
別紙１ 

 

９社の表示媒体及び表示期間 

 

対象事業者 表示媒体 表示期間 

株式会社オンライフ 自社ウェブサイト（１） 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（２） 平成２８年１０月１３日から平成２９年

５月１８日までの間 

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 

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 

株式会社協和 パソコン向け自社ウェブ

サイト（１） 

平成２９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（２） 

平成２９年３月２５日から同年８月２日

までの間 

スマートフォン向け自社

ウェブサイト（１） 

平成２９年３月２５日から同年７月２６

日までの間 

スマートフォン向け自社

ウェブサイト（２） 

平成２９年３月２５日から同年８月２日

までの間 

会報誌『Ｆｒａｃｏｒａ

＋』７月号 

平成２９年６月２５日から同年７月２４

日までの間 

会報誌『Ｆｒａｃｏｒａ

＋』８月号 

平成２９年７月２５日から同年８月２４

日までの間 

株式会社ステップワールド 自社ウェブサイト（１） 平成２８年４月１日から同年９月２０日

までの間 

自社ウェブサイト（２） 平成２８年９月２１日から平成２９年６

月２２日までの間 

自社ウェブサイト（３） 平成２８年９月２１日から平成２９年６

月２２日までの間 

自社ウェブサイト動画 平成２８年４月１日から同年９月２０日

までの間 
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

株式会社テレビショッピン

グ研究所 

自社ウェブサイト（１） 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（２） 平成２８年８月１７日から平成２９年５

月１１日までの間 

自社ウェブサイト（３） 平成２８年１２月２０日から平成２９年

５月１１日までの間 

自社ウェブサイト（４） 平成２８年１２月２０日から平成２９年

５月１１日までの間 

自社ウェブサイト（５） 平成２８年１２月２０日から平成２９年

５月１１日までの間 

自社ウェブサイト（６） 平成２８年１２月２０日から平成２９年

５月１１日までの間 

自社ウェブサイト（７） 平成２８年１２月２０日から平成２９年

５月１１日までの間 

自社ウェブサイト（８） 平成２９年２月２日から同年５月１１日

までの間 

自社ウェブサイト（９） 平成２９年２月２日から同年５月１１日

までの間 

自社ウェブサイト（10） 平成２９年２月２日から同年５月１１日

までの間 

自社ウェブサイト（11） 平成２９年２月２日から同年５月１１日

までの間 

自社ウェブサイト（12） 平成２９年３月６日から同年５月１１日

までの間 

自社ウェブサイト（13） 平成２９年３月６日から同年５月１１日

までの間 

自社ウェブサイト（14） 平成２９年３月６日から同年５月１１日

までの間 

自社ウェブサイト（15） 平成２９年３月６日から同年５月１１日

までの間 

ウェブサイト（１） 平成２８年８月１８日から平成２９年５

月１１日までの間 

ウェブサイト（２） 平成２８年８月１８日から平成２９年５

月１１日までの間 
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

ウェブサイト（３） 平成２８年９月２日から平成２９年５月

１１日までの間 

ダイレクトメール（１） 平成２８年１０月１７日から同年１１月

３０日までの間 

ダイレクトメール（２） 平成２８年１１月７日から同年１２月２

６日までの間 

ダイレクトメール（３） 平成２８年１１月１６日から同年１２月

３１日までの間 

ダイレクトメール（４） 平成２９年１月４日から同年２月２８日

までの間 

ダイレクトメール（５） 平成２９年２月２７日から同年４月２６

日までの間 

商品同梱物（１） 平成２８年８月４日から同年１０月３０

日までの間 

商品同梱物（２） 平成２８年８月４日から同年１０月３０

日までの間 

商品同梱物（３） 平成２８年８月４日から同年１０月３０

日までの間 

商品同梱物（４） 平成２８年１０月１１日から同年１１月

３０日までの間 

商品同梱物（５） 平成２８年１２月２日から平成２９年１

月３１日までの間 

商品同梱物（６） 平成２９年２月２１日から同年４月３０

日までの間 

商品同梱物（７） 平成２９年４月１１日から同月２５日ま

での間 

商品同梱物（８） 平成２８年１２月１日から平成２９年１

月３１日までの間 

商品同梱物（９） 平成２９年２月２１日から同年５月３１

日までの間 

商品同梱物（10） 平成２８年９月１日から同年１１月３０

日までの間 

商品同梱物（11） 平成２８年１２月１日から平成２９年２

月２８日までの間 
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

商品同梱物（12） 平成２９年３月１日から同年５月３１日

までの間 

新聞広告（１） 平成２８年８月４日 

新聞広告（２） 平成２８年８月７日 

新聞広告（３） 平成２８年１１月７日 

新聞広告（４） 平成２９年２月４日 

新聞広告（５） 平成２９年２月２６日 

新聞広告（６） 平成２９年２月２６日 

新聞広告（７） 平成２９年３月１２日 

新聞広告（８） 平成２９年３月１９日 

新聞広告（９） 平成２９年３月２７日 

新聞広告（10） 平成２９年３月３１日 

テレビ放送（１） 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 

テレビ放送（２） 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２

４日及び同月２６日から同年５月２日ま

での間 

テレビ放送（３） 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 

テレビ放送（４） 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 

テレビ放送（５） 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日から同年９月１日
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

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２

８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２

７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２５

日までの間、同月２７日、同月２８日、同

月３０日及び同年５月３日 

テレビ放送（６） 平成２８年８月５日、同月７日、同月１１

日から同月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１０日までの間、同

月１２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１７日までの

間、同月１９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
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

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 

テレビ放送（７） 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 

テレビ放送（８） 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１

０日、同月１２日から同年５月４日までの

間及び同月６日 

テレビ放送（９） 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日から同月３０日ま

での間、同年５月３日及び同月４日 

テレビ放送（10） 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１０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 

テレビ放送（11） 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３０日までの間、
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

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２

５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（12） 平成２９年４月２６日 

テレビ放送（13） 平成２９年４月２８日及び同年５月４日 

テレビ放送（14） 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、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２

１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１０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２３日から同月３１日までの間、

平成２９年１月４日から同月１４日まで

の間、同月１６日から同年４月１４日まで

の間、同月２１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 

テレビ放送（15） 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

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２５日から同月３１日

までの間、同年４月２日、同月４日から同
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

月９日までの間、同月１１日、同月１２日、

同月１４日から同月１７日までの間、同月

１９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 

テレビ放送（16） 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

１０日、同月１２日及び同月１４日から同

年５月４日までの間 

テレビ放送（17） 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 

テレビ放送（18） 平成２９年４月２４日 

テレビ放送（19） 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１１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

１１日までの間、同月１３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１０日から同月
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

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１

４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（20） 平成２９年４月２７日 

株式会社Ｎａｌｅｌｕ 自社ウェブサイト 平成２８年９月１日から平成２９年６月

８日までの間 

新聞広告 平成２８年１０月６日から同月２５日ま

での間、平成２９年２月１日から同月１５

日までの間 

会員向けチラシ 平成２８年５月３０日から平成２９年５

月２３日までの間 

日本第一製薬株式会社 

 

自社ウェブサイト（１） 平成２８年９月２０日から平成２９年１

月２８日までの間 

自社ウェブサイト（２） 平成２９年１月２９日から同年５月２４

日までの間 

テレビ放送 平成２８年６月６日から平成２９年７月

９日までの間 

ラジオ放送 平成２８年４月１８日から平成２９年７

月６日までの間 

株式会社ハーブ健康本舗 自社ウェブサイト（１） 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（２） 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（３） 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（４） 平成２８年１１月２１日から平成２９年

５月２９日までの間 

新聞広告（１） 平成２８年１１月３０日 

新聞広告（２） 平成２８年１２月６日 

新聞広告（３） 平成２９年１月２５日 

新聞広告（４） 平成２９年１月２６日 
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

新聞広告（５） 平成２９年３月３日 

テレビ放送（１） 平成２８年１１月２３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２

３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 

テレビ放送（２） 平成２８年１１月２２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２

９年１月４日から同年２月１６日までの

間、同月２１日から同月２４日までの間、

同月２８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 

テレビ放送（３） 平成２８年１１月２１日から同月２５日

までの間、同月２７日から同年１２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２月３日及び同月７日

から同年５月２６日までの間 

テレビ放送（４） 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
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対象事業者 表示媒体 表示期間 

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 

ピルボックスジャパン株式

会社 

自社ウェブサイト 平成２８年１１月１８日から平成２９年

５月１６日までの間 

店頭展示物（１） 平成２８年９月２６日から平成２９年５

月１６日までの間 

店頭展示物（２） 平成２８年９月２６日から平成２９年５

月１６日までの間 

株式会社やまちや 自社ウェブサイト（１） 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（２） 平成２８年１１月１日から平成２９年５

月１１日までの間 

新聞広告（１） 平成２８年１２月１３日、平成２９年３月

２日及び同年５月１５日 

新聞広告（２） 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

１２月１３日、平成２９年１月１８日、同

月３１日、同年２月１５日及び同年４月１

４日 

新聞広告（３） 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

２７日及び同年３月１３日 

新聞広告（４） 平成２９年４月５日及び同年５月１７日 

雑誌広告（５） 平成２８年１０月１１日及び平成２９年

４月１８日 

雑誌広告（６） 平成２９年４月２４日 

雑誌同封チラシ 平成２９年４月１５日 
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