News Release
平成３０年４月２５日

株式会社良品計画に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、株式会社良品計画に対し、同社が供給するソファカバーに係る表
示について、景品表示法に違反する行為（同法第５条第１号（優良誤認）に該当）が認
められたことから、同法第７条第１項の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いま
した。
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違反行為者の概要
名
称 株式会社良品計画（法人番号 5013301012443）
所 在 地 東京都豊島区東池袋四丁目２６番３号
代 表 者 代表取締役 松﨑 曉
設立年月 昭和５４年５月
資 本 金 ６７億６６２５万円（平成３０年４月現在）

２ 措置命令の概要
(1) 対象商品
別表１「商品名」欄記載の各商品
(2)

対象表示
ア 表示の概要
(ｱ) 表示媒体
商品タグ、店頭ＰＯＰ及びカタログ
(ｲ) 表示期間
別表１「表示期間」欄記載の期間
(ｳ) 表示内容
例えば、
「綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・１シーター
用カバー／ベージュ」との商品名及び「ハイバック１Ｓ用」との規格名のソファ
カバーについて、平成２７年６月１８日から平成３０年１月４日までの間、商品
タグにおいて、
「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた生地に、撥水加工を
施しました。」と表示するなど、別表１「商品名」欄記載の商品名及び「規格名」
欄記載の規格名のソファカバーについて、同表「表示期間」欄記載の期間に、同
表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、別表２「表示内容」欄記載のとおり
記載することにより、あたかも、対象商品の各商品は撥水加工が施されているも
のであるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
対象商品の各商品は、撥水加工が施されていないものであった。

(3)

命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の各商品の内容につ
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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旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電
話：０３（３５０７）９２３３
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.caa.go.jp/
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３シーター用
２．５シーター用

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・２シーター用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・２シーター用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・オットマン用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・オットマン用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト・３シーター用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト・３シーター用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体・ヘッドレスト・２．５シーター用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体・ヘッドレスト・２．５シーター用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体・ヘッドレスト・２シーター用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体・ヘッドレスト・２シーター用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織・オットマン・大・羽根ポケットコイルオットマン用カバー

綿ポリエステル変り織・オットマン・大・羽根ポケットコイルオットマン用カバー

綿ポリエステル変り織ソファ本体オットマン用カバー／ベージュ
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オットマン用（２００８）

ブラウン

ベージュ

ヘッドレスト２シーター用

ヘッドレスト２シーター用

ヘッドレスト２．５シーター用

ヘッドレスト２．５シーター用

ヘッドレスト３シーター用

ヘッドレスト３シーター用

１シーター用（２００８）

１シーター用（２００８）

２シーター用（２００８）

２シーター用（２００８）

２シーター用（２００８）

２シーター用（２００８）

２．５シーター用（２００８）

２．５シーター用（２００８）

２．５シーター用（２００８）

２．５シーター用（２００８）

２シーター用

２シーター用

２．５シーター用

３シーター用

ハイバックソファ・オットマン用

ハイバックソファ・オットマン用

ハイバック２Ｓ用

ハイバック２Ｓ用

ハイバック１Ｓ用

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・１シーター用カバー／ブラウン
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規格名
ハイバック１Ｓ用

2

商品名

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・１シーター用カバー／ベージュ

1

番号

平成 27 年 9 月 3 日
から平成 30 年 1 月
8 日までの間

表示期間
平成 27 年 6 月 18
日から平成 30 年 1
月 4 日までの間

店頭ＰＯＰ（別添写し 2-1）

商品タグ（別添写し 1-6）

商品タグ（別添写し 1-5）

商品タグ（別添写し 1-4）

商品タグ（別添写し 1-3）

商品タグ（別添写し 1-2）

表示媒体
商品タグ（別添写し 1-1）

別表１
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綿ポリエステル変り織ソファ本体オットマン用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付小用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付小用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス小用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス小用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン用カバー小用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン用カバー小用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付・大・幅９８ｃｍ用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付・大・幅９８ｃｍ用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス・大・幅７７ｃｍ用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス・大・幅７７ｃｍ用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン・大・幅７７ｃｍ用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン・大・幅７７ｃｍ用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファ用羽根クッションカバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファ用羽根クッションカバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付大用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付大用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス大用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス大用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン用カバー大用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン用カバー大用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファ用クッションカバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファ用クッションカバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・１用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・１用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・２用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・２用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・１用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・１用カバー／ＢＲ
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商品名

32

番号

ベンチ・１用カバー／ＢＲ

ベンチ・１用カバー／ＢＥ

ソファチェア用カバー／ＢＲ

ソファチェア用カバー／ＢＥ

ベンチ・２用カバー／ＢＲ

ベンチ・２用カバー／ＢＥ

ベンチ・１用カバー／ＢＲ

ベンチ・１用カバー／ＢＥ

ソファチェア用カバー／ＢＲ

ソファチェア用カバー／ＢＥ

クッション用

クッション用

オットマン大用

オットマン大用

アームレス大用

アームレス大用

アーム付大用

アーム付大用

ユニットソファ羽根クッション用

ユニットソファ羽根クッション用

オットマン・大・幅７７ｃｍ用

オットマン・大・幅７７ｃｍ用

アームレス・大・幅７７ｃｍ用

アームレス・大・幅７７ｃｍ用

アーム付・大・幅９８ｃｍ用

アーム付・大・幅９８ｃｍ用

オットマン小用

オットマン小用

アームレス小用

アームレス小用

アーム付小用

アーム付小用

オットマン用（２００８）

規格名

平成 29 年 12 月 8
日から平成 30 年 1
月 8 日までの間

平成 27 年 9 月 3 日
から平成 30 年 1 月
8 日までの間

平成 29 年 5 月 11
日から平成 30 年 1
月 8 日までの間

表示期間
店頭ＰＯＰ（別添写し 2-2）

表示媒体
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受綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付・大・幅９８ｃｍ用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス・大・幅７７ｃｍ用カバー／ＤＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン・大・幅７７ｃｍ用カバー／ＤＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファ用羽根クッションカバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付大用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス大用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン大用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付小用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス小用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン小用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファ用クッションカバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでも使えるソファチェア用カバーＤＢＲ
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム２シーター用カバー／ダークＢＲ
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム２．５シーター用カバー／ＤＢＲ
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム２シーター用カバー／ダークＢＲ

77

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト２シーター用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム２．５シーター用カバー／ダークＢＲ
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト２．５シーター用カバー／ＤＢＲ

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン２シーター用カバー／ＤＢＲ
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン２．５Ｓ用カバー／ＤＢＲ
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン３シーター用カバー／ＤＢＲ
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト３シーター用カバー／ダークＢＲ

綿ポリエステル変り織木製ソファフレームカバー／ブラウン
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綿ポリエステル変り織木製ソファフレームカバー／ベージュ
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体オットマン大用カバー／ダークＢＲ

綿ポリエステル変り織ラウンジソファ・オットマン本体用カバー／ブラウン
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体オットマン用カバー／ダークＢＲ

綿ポリエステル変り織ラウンジソファ・オットマン本体用カバー／ベージュ
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綿ポリエステル変り織ラウンジソファ本体用カバー／ブラウン
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綿ポリエステル変り織ラウンジソファ本体用カバー／ベージュ
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受綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム１シーター用カバー／ダークＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・２用カバー／ＢＲ
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綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・２用カバー／ＢＥ

66

商品名

65

番号

ソファチェア用カバー／ＤＢＲ

クッション用

オットマン小用

アームレス小用

アーム付小用

オットマン大用

アームレス大用

アーム付大用

ユニットソファ羽根クッション用

オットマン・大・幅７７ｃｍ用

アームレス・大・幅７７ｃｍ用

アーム付・大・幅９８ｃｍ用

ヘッドレスト２シーター用

ヘッドレスト２．５シーター用

ヘッドレスト３シーター用

オットマン大用

オットマン用

１シーター用

２シーター用

２．５シーター用

２シーター用

２．５シーター用

２シーター用

２．５シーター用

３シーター用

木製ソファフレーム用（２００９）

木製ソファフレーム用（２００９）

ラウンジソファ・オットマン本体用

ラウンジソファ・オットマン本体用

ラウンジソファ本体用

ラウンジソファ本体用

ベンチ・２用カバー／ＢＲ

ベンチ・２用カバー／ＢＥ

規格名

平成 26 年 4 月 24
日から平成 30 年 1
月 8 日までの間

平成 29 年 5 月 11
日から平成 30 年 1
月 8 日までの間

平成 27 年 9 月 3 日
から平成 30 年 1 月
8 日までの間
平成 26 年 4 月 24
日から平成 30 年 1
月 8 日までの間

平成 28 年 9 月 8 日
から平成 30 年 1 月
8 日までの間

表示期間

店頭 POP（別添写し 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-1）、
カタログ（別添写し 3-1～34）
店頭 POP（別添写し 2-3）

表示媒体
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受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・１シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・２シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・２シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・２．５シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・２．５シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・３シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・３シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・０７ワイドアームソファ・２シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・０７ワイドアームソファ・２シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・０７ワイドアームソファ・２．５シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・０７ワイドアームソファ・２．５シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２シーター／ベージュ

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

受綿ポリエステル変り織チェア（本体）用カバー／ＢＲ

112

120

受綿ポリエステル変り織チェア（本体）用カバー／ベージュ

111

119

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ・オットマン用カバー／ダークブラウン

110

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・１シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ・オットマン用カバー／ブラウン

109

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン大／ブラウン

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ・オットマン用カバー／ベージュ

108

118

受綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・オットマン用カバー／ＤＢＲ

107

117

受綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ２Ｓ用カバー／ダークブラウン

106

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン大／ベージュ

受綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・１Ｓ用カバー／ＤＢＲ

105

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン中／ブラウン

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ用カバー／ダークブラウン

104

116

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ用カバー／ブラウン

103

115

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ用カバー／ベージュ

102

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン中／ベージュ

受綿ポリエステル変り織ラウンジソファ・オットマン本体用カバー／ダークブラウン

101

114

受綿ポリエステル変り織ラウンジソファ本体用カバー／ダークブラウン

100

受綿ポリエステル変り織チェア（本体）用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでも使えるベンチ・２用カバー／ＤＢＲ

113

受綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでも使えるベンチ・１用カバー／ＤＢＲ

99

商品名

98

番号

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

チェア（本体）用

チェア（本体）用

チェア（本体）用

ソファベンチ・オットマン用カバー

ソファベンチ・オットマン用カバー

ソファベンチ・オットマン用カバー

ハイバックソファ・オットマン用

ハイバック２Ｓ用

ハイバック１Ｓ用

ソファベンチ用カバー

ソファベンチ用カバー

ソファベンチ用カバー

ラウンジソファ・オットマン本体用

ラウンジソファ本体用

ベンチ・２用カバー／ＤＢＲ

ベンチ・１用カバー／ＤＢＲ

規格名

平成 26 年 9 月 1 日
から平成 30 年 1 月
8 日までの間

平成 26 年 4 月 24
日から平成 30 年 1
月 8 日までの間

平成 27 年 4 月 8 日
から平成 30 年 1 月
8 日までの間

平成 27 年 6 月 18
日から平成 30 年 1
月 8 日までの間

平成 28 年 9 月 8 日
から平成 30 年 1 月
8 日までの間
平成 27 年 4 月 8 日
から平成 30 年 1 月
8 日までの間

表示期間

店頭 POP（別添写し 2-1 及
び 2-2）

店頭 POP（別添写し 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-2）

店頭 POP（別添写し 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-2）

店頭 POP（別添写し 2-3 及
び 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-2）

表示媒体

7

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・右アーム用／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・右アーム用／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・左アーム用／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・左アーム用／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２．５シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２．５シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・カウチソファカバー／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・カウチソファカバー／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン小／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン小／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・布張りチェア（本体）用／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・布張りチェア（本体）用／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・布張りチェア用（ゴム仕様）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・布張りチェア用（ゴム仕様）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体１シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体１シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・コンパクトソファ・アーム付（１０ＳＳ）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・コンパクトソファ・アーム付（１０ＳＳ）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・コンパクトソファ・アームなし（１１ＳＳ）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・コンパクトソファ・アームなし（１１ＳＳ）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・アームなし用カバー／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・アームなし用カバー／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・カウチソファカバー（２００９）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・カウチソファカバー（２００９）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体カウチ（２００９）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体カウチ（２００９）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織タモ材チェア布座用カバー／ベージュ

受綿ポリエステル変り織タモ材チェア布座用カバー／ブラウン

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

商品名

131

番号

布座用カバー

布座用カバー

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

規格名

表示期間

表示媒体

別表２
表示媒体

表示内容

商品タグ（別添写し１－１）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－２）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－３）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－４）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－５）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－６）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」

店頭ＰＯＰ（別添写し２－１） 「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」
店頭ＰＯＰ（別添写し２－２） 「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」
店頭ＰＯＰ（別添写し２－３） 「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」
店頭ＰＯＰ（別添写し２－４） 「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」
カタログ「２０１５秋冬」版 「撥水加工 薬剤名：フッ素樹脂【ドライ】」
（別添写し３－１）
「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」
「※表面に水をはじく加工をしています
が、生地の織目から水が浸みとおることが
あります。」
カタログ「２０１６春夏」版 「撥水加工 薬剤名：フッ素樹脂【ドライ】」
（別添写し３－２）
「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」
「※表面に水をはじく加工をしています
が、生地の織目から水が浸みとおることが
あります。」

8

表示媒体

表示内容

カタログ「２０１６秋冬」版 「撥水加工 薬剤名：フッ素樹脂【ドライ】」
（別添写し３－３）
「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」
「※表面に水をはじく加工をしています
が、生地の織目から水が浸みとおることが
あります。」
カタログ「２０１７」版
（別添写し３－４）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上
げた生地に、撥水加工を施しました。」
「※表面に水をはじく加工をしています
が、生地の織目から水が浸みとおることが
あります。」

9

別添写し１－１

別添写し１－２

別添写し１－３

別添写し１－４

別添写し１－５

別添写し１－６

10

別添写し２－１

別添写し２－２

別添写し２－３

別添写し２－４

11

別添写し３－１

別添写し３－２

別添写し３－３

別添写し３－４

12

（参考１）
○

不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）
（昭和三十七年法律第百三十四号）

（目的）
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の
誘引を防止するため、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のあ
る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを
目的とする。
（不当な表示の禁止）
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに
該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、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し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似
の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると
示す表示であつて、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もの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種
若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の
相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、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
るもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者
に誤認されるおそれがある表示であつて、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て内閣総理大臣が指定するもの
（措置命令）
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反
する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び
行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要
な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に
おいても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅
したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当
該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け
た事業者
２ （省略）
（報告の徴収及び立入検査等）
第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条

13

第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ
の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告
をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若
しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を
行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる
ことができる。
２～３ （省略）
（権限の委任等）
第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費
者庁長官に委任する。
２～１１ （省略）

○

不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）
（平成二十一年政令第二百十八号）

（消費者庁長官に委任されない権限）
第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三
条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、
第五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及
び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項
において準用する場合を含む。）の規定による権限とする。

14

（参考２）
景品表示法による表示規制の概要
○優良誤認表示（５条１号）
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示
①商品・サービスの内容について、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
景品表示法

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違
して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

不当な表示

第５条（不当な表示の禁止）

不実証広告規制（７条２項）
消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容（効果、
性能）に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある
場合に、期間を定めて、事業者に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ることができる。
⇒

事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ
ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

○有利誤認表示（５条２号）
商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示
①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相
手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより
も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される
おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（５条３号）
①無果汁の清涼飲料水等についての表示
②商品の原産国に関する不当な表示
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示
④不動産のおとり広告に関する表示
⑤おとり広告に関する表示
⑥有料老人ホームに関する不当な表示

15

別添

消表対第４５８号
平成３０年４月２５日

株式会社良品計画
代表取締役 松﨑 曉 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、貴社が供給する別表１「商品名」欄記載の商品名及び「規格名」欄記載の規格名
のソファカバー（以下「本件商品」という。）の各商品の取引について、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商品の各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(ｱ) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「綿ポリエステ
ル変り織ハイバックリクライニングソファ・１シーター用カバー／ベージュ」との
商品名及び「ハイバック１Ｓ用」との規格名のソファカバーについて、平成２７年
６月１８日から平成３０年１月４日までの間、商品タグにおいて、「太さの違う糸
を使ってざっくりと織り上げた生地に、撥水加工を施しました。」と記載するなど、
別表１「商品名」欄記載の商品名及び「規格名」欄記載の規格名のソファカバーに
ついて、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体に
おいて、別表２「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件
商品の各商品は撥水加工が施されているものであるかのように示す表示をしてい
たこと。
(ｲ) 実際には、本件商品の各商品は、撥水加工が施されていないものであったこと。

イ 前記ア(ｱ)の表示は、それぞれ、前記ア(ｲ)のとおりであって、それぞれ、本件商品
の各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、本件商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前記⑴アの表示と同

1

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、本件商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前記⑴アの表示と同
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

株式会社良品計画（以下「良品計画」という。）は、東京都豊島区東池袋四丁目２６
番３号に本店を置き、衣料品、家庭用品及び食品等の企画開発、製造、流通及び販売等
の製造小売業等を営む事業者である。

⑵ 良品計画は、自ら運営する店舗等において、本件商品を一般消費者に販売していると
ころ、本件商品に係る商品タグ、店頭ＰＯＰ及びカタログの表示内容を自ら決定してい
る。
⑶ア 良品計画は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「綿ポリエステ
ル変り織ハイバックリクライニングソファ・１シーター用カバー／ベージュ」との商
品名及び「ハイバック１Ｓ用」との規格名のソファカバーについて、平成２７年６月
１８日から平成３０年１月４日までの間、商品タグにおいて、「太さの違う糸を使っ
てざっくりと織り上げた生地に、撥水加工を施しました。」と記載するなど、別表１
「商品名」欄記載の商品名及び「規格名」欄記載の規格名のソファカバーについて、
同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、別
表２「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品の各商品
は撥水加工が施されているものであるかのように示す表示をしていた。
イ

実際には、本件商品の各商品は、撥水加工が施されていないものであった。

３ 法令の適用
前記事実によれば、良品計画は、自己の供給する本件商品の各商品の取引に関し、それ
ぞれ、本件商品の各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、これらの表示は、
それぞれ、景品表示法第５条第１号に該当するものであって、かかる行為は、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

2

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。

3

4

３シーター用
２．５シーター用

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・２シーター用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・２シーター用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・オットマン用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・オットマン用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン用・たっぷり用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト・３シーター用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト・３シーター用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体・ヘッドレスト・２．５シーター用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体・ヘッドレスト・２．５シーター用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ソファ本体・ヘッドレスト・２シーター用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ソファ本体・ヘッドレスト・２シーター用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織・オットマン・大・羽根ポケットコイルオットマン用カバー

綿ポリエステル変り織・オットマン・大・羽根ポケットコイルオットマン用カバー

綿ポリエステル変り織ソファ本体オットマン用カバー／ベージュ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

オットマン用（２００８）

ブラウン

ベージュ

ヘッドレスト２シーター用

ヘッドレスト２シーター用

ヘッドレスト２．５シーター用

ヘッドレスト２．５シーター用

ヘッドレスト３シーター用

ヘッドレスト３シーター用

１シーター用（２００８）

１シーター用（２００８）

２シーター用（２００８）

２シーター用（２００８）

２シーター用（２００８）

２シーター用（２００８）

２．５シーター用（２００８）

２．５シーター用（２００８）

２．５シーター用（２００８）

２．５シーター用（２００８）

２シーター用

２シーター用

２．５シーター用

３シーター用

ハイバックソファ・オットマン用

ハイバックソファ・オットマン用

ハイバック２Ｓ用

ハイバック２Ｓ用

ハイバック１Ｓ用

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・１シーター用カバー／ブラウン

3

規格名
ハイバック１Ｓ用

2

商品名

綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・１シーター用カバー／ベージュ

1

番号

平成 27 年 9 月 3 日か
ら平成 30 年 1 月 8 日
までの間

表示期間
平成 27 年 6 月 18 日
から平成 30 年 1 月 4
日までの間

店頭ＰＯＰ（別添写し 2-1）

商品タグ（別添写し 1-6）

商品タグ（別添写し 1-5）

商品タグ（別添写し 1-4）

商品タグ（別添写し 1-3）

商品タグ（別添写し 1-2）

表示媒体
商品タグ（別添写し 1-1）

別表１

5

綿ポリエステル変り織ソファ本体オットマン用カバー／ブラウン

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付小用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付小用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス小用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス小用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン用カバー小用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン用カバー小用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付・大・幅９８ｃｍ用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付・大・幅９８ｃｍ用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス・大・幅７７ｃｍ用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス・大・幅７７ｃｍ用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン・大・幅７７ｃｍ用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン・大・幅７７ｃｍ用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファ用羽根クッションカバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファ用羽根クッションカバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付大用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付大用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス大用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス大用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン用カバー大用カバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン用カバー大用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織ユニットソファ用クッションカバー／ベージュ

綿ポリエステル変り織ユニットソファ用クッションカバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・１用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・１用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・２用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・２用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー／ＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・１用カバー／ＢＥ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・１用カバー／ＢＲ

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

商品名

32

番号

ベンチ・１用カバー／ＢＲ

ベンチ・１用カバー／ＢＥ

ソファチェア用カバー／ＢＲ

ソファチェア用カバー／ＢＥ

ベンチ・２用カバー／ＢＲ

ベンチ・２用カバー／ＢＥ

ベンチ・１用カバー／ＢＲ

ベンチ・１用カバー／ＢＥ

ソファチェア用カバー／ＢＲ

ソファチェア用カバー／ＢＥ

クッション用

クッション用

オットマン大用

オットマン大用

アームレス大用

アームレス大用

アーム付大用

アーム付大用

ユニットソファ羽根クッション用

ユニットソファ羽根クッション用

オットマン・大・幅７７ｃｍ用

オットマン・大・幅７７ｃｍ用

アームレス・大・幅７７ｃｍ用

アームレス・大・幅７７ｃｍ用

アーム付・大・幅９８ｃｍ用

アーム付・大・幅９８ｃｍ用

オットマン小用

オットマン小用

アームレス小用

アームレス小用

アーム付小用

アーム付小用

オットマン用（２００８）

規格名

平成 29 年 12 月 8 日
から平成 30 年 1 月 8
日までの間

平成 27 年 9 月 3 日か
ら平成 30 年 1 月 8 日
までの間

平成 29 年 5 月 11 日
から平成 30 年 1 月 8
日までの間

表示期間
店頭ＰＯＰ（別添写し 2-2）

表示媒体

6

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付・大・幅９８ｃｍ用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス・大・幅７７ｃｍ用カバー／ＤＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン・大・幅７７ｃｍ用カバー／ＤＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファ用羽根クッションカバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付大用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス大用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン大用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアーム付小用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファアームレス小用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファオットマン小用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ユニットソファ用クッションカバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでも使えるソファチェア用カバーＤＢＲ

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

受綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム２シーター用カバー／ダークＢＲ

79

87

受綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム２．５シーター用カバー／ＤＢＲ

78

86

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム２シーター用カバー／ダークＢＲ

77

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト２シーター用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム２．５シーター用カバー／ダークＢＲ

76

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト２．５シーター用カバー／ＤＢＲ

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン２シーター用カバー／ＤＢＲ

75

85

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン２．５Ｓ用カバー／ＤＢＲ

74

84

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ワイドアーム・ダウン３シーター用カバー／ＤＢＲ

73

受綿ポリエステル変り織ソファ本体ヘッドレスト３シーター用カバー／ダークＢＲ

綿ポリエステル変り織木製ソファフレームカバー／ブラウン

72

83

綿ポリエステル変り織木製ソファフレームカバー／ベージュ

71

受綿ポリエステル変り織ソファ本体オットマン大用カバー／ダークＢＲ

綿ポリエステル変り織ラウンジソファ・オットマン本体用カバー／ブラウン

70

受綿ポリエステル変り織ソファ本体オットマン用カバー／ダークＢＲ

綿ポリエステル変り織ラウンジソファ・オットマン本体用カバー／ベージュ

69

82

綿ポリエステル変り織ラウンジソファ本体用カバー／ブラウン

68

81

綿ポリエステル変り織ラウンジソファ本体用カバー／ベージュ

67

受綿ポリエステル変り織ソファ本体スリムアーム１シーター用カバー／ダークＢＲ

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・２用カバー／ＢＲ

80

綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・２用カバー／ＢＥ

66

商品名

65

番号

ソファチェア用カバー／ＤＢＲ

クッション用

オットマン小用

アームレス小用

アーム付小用

オットマン大用

アームレス大用

アーム付大用

ユニットソファ羽根クッション用

オットマン・大・幅７７ｃｍ用

アームレス・大・幅７７ｃｍ用

アーム付・大・幅９８ｃｍ用

ヘッドレスト２シーター用

ヘッドレスト２．５シーター用

ヘッドレスト３シーター用

オットマン大用

オットマン用

１シーター用

２シーター用

２．５シーター用

２シーター用

２．５シーター用

２シーター用

２．５シーター用

３シーター用

木製ソファフレーム用（２００９）

木製ソファフレーム用（２００９）

ラウンジソファ・オットマン本体用

ラウンジソファ・オットマン本体用

ラウンジソファ本体用

ラウンジソファ本体用

ベンチ・２用カバー／ＢＲ

ベンチ・２用カバー／ＢＥ

規格名

平成 26 年 4 月 24 日
から平成 30 年 1 月 8
日までの間

平成 29 年 5 月 11 日
から平成 30 年 1 月 8
日までの間

平成 27 年 9 月 3 日か
ら平成 30 年 1 月 8 日
までの間
平成 26 年 4 月 24 日
から平成 30 年 1 月 8
日までの間

平成 28 年 9 月 8 日か
ら平成 30 年 1 月 8 日
までの間

表示期間

店頭 POP（別添写し 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-1）、
カタログ（別添写し 3-1～34）
店頭 POP（別添写し 2-3）

表示媒体

7

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・１シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・２シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・２シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・２．５シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・２．５シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・３シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・３シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・０７ワイドアームソファ・２シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・０７ワイドアームソファ・２シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・０７ワイドアームソファ・２．５シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・０７ワイドアームソファ・２．５シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２シーター／ベージュ

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

受綿ポリエステル変り織チェア（本体）用カバー／ＢＲ

112

120

受綿ポリエステル変り織チェア（本体）用カバー／ベージュ

111

119

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ・オットマン用カバー／ダークブラウン

110

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５・１シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ・オットマン用カバー／ブラウン

109

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン大／ブラウン

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ・オットマン用カバー／ベージュ

108

118

受綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・オットマン用カバー／ＤＢＲ

107

117

受綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ２Ｓ用カバー／ダークブラウン

106

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン大／ベージュ

受綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・１Ｓ用カバー／ＤＢＲ

105

116

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ用カバー／ダークブラウン

104

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン中／ブラウン

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ用カバー／ブラウン

103

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン中／ベージュ

受綿ポリエステル変り織ソファベンチ用カバー／ベージュ

102

115

受綿ポリエステル変り織ラウンジソファ・オットマン本体用カバー／ダークブラウン

101

114

受綿ポリエステル変り織ラウンジソファ本体用カバー／ダークブラウン

100

受綿ポリエステル変り織チェア（本体）用カバー／ダークＢＲ

受綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでも使えるベンチ・２用カバー／ＤＢＲ

113

受綿ポリエステル変り織リビングでもダイニングでも使えるベンチ・１用カバー／ＤＢＲ

99

商品名

98

番号

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

チェア（本体）用

チェア（本体）用

チェア（本体）用

ソファベンチ・オットマン用カバー

ソファベンチ・オットマン用カバー

ソファベンチ・オットマン用カバー

ハイバックソファ・オットマン用

ハイバック２Ｓ用

ハイバック１Ｓ用

ソファベンチ用カバー

ソファベンチ用カバー

ソファベンチ用カバー

ラウンジソファ・オットマン本体用

ラウンジソファ本体用

ベンチ・２用カバー／ＤＢＲ

ベンチ・１用カバー／ＤＢＲ

規格名

平成 26 年 9 月 1 日か
ら平成 30 年 1 月 8 日
までの間

平成 26 年 4 月 24 日
から平成 30 年 1 月 8
日までの間

平成 27 年 4 月 8 日か
ら平成 30 年 1 月 8 日
までの間

平成 27 年 6 月 18 日
から平成 30 年 1 月 8
日までの間

平成 28 年 9 月 8 日か
ら平成 30 年 1 月 8 日
までの間
平成 27 年 4 月 8 日か
ら平成 30 年 1 月 8 日
までの間

表示期間

店頭 POP（別添写し 2-1
及び 2-2）

店頭 POP（別添写し 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-2）

店頭 POP（別添写し 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-2）

店頭 POP（別添写し 2-3
及び 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-4）

店頭 POP（別添写し 2-2）

表示媒体

8

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・右アーム用／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・右アーム用／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・左アーム用／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・左アーム用／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２．５シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２．５シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・カウチソファカバー／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・カウチソファカバー／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン小／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体２００５オットマン小／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・布張りチェア（本体）用／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・布張りチェア（本体）用／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・布張りチェア用（ゴム仕様）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・布張りチェア用（ゴム仕様）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体１シーター／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体１シーター／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・コンパクトソファ・アーム付（１０ＳＳ）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・コンパクトソファ・アーム付（１０ＳＳ）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・コンパクトソファ・アームなし（１１ＳＳ）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・コンパクトソファ・アームなし（１１ＳＳ）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・アームなし用カバー／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ふっくら成型ソファ・アームなし用カバー／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・カウチソファカバー（２００９）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・カウチソファカバー（２００９）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体カウチ（２００９）／ベージュ

受綿ポリエステル変り織・ソファ本体カウチ（２００９）／ブラウン

受綿ポリエステル変り織タモ材チェア布座用カバー／ベージュ

受綿ポリエステル変り織タモ材チェア布座用カバー／ブラウン

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

商品名

131

番号

布座用カバー

布座用カバー

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

ベージュ

ブラウン

規格名

表示期間

表示媒体

別表２
表示媒体
商品タグ（別添写し１－１）

表示内容
「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－２）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－３）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－４）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－５）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

商品タグ（別添写し１－６）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

店頭ＰＯＰ（別添写し２－１）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

店頭ＰＯＰ（別添写し２－２）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

店頭ＰＯＰ（別添写し２－３）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

店頭ＰＯＰ（別添写し２－４）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

カタログ「２０１５秋冬」版（別

「撥水加工 薬剤名：フッ素樹脂【ドライ】」

添写し３－１）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」
「※表面に水をはじく加工をしていますが、生
地の織目から水が浸みとおることがあります。」

カタログ「２０１６春夏」版（別添 「撥水加工 薬剤名：フッ素樹脂【ドライ】」
写し３－２）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」
「※表面に水をはじく加工をしていますが、生
地の織目から水が浸みとおることがあります。」

カタログ「２０１６秋冬」版（別添 「撥水加工 薬剤名：フッ素樹脂【ドライ】」
写し３－３）

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた
生地に、撥水加工を施しました。」

9

表示媒体

表示内容
「※表面に水をはじく加工をしていますが、生
地の織目から水が浸みとおることがあります。」

カタログ「２０１７」版

「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた

（別添写し３－４）

生地に、撥水加工を施しました。」
「※表面に水をはじく加工をしていますが、生
地の織目から水が浸みとおることがあります。」

10

別添写し１－１

別添写し１－２

別添写し１－３

別添写し１－４

別添写し１－５

別添写し１－６

11

別添写し２－１

別添写し２－２

別添写し２－３

別添写し２－４

12

別添写し３－１

別添写し３－２

別添写し３－３

別添写し３－４

13

