
 

 
 

 

 

平成３０年７月２５日 

 

 

株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ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Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ（以下「Ｌｉｆｅ Ｌｅａ

ｆ」といいます。）に対し、同社が供給する「ファティーボ」と称する食品に

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。 

 

１ 違反行為者の概要 

  名  称 株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ（法人番号 7010401128580） 

  所 在 地 東京都港区新橋六丁目９番４号新橋六丁目ビル４階 

  代 表 者 代表取締役 佐藤 拓朗 

  設立年月 平成２８年１２月 

  資 本 金 ２００万円（平成３０年７月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

(1) 対象商品 

   「ファティーボ」と称する食品（以下「本件商品」という。） 

 

(2) 対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ) 表示媒体 

   自社ウェブサイト及び自社商品同梱チラシ 

(ｲ) 表示期間 

   別表「表示期間」欄記載の表示期間 

(ｳ)  表示内容（表示例：別紙１及び別紙２） 

     例えば、自社ウェブサイトにおいて、「太れない体質だとあきらめた

くない！」、「女性らしい美ボディに！健康的にふっくらしたい」、本件

商品の容器包装の写真と共に、「３ヶ月で５．１ｋｇ増えた『７つの秘

訣』プレゼント！」等と記載するなど、別表「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、同表「表示内容」欄
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記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取すること

により、容易に肥満効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

イ 実際 

    前記アの表示について、当庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基づ

き、Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。 

しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示すものとは認められないものであった。 

   

(3) 命令の概要 

ア 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。 

  イ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、

同様の表示を行わないこと。 

 

(4) その他 

Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆは、本件商品の内容について、実際のものよりも著し

く優良であると示す表示をしていた旨を日刊新聞紙２紙に掲載した。 

 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電   話：０３（３５０７）９１２６ 

ホームページ：http://www.caa.go.jp/ 
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別表 

 

表示期間 表示媒体 表示内容 

平成２９年４月３日

から同年１１月２１

日までの間 

自社ウェブサイト 

 

・「太れない体質だとあきらめたくな

い！」及び「女性らしい美ボディに！健

康的にふっくらしたい」と記載。 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「３

ヶ月で５．１ｋｇ増えた『７つの秘訣』

プレゼント！」と記載。 

・体験談として、「加藤友美さん ２５歳

埼玉県さいたま市」、「３キロほど増えま

した」及び「半袋ほど飲んだあたりで、

横になった時や お風呂で体を洗って

いる時に腰周りやあばらの骨が痛くな

く、丸みを帯びた体系になってきた事に

気づいたので体重を計ったら、３ｋｇほ

ど増えていました。こちらを飲んでいた

ら、少しずつ均等に、綺麗に肉が付きお

腹だけぽっこり、なんてこともありませ

んでした。太るというよりは『普通（健

康的）になれるんです』女性らしい体系

になりたい、そんな方に試して頂きたい

商品です。」と記載。 

・体験談として、「●●●●さん ２２歳

千葉県野田市」、「理想の体型に近づいて

いる」及び「体型も太りにくかった上半

身にお肉がつくようになり、理想の体型

に近づいていると思います。」と記載。

・体験談として、「清田鈴音さん ４０歳

大阪府」、「それに子育て中の自分が風邪

などの病気をしている場合ではないと、

体力をつけるためにも太ろうと思いま

したが、食欲がわかずなかなか太れませ

んでした。そんなときに見つけたのがフ

ァティーボです。」及び「それを読んで
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表示期間 表示媒体 表示内容 

食事を工夫して、ファティーボを飲み続

けていたら自分でもわかるくらいふっ

くらしてきました。」と記載。 

・体験談として、「京都府 Ｓ様 【２５歳

男性】★★★★☆」、「Ｑ５．最後に、痩

せすぎで悩まれている方にメッセージ

をお願いします。」及び「太りたいなら

試してみよ。僕も太れなくて困ってたん

ですが、飲んでから食べる量は増えて少

し体重が増えましたよ」と記載。 

・「こんな『お悩み』を抱えていません

か？」と題し、「☑いくら食べても太れ

ない」、「☑ガリガリで女性らしい丸みが

ない」、「☑合う服が限られおしゃれを楽

しめない」、「☑夏でも半袖を着るのが恥

ずかしい」及び「☑海や温泉で脱ぐのが

嫌」と記載。 

・漫画において、「ＯＬのリエさん（３０）

のなかなか理解してもらえない悩

み・・・」、「それは『痩せすぎてて全く

太れない』こと。」、「ひ～」と付記され

た、半袖を着て痩せた腕を露出している

女性のイラストと共に、「細すぎる腕を

隠したくて、夏でも半袖を着られない」、

「ノースリーブなんて絶対ムリ・・・！」、

「ゆるっ・・・」と付記された、ズボン

のイラスト及び「体型の隠れる服ばっか

り着てる・・・」と付記された、服のイ

ラストと共に、「スキニージーンズにた

るみがあり格好悪い」、「合うサイズの服

がなくて、おしゃれを楽しめない」、あ

ばら骨が浮き出ていることを示唆する

ビキニ姿のイラストと共に、「あばら骨

が丸見えなので、プールや海に行くのが
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表示期間 表示媒体 表示内容 

本当に恥ずかしい・・・」、「痩せすぎて

いるせいで人から嫌なことを言われ

る」、「ガリガリ」、「体調悪そう」、「貧相」、

「魅力がない」、「骨と皮、気持ち悪

い・・・」、「痩せたくて痩せてるわけじ

ゃないのに・・・」、「油っこいもの、フ

ァーストフード、甘いお菓子をたくさん

食べる」と付記されたお菓子のイラス

ト、「１日４食、寝る前にも無理して食

べる」と付記された料理のイラスト、「プ

ロテインを飲む」と付記された容器のイ

ラストと共に、「太りたくていろいろ試

してみたけど・・・何をしても太れな

い！」、「真剣に悩んでるのに！」、「どう

したらいいの・・・！？」等と記載。 

・「このような太れない方にお話を聞く

と・・・」、「太りそうなものをたくさん

食べたり」、「プロテインを飲んだり」、

「筋トレしたり」、「いろいろと太るため

の努力をされています。」、「でも・・・何

をやっても太れない！」、「太れないのは

『遺伝や体質』のせいだと思い、半ばあ

きらめていませんか？」、「しかし、あき

らめる必要はありません！！」、「そもそ

もどうして太れないの？」、「太れないの

は『遺伝や体質』のせいだと思っている

方が多くいます。しかし、本当の原因は

腸内の『痩せ菌』にあることが科学的に

証明されたのです。」、「太れない人の腸

内には『痩せる細菌』が多いのです。」、

「私たちの腸内には『太る細菌』と『痩

せる細菌』が住んでいます。『太る細菌』

が多い人は、食事からたくさんカロリー

を吸収し、太りやすくなります。一方『痩
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表示期間 表示媒体 表示内容 

せる細菌』が多い人は、食事からのカロ

リー吸収がブロックされ、太りにくくな

るのです。」と記載。 

・「いくら食べても太れない人は、腸内に

『痩せる細菌』が多いことが考えられま

す。」、「そんな痩せている人の吸収力を

高めるカギとなるのが、『痩せ菌ブロッ

ク酵素』です。」との記載に続いて、本件

商品の容器包装の写真と共に、「そこで

誕生したのが、太りたい人のためのサプ

リメント『ファティーボ』です。」と記

載。 

・「『ファティーボ』４つの秘訣」と題し、

「秘訣１ 『痩せ菌ブロック酵素』」、「太

るためにいちばん大切なのは『食事』で

す。そこで『ファティーボ』は栄養の効

率的な消化吸収を目指し、５種の酵素と

３種の麹菌が作る生酵素を厳選しまし

た。５種の酵素は推奨値の１００％の量

を配合。」、「秘訣２ 『ビタミン・ミネラ

ル』豊富なスーパーフード」、「酵素が強

く働くには、『補酵素』であるビタミン・

ミネラルが不可欠です。そしてその『補

酵素』には、化学的に合成したものでは

ない自然のビタミン・ミネラルがベスト

です。そこで『ファティーボ』は、ビタ

ミン・ミネラル豊富な自然健康食『スピ

ルリナ』を配合しました。」、「秘訣３ ぽ

かぽか成分『乾燥生姜』」、「体温が１度

下がると、酵素の働きは半分以下にまで

落ちるのです。そこで『ファティーボ』

は、『乾燥生姜』の成分を配合しました。

生（ナマ）の生姜の成分は体を冷やして

しまいます。酵素の活動を高めるには

6



 

 
 

 

表示期間 表示媒体 表示内容 

『乾燥生姜』が良いのです。」、「秘訣４

乳酸菌・ビフィズス菌 オリゴ糖」、「腸

が汚れたり詰まったりしていては、そこ

で働く酵素の活動は鈍ります。そこで

『ファティーボ』は、『植物性乳酸菌』と

『ビフィズス菌』を配合しました。さら

に、善玉菌たちの大好物『フラクトオリ

ゴ糖』まで追加で配合。酵素たちが元気

に働くキレイな環境づくりを目指し、考

え抜いた組み合わせです。」と記載した

上、「“補酵素”と“温感成分”さらに良

好な“環境づくり”で『酵素の働き』を

徹底サポート。それが、ファティーボ実

感の理由です。」及び本件商品の容器包

装の写真と共に、「５種の酵素＆３種の

麹菌の生酵素」、「酵素たちの強い味方

『補酵素』」、「酵素たちが働きやすい『環

境づくり』」及び「酵素たちが働きやす

い『温度調節』」と記載。 

・体験談として、「杉田彩名さん ２７歳

神奈川県横浜市」、「Ｑ．２ 太るために

どのようなことを試されてきました

か？」、「１日４食を無理やり押し込みま

した。夜寝る前にホットケーキにバター

をたっぷり塗って、イチゴジャムと生ク

リームをたっぷりかけて食べたことも

ありました。でも、食べ過ぎで体を壊し

ただけでぜんぜん太れませんでした。」、

「Ｑ．４ ファティーボを使用してから

どう変わりましたか？」、「飲み続けるこ

とで毎日体重計に乗るのが楽しみにな

りました。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せすぎ

で悩まれている方へメッセージをお願

いします。」及び「私は太れない体質な
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表示期間 表示媒体 表示内容 

んだと半ばあきらめていましたが、今で

は『あきらめなくて良かった！』と心か

ら思うことができています。『痩せすぎ

って克服できるんだ』と生まれて始めて

知りました。体質だからしょうがないな

んて思っていたら、いつまでたっても変

わりません！ぜひ一度試して欲しいと

思います。」と記載。 

・体験談として、「吉村和江さん ４１歳

岡山県倉敷市」、「Ｑ．１ 痩せているこ

とで、どのようなお悩みがありました

か？」、「服のサイズが合わないことがよ

くありました。身長ではＭサイズがいい

のですが、横幅はＳサイズでも余りま

す。それにＳだと袖が短すぎて格好悪く

なるんです。またスキニーでもたるみが

あって、ビシッと決まったことがありま

せんでした。」、「Ｑ．２ 太るためにど

のようなことを試されてきました

か？」、「カロリーの高いものを選んで食

べました。から揚げとか焼肉が好きで、

こってりしたラーメンと餃子のセット

も好きでよく食べに行きました。スイー

ツも大好きです。でも全然太れなくて、

友達から『何でそんなに食べて太らない

の？』と言われていました。」、「Ｑ．４

ファティーボを使用してからどう変わ

りましたか？」、「スキニーを自信を持っ

てはけるようになりました。今まで恥ず

かしかったノースリーブも着られるよ

うになり、大好きなオシャレを楽しめて

毎日が楽しいです。」と記載。 

・体験談として、「浜田香奈さん ３１歳

千葉県市川市」、「Ｑ．１ 痩せているこ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

とで、どのようなお悩みがありました

か？」、「会社の上司から、何かの病気じ

ゃないかと心配ばかりされていました。

『ちゃんと食べてる？』と会うたびに聞

かれることもあり、本当に嫌でした。」、

「Ｑ．２ 太るためにどのようなことを

試されてきましたか？」、「半年近くプロ

テインを飲んでみました。でもなかなか

牛乳に溶けなくて、毎回一生懸命混ぜる

のが面倒だし、けっこうなお値段だし、

ぜんぜん太れないしで、結局つづかなく

てあきらめました。」、「Ｑ．４ ファテ

ィーボを使用してからどう変わりまし

たか？」、「ふっくらした女性らしい体つ

きに見られたせいか『ちゃんと食べて

る？』と聞かれなくなったのもすごく嬉

しいです。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せすぎ

で悩まれている方へメッセージをお願

いします。」及び「私と同じように、きっ

とあなたも痩せすぎを克服できると信

じています。」と記載。 

・体験談として、「木村洋子さん ２８歳

福島県郡山市」、「友達や主人から『やつ

れてる』って言われなくなりました！」、

「Ｑ．２ 太るためにどのようなことを

試されてきましたか？」、「食が細くてあ

まり食べられないので、太りそうなもの

を選んで食べていました。食後はじっと

して動かないようにしたこともありま

した。でも全然体重が変わらないので、

体質だから無理なのかなとあきらめて

いました。」、「Ｑ．４ ファティーボを

使用してからどう変わりましたか？」及

び「体重計に乗ることも楽しみになり、
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表示期間 表示媒体 表示内容 

友達から『女性らしくなった』と言われ

評判も良かったです。」と記載。 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「太

れない体質だとあきらめたくない！」と

記載。（３か所） 

・株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ代表取締

役佐藤拓朗氏の写真と共に、「そこで早

速学んだ知識を投入したサプリメント

を自分自身で試した結果、『あっ！増え

てる！』と、いくら食べても１０年間減

り続けていた体重が、１ヵ月目で＋４．

３ｋｇ、２ヵ月目で＋５．１ｋｇ、３ヵ

月目には＋５．７ｋｇにもなったので

す！」、「早速同じ悩みを抱える方々にも

試していただき、実に９０％を超える方

が効果を実感されたのです。私と同じ悩

みを持つ方々に、少しでも明るく過ごし

てほしい。自分に自信を持って、前向き

に過ごして欲しい。そんな想いで、この

サプリメントをお届けします。」と記載。

・「私たちの体で働く酵素は２万種類を超

えています。その中からダイエットでは

なく太る目的に合わせて厳選したのが、

ファティーボに配合した酵素です。」と

記載。 

・「また６ヶ月以上続けてお飲みいただく

ことで、多くの方から、『痩せすぎが気

にならなくなった』などの声をいただい

ております。」と記載。 

平成２９年１１月２

１日から平成３０年

２月１日までの間 

自社ウェブサイト 

 

・「太れない体質だとあきらめたくな

い！」及び「女性らしい美ボディに！健

康的にふっくらしたい」と記載。 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「３

ヶ月で５．１ｋｇ増えた『７つの秘訣』
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表示期間 表示媒体 表示内容 

プレゼント！」と記載。 

・体験談として、「加藤友美さん ２５歳

埼玉県さいたま市」及び「半袋ほど飲ん

だあたりで、横になった時やお風呂で体

を洗っている時に腰周りやあばら骨が

気にならず、丸みを帯びた体型を感じま

した。このサプリを飲んでいたら、お腹

だけ太るようなことはありませんでし

た。太るというよりは、『普通（健康的）』

になれるようなイメージです。女性らし

い体型になりたい。そんな方に試してい

ただきたい商品です。」と記載。 

・体験談として、「●●●●さん ２２歳

千葉県野田市」、「理想の体型に近づいて

いる！」及び「太りにくかった上半身も、

理想の体型に近づいていると思います。

リピートしたいです。痩せすぎでプール

や海をあきらめていませんか？着たい

服を着られていますか？このままあき

らめる必要はありません。私もずっと痩

せすぎで悩み、様々なことをあきらめて

きました。でもこのサプリに出会ってか

らはコーディネートをする事が楽しく

なり、今までよりも人生が楽しいで

す！」と記載。 

・体験談として、「清田鈴音さん ４０歳

大阪府」、「それに子育て中の自分が風邪

などの病気をしている場合ではないと、

体力をつけるためにも太ろうと思いま

したが、食欲がわかずなかなか太れませ

んでした。そんなときに見つけたのがフ

ァティーボです。」及び「それを読んで

食事を工夫して、ファティーボを飲み続

けていたら自分でもわかるくらいふっ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

くらした感じがします。」と記載。 

・「こんな『お悩み』を抱えていません

か？」と題し、「☑いくら食べても太れ

ない」、「☑ガリガリで女性らしい丸みが

ない」、「☑合う服が限られおしゃれを楽

しめない」、「☑夏でも半袖を着るのが恥

ずかしい」及び「☑海や温泉で脱ぐのが

嫌」と記載。 

・漫画において、「ＯＬのリエさん（３０）

のなかなか理解してもらえない悩

み・・・」、「それは『痩せすぎてて全く

太れない』こと。」、「ひ～」と付記され

た、半袖を着て痩せた腕を露出している

女性のイラストと共に、「細すぎる腕を

隠したくて、夏でも半袖を着られない」、

「ノースリーブなんて絶対ムリ・・・！」、

「ゆるっ・・・」と付記された、ズボン

のイラスト及び「体型の隠れる服ばっか

り着てる・・・」と付記された、服のイ

ラストと共に、「スキニージーンズにた

るみがあり格好悪い」、「合うサイズの服

がなくて、おしゃれを楽しめない」、あ

ばら骨が浮き出ていることを示唆する

ビキニ姿のイラストと共に、「あばら骨

が丸見えなので、プールや海に行くのが

本当に恥ずかしい・・・」、「痩せすぎて

いるせいで人から嫌なことを言われ

る」、「ガリガリ」、「体調悪そう」、「貧相」、

「魅力がない」、「骨と皮、気持ち悪

い・・・」、「痩せたくて痩せてるわけじ

ゃないのに・・・」、「油っこいもの、フ

ァーストフード、甘いお菓子をたくさん

食べる」と付記されたお菓子のイラス

ト、「１日４食、寝る前にも無理して食
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表示期間 表示媒体 表示内容 

べる」と付記された料理のイラスト、「プ

ロテインを飲む」と付記された容器のイ

ラストと共に、「太りたくていろいろ試

してみたけど・・・何をしても太れな

い！」、「真剣に悩んでるのに！」、「どう

したらいいの・・・！？」等と記載。 

・「このような太れない方にお話を聞く

と・・・」、「太りそうなものをたくさん

食べたり」、「プロテインを飲んだり」、

「筋トレしたり」、「いろいろと太るため

の努力をされています。」、「でも・・・何

をやっても太れない！」、「太れないのは

『遺伝や体質』のせいだと思い、半ばあ

きらめていませんか？」、「しかし、あき

らめる必要はありません！！」、「そもそ

もどうして太れないの？」、「太れないの

は『遺伝や体質』のせいだと思っている

方が多くいます。しかし、実は太れない

原因の一つは『腸内細菌』である可能性

があるのです。」、「人と同じものを食べ

ても太れない」、「腸内にどんな細菌がど

れくらいいるかは、誰もが一緒ではあり

ません。ＡさんとＢさんが同じものを食

べても、太りやすさは『腸内細菌』によ

って変わる可能性があるのです。」と記

載。 

・「何をしても太れないのは『腸内細菌』の

せいかもしれません。」との記載に続い

て、本件商品の容器包装の写真と共に、

「そこで誕生したのが、『ファティーボ』

です。」と記載。 

・「『ファティーボ』４つの秘訣」と題し、

「秘訣１ 『麹から作った酵素』」、「太

るためにいちばん大切なのは『食事』で
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表示期間 表示媒体 表示内容 

す。そこで『ファティーボ』は栄養の効

率的な消化吸収を目指し、５種の酵素と

３種の麹菌が作る生酵素を厳選しまし

た。５種の酵素は推奨値の１００％の量

を配合。」、「秘訣２ 酵素を強くする『ビ

タミン・ミネラル』」、「酵素が強く働く

には、『補酵素』であるビタミン・ミネラ

ルが不可欠です。そしてその『補酵素』

には、化学的に合成したものではない自

然のビタミン・ミネラルがベストです。

そこで『ファティーボ』は、ビタミン・

ミネラル豊富な自然健康食『スピルリ

ナ』を配合しました。」、「秘訣３ 酵素

を強くする『体温』」、「体温が１度下が

ると、酵素の働きは半分以下にまで落ち

るのです。そこで『ファティーボ』は、

『乾燥生姜』の成分を配合しました。生

（ナマ）の生姜の成分は体を冷やしてし

まいます。酵素の活動のためには『乾燥

生姜』が良いのです。」、「秘訣４ 酵素

を強くする『環境づくり』」、「栄養を吸

収する場所が汚れていては、そこで働く

酵素の活動は鈍ります。そこで『ファテ

ィーボ』は、『植物性乳酸菌』と『ビフィ

ズス菌』を配合しました。さらに、善玉

菌たちの大好物『フラクトオリゴ糖』ま

で追加で配合。酵素たちが元気に働くキ

レイな環境づくりを目指し、考え抜いた

組み合わせです。」と記載した上、「“補

酵素”と“温感成分”さらに良好な“環

境づくり”で『酵素の働き』を徹底サポ

ート。それがファティーボが、選ばれる

理由です。」、本件商品の容器包装の写真

と共に、「５種の酵素＆３種の麹菌の生
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表示期間 表示媒体 表示内容 

酵素」、「酵素たちの強い味方『補酵素』」、

「酵素たちが働きやすい『環境づくり』」

及び「酵素たちが働きやすい『温度調

節』」と記載。 

・体験談として、「杉田彩名さん ２７歳

神奈川県横浜市」、「Ｑ．２ 太るために

どのようなことを試されてきました

か？」、「１日４食を無理やり押し込みま

した。夜寝る前にホットケーキにバター

をたっぷり塗って、イチゴジャムと生ク

リームをたっぷりかけて食べたことも

ありました。でも、食べ過ぎで体を壊し

ただけでぜんぜん太れませんでした。」、

「Ｑ．４ ファティーボを使用してから

どう変わりましたか？」、「飲み続けるこ

とで毎日体重計に乗るのが楽しみにな

りました。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せすぎ

で悩まれている方へメッセージをお願

いします。」及び「私は太れない体質な

んだと半ばあきらめていましたが、今で

は『あきらめなくて良かった！』と心か

ら思うことができています。『痩せすぎ

って克服できるんだ』と生まれて始めて

知りました。体質だからしょうがないな

んて思っていたら、いつまでたっても変

わりません！ぜひ一度試して欲しいと

思います。」と記載。 

・体験談として、「吉村和江さん ４１歳

岡山県倉敷市」、「Ｑ．１ 痩せているこ

とで、どのようなお悩みがありました

か？」、「服のサイズが合わないことがよ

くありました。身長ではＭサイズがいい

のですが、横幅はＳサイズでも余りま

す。それにＳだと袖が短すぎて格好悪く
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表示期間 表示媒体 表示内容 

なるんです。またスキニーでもたるみが

あって、ビシッと決まったことがありま

せんでした。」、「Ｑ．２ 太るためにど

のようなことを試されてきました

か？」、「カロリーの高いものを選んで食

べました。から揚げとか焼肉が好きで、

こってりしたラーメンと餃子のセット

も好きでよく食べに行きました。スイー

ツも大好きです。でも全然太れなくて、

友達から『何でそんなに食べて太らない

の？』と言われていました。」、「Ｑ．４

ファティーボを使用してからどう変わ

りましたか？」及び「スキニーを自信を

持ってはけるようになりました。今まで

恥ずかしかったノースリーブも着られ

るようになり、大好きなオシャレを楽し

めて毎日が楽しいです。」と記載。 

・体験談として、「浜田香奈さん ３１歳

千葉県市川市」、「Ｑ．１ 痩せているこ

とで、どのようなお悩みがありました

か？」、「会社の上司から、何かの病気じ

ゃないかと心配ばかりされていました。

『ちゃんと食べてる？』と会うたびに聞

かれることもあり、本当に嫌でした。」、

「Ｑ．２ 太るためにどのようなことを

試されてきましたか？」、「半年近くプロ

テインを飲んでみました。でもなかなか

牛乳に溶けなくて、毎回一生懸命混ぜる

のが面倒だし、けっこうなお値段だし、

ぜんぜん太れないしで、結局つづかなく

てあきらめました。」、「Ｑ．４ ファテ

ィーボを使用してからどう変わりまし

たか？」、「ふっくらした女性らしい体つ

きに見られたせいか『ちゃんと食べて
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表示期間 表示媒体 表示内容 

る？』と聞かれなくなったのもすごく嬉

しいです。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せすぎ

で悩まれている方へメッセージをお願

いします。」及び「私と同じように、きっ

とあなたも痩せすぎを克服できると信

じています。」と記載。 

・体験談として、「木村洋子さん ２８歳

福島県郡山市」、「友達や主人から『やつ

れてる』って言われなくなりました！」、

「Ｑ．２ 太るためにどのようなことを

試されてきましたか？」、「食が細くてあ

まり食べられないので、太りそうなもの

を選んで食べていました。食後はじっと

して動かないようにしたこともありま

した。でも全然体重が変わらないので、

体質だから無理なのかなとあきらめて

いました。」、「Ｑ．４ ファティーボを

使用してからどう変わりましたか？」及

び「体重計に乗ることも楽しみになり、

友達から『女性らしくなった』と言われ

評判も良かったです。」と記載。 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「太

れない体質だとあきらめたくない！」と

記載。（３か所） 

・株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ代表取締

役佐藤拓朗氏の写真と共に、「そこで早

速学んだ知識を投入したサプリメント

を自分自身で試した結果、いくら食べて

も１０年間体重が減り続けていたのに、

これまでになくふっくらと感じること

ができました。」、「早速同じ悩みを抱え

る方々にも試していただき、実に９０％

を超える方が効果を実感されたのです。

私と同じ悩みを持つ方々に、少しでも明
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表示期間 表示媒体 表示内容 

るく過ごしてほしい。自分に自信を持っ

て、前向きに過ごして欲しい。そんな想

いで、このサプリメントをお届けしま

す。」と記載。      

平成３０年２月１日

から同月２６日まで

の間 

自社ウェブサイト 

 

・「太れない体質だとあきらめたくな

い！」及び「女性らしい美ボディに！健

康的にふっくらしたい」と記載。 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「３

ヶ月で５．１ｋｇ増えた『７つの秘訣』

プレゼント！」と記載。 

・体験談として、「Ｔ．Ｋ．さん ２０代

埼玉県」及び「食事の管理をしながら栄

養を補いたくて半袋ほど飲んだあたり

で、横になった時やお風呂で体を洗って

いる時に腰周りやあばら骨が気になら

ず、丸みを帯びた体型を感じました。こ

のサプリを飲んでいたら、お腹だけ太る

ようなことはありませんでした。太ると

いうよりは、『普通（健康的）』になれる

ようなイメージです。女性らしい体型に

なりたい。そんな方に試していただきた

い商品です。」と記載。 

・体験談として、「Ｍ．Ｋ．さん ２０代

千葉県」、「健康的な体型に近づいてい

る！」及び「太りにくかった上半身も、

健康的な体型に近づいていると思いま

す。リピートしたいです。痩せすぎでプ

ールや海をあきらめていませんか？着

たい服を着られていますか？このまま

あきらめる必要はありません。私もずっ

と痩せすぎで悩み、様々なことをあきら

めてきました。でもこのサプリに出会っ

てからはコーディネートをする事が楽
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表示期間 表示媒体 表示内容 

しくなり、今までよりも人生が楽しいで

す！」と記載。 

・体験談として、「清田鈴音さん ４０歳

大阪府」、「それに子育てそれに子育て中

なので、体力をつけるためにも太ろうと

思いましたが、食欲がわかずなかなか太

れませんでした。そんなときに見つけた

のがファティーボです。」及び「それを

読んで食事を工夫して、ファティーボを

飲み続けていたら自分でもわかるくら

いふっくらした感じがします。」と記載。

・「こんな『お悩み』を抱えていません

か？」と題し、「☑食べても太りづらい

気がする」、「☑ふっくらした女性らしい

丸みがない」、「☑合う服が限られおしゃ

れを楽しめない」、「☑夏でも半袖を着る

のが恥ずかしい」及び「☑海や温泉で脱

ぐのが嫌」と記載。 

・「このような太れない方にお話を聞く

と・・・」、「太りそうなものをたくさん

食べたり」、「プロテインを飲んだり」、

「筋トレしたり」、「いろいろと太るため

の努力をされています。」、「でも・・・何

をやっても太れない！」、「太れないのは

『遺伝や体質』のせいだと思い、半ばあ

きらめていませんか？」、「しかし、あき

らめる必要はありません！！」、「そもそ

もどうして太れないの？」、「太れないの

は『遺伝や体質』のせいだと思っている

方が多くいます。しかし、実は太れない

原因は『食事』と『栄養の偏り』である

可能性があるのです。」、「人と同じもの

を食べても太れない」、「どんな栄養素が

どれくらい吸収されるかは、誰もが一緒
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表示期間 表示媒体 表示内容 

ではありません。ＡさんとＢさんが同じ

ようなものを食べても、健康的に太れる

かは『食事の工夫』と『栄養バランス』

によって変わる可能性があるのです。」

と記載。 

・「何をしても太れないのは『食事』と『栄

養の偏り』のせいかもしれません。」と

の記載に続いて、本件商品の容器包装の

写真と共に、「そこで誕生したのが、『フ

ァティーボ』です。」と記載。 

・「『ファティーボ』４つの秘訣」と題し、

「秘訣１ 『麹から作った酵素』」、「太

るためにいちばん大切なのは『食事』で

す。そこで『ファティーボ』は栄養の素

早い吸収を目指し、５種の酵素と３種の

麹菌が作る生酵素を厳選しました。５種

の酵素は推奨値の１００％の量を配

合。」、「秘訣２ 酵素を強くする『ビタ

ミン・ミネラル』」、「酵素が強く働くに

は、『補酵素』であるビタミン・ミネラル

が不可欠です。そしてその『補酵素』に

は、化学的に合成したものではない自然

のビタミン・ミネラルがベストです。そ

こで『ファティーボ』は、ビタミン・ミ

ネラル豊富な天然のサプリメント『花粉
か ふ ん

荷
か

』を配合しました。」、「秘訣３ 酵素

を強くする『乾燥生姜』」、「酵素は温度

が１度下がると、働きは半分以下にまで

落ちるのです。そこで『ファティーボ』

は、『乾燥生姜』の成分を配合しました。

生（ナマ）より乾燥生姜の方が、ショウ

ガオールという成分が多いのです。酵素

の活動のためには『乾燥生姜』が良いの

です。」、「秘訣４ 酵素が働く『環境づ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

くり』」、「栄養を吸収する環境は大切で

す。そこで『ファティーボ』は、『植物性

乳酸菌』と『ビフィズス菌』を配合しま

した。さらに、善玉菌たちの大好物『フ

ラクトオリゴ糖』まで追加で配合。酵素

たちが元気に働くキレイな環境づくり

を目指し、考え抜いた組み合わせです。」

と記載した上、「“補酵素”と“温成分”

さらに良好な“環境づくり”が『酵素の

働き』を徹底サポート。それがファティ

ーボが、選ばれる理由です。」及び本件

商品の容器包装の写真と共に、「５種の

酵素＆３種の麹菌の生酵素」、「酵素たち

の強い味方『補酵素』」、「酵素たちが働

きやすい『環境づくり』」及び「酵素たち

が働きやすい『乾燥生姜』」と記載。 

・体験談として、「Ａ．Ｓ．さん ２０代

神奈川県」、「Ｑ．２ 太るためにどのよ

うなことを試されてきましたか？」、「１

日４食を無理やり押し込みました。夜寝

る前にホットケーキにバターをたっぷ

り塗って、イチゴジャムと生クリームを

たっぷりかけて食べたこともありまし

た。でも、食べ過ぎで体を壊しただけで

ぜんぜん太れませんでした。」、「Ｑ．４

ファティーボを使用してからどう変わ

りましたか？」、「飲み続けることで毎日

体重計に乗るのが楽しみになりまし

た。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せて悩まれて

いる方へメッセージをお願いします。」

及び「私は太れない体質なんだと半ばあ

きらめていましたが、今では『あきらめ

なくて良かった！』と心から思うことが

できています。『栄養を摂れば克服でき
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表示期間 表示媒体 表示内容 

るんだ』と生まれて始めて知りました。

体質だからしょうがないなんて思って

いたら、いつまでたっても変わりませ

ん！ぜひ一度試して欲しいと思いま

す。」と記載。 

・体験談として、「Ｋ．Ｙ．さん ４０代

岡山県」、「Ｑ．１ 痩せていることで、

どのようなお悩みがありましたか？」、

「服のサイズが合わないことがよくあ

りました。身長ではＭサイズがいいので

すが、横幅はＳサイズでも余ります。そ

れにＳだと袖が短すぎて格好悪くなる

んです。またスキニーでもたるみがあっ

て、ビシッと決まったことがありません

でした。」、「Ｑ．２ 太るためにどのよ

うなことを試されてきましたか？」、「カ

ロリーの高いものを選んで食べました。

から揚げとか焼肉が好きで、こってりし

たラーメンと餃子のセットも好きでよ

く食べに行きました。スイーツも大好き

です。でも全然太れなくて、友達から『何

でそんなに食べて太らないの？』と言わ

れていました。」、「Ｑ．４ ファティー

ボを使用してからどう変わりました

か？」及び「スキニーを自信を持っては

けるようになりました。今まで恥ずかし

かったノースリーブも着られるによう

になり、大好きなオシャレを楽しめて毎

日が楽しいです。」と記載。 

・体験談として、「Ｋ．Ｈ．さん ３０代

千葉県」、「Ｑ．１ 痩せていることで、

どのようなお悩みがありましたか？」、

「会社の上司から、食事や栄養のことで

心配ばかりされていました。『ちゃんと
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表示期間 表示媒体 表示内容 

食べてる？』と会うたびに聞かれること

もあり、本当に嫌でした。」、「Ｑ．２ 太

るためにどのようなことを試されてき

ましたか？」、「半年近くプロテインを飲

んでみました。でもなかなか牛乳に溶け

なくて、毎回一生懸命混ぜるのが面倒だ

し、けっこうなお値段だし、ぜんぜん太

れないしで、結局つづかなくてあきらめ

ました。」、「Ｑ．４ ファティーボを使

用してからどう変わりましたか？」、「ふ

っくらした女性らしい体つきに見られ

たせいか『ちゃんと食べてる？』と聞か

れなくなったのもすごく嬉しいです。」、

「Ｑ．５ 最後に、痩せて悩まれている

方へメッセージをお願いします。」及び

「私と同じように、きっとあなたも克服

できると信じています。」と記載。 

・体験談として、「Ｙ．Ｋ．さん ２０代

福島県」、「Ｑ．２ 太るためにどのよう

なことを試されてきましたか？」、「食が

細くてあまり食べられないので、太りそ

うなものを選んで食べていました。食後

はじっとして動かないようにしたこと

もありました。でも全然体重が変わらな

いので、体質だから無理なのかなとあき

らめていました。」、「Ｑ．４ ファティ

ーボを使用してからどう変わりました

か？」及び「体重計に乗ることも楽しみ

になり、友達から『女性らしくなった』

と言われ評判も良かったです。」と記載。

・本件商品の容器包装の写真と共に、「太

れない体質だとあきらめたくない！」と

記載。（３か所） 

・株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ代表佐藤
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表示期間 表示媒体 表示内容 

拓朗氏の写真と共に、「そこで早速学ん

だ知識を投入したサプリメントを自分

自身で試した結果、いくら食べても１０

年間体重が減り続けていたのに、これま

でになくふっくらと感じることができ

ました。」、「さっそく同じ悩みを抱える

方々にも試していただき、非常に喜んで

いただくことができました。もっと多く

の方々に、少しでも明るく過ごしてほし

い。自分に自信を持って、前向きに過ご

して欲しい。そんな想いで、このサプリ

メントをお届けします。」と記載。 

平成２９年１２月１

３日から平成３０年

２月９日までの間 

自社ウェブサイト 

 

・「ガリガリでアバラが浮き出ている。オ

シャレしたくても合う服は限られる。そ

れに、頬がこけて体調悪そうに見られる

し、年齢がいくとシワが目立って老けて

見られる。夏でも細い腕を見られたくな

くて半袖になれないし、海やプールなん

て絶対ダメ。冬でも温泉で脱ぐのが恥ず

かしい！」、「女性らしい“ふっくらした

丸み”が欲しい！男らしく“ガッチリと

たくましく”なりたい！でも、いくら食

べても太れない。少食であまり食べられ

ない。」、「『ちゃんと食べてる？』『細

っ！』『貧相』『骨と皮みたい』なんて、

もう言われたくない！好きで痩せてる

わけじゃないのに・・・」、「こんなお悩

み、『ファティーボ』がついに解決しま

す！」、「これまで、揚げ物や甘いものな

ど太りそうなものをたくさん食べてみ

たり、プロテインを飲んだり、筋トレし

たりしてみたけれど、何をやっても太れ

なかった方が多いんです。周りの人に相

談しても、『そんなの食べればいいじゃ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

ん』と言われたり、女性の場合は嫌味だ

と思われるから相談できず一人で悩ん

でいる方も多くいます。」、「そして、太

れない原因は『遺伝や体質』だから仕方

ないと、半ばあきらめてしまっているん

です。」及び「でも、実は太れない原因は

別のところにある可能性がわかったん

です。その原因とは『腸内細菌』だった

んです！」と記載。 

・「その人の『腸内細菌』の種類によって、

同じものを食べても太りにくくなる可

能性があるのです。そこでライフリーフ

は、太りにくい『腸内細菌』を持った人

の栄養吸収を助けるアプローチを行い

ましました。そこで開発したサプリメン

トが『ファティーボ』です。」と記載。

・「栄養の消化を助ける『麹の酵素』、酵素

の働きを助ける『天然の補酵素』、痩せ

て冷えがちな体温を上げて酵素を働き

やすくする『乾燥生姜』、栄養吸収しや

すい腸内環境を目指す『乳酸菌・ビフィ

ズス菌・オリゴ糖』などが入っていて、

消化吸収に対して徹底的にアプローチ

しているんです。」と記載。 

平成２９年４月３日

から同年１２月２８

日までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「ファティーボは痩せすぎで悩む方々の

声から生まれた商品です。『好きで痩せ

ているわけじゃないのに、太りたくても

太れないのに、誰にもわかってもらえな

い。』それが、本当に辛いんですよね。そ

のような方の力になりたくて、この商品

を作りました。」、「しかし、そもそもな

ぜ太れないのか？その原因がなかなか

わからず、あきらめかけたこともありま

した。栄養関連の本を読んでも、『カロ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

リーを摂れば太る』としか書いてありま

せん。少食の方以外はそもそも食べても

太れないから悩んでいるのであって、カ

ロリーで太れたら悩みません。」、「そこ

で、最先端の栄養学にヒントを求めよう

と、海外の大学から学ぶことに決めまし

た。その結果、腸内の『太る細菌』『痩せ

る細菌』が人の体型を決める原因だと、

ハーバード大学などの研究で突き止め

られていることがわかったのです。」、

「そのような学びから、栄養の効率的な

消化吸収には『腸内細菌と酵素』に着目

すべきと考えるようになりました。そし

て最先端の栄養学を元に開発したのが、

ファティーボです。その結果、痩せすぎ

で悩んでいた私自身も含め、多くの方々

に効果を実感していただくことができ

ました。」、「『ちゃんと食べてる？と言わ

れなくなり、健康的に見られるようにな

りました』『今では大好きなオシャレを

楽しめて毎日が楽しいです』など、たく

さんの嬉しい声をいただくことができ

ました。」及び「しかし、まだまだ痩せす

ぎで悩む方々はたくさんいらっしゃる

のが現実です。あなたもその一人でしょ

う。『自分は太れない体質だからしょう

がない』と、あきらめる必要はありませ

ん。あなたにもきっと出来るはずです。

私たちが全力でサポートします。」と記

載。           

平成３０年１月５日

から同年３月２６日

までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「ファティーボは痩せすぎで悩む方々の

声から生まれた商品です。『好きで痩せ

ているわけじゃないのに、太りたくても

太れないのに、誰にもわかってもらえな
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表示期間 表示媒体 表示内容 

い。』それが、本当に辛いんですよね。そ

のような方の力になりたくて、この商品

を作りました。」、「しかし、そもそもな

ぜ太れないのか？その原因がなかなか

わからず、あきらめかけたこともありま

した。栄養関連の本を読んでも、『カロ

リーを摂れば太る』としか書いてありま

せん。少食の方以外はそもそも食べても

太れないから悩んでいるのであって、カ

ロリーで太れたら悩みません。」、「そこ

で、最先端の栄養学にヒントを求めよう

と、海外の大学から学ぶことに決めまし

た。その結果、『食事』や『腸内細菌』が

人の体型に影響していることがわかっ

たのです。」、「そのような学びから、栄

養の効率的な消化吸収には『腸内細菌と

酵素』に着目すべきと考えるようになり

ました。そして最先端の栄養学を元に開

発したのが、ファティーボです。その結

果、痩せすぎで悩んでいた私自身も含

め、多くの方々に効果を実感していただ

くことができました。」、「『ちゃんと食べ

てる？と言われなくなり、健康的に見ら

れるようになりました』『今では大好き

なオシャレを楽しめて毎日が楽しいで

す』など、たくさんの嬉しい声をいただ

くことができました。」及び「しかし、ま

だまだ痩せすぎで悩む方々はたくさん

いらっしゃるのが現実です。あなたもそ

の一人でしょう。『自分は太れない体質

だからしょうがない』と、あきらめる必

要はありません。あなたにもきっと出来

るはずです。私たちが全力でサポートし

ます。」と記載。     
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表示期間 表示媒体 表示内容 

平成２９年５月２４

日から平成３０年３

月２６日までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「今まで他のサプリも試しましたが、効

果がなかったので『ファティーボ』にも

期待していませんでしたが、飲み続けた

ら少しずつ体重が増えてきて、ご飯もた

くさん食べられるようになりました！」

及び「Ｙ．Ｕ．さま／４４歳／北海道」

と記載。 

･「太りたくてご飯やお菓子を食べられる

だけ食べたこともありましたが、全然太

れませんでした。太れない体質だから仕

方ないと思っていたときに『ファティー

ボ』を見つけ、試してみました。プレゼ

ントの『７つの秘訣』を参考に食事を工

夫してみたら、これまでと同じくらいの

量を食べていたのに体重が変わってき

て驚きました。」及び「Ｈ．Ｋ．さま／３

５歳／神奈川県」と記載。 

・「痩せすぎの体がコンプレックスで、毎

年夏が嫌でした。何をやっても全然太れ

なかったので、なんとかしたいと思い、

ファティーボを試してみました。」、「お

かげで体がふっくらしてきたせいか、女

の子らしくなったねと言われます。」及

び「Ｉ．Ｅ．さま／２４歳／福岡県」と

記載。 

・「おかげでお腹がすきやすくなりご飯の

量が増えました。徐々に体重が増えてき

たので、目標の体重になれるまでがんば

ります！」及び「Ｔ．Ｓ．さま／３１歳

／大阪府」と記載。 

・「サプリを飲んで３週間くらいでふっく

らしてきて嬉しいです！」及び「Ｍ．Ｓ．

さま／２５歳／東京都」と記載。 

・「全国から、こんなにたくさんのお喜び
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表示期間 表示媒体 表示内容 

の声が届くのです！今回ほんの一部だ

けご紹介させていただきました。」と記

載。           

平成２９年６月２９

日から平成３０年３

月２６日までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「ふっくらしてきた！」、「＋３．１ｋｇ

を実現！」及び「ファティーボを３ヵ月

以上続けると、体の内側から少しずつ変

わっていき、＋２ｋｇ～＋４ｋｇを実現

されているお客さまがたくさんいらっ

しゃいます。」と記載。 

・「Ｑ ふっくらを実感したのは飲み始め

てどのくらいですか？」、「１位 １ヵ月

後」、「２位 ３ヵ月後」及び「３位 ２

ヵ月後」と記載。 

・「私の場合は２ヵ月目を過ぎた頃から

徐々に体重が増え始め、３ヵ月目には

２．３ｋｇ増えました！家族からも『顔

がふっくらしてきた』と言われました。」

及び「Ｓ．Ｈ．さま／４５歳／宮城県」

と記載。 

・「今まで何をやっても太れなかったの

に、ファティーボを飲み始めてから１ヵ

月目で体重が１．０ｋｇ増えました。そ

の後はあまり変わらない時期が続きま

したが、あきらめずに続けてみました。

『７つの秘訣』を見て鶏肉や温泉たまご

をほぼ毎日食べたり、甘酒を飲んだりし

ていたら３ヵ月目くらいからまた少し

ずつ体重が増え始め、気づいたら３．１

ｋｇも増えていました！続けることで

体質が変わってきたのでしょうか？と

にかく嬉しいです！」及び「Ａ．Ｙ．さ

ま／２５歳／兵庫県」と記載。 

・「プレゼントの『７つの秘訣』を見て食事

を工夫したら体重が少しずつ増えてき
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表示期間 表示媒体 表示内容 

て、お肌や顔つきも変わったせいかお友

達から『なんか若返ったよね？』『最近

何かしてる？』と聞かれて嬉しくなりま

した！」及び「Ｎ．Ｎ．さま／５２歳／

埼玉県」と記載。 

・「ファティーボを飲み始めて４ヵ月目に

なります。私は中学生の頃から痩せてい

たので、太れない体質だから仕方ないん

だとあきらめていました。でもファティ

ーボを飲み始めて体質が変わってきた

のか、３ヵ月目くらいから体重が増えて

きました。すぐに体重が増えなくても、

体質だからとあきらめなくて良かった

です！」及び「Ｍ．Ｅ．さま／２２歳／

埼玉県」と記載。 

・「全国から、こんなにたくさんのお喜び

の声が届くのです！今回ほんの一部だ

けご紹介させていただきました。」と記

載。          
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北海道 A様【２６歳 女性★★★★☆ 

「大きな変化がありました」 

Q1.痩せていることでどのようなお悩みがありまし 

たか？ 

・体力がない 

・風邪を引きやすくまた長引く 
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酵素の種類が違います。私たちの体で働く酵 

素は２万種類を超えています。その中からダ 

イエットではなく太る目的に合わせて厳選し 

たのが、ファティーボに配合した酵素です。 

カロリーだけでは太れません。ハーバード大 

学の研究により「カロリーが高い＝太る」は 

間違いであることが証明されているのです。 
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効果的に太るには、カロリーに加えて「健康 

的に太る秘訣」を知る必要があるのです。 

お飲みいただいて２～３ヵ月ほどで、「お腹 

がすきやすくなった」「ごはんがたくさん食 

べられるようになった」など、何かしらの変 

化を実感される方が多くいらっしゃいます。 

また６ヶ月以上続けてお飲みいただくこと 

で、多くの方から、「痩せすぎが気にならな 

くなった」などの声をいただいております。 

※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。 

中身がわからないようにお送りします。お送 

りする封筒の「表・裏・送り状」すべてに、 

太りたい方向けの商品であるという記載は一 

切ございません。 

はい。ファティーボは男女問わず、どなたで 

もご利用いただけます。 

大人と同様、基本的に問題ありません。お客 

さまの中には小学生のお子さまに飲んでいた 
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だいている方もいらっしゃいます。 

基本的には問題ありません。１日６粒～９粒 

を目安にお召し上がりください。 

商品は平日の午前９時に福岡市内から発 送

し、発送からお届けまで２〜５日ほどいた 

だいております。平日の午前９時以降のお申 

し込みは、翌平日の午前９時に発送いたしま 

す。 

各コースとも、お支払いはひと月にひと月分 

ずつでございます。９ヶ月コースの場合、ひ 

と月に 3,500 円（税抜）を 9 回のお支払い

と なります。 

ご相談は次の電話番号またはメールアドレス 

へお願いいたします。お電話の場合、つなが 

りにくい場合がございますので、時間をおい 

ておかけ直しいただけますと幸いです。株式 

会社ライフリーフ：TEL：03-6402- 5559

（受付時間：平日 10時〜18時）。 
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メール：info@lifeleaf.jp 

基本的に食品ですので問題ございませんが、 

食品アレルギーをお持ちの場合は、下記の原 

材料をご確認いただき、お医者様にご相談の 

上お召し上がりください。 
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○ 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 

（参考１） 
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２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第

一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をし

た事業者に対し、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

料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提

出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示

とみなす。 

 

 （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。 
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第
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示
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禁
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不
当
な
表
示 

○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 

○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 

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。 

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 

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 

 

（参考２） 

 

○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） 

景品表示法による表示規制の概要 

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 

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 
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消 表 対 第 ８ １ ８ 号 

平成３０年７月２５日 

 

株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ 

代表取締役 佐藤 拓朗 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「ファティーボ」と称する食品（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 

(1) 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、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、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４月３日から平成３０年

３月２６日までの間、例えば、平成２９年４月３日から同年１１月２１日までの間、

自社ウェブサイトにおいて、「太れない体質だとあきらめたくない！」、「女性らしい

美ボディに！健康的にふっくらしたい」、本件商品の容器包装の写真と共に、「３ヶ月

で５．１ｋｇ増えた『７つの秘訣』プレゼント！」等と記載するなど、別表１「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、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、

容易に肥満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。 

 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)の表示と同様の表示をしてはならな

い。 

(3) 貴社は、前記(1)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。 

別添 

※別添写しについては、添付を省略しています。 



 

 
2 

 

２ 事実 

(1) 株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ（以下「Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ」という。）は、東京都港

区新橋六丁目９番４号新橋六丁目ビル４階に本店を置き、健康食品等の通信販売業等

を営む事業者である。 

(2) Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆは、通信販売の方法により、本件商品を一般消費者に販売してい

る。 

(3) Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆは、本件商品に係る自社ウェブサイト及び自社商品同梱チラシ

の表示内容を自ら決定している。 

(4)ア Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２９年４

月３日から平成３０年３月２６日までの間、例えば、平成２９年４月３日から同年１

１月２１日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「太れない体質だとあきらめたく

ない！」、「女性らしい美ボディに！健康的にふっくらしたい」、本件商品の容器包装

の写真と共に、「３ヶ月で５．１ｋｇ増えた『７つの秘訣』プレゼント！」等と記載

するなど、別表１「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、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商

品を摂取することにより、容易に肥満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、Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ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、Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ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、Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ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、効果・効能を保証するものではありません。」と記

載するなど、別表２「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、同表「表示内容」欄記載のとおり記載していたが、当該記載は、一般消

費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではな

い。 

(5) Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆは、平成３０年７月１９日、前記(4)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、Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ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号に規定する、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
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の規定に違反するものである。 

 

４ 法令に基づく教示 

(1) 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

(2) 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（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 

表示期間 表示媒体 表示内容 

平成２９年４月３日

から同年１１月２１

日までの間 

自社ウェブサイト 

 

・「太れない体質だとあきらめたくな

い！」及び「女性らしい美ボディに！健

康的にふっくらしたい」と記載。 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「３

ヶ月で５．１ｋｇ増えた『７つの秘訣』

プレゼント！」と記載。 

・体験談として、「加藤友美さん ２５歳

埼玉県さいたま市」、「３キロほど増えま

した」及び「半袋ほど飲んだあたりで、

横になった時や お風呂で体を洗って

いる時に腰周りやあばらの骨が痛くな

く、丸みを帯びた体系になってきた事に

気づいたので体重を計ったら、３ｋｇほ

ど増えていました。こちらを飲んでいた

ら、少しずつ均等に、綺麗に肉が付きお

腹だけぽっこり、なんてこともありませ

んでした。太るというよりは『普通（健

康的）になれるんです』女性らしい体系

になりたい、そんな方に試して頂きたい

商品です。」と記載。 

・体験談として、「●●●●さん ２２歳

千葉県野田市」、「理想の体型に近づいて

いる」及び「体型も太りにくかった上半

身にお肉がつくようになり、理想の体型

に近づいていると思います。」と記載。

・体験談として、「清田鈴音さん ４０歳

大阪府」、「それに子育て中の自分が風邪

などの病気をしている場合ではないと、

体力をつけるためにも太ろうと思いま

したが、食欲がわかずなかなか太れませ

んでした。そんなときに見つけたのがフ

ァティーボです。」及び「それを読んで

食事を工夫して、ファティーボを飲み続

けていたら自分でもわかるくらいふっ

くらしてきました。」と記載。 

・体験談として、「京都府 Ｓ様 【２５歳
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表示期間 表示媒体 表示内容 

男性】★★★★☆」、「Ｑ５．最後に、痩

せすぎで悩まれている方にメッセージ

をお願いします。」及び「太りたいなら

試してみよ。僕も太れなくて困ってたん

ですが、飲んでから食べる量は増えて少

し体重が増えましたよ」と記載。 

・「こんな『お悩み』を抱えていません

か？」と題し、「☑いくら食べても太れ

ない」、「☑ガリガリで女性らしい丸みが

ない」、「☑合う服が限られおしゃれを楽

しめない」、「☑夏でも半袖を着るのが恥

ずかしい」及び「☑海や温泉で脱ぐのが

嫌」と記載。 

・漫画において、「ＯＬのリエさん（３０）

のなかなか理解してもらえない悩

み・・・」、「それは『痩せすぎてて全く

太れない』こと。」、「ひ～」と付記され

た、半袖を着て痩せた腕を露出している

女性のイラストと共に、「細すぎる腕を

隠したくて、夏でも半袖を着られない」、

「ノースリーブなんて絶対ムリ・・・！」、

「ゆるっ・・・」と付記された、ズボン

のイラスト及び「体型の隠れる服ばっか

り着てる・・・」と付記された、服のイ

ラストと共に、「スキニージーンズにた

るみがあり格好悪い」、「合うサイズの服

がなくて、おしゃれを楽しめない」、あ

ばら骨が浮き出ていることを示唆する

ビキニ姿のイラストと共に、「あばら骨

が丸見えなので、プールや海に行くのが

本当に恥ずかしい・・・」、「痩せすぎて

いるせいで人から嫌なことを言われ

る」、「ガリガリ」、「体調悪そう」、「貧相」、

「魅力がない」、「骨と皮、気持ち悪

い・・・」、「痩せたくて痩せてるわけじ

ゃないのに・・・」、「油っこいもの、フ

ァーストフード、甘いお菓子をたくさん
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表示期間 表示媒体 表示内容 

食べる」と付記されたお菓子のイラス

ト、「１日４食、寝る前にも無理して食

べる」と付記された料理のイラスト、「プ

ロテインを飲む」と付記された容器のイ

ラストと共に、「太りたくていろいろ試

してみたけど・・・何をしても太れな

い！」、「真剣に悩んでるのに！」、「どう

したらいいの・・・！？」等と記載。 

・「このような太れない方にお話を聞く

と・・・」、「太りそうなものをたくさん

食べたり」、「プロテインを飲んだり」、

「筋トレしたり」、「いろいろと太るため

の努力をされています。」、「でも・・・何

をやっても太れない！」、「太れないのは

『遺伝や体質』のせいだと思い、半ばあ

きらめていませんか？」、「しかし、あき

らめる必要はありません！！」、「そもそ

もどうして太れないの？」、「太れないの

は『遺伝や体質』のせいだと思っている

方が多くいます。しかし、本当の原因は

腸内の『痩せ菌』にあることが科学的に

証明されたのです。」、「太れない人の腸

内には『痩せる細菌』が多いのです。」、

「私たちの腸内には『太る細菌』と『痩

せる細菌』が住んでいます。『太る細菌』

が多い人は、食事からたくさんカロリー

を吸収し、太りやすくなります。一方『痩

せる細菌』が多い人は、食事からのカロ

リー吸収がブロックされ、太りにくくな

るのです。」と記載。 

・「いくら食べても太れない人は、腸内に

『痩せる細菌』が多いことが考えられま

す。」、「そんな痩せている人の吸収力を

高めるカギとなるのが、『痩せ菌ブロッ

ク酵素』です。」との記載に続いて、本件

商品の容器包装の写真と共に、「そこで

誕生したのが、太りたい人のためのサプ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

リメント『ファティーボ』です。」と記

載。 

・「『ファティーボ』４つの秘訣」と題し、

「秘訣１ 『痩せ菌ブロック酵素』」、「太

るためにいちばん大切なのは『食事』で

す。そこで『ファティーボ』は栄養の効

率的な消化吸収を目指し、５種の酵素と

３種の麹菌が作る生酵素を厳選しまし

た。５種の酵素は推奨値の１００％の量

を配合。」、「秘訣２ 『ビタミン・ミネラ

ル』豊富なスーパーフード」、「酵素が強

く働くには、『補酵素』であるビタミン・

ミネラルが不可欠です。そしてその『補

酵素』には、化学的に合成したものでは

ない自然のビタミン・ミネラルがベスト

です。そこで『ファティーボ』は、ビタ

ミン・ミネラル豊富な自然健康食『スピ

ルリナ』を配合しました。」、「秘訣３ ぽ

かぽか成分『乾燥生姜』」、「体温が１度

下がると、酵素の働きは半分以下にまで

落ちるのです。そこで『ファティーボ』

は、『乾燥生姜』の成分を配合しました。

生（ナマ）の生姜の成分は体を冷やして

しまいます。酵素の活動を高めるには

『乾燥生姜』が良いのです。」、「秘訣４

乳酸菌・ビフィズス菌 オリゴ糖」、「腸

が汚れたり詰まったりしていては、そこ

で働く酵素の活動は鈍ります。そこで

『ファティーボ』は、『植物性乳酸菌』と

『ビフィズス菌』を配合しました。さら

に、善玉菌たちの大好物『フラクトオリ

ゴ糖』まで追加で配合。酵素たちが元気

に働くキレイな環境づくりを目指し、考

え抜いた組み合わせです。」と記載した

上、「“補酵素”と“温感成分”さらに良

好な“環境づくり”で『酵素の働き』を

徹底サポート。それが、ファティーボ実
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表示期間 表示媒体 表示内容 

感の理由です。」及び本件商品の容器包

装の写真と共に、「５種の酵素＆３種の

麹菌の生酵素」、「酵素たちの強い味方

『補酵素』」、「酵素たちが働きやすい『環

境づくり』」及び「酵素たちが働きやす

い『温度調節』」と記載。 

・体験談として、「杉田彩名さん ２７歳

神奈川県横浜市」、「Ｑ．２ 太るために

どのようなことを試されてきました

か？」、「１日４食を無理やり押し込みま

した。夜寝る前にホットケーキにバター

をたっぷり塗って、イチゴジャムと生ク

リームをたっぷりかけて食べたことも

ありました。でも、食べ過ぎで体を壊し

ただけでぜんぜん太れませんでした。」、

「Ｑ．４ ファティーボを使用してから

どう変わりましたか？」、「飲み続けるこ

とで毎日体重計に乗るのが楽しみにな

りました。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せすぎ

で悩まれている方へメッセージをお願

いします。」及び「私は太れない体質な

んだと半ばあきらめていましたが、今で

は『あきらめなくて良かった！』と心か

ら思うことができています。『痩せすぎ

って克服できるんだ』と生まれて始めて

知りました。体質だからしょうがないな

んて思っていたら、いつまでたっても変

わりません！ぜひ一度試して欲しいと

思います。」と記載。 

・体験談として、「吉村和江さん ４１歳

岡山県倉敷市」、「Ｑ．１ 痩せているこ

とで、どのようなお悩みがありました

か？」、「服のサイズが合わないことがよ

くありました。身長ではＭサイズがいい

のですが、横幅はＳサイズでも余りま

す。それにＳだと袖が短すぎて格好悪く

なるんです。またスキニーでもたるみが
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表示期間 表示媒体 表示内容 

あって、ビシッと決まったことがありま

せんでした。」、「Ｑ．２ 太るためにど

のようなことを試されてきました

か？」、「カロリーの高いものを選んで食

べました。から揚げとか焼肉が好きで、

こってりしたラーメンと餃子のセット

も好きでよく食べに行きました。スイー

ツも大好きです。でも全然太れなくて、

友達から『何でそんなに食べて太らない

の？』と言われていました。」、「Ｑ．４

ファティーボを使用してからどう変わ

りましたか？」、「スキニーを自信を持っ

てはけるようになりました。今まで恥ず

かしかったノースリーブも着られるよ

うになり、大好きなオシャレを楽しめて

毎日が楽しいです。」と記載。 

・体験談として、「浜田香奈さん ３１歳

千葉県市川市」、「Ｑ．１ 痩せているこ

とで、どのようなお悩みがありました

か？」、「会社の上司から、何かの病気じ

ゃないかと心配ばかりされていました。

『ちゃんと食べてる？』と会うたびに聞

かれることもあり、本当に嫌でした。」、

「Ｑ．２ 太るためにどのようなことを

試されてきましたか？」、「半年近くプロ

テインを飲んでみました。でもなかなか

牛乳に溶けなくて、毎回一生懸命混ぜる

のが面倒だし、けっこうなお値段だし、

ぜんぜん太れないしで、結局つづかなく

てあきらめました。」、「Ｑ．４ ファテ

ィーボを使用してからどう変わりまし

たか？」、「ふっくらした女性らしい体つ

きに見られたせいか『ちゃんと食べて

る？』と聞かれなくなったのもすごく嬉

しいです。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せすぎ

で悩まれている方へメッセージをお願

いします。」及び「私と同じように、きっ



 

 
10 

 

表示期間 表示媒体 表示内容 

とあなたも痩せすぎを克服できると信

じています。」と記載。 

・体験談として、「木村洋子さん ２８歳

福島県郡山市」、「友達や主人から『やつ

れてる』って言われなくなりました！」、

「Ｑ．２ 太るためにどのようなことを

試されてきましたか？」、「食が細くてあ

まり食べられないので、太りそうなもの

を選んで食べていました。食後はじっと

して動かないようにしたこともありま

した。でも全然体重が変わらないので、

体質だから無理なのかなとあきらめて

いました。」、「Ｑ．４ ファティーボを

使用してからどう変わりましたか？」及

び「体重計に乗ることも楽しみになり、

友達から『女性らしくなった』と言われ

評判も良かったです。」と記載。 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「太

れない体質だとあきらめたくない！」と

記載。（３か所） 

・株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ代表取締

役佐藤拓朗氏の写真と共に、「そこで早

速学んだ知識を投入したサプリメント

を自分自身で試した結果、『あっ！増え

てる！』と、いくら食べても１０年間減

り続けていた体重が、１ヵ月目で＋４．

３ｋｇ、２ヵ月目で＋５．１ｋｇ、３ヵ

月目には＋５．７ｋｇにもなったので

す！」、「早速同じ悩みを抱える方々にも

試していただき、実に９０％を超える方

が効果を実感されたのです。私と同じ悩

みを持つ方々に、少しでも明るく過ごし

てほしい。自分に自信を持って、前向き

に過ごして欲しい。そんな想いで、この

サプリメントをお届けします。」と記載。

・「私たちの体で働く酵素は２万種類を超

えています。その中からダイエットでは
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表示期間 表示媒体 表示内容 

なく太る目的に合わせて厳選したのが、

ファティーボに配合した酵素です。」と

記載。 

・「また６ヶ月以上続けてお飲みいただく

ことで、多くの方から、『痩せすぎが気

にならなくなった』などの声をいただい

ております。」と記載。 

 （別添写し１）

平成２９年１１月２

１日から平成３０年

２月１日までの間 

自社ウェブサイト 

 

・「太れない体質だとあきらめたくな

い！」及び「女性らしい美ボディに！健

康的にふっくらしたい」と記載。 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「３

ヶ月で５．１ｋｇ増えた『７つの秘訣』

プレゼント！」と記載。 

・体験談として、「加藤友美さん ２５歳

埼玉県さいたま市」及び「半袋ほど飲ん

だあたりで、横になった時やお風呂で体

を洗っている時に腰周りやあばら骨が

気にならず、丸みを帯びた体型を感じま

した。このサプリを飲んでいたら、お腹

だけ太るようなことはありませんでし

た。太るというよりは、『普通（健康的）』

になれるようなイメージです。女性らし

い体型になりたい。そんな方に試してい

ただきたい商品です。」と記載。 

・体験談として、「●●●●さん ２２歳

千葉県野田市」、「理想の体型に近づいて

いる！」及び「太りにくかった上半身も、

理想の体型に近づいていると思います。

リピートしたいです。痩せすぎでプール

や海をあきらめていませんか？着たい

服を着られていますか？このままあき

らめる必要はありません。私もずっと痩

せすぎで悩み、様々なことをあきらめて

きました。でもこのサプリに出会ってか

らはコーディネートをする事が楽しく

なり、今までよりも人生が楽しいで
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表示期間 表示媒体 表示内容 

す！」と記載。 

・体験談として、「清田鈴音さん ４０歳

大阪府」、「それに子育て中の自分が風邪

などの病気をしている場合ではないと、

体力をつけるためにも太ろうと思いま

したが、食欲がわかずなかなか太れませ

んでした。そんなときに見つけたのがフ

ァティーボです。」及び「それを読んで

食事を工夫して、ファティーボを飲み続

けていたら自分でもわかるくらいふっ

くらした感じがします。」と記載。 

・「こんな『お悩み』を抱えていません

か？」と題し、「☑いくら食べても太れ

ない」、「☑ガリガリで女性らしい丸みが

ない」、「☑合う服が限られおしゃれを楽

しめない」、「☑夏でも半袖を着るのが恥

ずかしい」及び「☑海や温泉で脱ぐのが

嫌」と記載。 

・漫画において、「ＯＬのリエさん（３０）

のなかなか理解してもらえない悩

み・・・」、「それは『痩せすぎてて全く

太れない』こと。」、「ひ～」と付記され

た、半袖を着て痩せた腕を露出している

女性のイラストと共に、「細すぎる腕を

隠したくて、夏でも半袖を着られない」、

「ノースリーブなんて絶対ムリ・・・！」、

「ゆるっ・・・」と付記された、ズボン

のイラスト及び「体型の隠れる服ばっか

り着てる・・・」と付記された、服のイ

ラストと共に、「スキニージーンズにた

るみがあり格好悪い」、「合うサイズの服

がなくて、おしゃれを楽しめない」、あ

ばら骨が浮き出ていることを示唆する

ビキニ姿のイラストと共に、「あばら骨

が丸見えなので、プールや海に行くのが

本当に恥ずかしい・・・」、「痩せすぎて

いるせいで人から嫌なことを言われ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

る」、「ガリガリ」、「体調悪そう」、「貧相」、

「魅力がない」、「骨と皮、気持ち悪

い・・・」、「痩せたくて痩せてるわけじ

ゃないのに・・・」、「油っこいもの、フ

ァーストフード、甘いお菓子をたくさん

食べる」と付記されたお菓子のイラス

ト、「１日４食、寝る前にも無理して食

べる」と付記された料理のイラスト、「プ

ロテインを飲む」と付記された容器のイ

ラストと共に、「太りたくていろいろ試

してみたけど・・・何をしても太れな

い！」、「真剣に悩んでるのに！」、「どう

したらいいの・・・！？」等と記載。 

・「このような太れない方にお話を聞く

と・・・」、「太りそうなものをたくさん

食べたり」、「プロテインを飲んだり」、

「筋トレしたり」、「いろいろと太るため

の努力をされています。」、「でも・・・何

をやっても太れない！」、「太れないのは

『遺伝や体質』のせいだと思い、半ばあ

きらめていませんか？」、「しかし、あき

らめる必要はありません！！」、「そもそ

もどうして太れないの？」、「太れないの

は『遺伝や体質』のせいだと思っている

方が多くいます。しかし、実は太れない

原因の一つは『腸内細菌』である可能性

があるのです。」、「人と同じものを食べ

ても太れない」、「腸内にどんな細菌がど

れくらいいるかは、誰もが一緒ではあり

ません。ＡさんとＢさんが同じものを食

べても、太りやすさは『腸内細菌』によ

って変わる可能性があるのです。」と記

載。 

・「何をしても太れないのは『腸内細菌』の

せいかもしれません。」との記載に続い

て、本件商品の容器包装の写真と共に、

「そこで誕生したのが、『ファティーボ』
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表示期間 表示媒体 表示内容 

です。」と記載。 

・「『ファティーボ』４つの秘訣」と題し、

「秘訣１ 『麹から作った酵素』」、「太

るためにいちばん大切なのは『食事』で

す。そこで『ファティーボ』は栄養の効

率的な消化吸収を目指し、５種の酵素と

３種の麹菌が作る生酵素を厳選しまし

た。５種の酵素は推奨値の１００％の量

を配合。」、「秘訣２ 酵素を強くする『ビ

タミン・ミネラル』」、「酵素が強く働く

には、『補酵素』であるビタミン・ミネラ

ルが不可欠です。そしてその『補酵素』

には、化学的に合成したものではない自

然のビタミン・ミネラルがベストです。

そこで『ファティーボ』は、ビタミン・

ミネラル豊富な自然健康食『スピルリ

ナ』を配合しました。」、「秘訣３ 酵素

を強くする『体温』」、「体温が１度下が

ると、酵素の働きは半分以下にまで落ち

るのです。そこで『ファティーボ』は、

『乾燥生姜』の成分を配合しました。生

（ナマ）の生姜の成分は体を冷やしてし

まいます。酵素の活動のためには『乾燥

生姜』が良いのです。」、「秘訣４ 酵素

を強くする『環境づくり』」、「栄養を吸

収する場所が汚れていては、そこで働く

酵素の活動は鈍ります。そこで『ファテ

ィーボ』は、『植物性乳酸菌』と『ビフィ

ズス菌』を配合しました。さらに、善玉

菌たちの大好物『フラクトオリゴ糖』ま

で追加で配合。酵素たちが元気に働くキ

レイな環境づくりを目指し、考え抜いた

組み合わせです。」と記載した上、「“補

酵素”と“温感成分”さらに良好な“環

境づくり”で『酵素の働き』を徹底サポ

ート。それがファティーボが、選ばれる

理由です。」、本件商品の容器包装の写真



 

 
15 

 

表示期間 表示媒体 表示内容 

と共に、「５種の酵素＆３種の麹菌の生

酵素」、「酵素たちの強い味方『補酵素』」、

「酵素たちが働きやすい『環境づくり』」

及び「酵素たちが働きやすい『温度調

節』」と記載。 

・体験談として、「杉田彩名さん ２７歳

神奈川県横浜市」、「Ｑ．２ 太るために

どのようなことを試されてきました

か？」、「１日４食を無理やり押し込みま

した。夜寝る前にホットケーキにバター

をたっぷり塗って、イチゴジャムと生ク

リームをたっぷりかけて食べたことも

ありました。でも、食べ過ぎで体を壊し

ただけでぜんぜん太れませんでした。」、

「Ｑ．４ ファティーボを使用してから

どう変わりましたか？」、「飲み続けるこ

とで毎日体重計に乗るのが楽しみにな

りました。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せすぎ

で悩まれている方へメッセージをお願

いします。」及び「私は太れない体質な

んだと半ばあきらめていましたが、今で

は『あきらめなくて良かった！』と心か

ら思うことができています。『痩せすぎ

って克服できるんだ』と生まれて始めて

知りました。体質だからしょうがないな

んて思っていたら、いつまでたっても変

わりません！ぜひ一度試して欲しいと

思います。」と記載。 

・体験談として、「吉村和江さん ４１歳

岡山県倉敷市」、「Ｑ．１ 痩せているこ

とで、どのようなお悩みがありました

か？」、「服のサイズが合わないことがよ

くありました。身長ではＭサイズがいい

のですが、横幅はＳサイズでも余りま

す。それにＳだと袖が短すぎて格好悪く

なるんです。またスキニーでもたるみが

あって、ビシッと決まったことがありま
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表示期間 表示媒体 表示内容 

せんでした。」、「Ｑ．２ 太るためにど

のようなことを試されてきました

か？」、「カロリーの高いものを選んで食

べました。から揚げとか焼肉が好きで、

こってりしたラーメンと餃子のセット

も好きでよく食べに行きました。スイー

ツも大好きです。でも全然太れなくて、

友達から『何でそんなに食べて太らない

の？』と言われていました。」、「Ｑ．４

ファティーボを使用してからどう変わ

りましたか？」及び「スキニーを自信を

持ってはけるようになりました。今まで

恥ずかしかったノースリーブも着られ

るようになり、大好きなオシャレを楽し

めて毎日が楽しいです。」と記載。 

・体験談として、「浜田香奈さん ３１歳

千葉県市川市」、「Ｑ．１ 痩せているこ

とで、どのようなお悩みがありました

か？」、「会社の上司から、何かの病気じ

ゃないかと心配ばかりされていました。

『ちゃんと食べてる？』と会うたびに聞

かれることもあり、本当に嫌でした。」、

「Ｑ．２ 太るためにどのようなことを

試されてきましたか？」、「半年近くプロ

テインを飲んでみました。でもなかなか

牛乳に溶けなくて、毎回一生懸命混ぜる

のが面倒だし、けっこうなお値段だし、

ぜんぜん太れないしで、結局つづかなく

てあきらめました。」、「Ｑ．４ ファテ

ィーボを使用してからどう変わりまし

たか？」、「ふっくらした女性らしい体つ

きに見られたせいか『ちゃんと食べて

る？』と聞かれなくなったのもすごく嬉

しいです。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せすぎ

で悩まれている方へメッセージをお願

いします。」及び「私と同じように、きっ

とあなたも痩せすぎを克服できると信
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表示期間 表示媒体 表示内容 

じています。」と記載。 

・体験談として、「木村洋子さん ２８歳

福島県郡山市」、「友達や主人から『やつ

れてる』って言われなくなりました！」、

「Ｑ．２ 太るためにどのようなことを

試されてきましたか？」、「食が細くてあ

まり食べられないので、太りそうなもの

を選んで食べていました。食後はじっと

して動かないようにしたこともありま

した。でも全然体重が変わらないので、

体質だから無理なのかなとあきらめて

いました。」、「Ｑ．４ ファティーボを

使用してからどう変わりましたか？」及

び「体重計に乗ることも楽しみになり、

友達から『女性らしくなった』と言われ

評判も良かったです。」と記載。 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「太

れない体質だとあきらめたくない！」と

記載。（３か所） 

・株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ代表取締

役佐藤拓朗氏の写真と共に、「そこで早

速学んだ知識を投入したサプリメント

を自分自身で試した結果、いくら食べて

も１０年間体重が減り続けていたのに、

これまでになくふっくらと感じること

ができました。」、「早速同じ悩みを抱え

る方々にも試していただき、実に９０％

を超える方が効果を実感されたのです。

私と同じ悩みを持つ方々に、少しでも明

るく過ごしてほしい。自分に自信を持っ

て、前向きに過ごして欲しい。そんな想

いで、このサプリメントをお届けしま

す。」と記載。      

（別添写し２）

平成３０年２月１日

から同月２６日まで

の間 

自社ウェブサイト 

 

・「太れない体質だとあきらめたくな

い！」及び「女性らしい美ボディに！健

康的にふっくらしたい」と記載。 
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表示期間 表示媒体 表示内容 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「３

ヶ月で５．１ｋｇ増えた『７つの秘訣』

プレゼント！」と記載。 

・体験談として、「Ｔ．Ｋ．さん ２０代

埼玉県」及び「食事の管理をしながら栄

養を補いたくて半袋ほど飲んだあたり

で、横になった時やお風呂で体を洗って

いる時に腰周りやあばら骨が気になら

ず、丸みを帯びた体型を感じました。こ

のサプリを飲んでいたら、お腹だけ太る

ようなことはありませんでした。太ると

いうよりは、『普通（健康的）』になれる

ようなイメージです。女性らしい体型に

なりたい。そんな方に試していただきた

い商品です。」と記載。 

・体験談として、「Ｍ．Ｋ．さん ２０代

千葉県」、「健康的な体型に近づいてい

る！」及び「太りにくかった上半身も、

健康的な体型に近づいていると思いま

す。リピートしたいです。痩せすぎでプ

ールや海をあきらめていませんか？着

たい服を着られていますか？このまま

あきらめる必要はありません。私もずっ

と痩せすぎで悩み、様々なことをあきら

めてきました。でもこのサプリに出会っ

てからはコーディネートをする事が楽

しくなり、今までよりも人生が楽しいで

す！」と記載。 

・体験談として、「清田鈴音さん ４０歳

大阪府」、「それに子育てそれに子育て中

なので、体力をつけるためにも太ろうと

思いましたが、食欲がわかずなかなか太

れませんでした。そんなときに見つけた

のがファティーボです。」及び「それを

読んで食事を工夫して、ファティーボを

飲み続けていたら自分でもわかるくら

いふっくらした感じがします。」と記載。
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表示期間 表示媒体 表示内容 

・「こんな『お悩み』を抱えていません

か？」と題し、「☑食べても太りづらい

気がする」、「☑ふっくらした女性らしい

丸みがない」、「☑合う服が限られおしゃ

れを楽しめない」、「☑夏でも半袖を着る

のが恥ずかしい」及び「☑海や温泉で脱

ぐのが嫌」と記載。 

・「このような太れない方にお話を聞く

と・・・」、「太りそうなものをたくさん

食べたり」、「プロテインを飲んだり」、

「筋トレしたり」、「いろいろと太るため

の努力をされています。」、「でも・・・何

をやっても太れない！」、「太れないのは

『遺伝や体質』のせいだと思い、半ばあ

きらめていませんか？」、「しかし、あき

らめる必要はありません！！」、「そもそ

もどうして太れないの？」、「太れないの

は『遺伝や体質』のせいだと思っている

方が多くいます。しかし、実は太れない

原因は『食事』と『栄養の偏り』である

可能性があるのです。」、「人と同じもの

を食べても太れない」、「どんな栄養素が

どれくらい吸収されるかは、誰もが一緒

ではありません。ＡさんとＢさんが同じ

ようなものを食べても、健康的に太れる

かは『食事の工夫』と『栄養バランス』

によって変わる可能性があるのです。」

と記載。 

・「何をしても太れないのは『食事』と『栄

養の偏り』のせいかもしれません。」と

の記載に続いて、本件商品の容器包装の

写真と共に、「そこで誕生したのが、『フ

ァティーボ』です。」と記載。 

・「『ファティーボ』４つの秘訣」と題し、

「秘訣１ 『麹から作った酵素』」、「太

るためにいちばん大切なのは『食事』で

す。そこで『ファティーボ』は栄養の素
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表示期間 表示媒体 表示内容 

早い吸収を目指し、５種の酵素と３種の

麹菌が作る生酵素を厳選しました。５種

の酵素は推奨値の１００％の量を配

合。」、「秘訣２ 酵素を強くする『ビタ

ミン・ミネラル』」、「酵素が強く働くに

は、『補酵素』であるビタミン・ミネラル

が不可欠です。そしてその『補酵素』に

は、化学的に合成したものではない自然

のビタミン・ミネラルがベストです。そ

こで『ファティーボ』は、ビタミン・ミ

ネラル豊富な天然のサプリメント『花粉
か ふ ん

荷
か

』を配合しました。」、「秘訣３ 酵素

を強くする『乾燥生姜』」、「酵素は温度

が１度下がると、働きは半分以下にまで

落ちるのです。そこで『ファティーボ』

は、『乾燥生姜』の成分を配合しました。

生（ナマ）より乾燥生姜の方が、ショウ

ガオールという成分が多いのです。酵素

の活動のためには『乾燥生姜』が良いの

です。」、「秘訣４ 酵素が働く『環境づ

くり』」、「栄養を吸収する環境は大切で

す。そこで『ファティーボ』は、『植物性

乳酸菌』と『ビフィズス菌』を配合しま

した。さらに、善玉菌たちの大好物『フ

ラクトオリゴ糖』まで追加で配合。酵素

たちが元気に働くキレイな環境づくり

を目指し、考え抜いた組み合わせです。」

と記載した上、「“補酵素”と“温成分”

さらに良好な“環境づくり”が『酵素の

働き』を徹底サポート。それがファティ

ーボが、選ばれる理由です。」及び本件

商品の容器包装の写真と共に、「５種の

酵素＆３種の麹菌の生酵素」、「酵素たち

の強い味方『補酵素』」、「酵素たちが働

きやすい『環境づくり』」及び「酵素たち

が働きやすい『乾燥生姜』」と記載。 
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表示期間 表示媒体 表示内容 

・体験談として、「Ａ．Ｓ．さん ２０代

神奈川県」、「Ｑ．２ 太るためにどのよ

うなことを試されてきましたか？」、「１

日４食を無理やり押し込みました。夜寝

る前にホットケーキにバターをたっぷ

り塗って、イチゴジャムと生クリームを

たっぷりかけて食べたこともありまし

た。でも、食べ過ぎで体を壊しただけで

ぜんぜん太れませんでした。」、「Ｑ．４

ファティーボを使用してからどう変わ

りましたか？」、「飲み続けることで毎日

体重計に乗るのが楽しみになりまし

た。」、「Ｑ．５ 最後に、痩せて悩まれて

いる方へメッセージをお願いします。」

及び「私は太れない体質なんだと半ばあ

きらめていましたが、今では『あきらめ

なくて良かった！』と心から思うことが

できています。『栄養を摂れば克服でき

るんだ』と生まれて始めて知りました。

体質だからしょうがないなんて思って

いたら、いつまでたっても変わりませ

ん！ぜひ一度試して欲しいと思いま

す。」と記載。 

・体験談として、「Ｋ．Ｙ．さん ４０代

岡山県」、「Ｑ．１ 痩せていることで、

どのようなお悩みがありましたか？」、

「服のサイズが合わないことがよくあ

りました。身長ではＭサイズがいいので

すが、横幅はＳサイズでも余ります。そ

れにＳだと袖が短すぎて格好悪くなる

んです。またスキニーでもたるみがあっ

て、ビシッと決まったことがありません

でした。」、「Ｑ．２ 太るためにどのよ

うなことを試されてきましたか？」、「カ

ロリーの高いものを選んで食べました。

から揚げとか焼肉が好きで、こってりし

たラーメンと餃子のセットも好きでよ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

く食べに行きました。スイーツも大好き

です。でも全然太れなくて、友達から『何

でそんなに食べて太らないの？』と言わ

れていました。」、「Ｑ．４ ファティー

ボを使用してからどう変わりました

か？」及び「スキニーを自信を持っては

けるようになりました。今まで恥ずかし

かったノースリーブも着られるによう

になり、大好きなオシャレを楽しめて毎

日が楽しいです。」と記載。 

・体験談として、「Ｋ．Ｈ．さん ３０代

千葉県」、「Ｑ．１ 痩せていることで、

どのようなお悩みがありましたか？」、

「会社の上司から、食事や栄養のことで

心配ばかりされていました。『ちゃんと

食べてる？』と会うたびに聞かれること

もあり、本当に嫌でした。」、「Ｑ．２ 太

るためにどのようなことを試されてき

ましたか？」、「半年近くプロテインを飲

んでみました。でもなかなか牛乳に溶け

なくて、毎回一生懸命混ぜるのが面倒だ

し、けっこうなお値段だし、ぜんぜん太

れないしで、結局つづかなくてあきらめ

ました。」、「Ｑ．４ ファティーボを使

用してからどう変わりましたか？」、「ふ

っくらした女性らしい体つきに見られ

たせいか『ちゃんと食べてる？』と聞か

れなくなったのもすごく嬉しいです。」、

「Ｑ．５ 最後に、痩せて悩まれている

方へメッセージをお願いします。」及び

「私と同じように、きっとあなたも克服

できると信じています。」と記載。 

・体験談として、「Ｙ．Ｋ．さん ２０代

福島県」、「Ｑ．２ 太るためにどのよう

なことを試されてきましたか？」、「食が

細くてあまり食べられないので、太りそ

うなものを選んで食べていました。食後
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表示期間 表示媒体 表示内容 

はじっとして動かないようにしたこと

もありました。でも全然体重が変わらな

いので、体質だから無理なのかなとあき

らめていました。」、「Ｑ．４ ファティ

ーボを使用してからどう変わりました

か？」及び「体重計に乗ることも楽しみ

になり、友達から『女性らしくなった』

と言われ評判も良かったです。」と記載。

・本件商品の容器包装の写真と共に、「太

れない体質だとあきらめたくない！」と

記載。（３か所） 

・株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆ代表佐藤

拓朗氏の写真と共に、「そこで早速学ん

だ知識を投入したサプリメントを自分

自身で試した結果、いくら食べても１０

年間体重が減り続けていたのに、これま

でになくふっくらと感じることができ

ました。」、「さっそく同じ悩みを抱える

方々にも試していただき、非常に喜んで

いただくことができました。もっと多く

の方々に、少しでも明るく過ごしてほし

い。自分に自信を持って、前向きに過ご

して欲しい。そんな想いで、このサプリ

メントをお届けします。」と記載。 

（別添写し３）

平成２９年１２月１

３日から平成３０年

２月９日までの間 

自社ウェブサイト 

 

・「ガリガリでアバラが浮き出ている。オ

シャレしたくても合う服は限られる。そ

れに、頬がこけて体調悪そうに見られる

し、年齢がいくとシワが目立って老けて

見られる。夏でも細い腕を見られたくな

くて半袖になれないし、海やプールなん

て絶対ダメ。冬でも温泉で脱ぐのが恥ず

かしい！」、「女性らしい“ふっくらした

丸み”が欲しい！男らしく“ガッチリと

たくましく”なりたい！でも、いくら食

べても太れない。少食であまり食べられ

ない。」、「『ちゃんと食べてる？』『細
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表示期間 表示媒体 表示内容 

っ！』『貧相』『骨と皮みたい』なんて、

もう言われたくない！好きで痩せてる

わけじゃないのに・・・」、「こんなお悩

み、『ファティーボ』がついに解決しま

す！」、「これまで、揚げ物や甘いものな

ど太りそうなものをたくさん食べてみ

たり、プロテインを飲んだり、筋トレし

たりしてみたけれど、何をやっても太れ

なかった方が多いんです。周りの人に相

談しても、『そんなの食べればいいじゃ

ん』と言われたり、女性の場合は嫌味だ

と思われるから相談できず一人で悩ん

でいる方も多くいます。」、「そして、太

れない原因は『遺伝や体質』だから仕方

ないと、半ばあきらめてしまっているん

です。」及び「でも、実は太れない原因は

別のところにある可能性がわかったん

です。その原因とは『腸内細菌』だった

んです！」と記載。 

・「その人の『腸内細菌』の種類によって、

同じものを食べても太りにくくなる可

能性があるのです。そこでライフリーフ

は、太りにくい『腸内細菌』を持った人

の栄養吸収を助けるアプローチを行い

ましました。そこで開発したサプリメン

トが『ファティーボ』です。」と記載。

・「栄養の消化を助ける『麹の酵素』、酵素

の働きを助ける『天然の補酵素』、痩せ

て冷えがちな体温を上げて酵素を働き

やすくする『乾燥生姜』、栄養吸収しや

すい腸内環境を目指す『乳酸菌・ビフィ

ズス菌・オリゴ糖』などが入っていて、

消化吸収に対して徹底的にアプローチ

しているんです。」と記載。 

（別添写し４）
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表示期間 表示媒体 表示内容 

平成２９年４月３日

から同年１２月２８

日までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「ファティーボは痩せすぎで悩む方々の

声から生まれた商品です。『好きで痩せ

ているわけじゃないのに、太りたくても

太れないのに、誰にもわかってもらえな

い。』それが、本当に辛いんですよね。そ

のような方の力になりたくて、この商品

を作りました。」、「しかし、そもそもな

ぜ太れないのか？その原因がなかなか

わからず、あきらめかけたこともありま

した。栄養関連の本を読んでも、『カロ

リーを摂れば太る』としか書いてありま

せん。少食の方以外はそもそも食べても

太れないから悩んでいるのであって、カ

ロリーで太れたら悩みません。」、「そこ

で、最先端の栄養学にヒントを求めよう

と、海外の大学から学ぶことに決めまし

た。その結果、腸内の『太る細菌』『痩せ

る細菌』が人の体型を決める原因だと、

ハーバード大学などの研究で突き止め

られていることがわかったのです。」、

「そのような学びから、栄養の効率的な

消化吸収には『腸内細菌と酵素』に着目

すべきと考えるようになりました。そし

て最先端の栄養学を元に開発したのが、

ファティーボです。その結果、痩せすぎ

で悩んでいた私自身も含め、多くの方々

に効果を実感していただくことができ

ました。」、「『ちゃんと食べてる？と言わ

れなくなり、健康的に見られるようにな

りました』『今では大好きなオシャレを

楽しめて毎日が楽しいです』など、たく

さんの嬉しい声をいただくことができ

ました。」及び「しかし、まだまだ痩せす

ぎで悩む方々はたくさんいらっしゃる

のが現実です。あなたもその一人でしょ

う。『自分は太れない体質だからしょう

がない』と、あきらめる必要はありませ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

ん。あなたにもきっと出来るはずです。

私たちが全力でサポートします。」と記

載。 

          （別添写し５）

平成３０年１月５日

から同年３月２６日

までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「ファティーボは痩せすぎで悩む方々の

声から生まれた商品です。『好きで痩せ

ているわけじゃないのに、太りたくても

太れないのに、誰にもわかってもらえな

い。』それが、本当に辛いんですよね。そ

のような方の力になりたくて、この商品

を作りました。」、「しかし、そもそもな

ぜ太れないのか？その原因がなかなか

わからず、あきらめかけたこともありま

した。栄養関連の本を読んでも、『カロ

リーを摂れば太る』としか書いてありま

せん。少食の方以外はそもそも食べても

太れないから悩んでいるのであって、カ

ロリーで太れたら悩みません。」、「そこ

で、最先端の栄養学にヒントを求めよう

と、海外の大学から学ぶことに決めまし

た。その結果、『食事』や『腸内細菌』が

人の体型に影響していることがわかっ

たのです。」、「そのような学びから、栄

養の効率的な消化吸収には『腸内細菌と

酵素』に着目すべきと考えるようになり

ました。そして最先端の栄養学を元に開

発したのが、ファティーボです。その結

果、痩せすぎで悩んでいた私自身も含

め、多くの方々に効果を実感していただ

くことができました。」、「『ちゃんと食べ

てる？と言われなくなり、健康的に見ら

れるようになりました』『今では大好き

なオシャレを楽しめて毎日が楽しいで

す』など、たくさんの嬉しい声をいただ

くことができました。」及び「しかし、ま

だまだ痩せすぎで悩む方々はたくさん

いらっしゃるのが現実です。あなたもそ
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表示期間 表示媒体 表示内容 

の一人でしょう。『自分は太れない体質

だからしょうがない』と、あきらめる必

要はありません。あなたにもきっと出来

るはずです。私たちが全力でサポートし

ます。」と記載。     

（別添写し６）

平成２９年５月２４

日から平成３０年３

月２６日までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「今まで他のサプリも試しましたが、効

果がなかったので『ファティーボ』にも

期待していませんでしたが、飲み続けた

ら少しずつ体重が増えてきて、ご飯もた

くさん食べられるようになりました！」

及び「Ｙ．Ｕ．さま／４４歳／北海道」

と記載。 

･「太りたくてご飯やお菓子を食べられる

だけ食べたこともありましたが、全然太

れませんでした。太れない体質だから仕

方ないと思っていたときに『ファティー

ボ』を見つけ、試してみました。プレゼ

ントの『７つの秘訣』を参考に食事を工

夫してみたら、これまでと同じくらいの

量を食べていたのに体重が変わってき

て驚きました。」及び「Ｈ．Ｋ．さま／３

５歳／神奈川県」と記載。 

・「痩せすぎの体がコンプレックスで、毎

年夏が嫌でした。何をやっても全然太れ

なかったので、なんとかしたいと思い、

ファティーボを試してみました。」、「お

かげで体がふっくらしてきたせいか、女

の子らしくなったねと言われます。」及

び「Ｉ．Ｅ．さま／２４歳／福岡県」と

記載。 

・「おかげでお腹がすきやすくなりご飯の

量が増えました。徐々に体重が増えてき

たので、目標の体重になれるまでがんば

ります！」及び「Ｔ．Ｓ．さま／３１歳

／大阪府」と記載。 

・「サプリを飲んで３週間くらいでふっく
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表示期間 表示媒体 表示内容 

らしてきて嬉しいです！」及び「Ｍ．Ｓ．

さま／２５歳／東京都」と記載。 

・「全国から、こんなにたくさんのお喜び

の声が届くのです！今回ほんの一部だ

けご紹介させていただきました。」と記

載。           

（別添写し７）

平成２９年６月２９

日から平成３０年３

月２６日までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「ふっくらしてきた！」、「＋３．１ｋｇ

を実現！」及び「ファティーボを３ヵ月

以上続けると、体の内側から少しずつ変

わっていき、＋２ｋｇ～＋４ｋｇを実現

されているお客さまがたくさんいらっ

しゃいます。」と記載。 

・「Ｑ ふっくらを実感したのは飲み始め

てどのくらいですか？」、「１位 １ヵ月

後」、「２位 ３ヵ月後」及び「３位 ２

ヵ月後」と記載。 

・「私の場合は２ヵ月目を過ぎた頃から

徐々に体重が増え始め、３ヵ月目には

２．３ｋｇ増えました！家族からも『顔

がふっくらしてきた』と言われました。」

及び「Ｓ．Ｈ．さま／４５歳／宮城県」

と記載。 

・「今まで何をやっても太れなかったの

に、ファティーボを飲み始めてから１ヵ

月目で体重が１．０ｋｇ増えました。そ

の後はあまり変わらない時期が続きま

したが、あきらめずに続けてみました。

『７つの秘訣』を見て鶏肉や温泉たまご

をほぼ毎日食べたり、甘酒を飲んだりし

ていたら３ヵ月目くらいからまた少し

ずつ体重が増え始め、気づいたら３．１

ｋｇも増えていました！続けることで

体質が変わってきたのでしょうか？と

にかく嬉しいです！」及び「Ａ．Ｙ．さ

ま／２５歳／兵庫県」と記載。 

・「プレゼントの『７つの秘訣』を見て食事



 

 
29 

 

表示期間 表示媒体 表示内容 

を工夫したら体重が少しずつ増えてき

て、お肌や顔つきも変わったせいかお友

達から『なんか若返ったよね？』『最近

何かしてる？』と聞かれて嬉しくなりま

した！」及び「Ｎ．Ｎ．さま／５２歳／

埼玉県」と記載。 

・「ファティーボを飲み始めて４ヵ月目に

なります。私は中学生の頃から痩せてい

たので、太れない体質だから仕方ないん

だとあきらめていました。でもファティ

ーボを飲み始めて体質が変わってきた

のか、３ヵ月目くらいから体重が増えて

きました。すぐに体重が増えなくても、

体質だからとあきらめなくて良かった

です！」及び「Ｍ．Ｅ．さま／２２歳／

埼玉県」と記載。 

・「全国から、こんなにたくさんのお喜び

の声が届くのです！今回ほんの一部だ

けご紹介させていただきました。」と記

載。          

（別添写し８）
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別表２ 

表示期間 表示媒体 表示内容 

平成２９年４月３日

から同年１１月２１

日までの間 

自社ウェブサイト 

 

・「※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。

（９か所）       

（別添写し１）

平成２９年１１月２

１日から平成３０年

２月１日までの間 

自社ウェブサイト 

 

・「※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。

（８か所）       

（別添写し２）

平成３０年２月１日

から同月２６日まで

の間 

自社ウェブサイト 

 

・「※使用感には個人差があります。」と記

載。（８か所） 

 （別添写し３）

平成２９年５月２４

日から平成３０年３

月２６日までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「※使用者の個人的な感想であり、効果

効能を保証するものでありません。」と

記載。         

（別添写し７）

平成２９年６月２９

日から平成３０年３

月２６日までの間 

自社商品同梱チラシ 

 

・「※使用者の個人的な感想であり、効果

効能を保証するものでありません。」と

記載。 

（別添写し８）

 

 




