た。」、「『飲むだけでお腹がへこむ』そんな

サプリを作りたかった」と記載。 

「Ｑ．本当に飲むだけで効果があるの？」、

「Ａ はい、いつも通りの生活でＯＫです！」

と記載。 

「この臨床試験は、毎日平均２０００㎉の

食事を摂りながら実施されました。つまり『い

つも通りに食べてもＯＫ！』ということ。辛い

辛い食事制限も、きつい運動も必要ありませ

ん。ふだんと変わらない生活を送りながら、サ

プリを飲み続けるだけでウエイトダウン・サ

イズダウンが可能です！」と記載。 

「Ｑ．なぜ脂肪が落ちていくのですか？」、

「Ａ ３つの機能で落とします！」、「脂肪の

燃焼を助ける」、「脂肪の分解を促す」、「脂

肪の生成を抑える」、「３つの機能で脂肪を減

らします！」、「主成分は『葛の花イソフラボ

ン』。よく知られた大豆イソフラボンとは種類

が異なり、カラダへの働きかけもまったく違

います。葛の花イソフラボンは、脂肪に対して



６３ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

３ステップでアプローチ。内臓脂肪と皮下脂

肪の両方を減少させ、ウエストサイズと体重

のダウンをサポートします。」「１２週間お使

いください！ ３つの機能が力を発揮するた

めには、ある程度の時間が必要です。上記の臨

床試験のように１２週間お使いいただければ

『葛の花サプリメント』の実力を実感できる

ことでしょう。」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し３２） 

平成２９年２月２１

日から同年５月３１

日までの間 

 「体重減 葛の花サプリメント」、「スリム

アップガイド」及び「スマートなあなたのため

に、このガイドをお役立てください」と記載。 

 「無理な食事制限、無理なトレーニング。」、

「無理は続きません。」と記載。 

 「ゆっくり、ラクにスリムになれる。」、「『分

解する』『燃焼させる』『作らせない』※脂肪

に働く３つの機能が皮下脂肪と内臓脂肪の両

方にアプローチ。」、「脂肪量を減らすことで

ウエストサイズを落とし、体重を減らしま

す。」及び「私たちがついに見つけた、理想の

痩身法です。」と記載。 

 腹部にメジャーを巻いた細身の女性の全身

写真と共に、「１２週間続けるとお腹の脂肪が

減ります。」と記載。 

 内臓脂肪面積を示す腹部断面図と共に、「内

臓脂肪が少なめの方の例［内臓脂肪面積：５

８．９ｃｍ2］」、「内臓脂肪が多めの方の例

［内臓脂肪面積：９３．８ｃｍ2」及び「腹部

をＣＴスキャンで撮影すると、脂肪の分布（画

像中の赤い部分）が判ります。そこから脂肪量

とその増減を知ることができます。」と記載。 

 肥満気味の腹部の男性の写真及び腹部を掴

んでいる女性の写真と共に、「脂肪とスリム

アップのメカニズム。」、「脂肪を減らす３つ

の機能」、「燃焼を助ける 分解を促す 生成

を抑える」、「脂肪が付いていくプロセスと同

様、減っていくときにもメカニズムがありま
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す。その理由を知って、効果的にスリムアップ

に活かしましょう。」、「無理なダイエットは

健康を害する危険もある」、「脂肪には皮下脂

肪と内臓脂肪があります。いずれも余分なエ

ネルギーが蓄積されたもので、これを落とす

のは簡単ではありません。ダイエットをすれ

ば、消費エネルギーよりも摂取エネルギーが

小さくなり、エネルギー不足を補うために脂

肪がどんどん燃焼され、短期間で痩せること

ができます。しかしリバウンドや健康を害し

やすいなど、多くの問題が残ります。」、「脂

肪の生成を抑えて分解、燃焼を促して減量

へ！」及び「『葛の花由来イソフラボン』は、

皮下脂肪・内臓脂肪の両方に作用します。ポイ

ントは効率よくかみ合う『３つの機能』。まず

新たな脂肪の生成を抑えて、脂肪の増加を防

ぎます。同時に、すでについてしまった余分な

脂肪の分解を促し、さらに燃焼を助けます。こ

れらの機能は、ひとつだけでは満足のいく結

果は出せません。３つの機能が働くことで脂

肪量を減らし、体重とウエストサイズを落と

していくのです。きつい食事制限や激しい運

動は、辛いだけでなく、時として健康を害する

ことにもつながります。でも『葛の花サプリメ

ント』なら、そうした心配はありません。」と

記載。 

 料理の写真、腹部にメジャーを巻いている

写真、商品パッケージ写真と共に、「続けられ

る３つの理由」、「ダイエットは続けるのがた

いへん。でも『葛の花サプリメント』なら大丈

夫。誰でも長く続けられる、３つの理由がある

のです。」、「理由１ ふだん通りの生活でＯ

Ｋ！『葛の花サプリメント』は、毎日欠かさず

飲み続けるだけ。無理な食事制限や激しい運

動をしなくても、いつも通りの生活のまま、脂

肪を落とせます。だから挫折することがあり
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ません。」及び「理由２ 無理なく結果を出せ

る！飲み続けることで効果が表れるのが『葛

の花サプリメント』の特徴。急激な変化ではな

く、長期にわたってゆっくり脂肪を減らして

いきます。体に無理な負担をかけず、目に見え

る結果を出せます。」と記載。 

 「Ｑ．本当に飲むだけで痩せるのでしょう

か？」、「Ａ．臨床試験によって、確認されて

います。臨床試験は１日平均２０００㎉の食

事を摂りながら実施されました。つまり一般

的な食事をして、あとは『葛の花サプリメン

ト』に含まれる葛の花由来イソフラボンを飲

むだけで、お腹の脂肪の減少が確認されてい

ます。」、「Ｑ．痩せたら、飲むのをやめても

良いのですか？」及び「Ａ．リバウンドすると

考えられます。『葛の花サプリメント』は長く

続けることで脂肪を減らしていくサプリで

す。使用を中止すると、生活習慣等によっては

リバウンドすることが考えられます。毎日の

健康維持のためにも、長くご愛用いただくこ

とをお勧めします。」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し３３） 

平成２８年９月１日

から同年１１月３０

日までの間 

 腹部にメジャーを何重にも巻き付けている

写真と共に、「新機能 皮下脂肪＆内臓脂肪に

強力アプローチ！」、「体重減 葛の花サプリ

メント」、「運動しなくても！」、「食事制限

しなくても！」、「あれこれガマンしなくて

も！」、「飲むだけで！」、「脂肪が２０ｃｍ2

も減っていく！」及び「きつい運動や食事制限

…そんなガマンはもういらない！『葛の花サ

プリ』を飲むだけで、あとはいつも通りの生活

でＯＫ。お腹にタップリついてしまったその

脂肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と記載。 

 「体重減 葛の花サプリメント」、「ついに

発見！」、「理想的な体重減素材！」、「『葛

の花』『葛の花サプリ』の主成分は『葛の花イ

ソフラボン』。そこに含まれるテクトリゲニン
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が脂肪の生成を抑えるとともに燃焼を促しま

す。そのため内臓脂肪と皮下脂肪の両方を減

少させ、お腹のスリムアップを助けてくれま

す。」及び「脂肪の生成を抑える×燃焼を促す」

と記載。 

商品同梱物 

（別添写し３４） 

平成２８年１２月１

日から平成２９年２

月２８日までの間 

 腹部にメジャーを何重にも巻き付けている

写真と共に、「新機能 皮下脂肪＆内臓脂肪に

強力アプローチ！」、「体重減 葛の花サプリ

メント」、「きつい運動しなくても！」、「食

事制限しなくても！」、「あれこれガマンしな

くても！」、「飲むだけで！」、「脂肪が２０

ｃｍ2も減っていく！」及び「きつい運動や食

事制限…そんなガマンはもういらない！『葛

の花サプリ』を飲むだけで、あとはいつも通り

の生活でＯＫ。お腹にタップリついてしまっ

たその脂肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と

記載。 

 「体重減 葛の花サプリメント」、「ついに

発見！」、「理想的な体重減素材！」、「『葛

の花』『葛の花サプリ』の主成分は『葛の花イ

ソフラボン』。そこに含まれるテクトリゲニン

類が脂肪の生成を抑えるとともに燃焼を促し

ます。そのため内臓脂肪と皮下脂肪の両方を

減少させ、お腹のスリムアップを助けてくれ

ます。」及び「脂肪の生成を抑える×燃焼を促

す」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し３５） 

平成２９年３月１日

から同年５月３１日

までの間 

 腹部にメジャーを何重にも巻き付けている

写真と共に、「新機能 皮下脂肪＆内臓脂肪に

強力アプローチ！」、「体重減 葛の花サプリ

メント」、「きつい運動しなくても！」、「食

事制限しなくても！」、「あれこれガマンしな

くても！」、「飲むだけで！」、「脂肪が２０

ｃｍ2も減っていく！」及び「きつい運動や食

事制限…そんなガマンはもういらない！『葛

の花サプリ』を飲むだけで、あとはいつも通り

の生活でＯＫ。お腹にタップリついてしまっ
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たその脂肪を、２０ｃｍ2も減らします！」と

記載。 

 「体重減 葛の花サプリメント」、「ついに

発見！」、「理想的な体重減素材！」、「『葛

の花』『葛の花サプリ』の主成分は『葛の花イ

ソフラボン』。そこに含まれるテクトリゲニン

類が脂肪の生成を抑えるとともに燃焼を促し

ます。そのため内臓脂肪と皮下脂肪の両方を

減少させ、お腹のスリムアップを助けてくれ

ます。」及び「脂肪の生成を抑える×燃焼を促

す」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３６） 

平成２８年８月４日  くびれたウエストに手を当てた写真及び商

品パッケージ写真と共に、「体重減少を助ける

機能があるイソフラボン配合。」及び「体重減」

と記載。 

 「体重、ウエスト周りはもちろん、内臓脂肪、

皮下脂肪も、スッキリ減少！」と記載。 

 「葛の花サプリメント」、「こんな方におす

すめ」、「☑お腹まわりが気になる」、「☑食

べることが大好き」、「☑健康診断のＢＭＩ値

が高い」及び「☑運動する時間がない」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３７） 

平成２８年８月７日  女性のへこんだ腹部の写真と共に、「お腹の

脂肪をスッキリ減少。」、「皮下脂肪も減少！」、

「こんな方におすすめ」、「☑お腹まわりが気

になる」、「☑食べることが大好き」、「☑健

康診断のＢＭＩ値が高い」及び「☑運動する時

間がない」と記載。 

 「内臓脂肪はもちろん、皮下脂肪まで！さら

に体重、ウエスト周りも、スッキリ減少！」と

記載。 

新聞広告 

（別添写し３８） 

平成２８年１１月７

日 

 くびれたウエストに手を当てた写真及び

唐揚げの写真と共に、「唐揚げはやめられな

い」、ケーキの写真と共に、「ケーキは別腹

なのよね」、お米の写真と共に、「おかわり

が当たり前」、「そんなあなたに！」、「体

重減」、「さぁ！食事の量を変えない新ダイ
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エットを！」、「毎日飲み続けることで、体

重がストン！」、「体重減少を助ける機能が

ある葛の花由来イソフラボン配合の『葛の

花サプリメント』。」、「食事も運動も今ま

でと同じなのに、葛の花由来イソフラボン

（テクトリゲニン類）が体重や内臓脂肪、皮

下脂肪をスッキリ減少！」、「『服のサイズ

がひとまわり大きくなった』『いつもスタイ

ルを見られていている気がする』年ととも

に気になる肥満ですが、毎日の食習慣は変

えづらいもの。そこでおすすめしたいのが、

『葛の花サプリメント』。葛の花由来の機能

性関与成分イソフラボン（テクトリゲニン

類）が気になる脂肪に強力アプローチ、毎日

飲み続けることでダイエットの強い味方に

なります。さあ！あなたも１日４粒。今の食

事量はそのままに、健康的でスリムな体型

を実感してください。」、「脂肪の生成を抑

える×分解促進×燃焼を促す 機能性関与

成分イソフラボン（テクトリゲニン類）」、

「こんな方におすすめ」、「☑お腹まわりが

気になる」、「☑健康診断のＢＭＩ値が高

い」、「☑食べることが大好き」及び「☑運

動する時間がない」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３９） 

平成２９年２月４日  「すっきり スリムニュース」、「食事の量

を変えない驚きの ※飲むだけダイエットサ

ポート。」、「ダイエットにお悩みの方々に朗

報。※飲むことで脂肪が減る、夢のようなサプ

リメントがついに誕生した。その名も『葛の花

サプリメント』。これからは無理な食事制限や

運動はしなくても･･･。」、腹部にメジャーを

何重にも巻き付けている写真、ケーキの写真

と共に、「こんなガマンは」、「口にできない 

大好物のスイーツ･･･」、お米の写真と共に、

「食事制限で少なめのご飯･･･」、疲れている

女性の写真と共に、「家事でクタクタの体で運
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動･･･」、「去年のスカートが入らないくらい、

お腹に脂肪がどっさり･･･」、「『最近、体重

計に乗るのが怖い』、『いつもスタイルを見ら

れている気がする』。「年齢を重ねるにつれ、

お腹についた脂肪、増えていく体重が気にな

り始める方も多いのではないか。厚生労働省

の調査でも、肥満の女性は歳とともに増加傾

向にあるという。肥満は、その人のスタイルは

もちろん、健康さえも妨げかねないリスクの

固まり。生活習慣から見直したいものだが、好

きな食べ物を我慢したり、毎日運動を続けた

りするのは一苦労だろう。『ダイエットを始め

たけれど、早々に諦めてしまった』という苦い

経験も、誰しも少なくないはずだ。」、「葛の

花由来のイソフラボンなら飲むことで脂肪減

少！」、「そこでオススメしたいのが、葛の花

由来イソフラボンが配合された『葛の花サプ

リメント』。大豆で有名なイソフラボンは、種

類によってさまざまな働きがあるが、葛の花

由来イソフラボン（テクトリゲニン類）には、

なんと脂肪を減少する機能性が報告されてい

るという。『葛の花サプリメント』は、毎日の

習慣を変えずに１日４粒（目安）飲むだけ。ダ

イエットを断念した方には、救世主と言える

サプリメントだ。」、「開発者に直撃 教えて！

葛の花サプリメント」、「Ｑ ダイエットサプ

リって色々あるけど、何が違うの？」、「多く

の試験や論文から、体重減効果をしっかりと

確認。この明確な機能性こそが、他の食品との

違いです。」、「Ｑ 本当にウエストが細くな

るの？」及び「はい。『葛の花サプリメント』

は、皮下脂肪と内臓脂肪の両方を減らすため、

実感しやすいことも特長です。」と記載。 

 「トリプル作用で、お腹の脂肪がググッとー

２０cm2！」、「飲むことでお腹がへこむとい

う『葛の花サプリメント』。『そんなうまい話
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があるわけがない･･･』と、いまいち信用でき

ない方も多いだろう。そこで、実際の研究でも

証明された、脂肪減少効果をお伝えしたい。ど

のように脂肪を減らしていくのか、そのメカ

ニズムにも目が離せない。」、「機能性表示食

品だから、効果がはっきり実感！」、「『葛の

花サプリメント』は、機能性表示食品葛の花由

来イソフラボンによる、『体重・お腹の脂肪・

ウエストサイズの減少を助ける力』が、科学的

に確認されている。ある研究では、体重および

ウエスト周囲径が低下したほか、腹部全脂肪

面積が２０cm2も減少したという報告がある。

科学的根拠に裏付けされた健康食品は、世の

中にそう多くはない。結果に期待できるから

続けられる、それも『葛の花サプリメント』の

魅力の一つだ。」、「では、どういったメカニ

ズムで脂肪が減少するのかというと、そこに

は脂肪の生成を抑え、脂肪の分解と燃焼を促

進するという、３つの働きがあるらしい。しか

も、皮下脂肪はもちろん、内臓脂肪にもアプ

ローチするそうだ。効率的なダイエットを、飲

むサプリメントでできるとは驚きである。『葛

の花サプリメント』、ぜひあなたもご実感いた

だきたい。」、「葛の花由来イソフラボンの３

つの働き」及び「皮下脂肪・内臓脂肪の生成を

抑える×分解促進×燃焼を促す」と記載。 

 腹部が出ている人のシルエットのイラスト

と共に、「５０・６０代。落ちない脂肪、減ら

ない体重。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４０） 

平成２９年２月２６

日 

 「すっきり スリムニュース」、「食事の量

を変えない驚きの ※飲むだけダイエットサ

ポート。」、「ダイエットにお悩みの方々に朗

報。※飲むことで脂肪が減る、夢のようなサプ

リメントがついに誕生した。その名も『葛の花

サプリメント』。これからは無理な食事制限や

運動はしなくても･･･。」、腹部にメジャーを
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表示媒体 表示期間 表示内容 

何重にも巻き付けている写真、ケーキの写真

と共に、「こんなガマンは」、「口にできない 

大好物のスイーツ･･･」、お米の写真と共に、

「食事制限で少なめのご飯･･･」、疲れている

女性の写真と共に、「家事でクタクタの体で運

動･･･」、「去年のスカートが入らないくらい

お腹に脂肪がどっさり･･･」、「『最近、体重

計に乗るのが怖い』、『いつもスタイルを見ら

れている気がする』。「年齢を重ねるにつれ、

お腹についた脂肪、増えていく体重が気にな

り始める方も多いのではないか。厚生労働省

の調査でも、肥満の女性は歳とともに増加傾

向にあるという。肥満は、その人のスタイルは

もちろん、健康さえも妨げかねないリスクの

固まり。生活習慣から見直したいものだが、好

きな食べ物を我慢したり、毎日運動を続けた

りするのは一苦労だろう。『ダイエットを始め

たけれど、早々に諦めてしまった』という苦い

経験も、誰しも少なくないはずだ。」、「葛の

花由来イソフラボンなら飲むことで脂肪減

少！」、「そこでオススメしたいのが、葛の花

由来のイソフラボンが配合された『葛の花サ

プリメント』。大豆で有名なイソフラボンは、

種類によってさまざまな働きがあるが、葛の

花由来イソフラボン（テクトリゲニン類）に

は、なんと脂肪を減少する機能性が報告され

ているという。『葛の花サプリメント』は、毎

日の習慣を変えずに１日４粒（目安）飲むだ

け。ダイエットを断念した方には、救世主と言

えるサプリメントだ。」、「開発者に直撃 教

えて！葛の花サプリメント」、「Ｑ.ダイエッ

トサプリって色々あるけど、何が違うの？」、

「多くの試験や論文から、体重減効果をしっ

かりと確認。この明確な機能性こそが、他の食

品との違いです。」、「Ｑ.本当にウエストが

細くなるの？」及び「はい。『葛の花サプリメ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ント』は、皮下脂肪と内臓脂肪の両方を減らす

ため、実感しやすいことも特長です。」と記載。 

 「トリプル作用で、お腹の脂肪がググッとー

２０cm2！」、「飲むことでお腹がへこむとい

う『葛の花サプリメント』。『そんなうまい話

があるわけがない･･･』と、いまいち信用でき

ない方も多いだろう。そこで、実際の研究でも

証明された、脂肪減少効果をお伝えしたい。ど

のように脂肪を減らしていくのか、そのメカ

ニズムにも目が離せない。」、「機能性表示食

品だから、効果がはっきり実感！」、「『葛の

花サプリメント』は、機能性表示食品葛の花由

来イソフラボンによる、『体重・お腹の脂肪・

ウエストサイズの減少を助ける力』が、科学的

に確認されている。ある研究では、体重および

ウエスト周囲径が低下したほか、腹部全脂肪

面積が２０ｃｍ2も減少したという報告があ

る。科学的根拠に裏付けされた健康食品は、世

の中にそう多くはない。結果に期待できるか

ら続けられる、それも『葛の花サプリメント』

の魅力の一つだ。」、「では、どういったメカ

ニズムで脂肪が減少するのかというと、そこ

には脂肪の生成を抑え、脂肪の分解と燃焼を

促進するという、３つの働きがあるらしい。し

かも、皮下脂肪はもちろん、内臓脂肪にもアプ

ローチするそうだ。効率的なダイエットを、飲

むサプリメントでできるとは驚きである。『葛

の花サプリメント』、ぜひあなたもご実感いた

だきたい。」、「葛の花由来イソフラボンの３

つの働き」及び「皮下脂肪・内臓脂肪の生成を

抑える×分解促進×燃焼を促す」と記載。 

 腹部が出ている人のシルエットのイラスト

と共に、「５０・６０代。落ちない脂肪、減ら

ない体重。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４１） 

平成２９年２月２６

日 

 くびれたウエストに手を当てた写真及び内

臓脂肪の断面図の写真と共に、「こんなにある
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表示媒体 表示期間 表示内容 

脂肪が」、「肥満気味な方の体脂肪ニュース」、

「肥満気味のあなたに朗報！」、「体重、内臓

脂肪、皮下脂肪、ウエスト周囲径の減少をサ

ポート。」、「ダイエットにお悩みの方々へ。

※飲むことで体重やウエスト周囲径、脂肪のダ

ウンをサポートする、葛の花由来イソフラボ

ン（テクトリゲニン類による）が配合された、

『葛の花サプリメント』が誕生した。ぜひ、お

試しいただきたい。」、「気になる体重や、お

腹周りの脂肪。最近、肥満気味？」、「『最近、

体重計に乗るのが怖い』、『ウエストサイズが

気になる』など･･･。お腹にたっぷりとついた

脂肪、増えていく体重が気になり始める方も

多いのではないか。事実、厚生労働省の調査で

も、肥満気味の女性は年齢とともに増加傾向

にあるという。肥満気味の方は、健康的な生活

を送るために、体重・ウエスト周囲径・内臓脂

肪などに注意をすることが大切だ。そのため

には、摂取カロリーや栄養バランスを考えた

り、適度な運動を行うなどの生活習慣の見直

しも必要。それに加えて何かできることをお

探しの方もいるだろう。」、「葛の花由来、イ

ソフラボンが脂肪の減少をサポート。」及び

「そこでオススメしたいのが、葛の花由来イ

ソフラボンが配合された『葛の花サプリメン

ト』。さまざまな種類があるイソフラボンの中

でも、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニ

ン類として）には、脂肪を減少する機能性が報

告されているという。１日４粒飲むだけで葛

の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と

して）がダイエットをサポートしてくれるの

だ。」と記載。 

 「体重・ウエスト周囲径・脂肪の減少をサ

ポートすることが報告されている、葛の花由

来イソフラボン（テクトリゲニン類による）が

配合された、『葛の花サプリメント』。「そん
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表示媒体 表示期間 表示内容 

なうまい話があるわけがない･･･」と、いまい

ち信用できない方も多いだろう。そこで、実際

の研究でも報告された、脂肪減少効果をお伝

えしたい。」、「葛の花由来イソフラボンの３

つの働き」、「皮下脂肪・内臓脂肪の生成を抑

える×分解促進×燃焼を促す」、「機能性につ

いて科学的根拠が、研究により報告。」及び

「『葛の花サプリメント』は、科学的に効果が

確認されている、機能性表示食品。ある研究で

は、体重およびウエスト周囲径が低下したほ

か、腹部全脂肪面積が１２週間で２０ｃｍ2も

減少したという報告がされている。科学的根

拠に裏付けされた健康食品は、世の中にそう

多くはない。結果に期待できるから続けられ

る、それも葛の花由来イソフラボン（テクトリ

ゲニン類として）を配合した、『葛の花サプリ

メント』ならではの魅力の一つだ。では、どう

いったメカニズムで肥満気味の方の脂肪が減

少するのかというと、そこには脂肪の生成を

抑え、脂肪の分解と燃焼を促進するという、３

つの働きがあるらしい。しかも、皮下脂肪はも

ちろん、内臓脂肪にもアプローチするそうだ。

『葛の花サプリメント』、ぜひダイエットにお

悩みのあなたにこそ、お試しいただきたい。」

と記載。 

 腹部が出ている人のシルエットのイラスト

と共に、「落としたい脂肪、減らしたい体重。」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し４２） 

平成２９年３月１２

日 

 くびれたウエストに手を当てた写真及び

商品パッケージの写真と共に、「落としたい

脂肪、減らしたい体重。」、「体重減少を助

ける機能があるイソフラボン配合。」、「体

重、ウエスト周りはもちろん、内臓脂肪、皮

下脂肪も、スッキリ減少！」、「見た目はも

ちろん健康にも関わる肥満。何とかしたい

と思っていても、毎日の生活習慣は変えづ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

らいものですよね。そこでおすすめしたい

のが、『葛の花サプリメント』。葛の花由来

の機能性関与成分イソフラボンが気になる

脂肪にアプローチ、健康ダイエットをしっ

かりとサポートします。」及び「『青汁三昧』

でおなじみ！テレビショッピング研究所初

の機能性表示食品 葛の花サプリメント」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し４３） 

平成２９年３月１９

日 

 くびれたウエストに手を当てた写真及び内

臓脂肪の断面図の写真と共に、「こんなにある

脂肪が」、「肥満気味な方の体脂肪ニュース」、

「肥満気味のあなたに朗報！」、「体重、内臓

脂肪、皮下脂肪、ウエスト周囲径の減少をサ

ポート。」、「ダイエットにお悩みの方々へ。

※飲むことで体重やウエスト周囲径、脂肪のダ

ウンをサポートする、葛の花由来イソフラボ

ン（テクトリゲニン類による）が配合された、

「葛の花サプリメント」が誕生した。ぜひ、お

試しいただきたい。」、「気になる体重や、お

腹周りの脂肪。最近、肥満気味？」、「『最近、

体重計に乗るのが怖い』、『ウエストサイズが

気になる』など･･･。お腹にたっぷりとついた

脂肪、増えていく体重が気になり始める方も

多いのではないか。事実、厚生労働省の調査で

も、肥満気味の女性は年齢とともに増加傾向

にあるという。肥満気味の方は、健康的な生活

を送るために、体重・ウエスト周囲径・内臓脂

肪などに注意をすることが大切だ。そのため

には、摂取カロリーや栄養バランスを考えた

り、適度な運動を行うなどの生活習慣の見直

しも必要。それに加えて何かできることをお

探しの方もいるだろう。」、「葛の花由来、イ

ソフラボンが脂肪の減少をサポート。」及び

「そこでオススメしたいのが、葛の花由来イ

ソフラボンが配合された『葛の花サプリメン

ト』。さまざまな種類があるイソフラボンの中
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でも、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニ

ン類として）には、脂肪を減少する機能性が報

告されているという。１日４粒飲むだけで葛

の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と

して）がダイエットをサポートしてくれるの

だ。」と記載。 

 「体重・ウエスト周囲径・脂肪の減少をサ

ポートすることが報告されている、葛の花由

来イソフラボン（テクトリゲニン類による）が

配合された、『葛の花サプリメント』。『そん

なうまい話があるわけがない･･･』と、いまい

ち信用できない方も多いだろう。そこで、実際

の研究でも報告された、脂肪減少効果をお伝

えしたい。」、「葛の花由来イソフラボンの３

つの働き」、「皮下脂肪・内臓脂肪の生成を抑

える×分解促進×燃焼を促す」、「機能性につ

いて科学的根拠が、研究により報告。」及び

「『葛の花サプリメント』は、科学的に効果が

確認されている、機能性表示食品。ある研究で

は、体重およびウエスト周囲径が低下したほ

か、腹部全脂肪面積が１２週間で２０cm2も減

少したという報告がされている。科学的根拠

に裏付けされた健康食品は、世の中にそう多

くはない。結果に期待できるから続けられる、

それも葛の花由来イソフラボン（テクトリゲ

ニン類として）を配合した、『葛の花サプリメ

ント』ならではの魅力の一つだ。では、どう

いったメカニズムで肥満気味の方の脂肪が減

少するのかというと、そこには脂肪の生成を

抑え、脂肪の分解と燃焼を促進するという、３

つの働きがあるらしい。しかも、皮下脂肪はも

ちろん、内臓脂肪にもアプローチするそうだ。

『葛の花サプリメント』、ぜひダイエットにお

悩みのあなたにこそ、お試しいただきたい。」

と記載。 
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 腹部が出ている人のシルエットのイラスト

と共に、「落としたい脂肪、減らしたい体重。」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し４４） 

平成２９年３月２７

日 

 くびれたウエストに手を当てた写真及び内

臓脂肪の断面図の写真と共に、「こんなにある

脂肪が」、「肥満気味な方の体脂肪ニュース」、

「肥満気味のあなたに朗報！」、「体重、内臓

脂肪、皮下脂肪、ウエスト周囲径の減少をサ

ポート。」、「ダイエットにお悩みの方々へ。

※飲むことで体重やウエスト周囲径、脂肪のダ

ウンをサポートする、葛の花由来イソフラボ

ン（テクトリゲニン類による）が配合された、

『葛の花サプリメント』が誕生した。ぜひ、お

試しいただきたい。」、「気になる体重や、お

腹周りの脂肪。最近、肥満気味？」、「『最近、

体重計に乗るのが怖い』、『ウエストサイズが

気になる』など･･･。お腹にたっぷりとついた

脂肪、増えていく体重が気になり始める方も

多いのではないか。事実、厚生労働省の調査で

も、肥満気味の女性は年齢とともに増加傾向

にあるという。肥満気味の方は、健康的な生活

を送るために、体重・ウエスト周囲径・内臓脂

肪などに注意をすることが大切だ。そのため

には、摂取カロリーや栄養バランスを考えた

り、適度な運動を行うなどの生活習慣の見直

しも必要。それに加えて何かできることをお

探しの方もいるだろう。」、「葛の花由来、イ

ソフラボンが脂肪の減少をサポート。」及び

「そこでオススメしたいのが、葛の花由来イ

ソフラボンが配合された『葛の花サプリメン

ト』。さまざまな種類があるイソフラボンの中

でも、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニ

ン類として）には、脂肪を減少する機能性が報

告されているという。１日４粒飲むだけで葛

の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と
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して）がダイエットをサポートしてくれるの

だ。」と記載。 

 「体重・ウエスト周囲径・脂肪の減少をサ

ポートすることが報告されている、葛の花由

来イソフラボン（テクトリゲニン類による）が

配合された、『葛の花サプリメント』。『そん

なうまい話があるわけがない･･･』と、いまい

ち信用できない方も多いだろう。そこで、実際

の研究でも報告された、脂肪減少効果をお伝

えしたい。」、「葛の花由来イソフラボンの３

つの働き」、「皮下脂肪・内臓脂肪の生成を抑

える×分解促進×燃焼を促す」、「機能性につ

いて科学的根拠が、研究により報告。」及び

「『葛の花サプリメント』は、科学的に効果が

確認されている、機能性表示食品。ある研究で

は、体重およびウエスト周囲径が低下したほ

か、腹部全脂肪面積が１２週間で２０ｃｍ2も

減少したという報告がされている。科学的根

拠に裏付けされた健康食品は、世の中にそう

多くはない。結果に期待できるから続けられ

る、それも葛の花由来イソフラボン（テクトリ

ゲニン類として）を配合した、『葛の花サプリ

メント』ならではの魅力の一つだ。では、どう

いったメカニズムで肥満気味の方の脂肪が減

少するのかというと、そこには脂肪の生成を

抑え、脂肪の分解と燃焼を促進するという、３

つの働きがあるらしい。しかも、皮下脂肪はも

ちろん、内臓脂肪にもアプローチするそうだ。

『葛の花サプリメント』、ぜひダイエットにお

悩みのあなたにこそ、お試しいただきたい。」

と記載。 

 腹部が出ている人のシルエットのイラスト

と共に、「落としたい脂肪、減らしたい体重。」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し４５） 

平成２９年３月３１

日 

 くびれたウエストに手を当てた写真及び内

臓脂肪の断面図の写真と共に、「こんなにある
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表示媒体 表示期間 表示内容 

脂肪が」、「肥満気味な方の体脂肪ニュース」、

「肥満気味のあなたに朗報！」、「体重、内臓

脂肪、皮下脂肪、ウエスト周囲径の減少をサ

ポート。」、「ダイエットにお悩みの方々へ。

※飲むことで体重やウエスト周囲径、脂肪のダ

ウンをサポートする、葛の花由来イソフラボ

ン（テクトリゲニン類による）が配合された、

「葛の花サプリメント」が誕生した。ぜひ、お

試しいただきたい。」、「気になる体重や、お

腹周りの脂肪。最近、肥満気味？」、「『最近、

体重計に乗るのが怖い』、『ウエストサイズが

気になる』など･･･。お腹にたっぷりとついた

脂肪、増えていく体重が気になり始める方も

多いのではないか。事実、厚生労働省の調査で

も、肥満気味の女性は年齢とともに増加傾向

にあるという。肥満気味の方は、健康的な生活

を送るために、体重・ウエスト周囲径・内臓脂

肪などに注意をすることが大切だ。そのため

には、摂取カロリーや栄養バランスを考えた

り、適度な運動を行うなどの生活習慣の見直

しも必要。それに加えて何か出来ることをお

探しの方もいるだろう。」、「葛の花由来、イ

ソフラボンが脂肪の減少をサポート。」及び

「そこでオススメしたいのが、葛の花由来イ

ソフラボンが配合された『葛の花サプリメン

ト』。さまざまな種類があるイソフラボンの中

でも、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニ

ン類として）には、脂肪を減少する機能性が報

告されているという。１日４粒飲むだけで葛

の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と

して）がダイエットをサポートしてくれるの

だ。」と記載。 

 「体重・ウエスト周囲径・脂肪の減少をサ

ポートすることが報告されている、葛の花由

来イソフラボン（テクトリゲニン類による）が

配合された、『葛の花サプリメント』。『そん
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表示媒体 表示期間 表示内容 

なうまい話があるわけがない･･･』と、いまい

ち信用できない方も多いだろう。そこで、実際

の研究でも報告された、脂肪減少効果をお伝

えしたい。」、「葛の花由来イソフラボンの３

つの働き」、「皮下脂肪・内臓脂肪の生成を抑

える×分解促進×燃焼を促す」、「機能性につ

いて科学的根拠が、研究により報告。」及び

「『葛の花サプリメント』は、科学的に効果が

確認されている、機能性表示食品。ある研究で

は、体重およびウエスト周囲径が低下したほ

か、腹部全脂肪面積が１２週間で２０ｃｍ2も

減少したという報告がされている。科学的根

拠に裏付けされた健康食品は、世の中にそう

多くはない。結果に期待できるから続けられ

る、それも葛の花由来イソフラボン（テクトリ

ゲニン類として）を配合した、『葛の花サプリ

メント』ならではの魅力の一つだ。では、どう

いったメカニズムで肥満気味の方の脂肪が減

少するのかというと、そこには脂肪の生成を

抑え、脂肪の分解と燃焼を促進するという、３

つの働きがあるらしい。しかも、皮下脂肪はも

ちろん、内臓脂肪にもアプローチするそうだ。

『葛の花サプリメント』、ぜひダイエットにお

悩みのあなたにこそ、お試しいただきたい。」

と記載。 

 腹部が出ている人のシルエットのイラスト

と共に、「落としたい脂肪、減らしたい体重。」

と記載。 

テレビ放送 

（別添写し４６） 

平成２９年１月１３

日から同年１月２６

日までの間及び同年

２月２日から同年５

月１１日までの間 

女性がジーンズのウエストサイズに隙間が

あることを見せている映像と共に、「体重、ウ

エスト周囲径、さらに内臓脂肪まで減らして

くれるサプリメントがついにできました」と

いう音声、女性がお腹をつまんでいる映像と

共に、「お腹の脂肪が気になる方」との音声等

を放送。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

テレビ放送 

（別添写し４７） 

平成２９年２月５日、

同月８日、同月１０

日、同月１３日から同

年３月１９日までの

間、同月２１日から同

月３１日までの間、同

年４月２日から同月

６日までの間、同月８

日から同月１０日ま

での間、同月１２日か

ら同月１４日までの

間、同月１６日から同

月２０日までの間、同

月２３日、同月２４日

及び同月２６日から

同年５月２日までの

間 

女性がジーンズのウエストサイズに隙間が

あることを見せている映像と共に、「体重、ウ

エスト周囲径、さらに内臓脂肪まで減らして

くれるサプリメントがついにできました。」と

いう音声、女性がお腹をつまんでいる映像と

共に、「お腹の脂肪が気になる方」との音声等

を放送。 

テレビ放送 

（別添写し４８） 

平成２９年３月１７

日から同月２３日ま

での間、同年３月２５

日から同年５月８日

までの間及び同年５

月１０日から同年５

月１２日までの間 

男性がズボンのウエストのチャックを閉め

られない映像、女性がお腹をつまんでいる映

像と共に、「肥満気味な方、体重や BMI が気

になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト

の周囲径が気になるという方、そういった皆

様方に適しているのが、『体重減葛の花サプリ

メント』なんです」との音声等を放送。 

テレビ放送 

（別添写し４９） 

平成２９年４月３日、

同月７日、同月１１

日、同月１７日、同月

２１日、同月２３日及

び同月２５日 

男性がズボンのウエストのチャックを閉め

られない映像と共に、「体重が気になる方」と

いう音声、女性がお腹をつまんでいる映像と

共に、「お腹の脂肪が気になる方」との音声等

を放送。 

テレビ放送 

（別添写し５０） 

平成２８年７月１９

日から同月２６日ま

での間、同月２９日、

同年８月１日から同

月９日までの間、同月

１２日から同月２５

日までの間、同月２９

女性がお腹をつまんでいる映像、男性がズ

ボンのウエストを締められない映像と共に、

「増えてしまった体重、ポッコリお腹でズボ

ンが履けない、内臓脂肪も気になる、運動は大

変だし、でもこのお腹なんとかしたい」との音

声等を放送。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

日から同年９月１日

までの間、同月３日か

ら同月２１日までの

間、同月２３日から同

年１０月１７日まで

の間、同月１９日から

同月２７日までの間、

同月２９日から同年

１１月１日までの間、

同月４日、同月７日、

同月１０日、同月１２

日、同月１６日、同月

１７日、同月２０日、

同月２１日、同月２５

日、同月２８日、同月

２９日、平成２９年１

月２日、同月１３日か

ら同月２０日までの

間、同月２２日、同月

２３日、同月２５日、

同月２７日、同月２９

日、同年２月１日から

同月１０日までの間、

同月１２日から同年

４月７日までの間、同

月９日から同月１１

日までの間、同月１３

日、同月１６日から同

月１９日までの間、同

月２１日から同月２

５日までの間、同月２

７日、同月２８日、同

月３０日及び同年５

月３日 

テレビ放送 

（別添写し５１） 

平成２８年８月５日、

同月７日、同月１１日

ジーンズのウエストサイズに隙間があるこ

とを見せている映像と共に、「嘘じゃないんで
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表示媒体 表示期間 表示内容 

から同月２３日まで

の間、同月２５日、同

月２６日、同月２９

日、同年９月１日、同

月２日、同月４日から

同月２８日までの間、

同月３０日から同年

１０月３日までの間、

同月５日から同月１

０日までの間、同月１

２日、同月１５日から

同月２０日までの間、

同月２２日、同月２３

日、同月２５日、同月

２６日、同月２８日か

ら同月３１日までの

間、同年１１月２日か

ら同月６日までの間、

同月８日から同月１

７日までの間、同月１

９日、同月２２日、同

月２５日、同月２６

日、同月２８日から同

月３０日までの間、同

年１２月１２日から

同月２０日までの間、

同月２２日から平成

２９年４月１３日ま

での間、同月１５日、

同月１８日、同月１９

日、同月２１日、同月

２２日、同月２８日、

同月２９日及び同年

５月２日から同月４

日までの間 

す。葛の花由来イソフラボンのはたらきで体

重、ウエスト周囲径、さらに内臓脂肪まで減ら

してくれるサプリメントがついに出来まし

た。『機能性表示食品 体重減 葛の花サプリメ

ント』」という音声、男性がズボンのウエスト

のチャックを閉められない映像と共に、「肥満

気味な方、体重が気になる方、お腹周りの脂肪

が気になる方に飲んで欲しい、機能性表示食

品 体重減 葛の花サプリメント」との音声等

を放送。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

テレビ放送 

（別添写し５２） 

平成２９年２月１５

日から同月２１日ま

での間、同月２３日か

ら同年５月２日まで

の間及び同月４日 

男性がズボンのウエストのチャックを閉め

られない画像を背景として肝臓で脂肪の合成

を抑制するイメージの映像と共に、「葛の花由

来イソフラボンには、肝臓で脂肪の合成を抑

え、さらには脂肪の分解、そして燃焼を促進す

る働きが報告されています。だから、肥満気味

な方、体重が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪

といったお腹の脂肪が気になる方、ウエスト

周りが気になる方に適した食品なんです。」と

の音声等を放送。 

テレビ放送 

（別添写し５３） 

平成２９年２月２３

日から同月２５日ま

での間、同月２８日、

同年３月１日、同月６

日、同月７日、同月９

日、同月１３日、同月

１７日、同月２０日、

同月２２日、同月２５

日、同月２６日、同月

２８日、同月３１日、

同年４月５日、同月６

日、同月１０日、同月

１２日から同年５月

４日までの間及び同

月６日 

男性がズボンのウエストのチャックを閉め

られない画像を背景として肝臓で脂肪の合成

を抑制するイメージの映像と共に、「葛の花由

来イソフラボンには、肝臓で脂肪の合成を抑

え、さらには脂肪の分解、そして燃焼を促進す

る働きが報告されています。だから、肥満気味

な方、体重が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪

といったお腹の脂肪が気になる方、ウエスト

周りが気になる方に適した食品なんです。」と

の音声等を放送。 

テレビ放送 

（別添写し５４） 

平成２９年３月６日、

同月７日、同月９日、

同月１０日、同月１５

日、同月１７日、同月

２０日、同月２２日、

同月２９日、同年４月

３日、同月７日から同

月９日までの間、同月

１１日から同月１３

日までの間、同月２５

日、同月２７日から同

男性がズボンのウエストを締められない画

像を背景として肝臓で脂肪の合成を抑制する

イメージの映像と共に、「葛の花由来イソフラ

ボンには、肝臓で脂肪の合成を抑え、さらには

脂肪の分解、そして燃焼を促進する働きが報

告されています。だから、肥満気味な方、体重

が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪といったお

腹の脂肪が気になる方、ウエスト周りが気に

なる方に適した食品なんです。」との音声等を

放送。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

月３０日までの間、同

年５月３日及び同月

４日 

テレビ放送 

（別添写し５５） 

平成２９年３月８日

から同月１５日まで

の間、同月１９日、同

月２０日、同月２６

日、同月２８日、同月

３１日、同年４月１日

から同月３日までの

間、同月５日から同月

７日までの間、同月１

０日、同月１１日、同

月１６日、同月１７

日、同月１９日、同月

２０日、同月２２日か

ら同月２４日までの

間及び同月２６日か

ら同月３０日までの

間 

男性がズボンのウエストを締められない画

像を背景として肝臓で脂肪の合成を抑制する

イメージの映像と共に、「葛の花由来イソフラ

ボンには、肝臓で脂肪の合成を抑え、さらには

脂肪の分解、そして燃焼を促進する働きが報

告されています。だから、肥満気味な方、体重

が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪といったお

腹の脂肪が気になる方、ウエスト周りが気に

なる方に適した食品なんです。」との音声等を

放送。 

テレビ放送 

（別添写し５６） 

平成２８年１１月５

日から同月８日まで

の間、同月１０日から

同月１２日までの間、

同月１４日から同月

３０日までの間、平成

２９年１月１７日か

ら同月１９日までの

間、同月２１日から同

月２３日までの間、同

月２５日から同月３

０日までの間、同年２

月２日から同月８日

までの間、同月１３日

から同月２５日まで

の間、同月２８日から

女性の痩せたお腹周りを映して「ウエスト

周りもサイズダウン！」と記載した映像と共

に、「ウエスト周りもサイズダウン」との音声

等を放送。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

同年３月３日までの

間、同月６日から同月

１０日までの間、同月

１３日から同月１８

日までの間、同月２１

日から同月２５日ま

での間、同月２９日、

同月３０日、同年４月

２日から同月６日ま

での間及び同月１０

日から同年５月１日

までの間 

テレビ放送 

（別添写し５７） 

平成２９年４月２６

日 

男性がズボンのウエストを締められない画

像を背景として肝臓で脂肪の合成を抑制する

イメージの映像と共に、「葛の花由来イソフラ

ボンには、肝臓で脂肪の合成を抑え、さらには

脂肪の分解、そして燃焼を促進する働きが報

告されています。だから、肥満気味な方、体重

が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪といったお

腹の脂肪が気になる方、ウエスト周りが気に

なる方に適した食品なんです。」との音声等を

放送。 

テレビ放送 

（別添写し５８） 

平成２９年４月２８

日及び同年５月４日 

男性がズボンのウエストを締められない画

像を背景として肝臓で脂肪の合成を抑制する

イメージの映像と共に、「葛の花由来イソフラ

ボンには、肝臓で脂肪の合成を抑え、さらには

脂肪の分解、そして燃焼を促進する働きが報

告されています。だから、肥満気味な方、体重

が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪といったお

腹の脂肪が気になる方、ウエスト周りが気に

なる方に適した食品なんです。」との音声等を

放送。 

テレビ放送 

（別添写し５９） 

平成２８年８月５日

から同月１１日まで

の間、同月１３日から

同月２１日までの間、

ジーンズのウエストサイズに隙間があるこ

とを見せている映像と共に、「嘘じゃないんで

す。葛の花由来イソフラボンの働きで体重、ウ

エスト周囲径、さらに内臓脂肪まで減らして
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表示媒体 表示期間 表示内容 

同月２３日から同月

２５日までの間、同年

９月５日から同月８

日までの間、同月１６

日、同月１８日、同月

１９日、同月２１日、

同年１０月３日、同月

６日から同月８日ま

での間、同月１０日か

ら同月１２日までの

間、同月１４日、同月

１５日、同月１７日、

同月１８日、同月２１

日から同月３０日ま

での間、同年１１月２

日、同月６日、同月１

０日から同月１９日

までの間、同月２１

日、同月２３日、同月

２４日、同年１２月２

３日から同月３１日

までの間、平成２９年

１月４日から同月１

４日までの間、同月１

６日から同年４月１

４日までの間、同月２

１日から同月２７日

までの間、同月２９

日、同年５月１日、同

月３日及び同月４日 

くれるサプリメントがついにできました。機

能性表示食品 体重減 葛の花サプリメント」

との音声等を放送。 

テレビ放送 

（別添写し６０） 

平成２９年２月１８

日、同月２４日、同月

２５日、同月２７日、

同月２８日から同年

３月３日までの間、同

月５日から同月９日

男性がズボンのウエストを締められない画

像を背景として肝臓で脂肪の合成を抑制する

イメージの映像と共に、「葛の花由来イソフラ

ボンには、肝臓で脂肪の合成を抑え、さらには

脂肪の分解、そして燃焼を促進する働きが報

告されています。だから、肥満気味な方、体重



８８ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

までの間、同月１１日

から同月１４日まで

の間、同月１６日、同

月１８日から同月２

３日までの間、同月２

５日から同月３１日

までの間、同年４月２

日、同月４日から同月

９日までの間、同月１

１日、同月１２日、同

月１４日から同月１

７日までの間、同月１

９日、同月２１日から

同月２５日までの間、

同月２７日、同月２９

日、同月３０日及び同

年５月７日 

が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪といったお

腹の脂肪が気になる方、ウエスト周りが気に

なる方に適した食品なんです。」との音声等を

放送。 

テレビ放送 

（別添写し６１） 

平成２９年４月１日

から同月４日までの

間、同月６日、同月７

日、同月９日、同月１

０日、同月１２日及び

同月１４日から同年

５月４日までの間 

男性がズボンのウエストを締められない画

像を背景として肝臓で脂肪の合成を抑制する

イメージの映像と共に、「葛の花由来イソフラ

ボンには、肝臓で脂肪の合成を抑え、さらには

脂肪の分解、そして燃焼を促進する働きが報

告されています。だから、肥満気味な方、体重

が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪といったお

腹の脂肪が気になる方、ウエスト周りが気に

なる方に適した食品なんです。」との音声等を

放送。 

テレビ放送 

（別添写し６２） 

平成２９年３月２３

日、同月２７日、同年

４月６日、同月１０日

及び同年５月１日 

男性がズボンのウエストを締められない画

像を背景として肝臓で脂肪の合成を抑制する

イメージの映像と共に、「葛の花由来イソフラ

ボンには、肝臓で脂肪の合成を抑え、さらには

脂肪の分解、そして燃焼を促進する働きが報

告されています。だから、肥満気味な方、体重

が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪といったお

腹の脂肪が気になる方、ウエスト周りが気に



８９ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

なる方に適した食品なんです。」との音声等を

放送。 

テレビ放送 

（別添写し６３） 

平成２９年４月２４

日 

男性がズボンのウエストを締められない画

像を背景として肝臓で脂肪の合成を抑制する

イメージの映像と共に、「葛の花由来イソフラ

ボンには、肝臓で脂肪の合成を抑え、さらには

脂肪の分解、そして燃焼を促進する働きが報

告されています。だから、肥満気味な方、体重

が気になる方、内臓脂肪・皮下脂肪といったお

腹の脂肪が気になる方、ウエスト周りが気に

なる方に適した食品なんです。」との音声等を

放送。 

テレビ放送 

（別添写し６４） 

平成２８年７月２７

日、同月２９日、同年

８月１日、同月６日か

ら同月９日までの間、

同月１２日、同月１３

日、同月１５日から同

月１９日までの間、同

月２２日、同月２３

日、同月２６日、同月

３０日、同年９月２

日、同月３日、同月７

日から同月９日まで

の間、同月１１日から

同月１７日までの間、

同月２１日、同年１０

月５日、同月１０日、

同月１２日、同月１３

日、同月１７日から同

月１９日までの間、同

月２１日、同月２６日

から同月２８日まで

の間、同月３１日、同

年１１月３日、同月７

日、同月９日、同月１

女性が腹部をつまんでいる映像及び男性が

ズボンのウエストを締められない映像と共

に、「増えてしまった体重 ポッコリお腹でズ

ボンが履けない」との音声等を放送。 



９０ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

１日、同月２９日、同

年１２月２７日、同月

２９日、平成２９年１

月２日、同月９日、同

月１１日、同月１６

日、同月１８日、同月

２０日、同月２２日か

ら同月２７日までの

間、同月２９日から同

年２月２日までの間、

同月５日から同月１

１日までの間、同月１

３日、同月１５日から

同月１７日までの間、

同月１９日から同月

２３日までの間、同月

２７日から同年３月

１日までの間、同月３

日、同月６日から同月

８日までの間、同月１

０日から同月２０日

までの間、同月２２日

から同月３１日まで

の間、同年４月３日、

同月７日、同月８日、

同月１０日、同月１２

日、同月１４日、同月

１５日、同月１７日、

同月１８日、同月２０

日、同月２４日、同月

２５日及び同月２７

日から同年５月１日

までの間 

テレビ放送 

（別添写し６５） 

平成２９年４月２７

日 

女性が伸びをして、すっきりした腹部周り

を見せている映像と共に、「そこでお勧めした



９１ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

いのが機能性表示食品 体重減 葛の花サプリ

メント」との音声を放送。 

 

  



９２ 

 

別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年８月１５

日から同月１７日ま

での間 

 「※個人の見解です」と記載。 

自社ウェブサイト

（別添写し２） 

平成２８年８月１７

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 「※個人の見解です」と記載。 

ウェブサイト 

（別添写し１６） 

平成２８年８月１８

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 「※個人の見解です」と記載。 

ウェブサイト 

（別添写し１７） 

平成２８年８月１８

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 「※個人の見解です」と記載。 

ウェブサイト 

（別添写し１８） 

平成２８年９月２日

から平成２９年５月

１１日までの間 

 「※個人の見解です」と記載。 

ダイレクトメール

（別添写し２０） 

平成２８年１１月７

日から同年１２月２

６日までの間 

 「※個人による見解です」と記載。 

ダイレクトメール

（別添写し２１） 

平成２８年１１月１

６日から同年１２月

３１日までの間 

 「※個人による見解です。」と記載。 

ダイレクトメール

（別添写し２２） 

平成２９年１月４日

から同年２月２８日

までの間 

 「※個人による見解です」と記載。 

ダイレクトメール

（別添写し２３） 

平成２９年２月２７

日から同年４月２６

日までの間 

「※個人の見解です」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し２４） 

平成２８年８月４日

から同年１０月３０

日までの間 

 「※個人の見解です。」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し２７） 

平成２８年１０月１

１日から同年１１月

３０日までの間 

 「※個人による見解です。」と記載。 



９３ 

 

商品同梱物 

（別添写し２８） 

平成２８年１２月２

日から平成２９年１

月３１日までの間 

 「※個人による見解です。」と記載。 

 

商品同梱物 

（別添写し２９） 

平成２９年２月２１

日から同年４月３０

日までの間 

「※個人の見解です。」と記載。 

商品同梱物 

（別添写し３０） 

平成２９年４月１１

日から同月２５日ま

での間 

「※個人の見解です。」と記載。 

 

 



消表対第１５３４号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社Ｎａｌｅｌｕ 

代表取締役 小俣 治郎 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「葛の花ヘルスリム２７」と称する機能性表示食品（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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年５月３０日から平成２９年６

月８日までの間、例えば、平成２８年９月１日から平成２９年６月８日までの間、自社

ウェブサイトにおいて、細身の女性の写真と共に、「葛の花エキスのパワーで内臓脂肪・

皮下脂肪を減らします。」及び「年齢を選ばない。代謝が落ちてきても成功！」等と記

載するなど、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載

の期間に、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、本件商品

を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体

の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示 

イ 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った。 

⑵ 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、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の表示と同様の表示をしてはならない。 

別添１１ 
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⑶ 貴社は、前記⑴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 株式会社Ｎａｌｅｌｕ（以下「Ｎａｌｅｌｕ」という。）は、東京都江戸川区松島二丁

目３４番１０号に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ Ｎａｌｅｌｕは、平成２８年５月以降、本件商品を通信販売等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。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、肥満気味の者（ＢＭＩが２５．０以上の軽度肥満者）を対象とした人試験

において、被験者群が、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２

２．０ｍｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少す

ることが示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本

品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来

イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内

臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されてい

ます。肥満気味な方、体重（ＢＭＩ）が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト

周囲径が気になる方に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２７年

１０月１３日に、Ｎａｌｅｌｕ合同会社が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア Ｎａｌｅｌｕは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年５月３０日

から平成２９年６月８日までの間、例えば、平成２８年９月１日から平成２９年６月８

日までの間、自社ウェブサイトにおいて、細身の女性の写真と共に、「葛の花エキスの

パワーで内臓脂肪・皮下脂肪を減らします。」及び「年齢を選ばない。代謝が落ちてき

ても成功！」等と記載するなど、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表

「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少に

よる、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示
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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、Ｎａｌｅｌｕ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、Ｎａ

ｌｅｌｕ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。 

  なお、Ｎａｌｅｌｕは、前記アの表示について、例えば、新聞広告において、「（※

個人の見解です）」と記載するなど、別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体において、

同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、

当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける効果に関する認識を打ち消すもので

はない。 

⑹ Ｎａｌｅｌｕは、平成２９年１０月７日、前記⑸アの表示は、実際のものよりも著しく

優良であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、Ｎａｌｅｌｕ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。 

 

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
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年９月１日

から平成２９年６月

８日までの間 

４人の男女のイラストと共に、「

リバウンド
◎  ◎  ◎  ◎  ◎

でお悩みの皆さまへ！」と題

し、「とにかく細くしたい」、「努力しても

なかなか脂が減らない」、「健康のためにも

脂肪を減らしたい！」、「もうリバウンドし

たくない」、「内臓脂肪を減らす！」、「皮下

脂肪を減らす！」及び「ウエスト周囲径を

減らす！」と記載。 
「こんな方には『葛の花ヘルスリム２

７』は必要ありません １」、「①運動がで

きる」、「●２０代の時よりもよく運動して

いる」、「●毎日決まった運動をしている

（毎日２３０ｋｃａｌ消費の運動ができ

る）」、「②食事制限ができる」、「●断食で

きる」、「●栄養バランスがとれ、カロリー

制限した食事が１日３食とれる」、「③特に

不満がない」、「●ご自身で『太っていても

いい』と思っている」及び「●一時的に痩

せれば、リバウンドしても良い」との記載

に続き、「１ヶ月でたった１ｋｇ（＝ウエ

スト－１ｃｍ）減量するだけでも、７，０

００ｋｃａｌの消費が必要 つまり」、「毎

日運動できます！だけど・・・」、「毎日２

３０ｋｃａｌの運動が必要」、「※厚生労働

省『健康づくりのための運動指針２００

６』参照」及び「食事制限できます！だけ

ど・・・ 毎日こんなにやめられない・・・」

と記載した上で、「できない方のために『

葛
く ず

の花ヘルスリム２７』があります！」と

記載。 
細身の女性の写真と共に、「葛の花エキ

スのパワーで内臓脂肪・皮下脂肪を減らし

ます。」及び「年齢を選ばない。代謝が落ち

てきても成功！」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

「こんな方には『葛の花ヘルスリム２

７』は必要ありません ２」、「巷のダイエ

ット食品を調べてきました。」、「市販のダ

イエット商品で痩せられる」、「＜Ａ社＞プ

ロテイン飲料」について、「●１４日分：１

７，６４０円」、「●１日に１～２食、食事

の代わりに摂る『おきかえダイエット』」、

「＜Ｂ社＞脂肪燃焼系サプリメント」につ

いて「●２０日分：２，８５０円」、「＜Ｃ

社＞トマトサプリメント」について「●３

０日分：２，９８０円」との記載に続き、

「中高年の方から多く寄せられる声」と題

し、「実際のところ、ちゃんとダイエット

できるの？」との吹き出しと共に、イラス

トとして描かれた中年の女性のセリフと

して「若い娘は痩せられるのに、私はあま

り変化がなかったです。」、イラストとして

描かれた中年の男性のセリフとして「体重

が落ちるまでに、食事制限はかなりのスト

レスで、結局途中で断念しました。」と記

載した上で、「できなかった方のために『

葛
く ず

の花ヘルスリム２７』があります！」と

記載。 
細身の女性の写真と共に、「とれにくい

内側と外側の脂肪をＷでケア！」、「体に優

しいダイエットだから、体調を崩す心配も

少ない。」及び「健康になりながら脂肪が

減れば、リバウンドしづらい。」と記載。 
「こんな方には『葛の花ヘルスリム２

７』は必要ありません ３」、「高額ダイエ

ットが続けられる」、「酵素飲料ダイエッ

ト」について、「●９日間：１１，９７０

円」、「●３日間、朝食・夕食を酵素飲料に

おきかえる。昼食におにぎり１個のみ。」、

「エステサロンのダイエットコース」につ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

いて、「●５日間：５５，０００円～」、「●

マッサージ＋マシーン＋食事指導」、「パー

ソナル指導ダイエット」について、「●１

３日間：１６５，０００円」、「●マンツー

マンのトレーニング＋食事指導」及び「→

実際に始めると、もっと高い？」と記載し

た上で、「続けられない方のために『葛
く ず

の

花ヘルスリム２７』があります！」と記載。 
「年齢問わず、中高年の方がダイエット

に成功するための条件があります！」と記

載した上で、「『健康を大切に』痩せること」

及び「この条件をクリアできるように開発

したのが『葛
く ず

の花ヘルスリム２７』です。」

と記載。 
「あなたの健康ダイエットを徹底的に

サポートするのが『葛の花ヘルスリム２

７』です」と記載。 
腰に手を置き、くびれを強調するかのよ

うな姿勢の女性の写真と共に、「年齢を選

ばない」及び「健康になりながら、ダイエ

ット」と記載。 
腹部にメジャーを巻き付けた写真と共

に、「↓こんな方におすすめです」として、

「☑食事を我慢して減らすのが嫌」、「☑絶

対にリバウンドしたくない」及び「☑とに

かくサイズを減らしたい」と記載。 

新聞広告 

（別添写し２） 

平成２８年１０月６

日から同月２５日ま

での間 

「『ダイエット』と聞くだけで嫌な気分

になる皆様へ」、「薬剤師の中島美智代で

す」と付記された女性のセリフとして、「同

じ状況だったお客様がどんどん痩せてい

る簡単なダイエットのご紹介です！」及び

「何をやっても痩せなかった方たちが 1 
日たったの３０秒で減っています！！」と

記載。 
「ダイエットって面倒くさいし、変化が
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ないから長続きしない・・・でも大丈夫！ 

年齢
・ ・

関係
・ ・

なく
・ ・

（３０代～７０代） 成功し

て、売れに売れてます！」と題し、「私たち

もこんなことで悩んでいました・・・・・・」、

女性のセリフとして、「周りが驚くぐらい

痩せてみませんか？ムリなく痩せて見返

しているお客様がたくさんいらっしゃい

ます！」、「何もしていないのにスリム体型

を維持するって、ほぼありえません。効率

よく脂肪を減らす方法を、お友達は実践さ

れていると思います。私たちは、その方法

を知っています！！」、「始めると、下着が

くいこまない感じも！体型のせいで諦め

ていたお洋服や、体調のせいで苦しかった

お出かけも楽しめる毎日が待っていま

す！」及び「ストレスの多いダイエットや、

辛いダイエットではなく、気分も晴れやか

になりながら健康的に痩せてみません

か？」と記載。 
「内臓脂肪を減らす！皮下脂肪を減ら

す！ウエスト周囲径も減らす！健康ダイ

エット」と記載。 
「シミズ薬局 鈴木邦子先生」と付記さ

れた女性の写真と共に、「薬局の先生も愛

用するほどの充実度！（※個人の見解で

す）」及び「『痩せなさいと言われた』『良い

ダイエットを探している』と相談をされま

す。『葛の花ヘルスリム２７』は、体重だけ

を減らす一般的なダイエットと違い、内臓

脂肪・皮下脂肪を減らすことが重要と考え

られた素晴らしい健康食品です。しかもこ

こまで簡単手軽な方法は他にありません。

サイズを測るのが楽しくなった！と皆さ

んに大好評です。」と記載。 
「あなた様のダイエット生活をトータ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ルでサポートします！！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３） 

平成２９年２月１日

から同月１５日まで

の間 

「『ダイエット』と聞くだけで嫌な気分

になる皆様へ」、「薬剤師の中島美智代で

す」と付記された女性のセリフとして「同

じ状況だったお客様がどんどん痩せてい

る簡単なダイエットのご紹介です！」及び

「何をやっても痩せなかった方たちが 1 
日たったの３０秒で減っています！！」と

記載。 
「ダイエットって面倒くさいし、変化が

ないから長続きしない・・・でも大丈夫！ 

年齢
・ ・

関係
・ ・

なく
・ ・

（３０代～７０代） 成功し

て、売れに売れてます！」、「私たちもこん

なことで悩んでいました・・・・・・」、女

性のセリフとして、「周りが驚くぐらい痩

せてみませんか？ムリなく痩せて見返し

ているお客様がたくさんいらっしゃいま

す！」、「何もしていないのにスリム体型を

維持するって、ほぼありえません。効率よ

く脂肪を減らす方法を、お友達は実践され

ていると思います。私たちは、その方法を

知っています！！」、「始めると、下着がく

いこまない感じも！体型のせいで諦めて

いたお洋服や、体調のせいで苦しかったお

出かけも楽しめる毎日が待っています！」

及び「ストレスの多いダイエットや、辛い

ダイエットではなく、気分も晴れやかにな

りながら健康的に痩せてみませんか？」と

記載。 
「内臓脂肪を減らす！皮下脂肪を減ら

す！ウエスト周囲径も減らす！健康ダイ

エット」と記載。 
「シミズ薬局 鈴木邦子先生」と付記さ

れた女性の写真と共に、「薬局の先生も愛

用するほどの充実度！（※個人の見解で

9



表示媒体 表示期間 表示内容 

す）」及び「『痩せなさいと言われた』『良い

ダイエットを探している』と相談をされま

す。『葛の花ヘルスリム２７』は、体重だけ

を減らす一般的なダイエットと違い、内臓

脂肪・皮下脂肪を減らすことが重要と考え

られた素晴らしい健康食品です。しかもこ

こまで簡単手軽な方法は他にありません。

サイズを測るのが楽しくなった！と皆さ

んに大好評です。」と記載。 
「あなた様のダイエット生活をトータ

ルでサポートします！！」と記載。 

会員向けチラシ 

（別添写し４） 

平成２８年５月３０

日から平成２９年５

月２３日までの間 

「ダイエットをサポートする成分をト

ータルで２７種類も配合しているのは『葛

の花ヘルスリム２７』だけ！」、ウエスト

にくびれのある細身の人の全身を示唆す

る画像と共に、「燃 Ｂｕｒｎｉｎｇ」、「抑 
Ｃｏｎｔｒｏｌ」及び「流 Ｄｅｔｏｘ」と

記載。 
「あなたの健康ダイエットを徹底的に

サポートするのが『葛の花ヘルスリム２

７』です」と記載。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

新聞広告 

（別添写し２） 

平成２８年１０月６日

から同月２５日までの

間 

「（※個人の見解です）」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３） 

平成２９年２月１日か

ら同月１５日までの間 

「（※個人の見解です）」と記載。 
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消表対第１５３５号 

平成２９年１１月７日 

 

株式会社ニッセン 

代表取締役 羽渕 淳 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「メディスリム（１２粒）」と称する機能性表示食品（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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２７年１０月２８日から平成２９年

５月１２日までの間、例えば、平成２７年１１月１０日から平成２８年１０月２７日ま

での間、自社ウェブサイトにおいて、炎が燃えるイラストを背景としたズボンのウエス

トのボタンが閉まらない写真と共に、「＼年々出てくるお腹の／内臓脂肪を減らすサプ

リメント」、「お腹の脂肪が気になる方に！！」、「こんな方にお勧めです。」と題し、

ズボンのウエスト部分が閉まらない写真と共に、「お腹の脂肪を減らしたい･･･」、「☑

年齢と共にお腹に脂肪がついてきた」、「☑昔着ていた服、お腹まわりがキツイ」及び

「☑ポッコリお腹を何とかしたい」と記載した上で、「そんなあなたにぜひオススメし

たい！」と記載した矢印の先に、「『内臓脂肪を減らすサプリメント』」、「メディス

リムの実力はこんなにスゴイ！！」と題し、「『ぽっこりお腹を何とかしたい！』そん

な悩みを解消するために生まれたのが『メディスリム』です。」と記載するなど、別表

別添１２ 
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１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、

誰でも容易に、内臓脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の

痩身効果が得られるかのように示す表示 

イ 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った。 

⑵ 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、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の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 株式会社ニッセン（以下「ニッセン」という。）は、京都市南区西九条院町２６番地に

本店を置き、衣料品、インテリア雑貨、食品等の通信販売業等を営む事業者である。 

⑵ ニッセンは、平成２７年１０月２８日以降、本件商品を通信販売の方法により一般消費

者に販売しているところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、肥満気味の者（ＢＭＩが２５．０以上の軽度肥満者）を対象とした人試験

において、被験者群が、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり４

２．０ｍｇ）を含む食品を、８週間以上継続的に経口摂取したところ、被験者群の腹部内

臓脂肪面積が、プラセボ群と比較して有意に低下したとする最終製品を用いた臨床試験結

果を根拠として、「本品には、葛の花由来イソフラボンが含まれるので、内臓脂肪（おな

かの脂肪）を減らすのを助ける機能があります。」とする届出表示を行うものとして、平

成２７年４月１６日に、株式会社東洋新薬が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア ニッセンは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２７年１０月２８日か

ら平成２９年５月１２日までの間、例えば、平成２７年１１月１０日から平成２８年１

０月２７日までの間、自社ウェブサイトにおいて、炎が燃えるイラストを背景としたズ
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ボンのウエストのボタンが閉まらない写真と共に、「＼年々出てくるお腹の／内臓脂肪

を減らすサプリメント」、「お腹の脂肪が気になる方に！！」、「こんな方にお勧めで

す。」と題し、ズボンのウエスト部分が閉まらない写真と共に、「お腹の脂肪を減らし

たい･･･」、「☑年齢と共にお腹に脂肪がついてきた」、「☑昔着ていた服、お腹まわり

がキツイ」及び「☑ポッコリお腹を何とかしたい」と記載した上で、「そんなあなたに

ぜひオススメしたい！」と記載した矢印の先に、「『内臓脂肪を減らすサプリメント』」、

「メディスリムの実力はこんなにスゴイ！！」と題し、「『ぽっこりお腹を何とかした

い！』そんな悩みを解消するために生まれたのが『メディスリム』です。」と記載する

など、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間

に、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、本件商品を摂取

するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できる

までの腹部の痩身効果が得られ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項の規定に基づきニッセンに対し、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、ニッセンは、

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。 

なお、ニッセンは、前記アの表示について、例えば、自社商品同梱チラシにおいて、

「※体験は個人の感想であり、実感には個人差があります」と記載するなど、別表２「表

示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受け

る効果に関する認識を打ち消すものではない。 

⑹ ニッセンは、平成２９年５月１２日、本件商品の販売を終了し、同年８月３０日、前記

⑸アの表示は、実際のものよりも著しく優良であると示すものであった旨を本件商品の購

入者全員に対して通知するとともに自社ウェブサイトに同内容を掲載し、同年９月１日か

ら同月６日にかけて、本件商品の購入者全員に対し、購入額の全額を返金する措置をとっ

た。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ニッセン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
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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。 

 

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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し１） 

平成２７年１１月１０日

から平成２８年１０月２

７日までの間 

炎が燃えるイラストを背景としたズボ

ンのウエストのボタンが閉まらない写真

と共に、「＼年々出てくるお腹の／内臓脂

肪を減らすサプリメント」及び「お腹の脂

肪が気になる方に！！」と記載。 

「こんな方にお勧めです。」と題し、ズ

ボンのウエストのボタンが閉まらない写

真と共に、「お腹の脂肪を減らしたい･･･」、

「☑年齢と共にお腹に脂肪がついてき

た」、「☑昔着ていた服、お腹まわりがキ

ツイ」及び「☑ポッコリお腹を何とかした

い」と記載した上で、「そんなあなたにぜ

ひオススメしたい！」と記載した矢印の先

に、「『内臓脂肪を減らすサプリメント』」

と記載。 

「メディスリムの実力はこんなにスゴ

イ！！」と題し、「『ぽっこりお腹を何と

かしたい！』そんな悩みを解消するために

生まれたのが『メディスリム』です。」と

記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し２） 

平成２８年１０月２８日

から平成２９年５月１２

日までの間 

炎が燃えるイラストを背景としたズボ

ンのウエストのボタンが閉まらない写真

と共に、「＼年々出てくるお腹の／内臓脂

肪を減らすサプリメント」及び「お腹の脂

肪が気になる方に！！」と記載。 

「こんな方にお勧めです。」と題し、ズ

ボンのウエストのボタンが閉まらない写

真と共に、「お腹の脂肪を減らしたい･･･」、

「☑年齢と共にお腹に脂肪がついてき

た」、「☑昔着ていた服、お腹まわりがキ

ツイ」及び「☑ポッコリお腹を何とかした

い」と記載した上で、「そんなあなたにぜ

ひオススメしたい！」と記載した矢印の先
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表示媒体 表示期間 表示内容 

に、「『内臓脂肪を減らすサプリメント』」

と記載。 

「メディスリムの実力はこんなにスゴ

イ！！」と題し、「『ぽっこりお腹を何と

かしたい！』そんな悩みを解消するために

生まれたのが『メディスリム』です。」と

記載。 

自社商品同梱チラシ 

（別添写し３） 

平成２７年１１月１１日 「なぜ内臓脂肪を減らせるの？」と題

し、「お腹の内臓脂肪を減らす『葛の花』

のパワー。」及び「秋の七草のひとつ『葛

の花』。葛の根を乾燥させた葛根は古くか

ら健康食材として使用されてきました。特

に根の部分がこれまで一般的には用いら

れてきましたが、その花にも高い機能があ

ることが明らかになりました。お腹の脂肪

を見ると気持ちが落ち込むから、なるべく

見ないようにしている･･･そんな方におす

すめしたい機能性表示食品の登場です。そ

の科学的根拠を、ぜひ、あなた自身のお腹

で確かめてください。」と記載し、「☑お

腹の脂肪が気になる」、「☑昔着ていた服、

お腹周りがキツイ」及び「☑内臓脂肪をど

うにかしたい」と記載。 

細身の腹部にメジャーを巻き付けた女

性の写真と共に、「“お腹のお肉をなんと

かしたい”あなたの内臓脂肪に働きかけ

ます。」と題し、「飲むだけで『お腹の内

臓脂肪が減る』 葛の花抽出物の確かな機

能性。葛の花部から独自の製法により取り

出された抽出物。これまで一般的に『根』

が使われてきましたが、その『花』にも確

かな機能があることが明らかになりまし

た。」と記載。 

「スッキリ実感！お客様の声」と題し、

「『これでお腹の内臓脂肪を減らしま
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表示媒体 表示期間 表示内容 

す！』」、「●●●●さん（３５才） １

日１回※飲むだけで『内臓脂肪が減少する』

って、すごく魅力的ですよね。使っている

成分も葛の花由来とのことで、安心感があ

りました。今ダイエットに取り組んでいる

ので、このサプリメントにサポートしても

らいながら頑張ろうと思います。※１日１

２粒目安」、「『飲むだけで内臓脂肪が減

るなんてすごいですよね』」及び「●●●

●さん（４１才） 機能性食品が何か知ら

なかったのですが、説明を読んですごいと

思いました。葛の花に内臓脂肪が減る作用

があるなんて驚きですね。今一番お腹まわ

りが気になっていて･･･。飲むだけだった

ら、続けていけるなと思いました。」と記

載。 

カタログ同送チラシ 

（別添写し４） 

平成２７年１１月１５日 「お腹の脂肪 見て見ぬフリしていま

せんか？」と題し、ズボンのウエストのボ

タンとファスナーが閉まらない写真と共

に、「お腹の内臓脂肪を減らすサプリメン

ト登場。」及び「お腹の脂肪を見ると気持

ちが落ち込むから、なるべく見ないように

している･･･そんな方におすすめしたい機

能性表示食品の誕生です。その科学的根拠

を、あなた自身のお腹で確かめてくださ

い。」と記載し、「☑お腹の脂肪が気にな

る」、「☑昔着ていた服、お腹周りがキツ

イ」及び「☑内臓脂肪をどうにかしたい」

と記載。 

細身の腹部にメジャーを巻き付けた女

性の写真と共に、「“お腹のお肉をなんと

かしたい”あなたの内臓脂肪に働きかけ

ます。」と題し、「飲むだけで『お腹の内

臓脂肪が減る』 葛の花抽出物の確かな機

能性。葛の花部から独自の製法により取り
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表示媒体 表示期間 表示内容 

出された抽出物。これまで一般的に『根』

が使われてきましたが、その『花』にも確

かな機能があることが明らかになりまし

た。」と記載。 

「スッキリ実感！お客様の声」と題し、

「『これでお腹の内臓脂肪を減らしま

す！』」、「●●●●●●さん（３５才）

１日１回※飲むだけで『内臓脂肪が減少す

る』って、すごく魅力的ですよね。使って

いる成分も葛の花由来とのことで、安心感

がありました。今ダイエットに取り組んで

いるので、このサプリメントにサポートし

てもらいながら頑張ろうと思います。※１

日１２粒目安」、「『飲むだけで内臓脂肪

が減るなんてすごいですよね』」及び「●

●●●さん（４１才） 機能性食品が何か

知らなかったのですが、説明を読んですご

いと思いました。葛の花に内臓脂肪が減る

作用があるなんて驚きですね。今一番お腹

まわりが気になっていて･･･。飲むだけだ

ったら、続けていけるなと思いました。」

と記載。 

新聞広告 

（別添写し５） 

平成２７年１１月３０日 「気になるお腹 内臓脂肪を減らすの

を助ける！」と題し、「飲むだけ（１日１

回）※１日目安１２粒」、ズボンのウエス

トのボタンとファスナーが閉まらない写

真と共に、「こんな方におすすめ」、「☑

お腹の脂肪が気になる」、「☑昔着ていた

服、お腹まわりがキツイ」、「☑ポッコリ

お腹を何とかしたい」及び「内臓脂肪
．．．．

を減
．

らす
．．

のを助けるサプリメント登場！」と記

載。 

「スッキリ実感！お客様の声」と題し、

「『１日１回※飲むだけってとっても簡

単！』」、「●●●●●●さん（３５才）
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表示媒体 表示期間 表示内容 

１日１回※飲むだけってすごく魅力的です

よね。使っている成分も葛の花由来とのこ

とで、安心感がありました。※１日１２粒

目安」、「『飲むだけでお腹の脂肪の減少

を助けてくれるってすごい』」及び「●●

●●さん（４１才） 機能性表示食品の説

明を読んですごいと思いました。お腹まわ

りが気になっていて･･･。飲むだけなら、続

けていけるなと思いました。」と記載。 

ゆるくなったズボンのウエストを両手

で引っ張る写真と共に、「対照群と比較し

て内臓脂肪が減りました」と記載。 

新聞広告 

（別添写し６） 

平成２７年１１月３０日 「気になるお腹の内臓脂肪を減らす！」

と題し、「飲むだけ（１日１回）※１日目

安１２粒」、ズボンのウエストのボタンと

ファスナーが閉まらない写真と共に、「こ

んな方におすすめ」、「☑お腹の脂肪が気

になる」、「☑昔着ていた服、お腹まわり

がキツイ」、「☑ポッコリお腹を何とかし

たい」及び「内臓脂肪
．．．．

を減らす
．．．

サプリメン

ト登場！」と記載。 

「スッキリ実感！お客様の声」と題し、

「『サプリメントだから簡単で嬉し

い！』」、「●●●●●●さん（３５才）

サプリメントを飲んで内臓脂肪が減るっ

て魅力的ですよね。成分も葛の花由来との

ことで、安心感がありました。」、「『飲

むことでお腹の内臓脂肪が減るなんてす

ごい』」及び「●●●●●さん（４１才）

機能性表示食品の説明を読んですごいと

思いました。お腹まわりが気になってい

て･･･。飲むだけなら、続けていけるなと思

いました。」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ゆるくなったズボンのウエストを両手

で引っ張る写真と共に、「対照群と比較し

て内臓脂肪が減りました」と記載。 

新聞広告 

（別添写し７） 

平成２７年１１月３０日 「気になるお腹 内臓脂肪を減らすの

を助ける！」と題し、「飲むだけ（１日１

回）※１日目安１２粒」、ズボンのウエス

トのボタンとファスナーが閉まらない写

真と共に、「こんな方におすすめ」、「☑

お腹の脂肪が気になる」、「☑昔着ていた

服、お腹まわりがキツイ」、「☑ポッコリ

お腹を何とかしたい」及び「内臓脂肪
．．．．

を減
．

らす
．．

のを助けるサプリメント登場！」と記

載。 

「スッキリ実感！お客様の声」と題し、

「『１日１回※飲むだけってとっても簡

単！』」、「●●●●●●さん（３５才）

１日１回※飲むだけってすごく魅力的です

よね。使っている成分も葛の花由来とのこ

とで、安心感がありました。※１日１２粒

目安」、「『飲むだけでお腹の脂肪の減少

を助けてくれるってすごい』」及び「●●

●●さん（４１才） 機能性表示食品の説

明を読んですごいと思いました。お腹まわ

りが気になっていて･･･。飲むだけなら、続

けていけるなと思いました。」と記載。 

ゆるくなったズボンのウエスト部分を

両手で引っ張る写真と共に、「対照群と比

較して内臓脂肪が減りました」と記載。 

新聞広告 

（別添写し８） 

平成２７年１２月７日 「気になるお腹 内臓脂肪を減らすの

を助ける！」と題し、「飲むだけ（１日１

回）※１日目安１２粒」、ズボンのウエス

トのボタンとファスナーが閉まらない写

真と共に、「こんな方におすすめ」、「☑

お腹の脂肪が気になる」、「☑昔着ていた

服、お腹まわりがキツイ」、「☑ポッコリ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

お腹を何とかしたい」及び「内臓脂肪
．．．．

を減
．

らす
．．

のを助けるサプリメント登場！」と記

載。 

「スッキリ実感！お客様の声」と題し、

「『１日１回※飲むだけってとっても簡

単！』」、「●●●●●●さん（３５才）

１日１回※飲むだけってすごく魅力的です

よね。使っている成分も葛の花由来とのこ

とで、安心感がありました。※１日１２粒

目安」、「『飲むだけでお腹の脂肪の減少

を助けてくれるってすごい』」及び「●●

●●さん（４１才） 機能性表示食品の説

明を読んですごいと思いました。お腹まわ

りが気になっていて･･･。飲むだけなら、続

けていけるなと思いました。」と記載。 

ゆるくなったズボンのウエスト部分を

両手で引っ張る写真と共に、「対照群と比

較して内臓脂肪が減りました」と記載。 

新聞広告 

（別添写し９） 

平成２７年１２月７日 「気になるお腹 内臓脂肪を減らすの

を助ける！」と題し、「飲むだけ（１日１

回）※１日目安１２粒」、ズボンのウエス

トのボタンとファスナーが閉まらない写

真と共に、「こんな方におすすめ」、「☑

お腹の脂肪が気になる」、「☑昔着ていた

服、お腹まわりがキツイ」、「☑ポッコリ

お腹を何とかしたい」及び「内臓脂肪
．．．．

を減
．

らす
．．

のを助けるサプリメント登場！」と記

載。 

「スッキリ実感！お客様の声」と題し、

「『１日１回※飲むだけってとっても簡

単！』」、「●●●●●●さん（３５才）

１日１回※飲むだけってすごく魅力的です

よね。使っている成分も葛の花由来とのこ

とで、安心感がありました。※１日１２粒

目安」、「『飲むだけでお腹の脂肪の減少
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表示媒体 表示期間 表示内容 

を助けてくれるってすごい』」及び「●●

●●さん（４１才） 機能性表示食品の説

明を読んですごいと思いました。お腹まわ

りが気になっていて･･･。飲むだけなら、続

けていけるなと思いました。」と記載。 

ゆるくなったズボンのウエスト部分を

両手で引っ張る写真と共に、「対照群と比

較して内臓脂肪が減りました」と記載。 

広告ハガキ 

（別添写し１０－１） 

平成２７年１１月１８日 「大満足 モニター様の喜びのお声が

続々！」と題し、「これでお腹の脂肪を減

らします！」、「『内臓脂肪が減る』って

魅力的！ホットヨガと合わせて、ダイエッ

ト頑張ります！ ●●●●●●さま（３５

歳）」、「効果が実証されているから続け

られます！」及び「一番気になるお腹まわ

りの脂肪が飲むだけで減るなんて･･･。“機

能性食品”てすごいですね！ ●●●●●

さま（４１歳）」と記載。 

腹部の肉を両手でつまんだ写真と共に、

「お腹に溜め込んだ内臓脂肪を減らしま

す。」及び「お腹まわりすっきりスリム！」

と記載。 

広告ハガキ 

（別添写し１０－２） 

平成２７年１１月１８日 「大満足 モニター様の喜びのお声が

続々！」と題し、「これでお腹の脂肪を減

らします！」、「『内臓脂肪が減る』って

魅力的！ホットヨガと合わせて、ダイエッ

ト頑張ります！ ●●●●さま（３５

歳）」、「効果が実証されているから続け

られます！」及び「一番気になるお腹まわ

りの脂肪が飲むだけで減るなんて･･･。“機

能性食品”てすごいですね！ ●●●●●

さま（４１歳）」と記載。 

腹部の肉を両手でつまんだ写真と共に、

「ポッコリ出っぱる」、「ボタンがきつい」、

「決まらない着こなし」及び「こんなスタ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

イルもうイヤ！お腹の脂肪を減らした

い！」と記載。 

「内臓脂肪を減らすサプリメント」と記

載。 

「飲むだけでスラリくびれ美人に！」と

記載。 

ラジオ放送 

（別添写し１１） 

平成２７年１２月１５日 「今まで履けたスカートやズボンが･･･

こんな方にお薦めの内臓脂肪を減らす手

助けをする機能性表示食品メディスリム

を紹介します。」との音声を放送。 

本件商品に添付した

パンフレット 

（別添写し１２） 

平成２７年１０月２８日

から平成２９年５月１２

日までの間 

炎が燃えるイラストを背景としたズボ

ンのウエストのボタンが閉まらない写真

と共に、「＼年々出てくるお腹の／内臓脂

肪を減らすサプリメント」及び「お腹の脂

肪が気になる方に！！」と記載。 

「あなたの内臓脂肪を全力でサポート

します！」と題し、ズボンのウエストのボ

タンが閉まらない写真と共に、「お腹の脂

肪を減らしたい･･･」と記載。 

体重計に乗り驚いている表情の女性の

イラストと共に、「『お腹の内臓脂肪を何

とかしたい･･･』」及び「年齢と共にお腹ま

わりのお悩み、増えているのではないでし

ょうか。そうはいっても毎日忙しくて、な

かなかダイエットがはじめられない･･･そ

んなあなたを応援するために誕生したの

が、『内臓脂肪を減らすのを助ける』メデ

ィスリム！『ぽっこりお腹』の悩みをサポ

ートするサプリメントです。」と記載。 

「こんな方におすすめします！」、「☑

年齢と共にお腹に脂肪がついてきた」、「☑

昔着ていた服、お腹まわりがキツイ」及び

「☑ポッコリお腹を何とかしたい」と記

載。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社商品同梱チラシ 

（別添写し３） 

平成２７年１１月１１日  「※体験は個人の感想であり、実感には

個人差があります」と記載。 

カタログ同送チラシ 

（別添写し４） 

平成２７年１１月１５日 「※体験は個人の感想であり、実感には

個人差があります」と記載。 

新聞広告 

（別添写し５） 

平成２７年１１月３０日 「※体験は個人の感想であり、実感には

個人差があります」と記載。 

新聞広告 

（別添写し６） 

平成２７年１１月３０日 「※体験は個人の感想であり、実感には

個人差があります」と記載。 

新聞広告 

（別添写し７） 

平成２７年１１月３０日 「※体験は個人の感想であり、実感には

個人差があります」と記載。 

新聞広告 

（別添写し８） 

平成２７年１２月７日 「※体験は個人の感想であり、実感には

個人差があります」と記載。 

新聞広告 

（別添写し９） 

平成２７年１２月７日 「※体験は個人の感想であり、実感には

個人差があります」と記載。 

広告ハガキ 

（別添写し１０－１） 

平成２７年１１月１８日 「※体験談は、ご飲用者様の感想であ

り、個人差があります。」と記載。 

広告ハガキ 

（別添写し１０－２） 

平成２７年１１月１８日 「※体験談は、ご飲用者様の感想であ

り、個人差があります。」と記載。 
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消表対第１５３６号 

平成２９年１１月７日 

 

 

日本第一製薬株式会社 

代表取締役 兼原 保行 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「お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム」と称する機能性表示食

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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年４月１８日から平成２９年７

月９日までの間、例えば、平成２９年１月２９日から同年５月２４日までの間、自社ウェ

ブサイトにおいて、くびれのある細身のウエストの写真と共に、「ズボンをスラッと履

けるのが、こんなに快感だったなんて！」等と記載するなど、別表１「表示媒体」欄記

載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内

臓脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られ

るかのように示す表示 

イ 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った。 

⑵ 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、表示の裏付けとなる合理

別添１３ 
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的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 日本第一製薬株式会社（以下「日本第一製薬」という。）は、福岡市博多区博多駅東二

丁目５番１９号に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ 日本第一製薬は、平成２８年４月以降、本件商品を通信販売の方法により一般消費者に

販売しているところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、肥満気味の者（ＢＭＩが２５．０以上の軽度肥満者）を対象とした人試験

において、被験者群が、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２

２．０ｍｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少す

ることが示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本

品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来

イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内

臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されてい

ます。肥満気味な方、体重（ＢＭＩ）が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト

周囲径が気になる方に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２７年

１０月１３日に、日本第一製薬が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア 日本第一製薬は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年４月１８日

から平成２９年７月９日までの間、例えば、平成２９年１月２９日から同年５月２４日

までの間、自社ウェブサイトにおいて、くびれのある細身のウエストの写真と共に、「ズ

ボンをスラッと履けるのが、こんなに快感だったなんて！」等と記載するなど、別表１

「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、

誰でも容易に、内臓脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の
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痩身効果が得られ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、日本第一製薬に対し、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、日本

第一製薬は、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。 

なお、日本第一製薬は、前記アの表示について、例えば、自社ウェブサイトにおいて、

「※２：上記臨床試験結果は平均値であり、すべての方に効果を保証するものではあり

ません。」等と記載するなど、別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表

示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示

は、一般消費者が前記アの表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない。 

⑹ 日本第一製薬は、平成２９年８月１日、前記⑸アの表示は、実際のものよりも著しく優

良であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、日本第一製薬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。 

 

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
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年９月２０

日から平成２９年１

月２８日までの間 

腹部にメジャーを巻き付けた写真と共

に、「お腹の脂肪１を減らしたい方へ」と

記載。 

「＼こんなお悩みはありませんか・・・？

／」として、「☑ぽっこりお腹を何とかした

い。☑美しいくびれがほしい。☑健康診断

で体重や内臓脂肪が増えていた。☑ダイエ

ットサプリで成功したことがない。☑今度

こそ成功させたいと思っている。」と記載。

腹部の肉をつまんだ写真と共に、「お腹

周りがぽっちゃり・・・。」、体重計に乗っ

て、しゃがんで頭を手で抱えて困っている

女性の写真と共に、「体重計に乗るのがコ

ワい・・・！」及び体重計に両足を乗せた

写 真 と 共 に 、 「 い つ の 間 に こ ん な

に・・・！？」と記載した上、「もう悩みた

くない！」、「＼そんな方に、お腹の脂肪※

１対策サプリ／」、「※１：お腹の脂肪とは

内臓脂肪と皮下脂肪を指します。」と記載。

くびれのある細身のウエストの画像と

共に、「葛の花由来イソフラボン（テクト

リゲニン類として） ３つのチカラ１」とし

て、「その１ 褐色脂肪での燃焼を促進 褐

色脂肪の働きをサポートし、脂肪の燃焼を

活性化させます」、「その２ 肝臓で脂肪の

合成を抑制 新たに脂肪として合成され

るのを抑制する働きを助けます。」及び「そ

の３ 白色脂肪での分解を促進 余分なも

のを分解する働きをサポートし体脂肪が

燃焼しやすくなります。」と記載。 

白いお皿のようなものに錠剤が４粒載

っている写真と共に、「１日４粒目安のら

くらく新習慣、はじめませんか？」、「お腹

の脂肪対策 1 に。」及び「１．お腹の脂肪
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表示媒体 表示期間 表示内容 

とは腹部全体の脂肪を指します。」と記載。

細身の女性の写真と共に、「体脂肪の減

少 お腹の脂肪 1 対策に役立ち、キレイも

期待できます。」及び「１．お腹の脂肪とは

腹部全体の脂肪を指します。」と記載。 

「４０代女性●●様」の体験談として、

「２～３ｋｇも減りました！ ３ヵ月で体

脂肪は約４％減り、今まで飲んだサプリの

中で１番実感がありました！」と記載。 

「５０代女性●●様」の体験談として、

「３ヵ月目でウエストがマイナス２．３ｃ

ｍ！ 体重に変化はなかったのですが、１

週間でお腹周りが１ｃｍ減っていました。

このまま続けていきます。」と記載。 

「４０代女性●●様」の体験談として、

「３ヵ月過ぎてから背中もスッキリ！ お

風呂上りにボディローションをぬるとき、

腰周りや背中のあたりがスッキリしてる

気がします。」と記載。 

「５０代女性●●様」の体験談として、

「少しずつ体脂肪が落ちてきました！ 日

によって変動はありますが、少しずつ体脂

肪が減ってきています。」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し２） 

平成２９年１月２９

日から同年５月２４

日までの間 

くびれのある細身のウエストの写真と

共に、「ズボンをスラッと履けるのが、こ

んなに快感だったなんて！」と記載。 

「ぽっこり対策が１日たった４９．３円

１」と記載。 

くびれのある細身のウエストの写真と

共に、「＼葛の花由来イソフラボンは／（テ

クトリゲニン類として） お腹の脂肪 1  体

重 ウエスト周囲径 ３つの減少２を助けま

す」、「１．お腹の脂肪とは内臓脂肪と皮下

脂肪を指します。」及び「２．お腹の脂肪

（内臓脂肪と皮下脂肪）、体重、ウエスト

6



表示媒体 表示期間 表示内容 

周囲径を指します。」と記載。 

「葛の花由来イソフラボン ３つのメカ

ニズム」、「１．余分なものの合体を抑える 

『葛の花由来イソフラボン』は、燃焼され

ずに余ったエネルギーが新たに余分なも

のとして合成されるのを抑える働きがあ

ります。」、「２．ばらばらになるのを応援 

『葛の花由来イソフラボン』は、余ったエ

ネルギーを分解する働きをサポートし、余

分に蓄えられているものにアプローチし

てくれます。」及び「３．燃焼をサポート 

『葛の花由来イソフラボン』は、褐色脂肪

の働きをサポートし、ぽっこりの燃焼を助

けます。」と記載した上、「この３つの働き

を持つ機能性関与成分葛の花由来イソフ

ラボンを配合」と記載。 

「５０代 女性 ●●様」の体験談とし

て、「友達から褒められ頬が熱くなった！ 

ウエストと体重がスッキリとしてきて、２

０代の頃に着ていた服がスルッと入るよ

うになりました！トールペイント仲間か

ら『やせたね～』と言われたのが何より嬉

しかったです！」と記載。 

「７０代 女性 ●●様」の体験談とし

て、「上着でお腹を隠さなくなった！ 体

重は計っていないので分かりませんが、ウ

エスト周りの変化を実感しています。今ま

で上着でお腹を隠していたのが隠さなく

てよくなりました。これからは、お洒落を

楽しみたいです。」と記載。 

「４０代 女性 ●●様」の体験談とし

て、「お風呂あがりに気付きました！ ３

ヵ月を過ぎたころから変化がありました。

お風呂上りにボディローションをぬると

き、腰周りや背中の辺りがスッキリしてい
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ることを実感！驚きのあまりハッと息を

呑みました。」と記載。 

「４０代 女性 ●●様」の体験談とし

て、「最近のマイブームは・・・♪ お腹周

りが太めなのをどうにかしたくてイソフ

ラボンスリムを飲み始めたところ、ズボン

がサイズダウンしてビックリ！着たい洋

服のリストを作るのがマイブームです♪」

と記載。 

テレビ放送 

（別添写し３） 

平成２８年６月６日

から平成２９年７月

９日までの間 

くびれのある細身のウエストの画像と

共に、「脂肪を 燃やす 抑える 分解す

る ３つの働きをサポート！」と表示され

た映像及び「機能性関与成分である葛の花

イソフラボンは、脂肪を抑える、分解する、

燃やすの３つの働きをサポートしてくれ

る注目成分。」との音声。 

女性と共に、「６７．３ｋｇ」と表示さ

れた映像、「そこで、お腹の脂肪に悩むこ

ちらの●●さんに葛の花イソフラボンス

リムを試してもらったところ、体重６７．

３」及び「すごーい」という音声。 

腹部の画像と共に、「体験後 ウエスト

８２ｃｍ」と表示された映像及び「ウエス

トもご覧のように、お腹の脂肪がスッキ

リ。」との音声。 

女性及び腹部の画像と共に、「体験前 体

重７６．５ｋｇ ウエスト９９ｃｍ」、「本

当に嬉しいです」と表示された映像並びに

「本当に、嬉しいです。」との音声。 

女性及び腹部の画像と共に、「体験後 体

重６７．３ｋｇ ウエスト８２ｃｍ」、「脂

肪がどこかにいってる」と表示された映像

及び「厚みが違う！この脂肪どこかへ行っ

ているみたいな。」との音声。 

女性及び腹部の画像と共に、「体験前 体

8



表示媒体 表示期間 表示内容 

重７６．５ｋｇ ウエスト９９ｃｍ」、「（ズ

ボンが）スルッとはけた」と表示された映

像及び「スルッとはけたのが、全然違う。」

との音声。 

女性及び腹部の画像と共に、「体験後 体

重６７．３ｋｇ ウエスト８２ｃｍ」、「こ

の数字が出たので」と表示された映像及び

「普段の生活に葛の花イソフラボンスリ

ムを取り入れて、この数字が出たので自分

でも本当にビックリしています。」との音

声。 

ラジオ放送 

（別添写し４） 

平成２８年４月１８

日から平成２９年７

月６日までの間 

パーソナリティ（ラジオ局側）の「男女

問わずウエストサイズが気になる中高年

世代には打ってつけのサプリですね～。」

との音声。 

ショッピングキャスター（日本第一製薬

側）の「言う方は簡単ですが実際に痩せる

のは大変ですからね～。今迄の悪い生活習

慣のツケも踏まえ食事の栄養バランスを

考え出来るだけ運動もする事が大切です。

でもそうして一生懸命頑張っても思い通

りにならない時もありますよね？」との音

声。 

パーソナリティ（ラジオ局側）の「あり

ますね～！というよりそういう事の方が

多い気が・・・。」という音声に続いて、シ

ョッピングキャスター（日本第一製薬側）

の「そんな時こそ、葛の花イソフラボンス

リムの出番です。葛の花由来のイソフラボ

ンが、今ある脂肪の分解に役立つだけでな

く食べたものの脂肪を体に付き難くして

くれますから、いつの間にかスンナリ・ス

ッキリ、洋服の着こなしだって変わるかも

しれませんよ！体型を隠す服ばかり着て

いた方はご自宅やお店の中でも鏡の中の

9



表示媒体 表示期間 表示内容 

自分にうっとり・・・なんて事も夢じゃあ

りません。是非多くの方にお試し頂きたい

んです！！」との音声。 

ショッピングキャスター（日本第一製薬

側）の「仕事が忙しくてダイエットに苦戦

している方、服を買いに行っても似合うも

のがない方、同窓会に行きたくない！昔の

体型に戻りたい！そんな悩める女性の皆

さんに特にお勧めです！！」との音声。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年９月２０

日から平成２９年１

月２８日までの間 

「※２：上記臨床試験結果は平均値であ

り、すべての方に効果を保証するものでは

ありません。」と記載。 

「※上記臨床試験結果は平均値であり、

すべての方に効果を保証するものではあ

りません。」と記載。 

「※お客様の声は個人の感想であり効

果を保証するものではありません。」（４か

所）と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し２） 

平成２９年１月２９

日から同年５月２４

日までの間 

「※２：上記臨床試験結果は平均値であ

り、すべての方に効果を保証するものでは

ありません。」と記載。 

「※上記臨床試験結果は平均値であり、

すべての方に効果を保証するものではあ

りません。」（４か所）と記載。 

「※個人の感想であり、効果をお約束す

るものではございません。」（４か所）と

記載。 
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消表対第１５３７号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社ハーブ健康本舗 

代表取締役 永松 靖浩 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「シボヘール」と称する錠剤状１２０粒入りの機能性表示食品及び

「シボヘール」と称する錠剤状４０粒入りの機能性表示食品（以下これらを併せて「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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年１１月２１日から平成２９年

６月６日までの間、例えば、平成２８年１１月２１日から平成２９年５月２５日までの

間、自社ウェブサイトにおいて、くびれたウエストの写真と共に、「お腹の脂肪が気に

なる方、肥満気味の方のための機能性表示食品！」、「お腹の脂肪を減らすのを助ける

新習慣」、「１日たった４粒」と記載するなど、別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体

において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮

下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られ

るかのように示す表示 

イ 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

別添１４ 
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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った。 

⑵ 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、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ア及びイの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 株式会社ハーブ健康本舗（以下「ハーブ健康本舗」という。）は、福岡市中央区天神二

丁目８番３４号住友生命福岡ビル３階に本店を置き、ハーブ、ビタミン等を原料としたサ

プリメント等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ ハーブ健康本舗は、平成２８年１１月２１日以降、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ところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０ｍ

ｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少することが

示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラ

ボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥

満気味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方

に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２８年６月１日に、ハーブ

健康本舗が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア ハーブ健康本舗は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年１１月２

１日から平成２９年６月６日までの間、例えば、平成２８年１１月２１日から平成２９

年５月２５日までの間、自社ウェブサイトにおいて、くびれたウエストの写真と共に、

「お腹の脂肪が気になる方、肥満気味の方のための機能性表示食品！」、「お腹の脂肪
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を減らすのを助ける新習慣」、「１日たった４粒」と記載するなど、別表１「表示媒体」

欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、

内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩

身効果が得られ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、ハーブ健康本舗に対し、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、

ハーブ健康本舗は、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。 

なお、ハーブ健康本舗は、前記アの表示について、例えば、自社ウェブサイトにおい

て、「※掲載しているお声は、個人の感想であり、実感には個人差がございます。」と

記載するなど、別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記

載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費

者が前記アの表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない。 

⑹ ハーブ健康本舗は、平成２９年１０月３日、前記⑸アの表示は、実際のものよりも著し

く優良であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ハーブ健康本舗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。 

 

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
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し１） 

平成２８年１１月２

１日から平成２９年

５月２５日までの間 

 くびれたウエストの写真と共に、「お腹の

脂肪が気になる方、肥満気味の方のための

機能性表示食品！」、「お腹の脂肪を減らす

※のを助ける新習慣」及び「１日たった４粒」

と記載。 

 「歳を重ねておなか周りが気になってき

てませんか？」、ウエストのチャックが閉ま

らない写真と共に、「ウエストが閉まらない

…」、体重計に乗っている写真と共に、「健

康診断で内臓脂肪が多いと指摘された…」、

ランニングをしている写真と共に、「頑張っ

ても体重が減らない…」及び「“運動”や“食

事制限”をしてもなかなか脂肪が減らない

…」と記載。 

脂肪の付いた腹部を両手でつまんでいる

写真及びくびれたウエストの写真と共に、

「そこで！」、「なかなか落ちない！脂肪を

減らすのを助けるために研究開発したの

が」、「おなかの脂肪（内臓脂肪・皮下脂肪）

＋ウエスト＋体重」、「機能性関与成分『葛

の花由来イソフラボン』がすべてを減らす

のを助ける」及び「機能性表示食品シボヘー

ル」と記載。 

 「でも、本当に減るの？」及び「『シボヘー

ル』は『機能性表示食品』だからこそしっか

りとした科学的根拠があります！」と記載。 

 「葛の花由来イソフラボンには、脂肪と戦

う秘められた３つのパワー※が」、脂肪の合

成が抑制されている様子を表した図と共

に、「パワー１ 脂肪の合成を抑える！ 燃

焼しきれずに余ったエネルギーは肝臓で中

性脂肪へと合成され身体の各部で体脂肪と

して蓄積されます。『葛の花由来イソフラボ

ン』は、この中性脂肪の合成を抑制する働き

があります。」、脂肪が分解される様子を表
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表示媒体 表示期間 表示内容 

した図と共に、「パワー２ 脂肪の分解を促

進する！ 身体に蓄積された体脂肪は、そ

のままではエネルギーとして燃焼させるこ

とができないため、一度、“脂肪酸”へ分解

する必要があります。『葛の花由来イソフラ

ボン』はこの分解する働きをサポートし、体

脂肪を燃焼しやすくします。」、褐色脂肪細

胞が活発な状態を表した図と共に、「パワー

３ 脂肪の燃焼を促進させる！ 分解さ

れ、脂肪酸となった体脂肪は、褐色脂肪細胞

によって燃焼されます。『葛の花由来イソフ

ラボン』は、この褐色脂肪細胞の働きをサ

ポートし、しっかりと脂肪酸を燃焼させま

す。」及び「シボヘールの機能性関与成分“葛

の花由来イソフラボン”はこの３つの力 ※で

気になる脂肪に働きかけ、おなかの脂肪（内

臓脂肪・皮下脂肪） ウエスト 体重 すべ

てを減らすのを助けます！」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『シボ

ヘール』で、お腹の脂肪を減らす簡単便利な

新習慣、始めてみませんか？」及び「一日４

粒だからとっても簡単！」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「お腹の

脂肪が気になる方、肥満気味の方のための

機能性表示食品！」、「お腹の脂肪を減らす

※のを助ける新習慣」及び「１日たった４粒」

と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し２） 

平成２８年１１月２

１日から平成２９年

５月２５日までの間 

 くびれたウエストの写真と共に、「お腹の

脂肪が気になる方、肥満気味の方のための

機能性表示食品！」、「お腹の脂肪を減らす

※のを助ける新習慣」及び「１日たった４粒」

と記載。 

 「歳を重ねておなか周りが気になってき

てませんか？」、ウエストのチャックが閉ま

らない写真と共に、「ウエストが閉まらない

…」、体重計に乗っている写真と共に、「健
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表示媒体 表示期間 表示内容 

康診断で内臓脂肪が多いと指摘された…」、

ランニングをしている写真と共に、「頑張っ

ても体重が減らない…」及び「“運動”や“食

事制限”をしてもなかなか脂肪が減らない

…」と記載。 

脂肪の付いた腹部を両手でつまんでいる

写真及びくびれたウエストの写真と共に、

「そこで！」、「なかなか落ちない！脂肪を

減らすのを助けるために研究開発したの

が」、「おなかの脂肪（内臓脂肪・皮下脂肪）

＋ウエスト＋体重」、「機能性関与成分『葛

の花由来イソフラボン』がすべてを減らす

のを助ける」及び「機能性表示食品シボヘー

ル」と記載。 

 「でも、本当に減るの？」及び「『シボヘー

ル』は『機能性表示食品』だからこそしっか

りとした科学的根拠があります！」と記載。 

 「葛の花由来イソフラボンには、脂肪と戦

う秘められた３つのパワー※が」、脂肪の合

成が抑制されている様子を表した図と共

に、「パワー１ 脂肪の合成を抑える！ 燃

焼しきれずに余ったエネルギーは肝臓で中

性脂肪へと合成され身体の各部で体脂肪と

して蓄積されます。『葛の花由来イソフラボ

ン』は、この中性脂肪の合成を抑制する働き

があります。」、脂肪が分解される様子を表

した図と共に、「パワー２ 脂肪の分解を促

進する！ 身体に蓄積された体脂肪は、そ

のままではエネルギーとして燃焼させるこ

とができないため、一度、“脂肪酸”へ分解

する必要があります。『葛の花由来イソフラ

ボン』はこの分解する働きをサポートし、体

脂肪を燃焼しやすくします。」、褐色脂肪細

胞が活発な状態を表した図と共に、「パワー

３ 脂肪の燃焼を促進させる！ 分解さ

れ、脂肪酸となった体脂肪は、褐色脂肪細胞
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表示媒体 表示期間 表示内容 

によって燃焼されます。『葛の花由来イソフ

ラボン』は、この褐色脂肪細胞の働きをサ

ポートし、しっかりと脂肪酸を燃焼させま

す。」及び「シボヘールの機能性関与成分“葛

の花由来イソフラボン”はこの３つの力 ※で

気になる脂肪に働きかけ、おなかの脂肪（内

臓脂肪・皮下脂肪） ウエスト 体重 すべ

てを減らすのを助けます！」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「『シボ

ヘール』で、お腹の脂肪を減らす簡単便利な

新習慣、始めてみませんか？」及び「一日４

粒だからとっても簡単！」と記載。 

 くびれたウエストの写真と共に、「お腹の

脂肪が気になる方、肥満気味の方のための

機能性表示食品！」、「お腹の脂肪を減らす

※のを助ける新習慣」及び「１日たった４粒」

と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し３） 

平成２８年１１月２

１日から平成２９年

５月２５日までの間 

腹部の脂肪をつまんだ写真と共に、「おな

かの脂肪が気になる方へ！」及び「お腹の脂

肪を減らすのを助ける」と記載。 

 腹部に両手を当てている写真と共に、「内

臓脂肪 皮下脂肪 ウエスト 体重 が気

になる方に！」、「シボヘール」及び「４粒

飲むだけの新習慣！」と記載。 

 「歳を重ねておなか周りが気になってき

てませんか？」、ウエストの閉まらない写真

と共に、「ウエストが閉まらない…」、体重

計に乗っている写真と共に、「健康診断で内

臓脂肪が多いと指摘された…」、ランニング

をしている写真と共に、「頑張っても体重が

減らない…」及び「“運動”や“食事制限”

をしてもなかなか脂肪が減らない…」と記

載。 

脂肪の付いた腹部を両手でつまんでいる

写真及びくびれたウエストの写真と共に、

「そこで！」、「なかなか落ちない！脂肪を
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表示媒体 表示期間 表示内容 

減らすのを助けるために研究開発したの

が」、「おなかの脂肪（内臓脂肪・皮下脂肪）

＋ウエスト＋体重」、「機能性関与成分『葛

の花由来イソフラボン』がすべてを減らす

のを助ける」及び「機能性表示食品シボヘー

ル」と記載。 

 「でも、本当に減るの？」及び「『シボヘー

ル』は『機能性表示食品』だからこそしっか

りとした科学的根拠があります！」と記載。 

 「葛の花由来イソフラボンには、脂肪と戦

う秘められた３つのパワー※が」、脂肪の合

成が抑制されている様子を表した図と共

に、「パワー１ 脂肪の合成を抑える！ 燃

焼しきれずに余ったエネルギーは肝臓で中

性脂肪へと合成され身体の各部で体脂肪と

して蓄積されます。『葛の花由来イソフラボ

ン』は、この中性脂肪の合成を抑制する働き

があります。」、脂肪が分解される様子を表

した図と共に、「パワー２ 脂肪の分解を促

進する！ 身体に蓄積された体脂肪は、そ

のままではエネルギーとして燃焼させるこ

とができないため、一度、“脂肪酸”へ分解

する必要があります。『葛の花由来イソフラ

ボン』はこの分解する働きをサポートし、体

脂肪を燃焼しやすくします。」、褐色脂肪細

胞が活発な状態を表した図と共に、「パワー

３ 脂肪の燃焼を促進させる！ 分解さ

れ、脂肪酸となった体脂肪は、褐色脂肪細胞

によって燃焼されます。『葛の花由来イソフ

ラボン』は、この褐色脂肪細胞の働きをサ

ポートし、しっかりと脂肪酸を燃焼させま

す。」及び「シボヘールの機能性関与成分“葛

の花由来イソフラボン”はこの３つの力で

気になる脂肪に働きかけ、おなかの脂肪（内

臓脂肪・皮下脂肪） ウエスト 体重 すべ

てを減らすのを助けます！」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「お腹の脂肪やウエストサイズ、体重が気

になる人に『シボヘール ※』は適していま

す。」及び「シボヘールの機能性関与成分『葛

の花由来イソフラボン』は脂肪の合成の抑

制、脂肪の分解・燃焼を促進する効果が検証

されているので、脂肪やウエストサイズ、体

重がなかなか落ちないという方に適してい

ます。ですので、そのような悩みがある方に

は、一度試してみる価値は十分にあると思

います。」と記載。 

 「『歳のせいかお腹の脂肪が減らなくて

困っていたんですがこれはすごい！』」及び

「最近、歳のせいかお腹の脂肪がなかなか

落ちなくて困ってたんです。でもシボヘー

ルと出会って、感覚が変わりました。本当に

脂肪が減ってる！という実感がすごいんで

す！もう絶対に手放したくないですよね

♪」と記載。 

 「『ウエストが細くなった！友人からも大

絶賛されました。』」及び「歳を重ねるごと

にお腹周りが気になって、気になって。シボ

ヘールを飲み始めてからはウエストが細く

なっていくのを実感できるんですよ。本当

にびっくりしました。同じ悩みをもつお友

達にもおすすめしてして、シボヘール仲間

を増やしている最中です。」と記載。 

 「『こんなサプリメント今までなかっ

た！』」及び「妻から『そのお腹どうにかし

て！』と渡されたのがシボヘールでした。４

粒飲むだけでいいから、忙しくても楽に続

けられるし、出先にも持っていけるので助

かります。最近は『お腹周りがやせた！』と

妻も満足げです。」と記載。 

 「本当におなかの脂肪（内臓脂肪・皮下脂

肪） ウエスト 体重 が気になる方へ」、

「おなかの脂肪が気になるけど高いお金は
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表示媒体 表示期間 表示内容 

…いろいろとお金はかけてみたけど、お腹

の脂肪が減らなかった…そんな人こそ、試

していただきたいのです。ぜひ、機能性表示

食品『シボヘール』で一緒にお腹の脂肪、ウ

エスト、体重を減らしませんか？」及び「４

粒飲むだけの新習慣！」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し４） 

平成２８年１１月２

１日から平成２９年

５月２９日までの間 

腹部の脂肪をつまんだ写真と共に、「おな

かの脂肪が気になる方へ！」及び「お腹の脂

肪を減らすのを助ける」と記載。 

 腹部の脂肪に両手を当てている写真と共

に、「内臓脂肪 皮下脂肪 ウエスト 体重 

が気になる方に！」、「シボヘール」及び「４

粒飲むだけの新習慣！」と記載。 

 「歳を重ねておなか周りが気になってき

てませんか？」、ウエストの閉まらない写真

と共に、「ウエストが閉まらない…」、体重

計に乗っている写真と共に、「健康診断で内

臓脂肪が多いと指摘された…」、ランニング

をしている写真と共に、「頑張っても体重が

減らない…」及び「“運動”や“食事制限”

をしてもなかなか脂肪が減らない…」と記

載。 

脂肪の付いた腹部を両手でつまんでいる

写真及びくびれたウエストの写真と共に、

「そこで！」、「なかなか落ちない！脂肪を

減らすのを助けるために研究開発したの

が」、「おなかの脂肪（内臓脂肪・皮下脂肪）

＋ウエスト＋体重」、「機能性関与成分『葛

の花由来イソフラボン』がすべてを減らす

のを助ける」及び「機能性表示食品シボヘー

ル」と記載。 

 「でも、本当に減るの？」及び「『シボヘー

ル』は『機能性表示食品』だからこそしっか

りとした科学的根拠があります！」と記載。 

 「葛の花由来イソフラボンには、脂肪と戦

う秘められた３つのパワー※が」、脂肪の合
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表示媒体 表示期間 表示内容 

成が抑制されている様子を表した図と共

に、「パワー１ 脂肪の合成を抑える！ 燃

焼しきれずに余ったエネルギーは肝臓で中

性脂肪へと合成され身体の各部で体脂肪と

して蓄積されます。『葛の花由来イソフラボ

ン』は、この中性脂肪の合成を抑制する働き

があります。」、脂肪が分解される様子を表

した図と共に、「パワー２ 脂肪の分解を促

進する！ 身体に蓄積された体脂肪は、そ

のままではエネルギーとして燃焼させるこ

とができないため、一度、“脂肪酸”へ分解

する必要があります。『葛の花由来イソフラ

ボン』はこの分解する働きをサポートし、体

脂肪を燃焼しやすくします。」、褐色脂肪細

胞が活発な状態を表した図と共に、「パワー

３ 脂肪の燃焼を促進させる！ 分解さ

れ、脂肪酸となった体脂肪は、褐色脂肪細胞

によって燃焼されます。『葛の花由来イソフ

ラボン』は、この褐色脂肪細胞の働きをサ

ポートし、しっかりと脂肪酸を燃焼させま

す。」及び「シボヘールの機能性関与成分“葛

の花由来イソフラボン”はこの３つの力 ※で

気になる脂肪に働きかけ、おなかの脂肪（内

臓脂肪・皮下脂肪） ウエスト 体重 すべ

てを減らすのを助けます！」と記載。 

 「お腹の脂肪やウエストサイズ、体重が気

になる人に『シボヘール ※』は適していま

す。」及び「シボヘールの機能性関与成分『葛

の花由来イソフラボン』は脂肪の合成の抑

制、脂肪の分解・燃焼を促進する効果が検証

されているので、脂肪やウエストサイズ、体

重がなかなか落ちないという方に適してい

ます。ですので、そのような悩みがある方に

はぜひ、一度試してみる価値は十分にある

と思います。」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 「『歳のせいかお腹の脂肪が減らなくて

困っていたんですがこれはすごい！』」及び

「最近、歳のせいかお腹の脂肪がなかなか

落ちなくて困ってたんです。でもシボヘー

ルと出会って、感覚が変わりました。本当に

脂肪が減ってる！という実感がすごいんで

す！もう絶対に手放したくないですよね

♪」と記載。 

 「『ウエストが細くなった！友人からも大

絶賛されました。』」及び「歳を重ねるごと

にお腹周りが気になって、気になって。シボ

ヘールを飲み始めてからはウエストが細く

なっていくのを実感できるんですよ。本当

にびっくりしました。同じ悩みをもつお友

達にもおすすめして、シボヘール仲間を増

やしている最中です。」と記載。 

 「『こんなサプリメント今までなかっ

た！』」及び「妻から『そのお腹どうにかし

て！』と渡されたのがシボヘールでした。４

粒飲むだけでいいから、忙しくても楽に続

けられるし、出先にも持っていけるので助

かります。最近は『お腹周りがやせた！』と

妻も満足げです。」と記載。 

 「本当におなかの脂肪（内臓脂肪・皮下脂

肪） ウエスト 体重 が気になる方へ」、

「お腹の脂肪が気になるけど高いお金

は...いろいろとお金はかけてみたけど、お

腹の脂肪が減らなかった...そんな人こそ、

試していただきたいのです。ぜひ、機能性表

示食品『シボヘール』で一緒にお腹の脂肪、

ウエスト、体重を減らしませんか？」及び

「４粒飲むだけの新習慣！」と記載。 

新聞広告 

（別添写し５） 

平成２８年１１月３

０日 

「肥満気味の方の■お腹の脂肪（内臓脂

肪、皮下脂肪） ■体重 ■ウエスト周囲径

を減らす 『葛
く ず

の花由来イソフラボン』の

驚異
・ ・

の 機能性
・ ・ ・

に迫る」、ウエストにメ



１４ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ジャーを巻きつけたスリムな腹部の写真と

共に、「葛の花由来イソフラボンで『お腹の

脂肪 ※１』も『体重』も減った」及び「この

数字が動かぬ真実」と記載。 

 腹部内臓脂肪のＣＴ画像の比較写真と共

に、「気になる内臓脂肪もスッキリ！」と記

載。 

 「葛の花由来イソフラボンでお腹まわり

スッキリ」、「『お腹の脂肪と体重をまとめて
・ ・ ・ ・

減らす』という、常識をくつがえす新成分

『葛の花由来イソフラボン』。その秘密に迫

ります。」、「①分解②燃焼、さらに③脂肪

を作らせない葛の花由来イソフラボン」、

「体重やおなかの脂肪を減らすには、脂肪

の分解力と燃焼力を上げることが必要で

す。そこで今、注目を集めているのが『葛の

花由来イソフラボン』。その名のとおり、和

漢植物“葛”の花の成分で、脂肪の①分解力

と②燃焼力を高めたうえ、③脂肪を作らせ

ないという働きも備える画期的な成分なの

です。（左図１参照）」、「図１．葛の花由

来イソフラボン３つの働き ①脂肪を分解 

体脂肪はそのままでは燃えないので脂質に

分解する必要があります。葛の花由来イソ

フラボンはこの分解をサポートします。 

②脂肪を燃やす 脂質となった体脂肪は褐

色脂肪細胞によって燃やされます。葛の花

由来イソフラボンは褐色脂肪細胞をサポー

トし脂質を燃やします。 ③脂肪を作らせ

ない 体内で余ったエネルギーは中性脂肪

になり、身体の各部で体脂肪になります。葛

の花由来イソフラボンはエネルギーが中性

脂肪になるのを抑えます。」、「葛の花由来

イソフラボン含有の機能性表示食品『シボ

ヘール』」及び「葛の花由来イソフラボンを

たっぷり含む商品として話題沸騰の『シボ



１５ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ヘール』。機能性表示食品というのも人気の

秘密です。また、国内で安全性が認められた

食品原料のみを使用し、健康補助食品のＧ

ＭＰ（医薬品製造レベルの製造・品質管理基

準）製造所として認定された工場で製造さ

れる高い品質も評価されています。」と記

載。 

 「すでに結果が出ています！」、ウエスト

の隙間を広げて見せているスリムな女性の

写真と共に、「『ウエストを測ったら、え

えっ！って（笑）』」、「お腹まわりが気に

なりはじめてからというもの、良いと聞い

たものは全て試してきたんですが全くダメ

…。葛は和漢として知っていたので、なんか

イイんじゃない？と思って飲んでみまし

た。明らかに実感があったのでウエストを

測ってみたら、『ええっ！って』（笑）」、

細身の女性の写真と共に、「『１０年間で初

めて！こんなのを待っていました』」、「か

れこれ１０年以上前から、ありとあらゆる

ものを試してきましたが挫折してはリバウ

ンドの繰り返し。ダイエットはすっかりあ

きらめモードだったんですが、機能性表示

食品っていうのが気になって…。おかげさ

までお洋服も選べるし、気持ちの良い毎日

を楽しんでます。」、ウエストの隙間を広げ

て見せているスリムな男性の写真と共に、

「『まだまだモテたいし、食べたい！』」及

び「ズボンはＬサイズコーナーじゃないと

買えなかったので、高いわダサいわで困っ

てました。ちゃんと根拠がある商品という

ことで試してみたら、昔のズボンが履ける

ように！まだまだモテたいし、美味しいも

のも食べたいから、続けていきますよ。」と

記載。 



１６ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

新聞広告 

（別添写し６） 

平成２８年１２月６

日 

「肥満気味の方の■お腹の脂肪（内臓脂

肪、皮下脂肪） ■体重 ■ウエスト周囲径

を減少サポート 『葛
く ず

の花由来イソフラボ

ン』の 驚異
・ ・

の 機能性
・ ・ ・

に迫る」、ウエストに

メジャーを巻きつけたスリムな腹部の写真

と共に、「葛の花由来イソフラボンで『お腹

の脂肪 ※１』も『体重』も減った ※２」及び「こ

の数字が動かぬ真実」と記載。 

 腹部内臓脂肪のＣＴ画像の比較写真と共

に、「気になる内臓脂肪のスッキリをサポー

ト！」と記載。 

 「葛の花由来イソフラボンでお腹まわり

スッキリサポート」、「『お腹の脂肪と体重

を まとめて
・ ・ ・ ・

減らすのを助ける』という、常

識をくつがえす新成分『葛の花由来イソフ

ラボン』。その秘密に迫ります。」、「①分

解②燃焼、さらに③脂肪減少をサポートす

る葛の花由来イソフラボン」、「体重やおな

かの脂肪を減らすには、脂肪の分解力と燃

焼力を上げることが必要です。そこで今、注

目を集めているのが『葛の花由来イソフラ

ボン』。その名のとおり、“葛”の花の成分

で、脂肪の①分解力と②燃焼力を助けてく

れるうえ、③脂肪を作らせないという働き

もサポートする画期的な成分なのです。（左

図１参照）」、「図１．葛の花由来イソフラ

ボン３つの働き ①脂肪を分解サポート 

体脂肪はそのままでは燃えないので脂質に

分解する必要があります。葛の花由来イソ

フラボンはこの分解をサポートします。 

②脂肪を燃焼サポート 脂質となった体脂

肪は褐色脂肪細胞によって燃やされます。

葛の花由来イソフラボンは褐色脂肪細胞を

サポートし脂質を燃やします。 ③脂肪を

減少サポート 体内で余ったエネルギーは

中性脂肪になり、身体の各部で体脂肪にな
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ります。葛の花由来イソフラボンはエネル

ギーが中性脂肪になるのを抑えます。」、「葛

の花由来イソフラボン含有の機能性表示食

品『シボヘール』」及び「葛の花由来イソフ

ラボンをたっぷり含む商品として話題沸騰

の『シボヘール』。機能性表示食品というの

も人気の秘密です。また、国内で安全性が認

められた食品原料のみを使用し、健康補助

食品のＧＭＰ（医薬品製造レベルの製造・品

質管理基準）製造所として認定された工場

で製造される高い品質も評価されていま

す。」と記載。 

「一足お先に実感！」、ウエストの隙間を

広げて見せているスリムな女性の写真と共

に、「『ウエストを測ったら、ええっ！って

（笑）』」、「お腹まわりが気になりはじめ

てからというもの、良いと聞いたものは全

て試してきました…。葛は健康素材として

知っていたので、なんかイイんじゃない？

と思って飲んでみました。明らかに実感が

あったのでウエストを測ってみたら、『え

えっ！って』（笑）本当にビックリでした。」、

細身の女性の写真と共に、「『１０年間試し

てきたけどこんなのを待っていました』」、

「かれこれ１０年以上前から、『ポッチャ

リ』で悩んできました。ダイエットはすっか

りあきらめモードだったんですが、機能性

表示食品っていうのが気になって…。おか

げさまでお洋服も選べるし、気持ちの良い

毎日を楽しんでます。」、ウエストの隙間を

広げて見せているスリムな男性の写真と共

に、「『まだまだモテたいし、食べたい！』」

及び「ズボンはＬサイズコーナーじゃない

と買えなかったので、高いわダサいわで

困ってました。ちゃんと根拠がある商品と

いうことで試してみたら、昔のズボンが履
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表示媒体 表示期間 表示内容 

けるように！まだまだモテたいし、美味し

いものも食べたいから、続けていきます

よ。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し７） 

平成２９年１月２５

日 

 「肥満気味の方の■お腹の脂肪（内臓脂

肪、皮下脂肪） ■体重 ■ウエスト周囲径

を減らす 『葛の花由来イソフラボン』の驚

異の機能性に迫る」、ウエストにメジャーを

巻きつけたスリムな腹部の写真と共に、「葛

の花由来イソフラボンで『お腹の脂肪 ※１』

も『体重』も減った」及び「この数字が動か

ぬ真実」と記載。 

 腹部内臓脂肪のＣＴ画像の比較写真と共

に、「気になる内臓脂肪もスッキリ！」と記

載。 

 「葛の花由来イソフラボンでお腹まわり

スッキリ」、「『お腹の脂肪と体重をまとめて
・ ・ ・ ・

減らす』という、常識をくつがえす新成分

『葛の花由来イソフラボン』。その秘密に迫

ります。」、「①分解②燃焼、さらに③脂肪

を作らせない葛の花由来イソフラボン」、

「体重やおなかの脂肪を減らすには、脂肪

の分解力と燃焼力を上げることが必要で

す。そこで今、注目を集めているのが『葛の

花由来イソフラボン』。その名のとおり、和

漢植物“葛”の花の成分で、脂肪の①分解力

と②燃焼力を高めたうえ、③脂肪を作らせ

ないという働きも備える画期的な成分なの

です。（左図１参照）」、「図１．葛の花由

来イソフラボン３つの働き ①脂肪を分解 

体脂肪はそのままでは燃えないので脂質に

分解する必要があります。葛の花由来イソ

フラボンはこの分解をサポートします。 

②脂肪を燃やす 脂質となった体脂肪は褐

色脂肪細胞によって燃やされます。葛の花

由来イソフラボンは褐色脂肪細胞をサポー

トし脂質を燃やします。 ③脂肪を作らせ



１９ 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

ない 体内で余ったエネルギーは中性脂肪

になり、身体の各部で体脂肪になります。葛

の花由来イソフラボンはエネルギーが中性

脂肪になるのを抑えます。」、「葛の花由来

イソフラボン含有の機能性表示食品『シボ

ヘール』」及び「葛の花由来イソフラボンを

たっぷり含む商品として話題沸騰の『シボ

ヘール』。機能性表示食品というのも人気の

秘密です。また、国内で安全性が認められた

食品原料のみを使用し、健康補助食品のＧ

ＭＰ（医薬品製造レベルの製造・品質管理基

準）製造所として認定された工場で製造さ

れる高い品質も評価されています。」と記

載。 

 「すでに結果が出ています！」、ウエスト

の隙間を広げて見せているスリムな女性の

写真と共に、「『ウエストを測ったら、え

えっ！って（笑）』」、「お腹まわりが気に

なりはじめてからというもの、良いと聞い

たものは全て試してきたんですが全くダメ

…。葛は葛湯や葛根湯として知っていたの

で、なんかイイんじゃない？と思って飲ん

でみました。明らかに実感があったのでウ

エストを測ってみたら、『ええっ！って』

（笑）」、細身の女性の写真と共に、「『１

０年間で初めて！こんなのを待っていまし

た』」、「かれこれ１０年以上前から、あり

とあらゆるものを試してきましたが挫折し

てはリバウンドの繰り返し。ダイエットは

すっかりあきらめモードだったんですが、

機能性表示食品っていうのが気になって

…。おかげさまでお洋服も選べるし、気持ち

の良い毎日を楽しんでます。」、ウエストの

隙間を広げて見せているスリムな男性の写

真と共に、「『まだまだモテたいし、食べた

い！』」及び「ズボンはＬサイズコーナー
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表示媒体 表示期間 表示内容 

じゃないと買えなかったので、高いわダサ

いわで困ってました。ちゃんと根拠がある

商品ということで試してみたら、昔のズボ

ンが履けるように！まだまだモテたいし、

美味しいものも食べたいから、続けていき

ますよ。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し８） 

平成２９年１月２６

日 

 「肥満気味の方の■お腹の脂肪（内臓脂

肪、皮下脂肪） ■体重 ■ウエスト周囲径

を減らす 『葛
く ず

の花由来イソフラボン』の

驚異
・ ・

の 機能性
・ ・ ・

に迫る。」、ウエストにメ

ジャーを巻きつけたスリムな腹部の写真と

共に、「葛の花由来イソフラボンで『お腹の

脂肪 ※１』も『体重』も減った」及び「この

数字が動かぬ真実」と記載。 

 腹部内臓脂肪のＣＴ画像の比較写真と共

に、「気になる内臓脂肪もスッキリ！」と記

載。 

 「『減る』のには『理由
ワ ケ

』がある！」、「葛

の花由来イソフラボンの脂肪と戦う『３つ

のパワー』」、「『お腹の脂肪と体重を

まとめて
・ ・ ・ ・

減らす』という、常識をくつがえ

す新成分『葛の花由来イソフラボン』。その

秘密に迫ります。」、「①分解②燃焼、さら

に③脂肪を作らせない葛の花由来イソフラ

ボン」、「体重やおなかの脂肪を減らすには、

脂肪の分解力と燃焼力を上げることが必要

です。そこで今、注目を集めているのが『葛

の花由来イソフラボン』。その名のとおり、

和漢植物“葛”の花の成分で、脂肪の①分解

力と②燃焼力を高めたうえ、③脂肪を作ら

せないという働きも備える画期的な成分な

のです。（左図１参照）」、「図１．葛の花

由来イソフラボン３つの働き ①脂肪を分

解 体脂肪はそのままでは燃えないので脂

質に分解する必要があります。葛の花由来

イソフラボンはこの分解をサポートしま
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表示媒体 表示期間 表示内容 

す。 ②脂肪を燃やす 脂質となった体脂

肪は褐色脂肪細胞によって燃やされます。

葛の花由来イソフラボンは褐色脂肪細胞を

サポートし脂質を燃やします。 ③脂肪を

作らせない 体内で余ったエネルギーは中

性脂肪になり、身体の各部で体脂肪になり

ます。葛の花由来イソフラボンはエネル

ギーが中性脂肪になるのを抑えます。」、「葛

の花由来イソフラボン含有の機能性表示食

品『シボヘール』」及び「葛の花由来イソフ

ラボンをたっぷり含む商品として話題沸騰

の『シボヘール』。機能性表示食品というの

も人気の秘密です。また、国内で安全性が認

められた食品原料のみを使用し、健康補助

食品のＧＭＰ（医薬品製造レベルの製造・品

質管理基準）製造所として認定された工場

で製造される高い品質も評価されていま

す。」と記載。 

 「すでに結果が出ています！」、ウエスト

の隙間を広げて見せているスリムな女性の

写真と共に、「『ウエストを測ったら、え

えっ！って（笑）』」、「お腹まわりが気に

なりはじめてからというもの、良いと聞い

たものは全て試してきたんですが全くダメ

…。葛は葛湯や葛根湯として知っていたの

で、なんかイイんじゃない？と思って飲ん

でみました。明らかに実感があったのでウ

エストを測ってみたら、『ええっ！って』

（笑）」、細身の女性の写真と共に、「『１

０年間で初めて！こんなのを待っていまし

た』」、「かれこれ１０年以上前から、あり

とあらゆるものを試してきましたが挫折し

てはリバウンドの繰り返し。ダイエットは

すっかりあきらめモードだったんですが、

機能性表示食品っていうのが気になって

…。おかげさまでお洋服も選べるし、気持ち
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表示媒体 表示期間 表示内容 

の良い毎日を楽しんでます。」、ウエストの

隙間を広げて見せているスリムな男性の写

真と共に、「『まだまだモテたいし、食べた

い！』」及び「ズボンはＬサイズコーナー

じゃないと買えなかったので、高いわダサ

いわで困ってました。ちゃんと根拠がある

商品ということで試してみたら、昔のズボ

ンが履けるように！まだまだモテたいし、

美味しいものも食べたいから、続けていき

ますよ。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し９） 

平成２９年３月３日  「肥満気味の方の■お腹の脂肪（内臓脂

肪、皮下脂肪） ■体重 ■ウエスト周囲径

を減らすのをサポート 『葛
く ず

の花由来イソ

フラボン』の 確か
・ ・

な
・

機能性
・ ・ ・

に迫る」と記載

し、ウエストにメジャーを巻きつけたスリ

ムな腹部の写真と共に、「葛の花由来イソフ

ラボンが『お腹の脂肪 ※１』の減少をサポー

ト」と記載。 

 腹部内臓脂肪のＣＴ画像の比較写真と共

に、「たった１２週間でこの結果！」と記載。 

 「お腹周りが気になるそんなあなたに『葛

の花』」、「『お腹の脂肪や体重を減らすの

を助ける』として科学的根拠が示された『葛

の花由来イソフラボン』。我々の脂肪と戦っ

てくれるその働きに迫ります。」、「脂肪対

策で注目を集める葛の花由来イソフラボ

ン」、「『葛の花由来イソフラボン』は、そ

の名の通り、和漢植物“葛”の花から抽出さ

れるポリフェノールの一種。実際の試験で

お腹周りの脂肪の減少を助ける働きが報告

されており、実感できるダイエットサポー

ト素材として注目を集めています。葛の花

由来イソフラボンが注目される理由。それ

は、脂肪が増えるメカニズムに作用する『２

つの画期的な働き』にあります。」、「脂肪

の分解・燃焼を助ける葛の花由来イソフラ
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ボンのパワー」、「葛の花由来イソフラボン

２つの働き」、「①脂肪の分解をサポート 

体脂肪はそのままでは燃えないので脂質に

分解する必要があります。葛の花由来イソ

フラボンはこの分解をサポートします。 

②脂肪の燃焼をサポート 脂質となった体

脂肪は褐色脂肪細胞によって燃やされま

す。葛の花由来イソフラボンは褐色脂肪細

胞をサポートし脂質を燃やします。」、「葛

の花由来イソフラボン含有の機能性表示食

品『シボヘール』」及び「葛の花由来イソフ

ラボンをたっぷり含む商品として話題沸騰

の『シボヘール』。機能性表示食品というの

も人気の秘密です。また、国内で安全性が認

められた食品原料のみを使用し、健康補助

食品のＧＭＰ（医薬品製造レベルの製造・品

質管理基準）製造所として認定された工場

で製造される高い品質も評価されていま

す。」と記載。 

 ウエストの隙間を広げて見せているスリ

ムな女性の写真と共に、「『ウエストを測っ

たら、ええっ！って（笑）』」、「お腹まわ

りが気になりはじめてからというもの、良

いと聞いたものは全て試してきたんですが

…。葛は和漢植物として知っていたので、な

んかイイんじゃない？と思って飲んでみま

した。実感があったのでウエストを測って

みたら、『ええっ！って』（笑）」、細身の

女性の写真と共に、「『こんなのを待ってい

ました』」、「かれこれ１０年以上前から、

ありとあらゆるものを試してきましたが挫

折の繰り返し。ダイエットはすっかりあき

らめモードだったんですが、機能性表示食

品っていうのが気になって…。おかげさま

でお洋服も選べるし、気持ちの良い毎日を

楽しんでます。」、ウエストの隙間を広げて
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表示媒体 表示期間 表示内容 

見せているスリムな男性の写真と共に、

「『まだまだモテたいし、食べたい！』」及

び「ズボンはＬサイズコーナーじゃないと

買えなかったので、高いわダサいわで困っ

てました。ちゃんと根拠がある商品という

ことで試してみたら、昔のズボンが履ける

ように！まだまだモテたいし、美味しいも

のも食べたいから、続けていきますよ。」と

記載。 

テレビ放送 

（別添写し１０） 

平成２８年１１月２

３日から同月３０日

までの間、同年１２

月３日から同月８日

までの間、同月１０

日から同月１２日ま

での間、同月１４日

から同月１６日まで

の間、同月１９日か

ら同月２８日までの

間、平成２９年１月

４日から同月９日ま

での間、同月１１日

から同月２１日まで

の間、同月２３日か

ら同月２７日までの

間、同月２９日、同

月３１日から同年２

月２８日までの間、

同年３月２日から同

年５月２４日までの

間及び同年６月１日

から同月５日までの

間 

大きな腹部の脂肪を両手でつまんだ映像

と共に、「お腹の脂肪を減らしたい。中高年

の皆様必見情報」との音声、くびれたウエス

トの映像と共に、「お腹の脂肪を減らすのを

助ける機能性表示食品シボヘール」という

音声、ズボンのウエストを引っ張りウエス

ト周りに隙間が出来ることを強調した細身

の女性の映像と共に、「主成分、葛の花由来

イソフラボンが脂肪を分解、燃焼を促進す

る働きで、お腹の脂肪を助ける機能がある

ことが報告されています」との音声、細身の

女性のウエストの映像と共に、「スリムに

なった愛用者が急増中」、「本当に脂肪が

減っているという実感がすごかったです」

との音声等を放送。 

テレビ放送 

（別添写し１１） 

平成２８年１１月２

２日から同月２５日

までの間、同月２７

大きな腹部の脂肪を両手でつまんだ映像

と共に、「お腹の脂肪を減らしたい。中高年

の皆様必見情報」との音声、くびれたウエス
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表示媒体 表示期間 表示内容 

日から同月３０日ま

での間、同年１２月

２日から同月６日ま

での間、同月８日か

ら同月１３日までの

間、同月１５日から

同月２８日までの

間、平成２９年１月

４日から同年２月１

６日までの間、同月

２１日から同月２４

日までの間、同月２

８日から同年５月２

日までの間、同月４

日から同月１５日ま

での間、同月１７日

から同月２６日まで

の間及び同年６月１

日から同月６日まで

の間 

トの映像と共に、「お腹の脂肪を減らすのを

助ける機能性表示食品ハーブ健康本舗のシ

ボヘール」との音声、細身の女性のウエスト

の映像と共に、「スリムになった愛用者が急

増中」、「本当に脂肪が減っているという実

感がすごかったです」との音声等を放送。 

テレビ放送 

（別添写し１２） 

平成２８年１１月２

１日から同月２５日

までの間、同月２７

日から同年１２月１

３日までの間、同月

１５日から同月２８

日までの間、平成２

９年２月３日及び同

月７日から同年５月

２６日までの間 

大きな腹部でズボンのウエストのチャッ

クが閉まらない映像と共に、「お腹の脂肪を

減らしたい方に」との音声、燃え盛る火を背

景にした「シボヘール」と称する機能性表示

食品の容器包装を映した映像と共に、「シボ

ヘール」との音声、細身の女性のウエストの

映像と共に、「スリムになった愛用者が急増

中」、「本当に脂肪が減っているという実感

がすごかったです」との音声等を放送。 

 

テレビ放送 

（別添写し１３） 

平成２９年１月１６

日から同月２０日ま

での間、同月２２日

から同月３１日まで

の間、同年２月２日

から同月１５日まで

錠剤を手のひらに４粒乗せている映像と

共に、「では、そんなお腹の脂肪を減らすお

手軽なサプリメントがあったら？」との音

声、女性へのインタビュー映像と共に、「手

軽に？飲むだけ？脂肪が減る？」との音声、

男性へのインタビュー映像と共に、「そんな
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表示媒体 表示期間 表示内容 

の間、同月１７日か

ら同月１８日までの

間、同月２０日から

同年３月３日までの

間、同月５日から同

月１３日までの間及

び同月１５日から同

月３１日までの間 

のがあるんですか？」との音声、男性へのイ

ンタビュー映像に「あるんです。」と大きな

文字をかぶせた映像と共に、「それが、ある

んです」との音声、スリムな腹部の女性の写

真と共に、「１日４粒の新習慣、お腹の脂肪

を減らすのを助ける機能性表示食品」との

音声、燃え盛る火を背景にした「シボヘー

ル」と称する機能性表示食品の容器包装を

映した映像と共に、「それがハーブ健康本舗

のシボヘール」との音声等を放送。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し３） 

平成２８年１１月２

１日から平成２９年

５月２５日までの間 

「※掲載しているお声は、個人の感想で

あり、実感には個人差がございます。」と記

載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し４） 

平成２８年１１月２

１日から平成２９年

５月２９日までの間 

「※掲載しているお声は、個人の感想で

あり、実感には個人差がございます。」と記

載。 

新聞広告 

（別添写し５） 

平成２８年１１月３

０日 

「お客様の声は使用感であり、効果を保

証するものではありません。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し６） 

平成２８年１２月６

日 

「お客様の声は使用感であり、効果を保証

するものではありません。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し７） 

平成２９年１月２５

日 

「お客様の声は使用感であり、効果を保

証するものではありません。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し８） 

平成２９年１月２６

日 

「お客様の声は使用感であり、効果を保

証するものではありません。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し９） 

平成２９年３月３日 「お客様の声は使用感であり、効果を保

証するものではありません。」と記載。 

テレビ放送 

（別添写し１０） 

平成２８年１１月２

３日から同月３０日

までの間、同年１２

月３日から同月８日

までの間、同月１０

日から同月１２日ま

での間、同月１４日

から同月１６日まで

の間、同月１９日か

ら同月２８日までの

間、平成２９年１月

４日から同月９日ま

での間、同月１１日

から同月２１日まで

の間、同月２３日か

ら同月２７日までの

間、同月２９日、同

月３１日から同年２

月２８日までの間、

「※個人の感想であり 効果･効能を保

証するものではありません」と記載した映

像を放送。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

同年３月２日から同

年５月２４日までの

間及び同年６月１日

から同月５日までの

間 

テレビ放送 

（別添写し１１） 

平成２８年１１月２

２日から同月２５日

までの間、同月２７

日から同月３０日ま

での間、同年１２月

２日から同月６日ま

での間、同月８日か

ら同月１３日までの

間、同月１５日から

同月２８日までの

間、平成２９年１月

４日から同年２月１

６日までの間、同月

２１日から同月２４

日までの間、同月２

８日から同年５月２

日までの間、同月４

日から同月１５日ま

での間、同月１７日

から同月２６日まで

の間及び同年６月１

日から同月６日まで

の間 

「※個人の感想であり 効果･効能を保証

するものではありません」と記載した映像を

放送。 

テレビ放送 

（別添写し１２） 

平成２８年１１月２

１日から同月２５日

までの間、同月２７

日から同年１２月１

３日までの間、同月

１５日から同月２８

日までの間、平成２

９年２月３日及び同

「※個人の感想であり 効果･効能を保

証するものではありません」と記載した映

像を放送。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

月７日から同年５月

２６日までの間 

テレビ放送 

（別添写し１３） 

平成２９年１月１６

日から同月２０日ま

での間、同月２２日

から同月３１日まで

の間、同年２月２日

から同月１５日まで

の間、同月１７日か

ら同月１８日までの

間、同月２０日から

同年３月３日までの

間、同月５日から同

月１３日までの間及

び同月１５日から同

月３１日までの間 

「※個人の感想であり 効果･効能を保

証するものではありません」及び「適切な食

事管理・運動を行った結果です」と記載した

映像を放送。 
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消表対第１５３８号 

平成２９年１１月７日 

 

 

ピルボックスジャパン株式会社 

代表取締役 栖原 徹 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「ｏｎａｋａ（おなか）」と称する機能性表示食品（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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年９月２６日から平成２９年５

月１６日までの間、例えば、平成２８年１１月１８日から平成２９年５月１６日までの

間、自社ウェブサイトにおいて、引き締まった腹部の写真と共に、「内臓脂肪と皮下脂

肪を減らす！」、「おなか

・ ・ ・

集中お手軽サプリ！」と記載するなど、別表「表示媒体」欄

記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、

内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩

身効果が得られるかのように示す表示 

イ 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った。 

⑵ 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、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ア及びイの表示と同様の表示をしてはなら

別添１５ 
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ない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 ピルボックスジャパン株式会社（以下「ピルボックスジャパン」という。）は、東京都

港区南青山二丁目２４番１１号フォーラムビルディング５Ｆに本店を置き、健康食品等の

販売業等を営む事業者である。 

⑵ ピルボックスジャパンは、平成２８年９月２６日以降、本件商品を卸売業者を通じて販

売する方法等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。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０ｍ

ｇないし４２．０ｍｇ）の経口摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少することが

示唆されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラ

ボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥

満気味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方

に適した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２８年６月１６日に、ピル

ボックスジャパンが消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア ピルボックスジャパンは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年９

月２６日から平成２９年５月１６日までの間、例えば、平成２８年１１月１８日から平

成２９年５月１６日までの間、自社ウェブサイトにおいて、引き締まった腹部の写真と

共に、「内臓脂肪と皮下脂肪を減らす！」、「おなか

・ ・ ・

集中お手軽サプリ！」と記載する

など、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、

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、本件商品を摂取する
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だけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認

識できるまでの腹部の痩身効果が得られ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、ピルボックスジャパンに対し、

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、

ピルボックスジャパンは、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。 

⑹ ピルボックスジャパンは、平成２９年１０月５日、前記⑸アの表示は、実際のものより

も著しく優良であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ピルボックスジャパン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。 

 

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
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し１） 

平成２８年１１月１

８日から平成２９年

５月１６日までの間 

 引き締まった腹部の写真と共に、「内

臓脂肪と皮下脂肪を減らす！」及び「

おなか
・ ・ ・

集中お手軽サプリ！」と記載。 

 「こんなお悩みありませんか？」、「☑

健康診断で肥満気味って診断された」、

「☑最近飲み会が多くておなかが出てき

たかも」、「☑お風呂上がりに鏡に映っ

た自分のおなか、ぽっこり・・・」、「☑

洋服を試着したときにサイズが合わな

い」、「☑運動も食事制限もしてるのに、

おなかだけ変化がない」、「おなかの悩

みをサポートするオススメのサプリメン

トが登場！」、本件商品の容器包装と共

に、「外も 皮下脂肪」、「内も 内臓脂

肪」及び「内臓脂肪と皮下脂肪を減らす」

と記載。 

 本件商品の容器包装と共に、「外も 皮

下脂肪」、「内も 内臓脂肪」及び「内臓

脂肪と皮下脂肪を減らす」と記載。 

店頭展示物 

（別添写し２） 

平成２８年９月２６

日から平成２９年５

月１６日までの間 

引き締まった腹部の写真及び本件商品

の容器包装の写真と共に、「内も 内臓

脂肪」、「内臓脂肪を減らす」、腹部の脂

肪をつまんだ写真と共に「外も 皮下脂

肪」、「皮下脂肪を減らす」、「おなか
・ ・ ・

集中ダイエット」及び「おなか
・ ・ ・

の脂肪を

減らす！」と記載。 

店頭展示物 

（別添写し３） 

平成２８年９月２６

日から平成２９年５

月１６日までの間 

引き締まった腹部の写真及び本件商品

の容器包装の写真と共に、「内も 内臓

脂肪」、「内臓脂肪を減らす」、腹部の脂

肪をつまんだ写真と共に「外も 皮下脂

肪」、「皮下脂肪を減らす」、「おなか
・ ・ ・

集中ダイエット」及び「Ｗで減らす！！」

と記載。 
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消表対第１５３９号 

平成２９年１１月７日 

 

 

株式会社やまちや 

代表取締役 髙木 智彦 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「葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁」と称する機能性表

示食品（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、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨を

確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイの

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。 

 ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年７月２６日から平成２９年５

月１７日までの間、例えば、平成２８年８月１日から平成２９年５月１１日までの間、

自社ウェブサイトにおいて、体重計のイラストと共に、「落ちない体重」、走っている

女性のシルエットのイラストと共に、「つらい運動」、ケーキのイラストに×印を付し

たイラストと共に、「食事制限はムリ！」、腹部のイラストと共に、「ぽっこりお腹」、

「頑張らないダイエットをサポート!!」と記載するなど、別表「表示媒体」欄記載の表

示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪

及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が

得られるかのように示す表示 

イ 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

別添１６ 
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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った。 

⑵ 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、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の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑶ 貴社は、前記⑴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 株式会社やまちや（以下「やまちや」という。）は、京都市下京区烏丸通五条下ル大坂

町４００に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ やまちやは、平成２８年５月１８日以降、本件商品を通信販売の方法等により一般消費

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。 

⑶ 機能性表示食品は、食品表示法第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年

内閣府令第１０号）の規定に基づき、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分に

よって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づ

いて容器包装に表示をする食品であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者

名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情

報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項

を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出られたものである。 

⑷ 本件商品は、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として１日当たり２２．０ｍ

ｇないし４２．０ｍｇ）の摂取により腹部脂肪面積、体重及び胴囲が減少することが示唆

されたとする機能性関与成分に関する研究レビュー結果を根拠として、「本品には、葛の

花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラボン

（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下

脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気

味な方、ＢＭＩが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適

した食品です。」とする届出表示を行うものとして、平成２８年２月２９日に、やまちや

が消費者庁長官に届け出たものである。 

⑸ア やまちやは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年７月２６日から

平成２９年５月１７日までの間、例えば、平成２８年８月１日から平成２９年５月１１

日までの間、自社ウェブサイトにおいて、体重計のイラストと共に、「落ちない体重」、

走っている女性のシルエットのイラストと共に、「つらい運動」、ケーキのイラストに

×印を付したイラストと共に、「食事制限はムリ！」、腹部のイラストと共に、「ぽっ

こりお腹」、「頑張らないダイエットをサポート!!」と記載するなど、別表１「表示媒
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体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、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、本件商品を摂取するだけで、誰でも容

易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹

部の痩身効果が得られ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、やまちやに対し、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、やまちや

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。 

なお、やまちやは、前記アの表示について、例えば、自社ウェブサイトにおいて、「※

個人の感想であり、使用感には個人差があります。」、「本商品の使用結果については、

個人差がございます。」と記載するなど、別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体におい

て、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していた

が、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける効果に関する認識を打ち消すも

のではない。 

⑹ やまちやは、平成２９年９月２６日、前記⑸アの表示は、実際のものよりも著しく優良

であると示すものであった旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、やまちや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。 

 

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
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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 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト 

（別添写し１） 

平成２８年８月１日

から平成２９年５月

１１日までの間 

 体重計のイラストと共に、「落ちない体重」、

走っている女性のシルエットのイラストと共

に、「つらい運動」、ケーキのイラストに×印

を付したイラストと共に、「食事制限はム

リ！」、腹部のイラストと共に、「ぽっこりお

腹」及び「頑張らないダイエットをサポー

ト!!」と記載。 

 「毎日飲むだけで『お腹の脂肪』が減る！？」

と記載。 

 体重計に乗って青ざめる女性のイラスト及

びダンベルを持って運動する女性の横に×印

を付したイラストと共に、「頑張らないダイ

エットをサポート」及び「葛の花由来のイソフ

ラボン入り『きょうの青汁』はお腹の脂肪を減

らす その秘密は･･･」、体重計に乗ってピー

スサインをしている女性のイラストと共に、

「お腹の脂肪を減らす！」、「体重まで落と

す！」、「大注目の新素材 葛の花由来イソフ

ラボン（テクトリゲニン類として）」及び「ぽっ

こり が ストンッ？ の秘密は･･･？？ 

脂肪に働くトリプルパワー」、葛の花由来イソ

フラボンを表したイラスト及び脂肪を表した

イラストと共に、「パワーその１ 脂肪の合成

を抑制 肝臓で食事により取り込まれた物質

が脂肪になることを抑制する」、脂肪の分解を

表したイラストと共に、「パワーその２ 脂肪

の分解を促進 体脂肪として余分に蓄えられ

ている脂肪の分解を促す」、脂肪が燃焼してい

ることを表したイラストと共に、「パワーその

３ 脂肪の燃焼を促進 体内に蓄積された脂

肪を熱にかえ、放出させる働きを促す」及び腹

部を掴んでいる女性の写真と共に、「今度こそ

“お腹の脂肪”を減らす!! 頑張らないダイ

エットを『きょうの青汁』でサポート」と記載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

 メジャーで腹部周りを計測している女性の

写真と共に、「本気で体重・お腹の脂肪を減ら

したい方へ!!」と記載。 

 「もう悩まない♪ 関与成分の有効性は 

ヒト試験で確認済み 頑張らないダイエット

をサポート!! 毎日の１杯で結果が期待でき

る」と記載。 

 「まずは３ヵ月 頑張らないダイエットを

サポート」と記載。 

自社ウェブサイト 

（別添写し２） 

平成２８年１１月１

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 肥満気味の腹部のイラストと共に、「ぽっこ

りお腹」及び女性のすっきりした腹部の写真

と共に「お腹の脂肪を減らすのを助ける青汁」

と記載。 

 メジャーで腹部周りを計測している女性の

写真と共に、「本気で体重・お腹の脂肪を減ら

したい方へ!!」と記載。 

 「もう悩まない♪ 関与成分の有効性は 

ヒト試験で確認済み 頑張らないダイエット

をサポート!! 毎日の１杯で結果が期待でき

る」と記載。 

「『きょうの青汁』はお腹の脂肪を減らすの

をサポート!! その秘密は･･･」、体重計に

乗ってピースサインをしている女性のイラス

トと共に、「お腹の脂肪を減らす！」、「体重

まで落とす！」、「大注目の新素材 葛の花由

来イソフラボン（テクトリゲニン類として）」、

「ぽっこり  が  ストンッ？  の秘密

は･･･？？ 脂肪に働くトリプルパワー」、葛

の花由来イソフラボンを表したイラスト及び

脂肪を表したイラストと共に、「パワーその１ 

脂肪の合成を抑制 肝臓で食事により取り込

まれた物質が脂肪になることを抑制する」、脂

肪の分解を表したイラストと共に、「パワーそ

の２ 脂肪の分解を促進 体脂肪として余分

に蓄えられている脂肪の分解を促す」、脂肪が

燃焼していることを表したイラストと共に、
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表示媒体 表示期間 表示内容 

「パワーその３ 脂肪の燃焼を促進 体内に

蓄積された脂肪を熱にかえ、放出させる働き

を促す」及び腹部を掴んでいる女性の写真と

共に、「今度こそ“お腹の脂肪”を減らす!! 

『きょうの青汁』でサポート!!」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３） 

平成２８年１２月１

３日、平成２９年３月

２日及び同年５月１

５日 

腹部を掴んでいる写真と共に、「ヒト試験で

確認されたパワー 体重・内臓脂肪・皮下脂肪 

お腹の脂肪を減らすのを助ける」及び「肥満気

味な方 体重が落ちない方 お腹の脂肪を減

らしたい方 内臓脂肪が気になる方」と記載。 

 「減らす秘密は脂肪に働くトリプルパワー

にあり!!」と記載。 

葛の花由来イソフラボンを表したイラスト

及び脂肪を表したイラストと共に、「パワーそ

の① 脂肪の合成を抑制 肝臓で食事により

取り込まれた物質が脂肪になることを抑制す

る」、脂肪の分解を表したイラストと共に、「パ

ワーその② 脂肪の分解を促進 体脂肪とし

て余分に蓄えられている脂肪の分解をどんど

ん促す」及び脂肪が燃焼していることを表し

たイラストと共に、「パワーその③ 脂肪の燃

焼を促進 体内に蓄積された脂肪の燃焼を活

性化させ、放出させる働きを促す」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４） 

平成２８年７月２６

日、同年９月６日、同

年１０月１７日、同年

１１月２２日、同年１

２月１３日、平成２９

年１月１８日、同月３

１日、同年２月１５日

及び同年４月１４日 

 腹部を掴んでいる写真と共に、「ヒト試験で

確認されたパワー 体重・内臓脂肪・皮下脂肪 

お腹の脂肪を減らすのを助ける」及び「肥満気

味な方 体重が落ちない方 お腹の脂肪を減

らしたい方 内臓脂肪が気になる方」と記載。 

 「減らす秘密は脂肪に働くトリプルパワー

にあり!!」と記載。 

葛の花由来イソフラボンを表したイラスト

及び脂肪を表したイラストと共に、「パワーそ

の① 脂肪の合成を抑制 肝臓で食事により

取り込まれた物質が脂肪になることを抑制す

る」、脂肪の分解を表したイラストと共に、「パ

ワーその② 脂肪の分解を促進 体脂肪とし
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表示媒体 表示期間 表示内容 

て余分に蓄えられている脂肪の分解をどんど

ん促す」及び脂肪が燃焼していることを表し

たイラストと共に、「パワーその③ 脂肪の燃

焼を促進 体内に蓄積された脂肪の燃焼を活

性化させ、放出させる働きを促す」と記載。 

新聞広告 

（別添写し５） 

平成２８年１２月５

日、平成２９年１月１

６日、同月３０日、同

年２月１４日、同月２

７日及び同年３月１

３日 

メジャーで腹部周りを計測している女性の

写真、「体重」と記載した下向きの矢印、「皮

下脂肪」と記載した下向きの矢印及び「内臓脂

肪」と記載した下向きの矢印と共に、「お腹の

脂肪を減らすのを助ける 肥満気味な方 体

重が落ちない方 お腹の脂肪を減らしたい方 

内臓脂肪が気になる方」と記載。 

 「『葛の花由来イソフラボン』が脂肪に働く

トリプルパワー!!」と記載。 

葛の花由来イソフラボンを表したイラスト

及び脂肪を表したイラストと共に、「パワー① 

脂肪の合成を抑制 肝臓で食事により取り込

まれた物質が脂肪になることを抑制する」、脂

肪の分解を表したイラストと共に、「パワー② 

脂肪の分解を促進 体脂肪として余分に蓄え

られている脂肪の分解をどんどん促す」及び

脂肪が燃焼していることを表したイラストと

共に、「パワー③ 脂肪の燃焼を促進 体内に

蓄積された脂肪の燃焼を活性化させ、放出さ

せる働きを促す」と記載。 

新聞広告 

（別添写し６） 

平成２９年４月５日

及び同年５月１７日 

 「研究者インタビュー 苦節１２年。とある

研究者が『葛の花』に着目した理由。」及び「そ

もそも内臓脂肪、皮下脂肪は食事での過剰な

エネルギー摂取が原因です。特に内臓脂肪は

身体へのリスクが大きいことで知られている

ため、注意している方も多いでしょう。そんな

蓄積された脂肪を落とすには、毎日継続的に

運動することが必要です。しかし、忙しい毎日

に運動を取り入れるのは難しいのが現実。そ

こで、今から１２年前、『メタボ』という言葉

が流行した時期に、私たち研究者も何か良い
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表示媒体 表示期間 表示内容 

方法はないか、さまざまな素材を調査してい

ました。その時、葛餅や葛きりなどの材料であ

る『葛』の花の部分に“お腹の脂肪を減らす”

成分があることを偶然、発見したんです。しか

も、脂肪を減らすことにおいて非常に高いポ

テンシャルを秘めていました。それが、脂肪に

対しての“トータルサポート”です。食事でと

り込んだ物質が脂肪になるのを抑制し、すで

に余分に蓄えられた脂肪の分解も促進。しか

も、通常は有酸素運動などで促す脂肪の燃焼

も促進させることがわかっています。さらに

８～１２週間のヒト試験では、お腹の脂肪、内

臓脂肪、皮下脂肪、体重、ウエストの５項目で

減少が確認できました。」と記載。 

雑誌広告 

（別添写し７） 

平成２８年１０月１

１日及び平成２９年

４月１８日 

 腹部を掴んでいる写真と共に、「ヒト試験で

確認されたパワー 体重・内臓脂肪・皮下脂肪 

お腹の脂肪を減らすのを助ける」及び「肥満気

味な方 体重が落ちない方 お腹の脂肪を減

らしたい方 内臓脂肪が気になる方」と記載。 

「減らす秘密は脂肪に働くトリプルパワー

にあり!!」、葛の花由来イソフラボンを表した

イラスト及び脂肪を表したイラストと共に、

「パワーその① 脂肪の合成を抑制」、脂肪の

分解を表したイラストと共に、「パワーその② 

脂肪の分解を促進」及び脂肪が燃焼している

ことを表したイラストと共に、「パワーその③ 

脂肪の燃焼を促進」と記載。 

雑誌広告 

（別添写し８） 

平成２９年４月２４

日 

 腹部を掴んでいる写真と共に、「ヒト試験で

確認されたパワー 体重・内臓脂肪・皮下脂肪 

お腹の脂肪を減らすのを助ける」及び「肥満気

味な方 体重が落ちない方 お腹の脂肪を減

らしたい方 内臓脂肪が気になる方」と記載。 

 「減らす秘密は脂肪に働くトリプルパワー

にあり!!」、葛の花由来イソフラボンを表した

イラスト及び脂肪を表したイラストと共に、

「パワーその① 脂肪の合成を抑制」、脂肪の
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表示媒体 表示期間 表示内容 

分解を表したイラストと共に、「パワーその② 

脂肪の分解を促進」及び脂肪が燃焼している

ことを表したイラストと共に、「パワーその③ 

脂肪の燃焼を促進」と記載。 

雑誌同封チラシ 

（別添写し９） 

平成２９年４月１５

日 

 腹部を掴んでいる写真と共に、「肥満気味な

方 体重が落ちない方 お腹の脂肪を減らし

たい方 内臓脂肪が気になる方 お腹の脂肪

を減らすのを助ける！」と記載。 

 「『つらい運動』や『厳しい食事制限』･･･。

落としにくい“お腹の脂肪”は美容面だけでな

く、健康面でも多大な悪影響を及ぼす。そこ

で、今“お腹の脂肪を減らすのを助ける”と話

題になっている新成分が、『葛の花由来イソフ

ラボン』だ。葛はマメ科の植物で、その根は昔

から健康素材として盛んに活用されてきた。

しかし近年、花に含まれる成分に体重やお腹

の脂肪を減らすのを助ける働きがあることが

判明したのだ。そんな葛の花にいち早く着目

し、研究を続けてきた理学博士の髙野氏にお

話を伺った。『葛の花は、脂肪を減らすことに

おいて、非常に高いポテンシャルを秘めてい

ます。まず、食事で取り込んだ物質が脂肪にな

るのを抑制します。次にすでに余分に蓄えら

れている脂肪の分解を促進、さらに通常は有

酸素運動などで促す脂肪の燃焼を促進する働

きがあるんです。』この働きは細胞試験、動物

試験で認められている。さらに、ヒト試験でも

驚くべき結果を出している（グラフ参照）。『お

腹の脂肪、内臓脂肪、皮下脂肪、体重、ウエス

トの全５項目で減少が確認できるのは、非常

に稀なんです。』」と記載。 

 「昔はスポーツマンだったんだよ。でも定年

後はどうしても太ってしまってね。この青汁

を試してからは、食事を変えたわけではない

のに、自然とお腹まわりがスッキリしてきた
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んだ。ストレスなく、食事を楽しめているね。」

と記載。 
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別表２ 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサイト

（別添写し１） 

平成２８年８月１日

から平成２９年５月

１１日までの間 

 「※個人の感想であり、使用感には個人差が

あります。」及び「本商品の使用結果について

は、個人差がございます。」と記載。 

自社ウェブサイト

（別添写し２） 

平成２８年１１月１

日から平成２９年５

月１１日までの間 

 「※個人の感想であり、使用感には個人差が

あります。」及び「本商品の使用結果について

は、個人差がございます。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し３） 

平成２８年１２月１

３日、平成２９年３月

２日及び同年５月１

５日 

 「※個人の感想であり、使用感には個人差が

あります。」及び「※本商品の使用結果につい

ては、個人差がございます。」と記載。 

新聞広告 

（別添写し４） 

平成２８年７月２６

日、同年９月６日、同

年１０月１７日、同年

１１月２２日、同年１

２月１３日、平成２９

年１月１８日、同月３

１日、同年２月１５日

及び同年４月１４日 

 「※個人の感想であり、使用感には個人差が

あります。」及び「※本商品の使用結果につい

ては、個人差がございます。」と記載。 

雑誌広告 

（別添写し７） 

平成２８年１０月１

１日及び平成２９年

４月１８日 

 「※本商品の使用結果については、個人差が

ございます。」と記載。 

雑誌広告 

（別添写し８） 

平成２９年４月２４

日 

 「※本商品の使用結果については、個人差が

ございます。」と記載。 

 

 




