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まえがき 

 

公益社団法人 日本通信販売協会（以下、略称：「JADMA」と云う）は、新聞

チラシにおける通販広告について「法令を遵守しているか」「消費者保護の見地

に立ち、取引上必要な情報が分かりやすく記載されているか」「消費者の誤解を

生む誇張表現が使われていないか」などを情報収集すると共に広告表現の実態を

明らかにし、通信販売におけるトラブルの是正対応策や広告表現の適正化を推進

していくため、2012年度に引き続き2013年度も新聞折込チラシの通信販売広告を

対象に調査・検証を行った。 

 

2回目となる今回の調査では、季節性による商品の違いや傾向を把握するため

に、秋口の9月と年末近い11月の２回の期間に折り込まれた新聞折込チラシを調査

対象とした。また広告表示の評価方針としては、前回同様法令遵守はもとより、

JADMAが策定した「広告適正表示の評価項目」をベースに、消費者の立場に立ち

消費者の不利益にならないか、誤認によるトラブルの可能性はないかという視点

で詳細に問題点を洗い出した。従って、この程度ならば通常は許されると思われ

る広告表示も抽出して検討を加えた。 

 

この調査の実施期間中に、ダイエットサプリを販売する通販会社に消費者庁か

ら措置命令が出された。それ以外にも、2012年度には複数の通販会社が措置命令

を受けている。前回の調査では、その当該会社の新聞折込広告が複数抽出されて、

本委員会で審査、問題有と判断されている。しかしながら、JADMAとして直接的

な改善への働きかけを行なわなかった。その点を踏まえ、本調査の検証・対応が

通販業界への信頼増幅の一助となるよう一層の活動を期すものである。 

 

本報告書は、広告適正化委員会が実施した「通信販売取引改善のための通販広

告実施調査＜新聞折込チラシ＞編 VOL.２」の『2013年度調査報告書』としてまと

めたものである。  

 

 

 2014年4月 

公益社団法人 日本通信販売協会 
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広告適正化委員会について 

1. 構成員（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. 活動内容 
 

 本事業では、通信販売における折込チラシ広告を収集、取引内容および商品内

容に関する広告表示について、当協会事務局がまとめた内容を広告適正化委員会

で審議、特定商取引法、景表法など関連法令および各商品分野の適正広告ガイド

ラインの遵守状況、消費者保護の立場に立った商品表示の適否について判断、意

見をいただき、昨年に引き続き本報告書にまとめた。 
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本年度も前回同様２回の調査を実施した。第1回目は秋口である9月1日（日）から10月16

日（水）に折り込まれたチラシを対象に、また、第2回目は年末である11月1日（金）か

ら12月7日（土）に折り込まれたチラシを対象に実施した。 

Ⅰ. 調査概要 

１．調査対象 

－実施エリアおよびチラシ折込の新聞－ 

札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 福岡 

北海道新聞 
（朝刊） 

河北新報 
（朝刊） 

読売新聞 
（朝刊） 

中日新聞 
（朝刊） 

読売新聞 
（朝刊） 

西日本新聞 
（朝刊） 

実施エリアは主要都市である札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の6都市を選択、対

象チラシは各都市の発行部数トップ紙の朝刊に月曜日から日曜日まで折り込まれたもの

を収集した。 

また、今回も新聞に折り込まれる地域タブロイド紙の通販広告も対象とした。 

－対象チラシの折込時期および件数－ 

◆第1回調査 2013年9月1日～10月16日 300件 

◆第2回調査 2013年11月1日～12月7日 300件 

 合計600件の通販折込チラシを調査対象とした。 

今回の調査も、チラシ各々の表示内容の確認を重視するため、折込日や折込エリアが

違っても同一表現のチラシはひとつに絞り、調査期間内にできるだけ多くの事例を収集

することに努めた。 

Ⅰ. 調査概要 
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統計調査分析としては、下記商品分類毎に特定商取引法を中心とした必要記載事項を調

査項目とし、その記載の有無を精査・集計した。 

Ⅰ. 調査概要 

－商品分類（11ジャンル）－ 

－採録項目－ 

◆通販会社の業態 

（メーカー、商社・卸業者などの中間流通、小売、生協など、宅配業者、その他） 

◆社名の記載  ◆住所の記載  ◆申込方法の記載  ◆申込期限の記載 

◆価格の記載  ◆送料についての記載  ◆消費税についての記載 

◆支払方法の記載  ◆支払時期の記載  ◆商品の引き渡し時期の記載 

◆キャンペーン期間の記載  ◆資料請求の記載  ◆付帯費用の記載 

◆店舗表示  ◆返品特約の記載  ◆返品の際の送料の記載 

2．統計調査分析 調査項目 

◆服飾雑貨（アクセサリー、靴、鞄を含む）、宝石・貴金属・時計・眼鏡 

◆化粧品、美容・健康用品（健康食品以外）、医療機器 

◆通信教育講座 

◆衣料品 

◆音楽、美術関係品 

◆趣味・娯楽 

（ペット、囲碁、手芸、ゲーム、玩具など。スポーツ・レジャーや乗り物以外の趣味） 

◆家電、パソコン、カメラ、家具・収納用品などのホームリビング用品 

◆書籍、文房具、事務用品、印鑑 

◆スポーツ・レジャー関係用品、乗物・乗物関係用品 

◆健康食品、食品類 

◆その他（上記商品ジャンルに含まれない医薬品・生花等の商品及びサービス） 
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チラシ各々の個別分析評価としては、下記内容に従い関連法規に抵触すると思われる広

告表示を精査分析し、当該商品の通販チラシとして不適正な内容を明らかにした。 

Ⅰ. 調査概要 

－取引内容に関する広告表示の適否－ 

3．個別調査分析 調査項目 

◆特定商取引法に基づく必要記載事項の表示 

◆返品特約に関する表示 

－商品内容に関する広告表示の適否－ 

商品内容に関する広告表示に関しては、本協会が定めた商品内容に関する広告 

表示の評価項目（巻末資料編：資1～10）をもとに関連法規および各商品分野

の適正広告ガイドラインを遵守しているか、消費者保護の観点から購入に際し

て誤認によるトラブルの可能性がないかを精査分析した。 



調査対象の合計600件中、第1回300件と第2回300件では通販広告の重複も多く、エリア分

析、折込曜日の分析なども割合としては大きな違いはなかった。但し、年末調査の第2回

目では前回同様に、広告内容でクリスマス商戦の告知や食品において季節商品であるお

せち料理やカニなどの年末食材の通販が目立った。 

Ⅱ. 調査結果サマリー 

◆ エリア、折込曜日、商品分類、通販会社の業態の分布 

Ⅱ. 調査結果サマリー 

① エリア 

各折込エリア毎の折込件数は、大阪が全体の30.5％と一番多く、次いで、名古屋が20.2％、東京

が15.3％と続いた。大阪は毎週水曜日に折り込まれるタブロイド紙に掲載された通販広告の数が

影響し件数では前回より減ったものの183件で他を圧倒していた。 
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折込エリアについて 
構成比の単位：％ 

  今回 前回 増減 

 札幌 
件数 75 91 △16 

構成比 12.5 15.0 △2.5 

 仙台 
件数 71 51 +20 

構成比 11.8 8.4 +3.4 

 東京 
件数 92 133 △41 

構成比 15.3 21.9 △6.6 

 名古屋 
件数 121 63 +58 

構成比 20.2 10.4 +9.8 

 大阪 
件数 183 211 △28 

構成比 30.5 34.7 △4.2 

 福岡 
件数 58 59 △1 

構成比 9.7 9.7 0.0 

合計 
件数 600 608 △８

構成比 100.0 100.0 
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② 折込曜日 

Ⅱ. 調査結果サマリー 

各折込曜日毎の折込件数は、水曜日が全体の32.2%と1番多く、次いで、木曜日18.5%、火曜日
16.0%、次に月曜日の11.3%と続き前回同様に水曜日の折込が多く見られた。また、前回と違い一
般のチラシ広告の折込が多いと言われている週末に、通販広告の折込数が増えていたのが、今回
の傾向といえる。 

折込曜日について 

  今回 前回 増減 

月 
件数 68 89 △21 

構成比 11.3 14.6 △3.3 

火 
件数 96 112 △16 

構成比 16.0 18.4 △2.4 

水 
件数 193 188 +5 

構成比 32.2 30.9 +1.2 

木 
件数 111 111 0 

構成比 18.5 18.3 +0.2 

金 
件数 43 42 +1 

構成比 7.2 6.9 +0.3 

土 
件数 59 38 +21 

構成比 9.8 6.3 +3.6 

日 
件数 30 28 +2 

構成比 5.0 4.6 +0.4 

合 計 
件数 600 608 △8 

構成比 100.0 100.0 

構成比の単位：％ 

単位：件 
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③ 商品分類 

商品分類では、「健康食品、食品類」が全体の44％を占めた。次に「化粧品など」が24.7%、「家
電家具などのホームリビング用品」が19.0%となっている。「その他」は土嚢、灯油、漢方薬、住宅
メンテナンス、清掃サービスなどの通販である。 

Ⅱ. 調査結果サマリー 

折込広告の商品分類について 

今回 前回 増減 

①  服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 26 13 +13 

構成比 4.3 2.1 +2.2 

②  化粧品、美容・健康用品 (健康食品以外)、医療機器 
件数 148 149 △1 

構成比 24.7 24.5 +0.2 

③  衣料品 
件数 20 19 +1 

構成比 3.3 3.1 +0.2 

④  音楽、美術関係品 
件数 0 2 △2 

構成比 0.0 0.3 △0.3 

⑤  趣味・娯楽 
件数 13 4 +9 

構成比 2.2 0.7 +1.5 

⑥  家電、パソコン、カメラ、家具・収納用品など 
件数 114 99 +15 

構成比 19.0 16.3 +2.7 

⑦  書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 7 10 △3 

構成比 1.2 1.6 △0.5 

⑧  スポーツ・レジャー関係用品、乗物・乗物関係用品 
件数 2 2 0 

構成比 0.3 0.3 0.0 

⑨  健康食品 
件数 143 183 △40 

構成比 23.8 30.1 △6.3 

⑩  食品類 
件数 121 121 0 

構成比 20.2 19.9 +0.3 

⑪  その他 
件数 6 6 0 

構成比 1.0 1.0 0.0 

合計 
件数 600 608 △8 

構成比 100.0 100.0 

構成比の単位：％ 

単位：件 
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④ 通販会社の業態 

Ⅱ. 調査結果サマリー 

「通販会社の業態」は、メーカーが半数以上の50.7%と一番多く、次いで通販専門または店舗販売
も行っている「小売」が32.5%であり、この2業態で全体の83.2%を占めた。「その他」は媒体社
の通販部門、住宅メンテナンス会社、工事店などであり、年末のおせち料理の通販を行ったホテ
ル/レストラン、旅館などのサービス業が加わった。 

通販会社の業態について 

今回 前回 増減 

 メーカー(製造会社) 
件数 304 294 +10 

構成比 50.7 48.4 +2.3 

 中間流通(問屋・商社) 
件数 64 35 +29 

構成比 10.7 5.8 +4.9 

 小売 
件数 195 229 △34 

構成比 32.5 37.7 △5.2 

 生協など 
件数 22 12 +10 

構成比 3.7 2.0 +1.7 

 その他 
件数 15 38 △23 

構成比 2.5 6.3 △3.8 

合計 
件数 600 608 △8 

構成比 100.0 100.0 

構成比の単位：％ 
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前回に比較し改善はしているものの600件中313件の通販広告で各種関連法規に定める何

らかの記載事項が欠落していた。これは基本的な取引に関する事項は記載されているも

のの、近年増加している「後払い時の支払期限」、及び「商品の引き渡し時期」を明示

していないケースが多数あることによる。 
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取引内容に関する広告表示の適否 今回 前回 増減 

 適している 
件数 287 194 +93 

構成比 47.8 31.9 +15.9 

 適していない 
件数 313 414 △101 

構成比 52.2 68.1 △15.9 

※構成比の単位：％ 

Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

①社名の記載 件数 571 549 +22 29 59 △30 

構成比 95.2 90.3 +4.9 4.8 9.7 △4.9 

②住所の記載 件数 513 498 +15 87 110 △23 

構成比 85.5 81.9 +3.6 14.5 18.1 △3.6 

③申込み方法の記載 
件数 597 597 0 3 11 △8 

構成比 99.5 98.2 +1.3 0.5 1.8 △1.3 

④価格の記載 件数 592 590 +2 8 18 △10 

構成比 98.7 97.0 +1.7 1.3 3.0 △1.7 

⑤送料の記載 件数 528 543 △15 72 65 +7 

構成比 88.0 89.3 △1.3 12.0 10.7 +1.3 

⑥消費税の記載 
件数 507 498 +9 93 110 △17 

構成比 84.5 81.9 +2.6 15.5 18.1 △2.6 

⑦支払方法の記載 
件数 506 508 △2 94 100 △6 

構成比 84.3 83.6 +0.7 15.7 16.4 △0.7 

⑧支払時期の記載 
件数 384 353 +31 216 255 △39 

構成比 64.0 58.1 +5.9 36.0 41.9 △5.9 

⑨商品引渡時期の記載 
件数 473 481 △8 127 127 0 

構成比 78.8 79.1 △0.3 21.2 20.9 +0.3 

⑩返品特約の記載 
件数 465 453 +12 135 155 △20 

構成比 77.5 74.5 +3.0 22.5 25.5 △3.0 

⑪返品の際の送料の記載 
件数 428 387 +41 172 221 △49 

構成比 71.3 63.7 +7.6 28.7 36.3 △7.6 

項目別記載事項の状況 

※構成比の単位：％ 
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Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

「社名」については、ほとんどの折込広告が適切に記載してあり改善が見られた。しかしながら
店舗販売が中心の家電量販店が店舗名のみ掲載し「社名」の記載がないケースや商品ブランド名
のみとなっているケースは前回同様である。また、社名かブランド名か分からないケースや記載
された社名が複数あり、通販の責任主体が不明瞭なケースなども散見された。これらについては
社名記載無とした。 

① 社名の記載 

この項では、「商品分類別」に、通販取引上必要な事項の記載状況について見ていく。 

商品分類別、社名の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 25 11 +14 1 2 △1 

構成比 96.2 84.6 +11.6 3.8 15.4 △11.6 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 143 134 +9 5 15 △10 

構成比 96.6 89.9 +6.7 3.4 10.1 △6.7 

 衣料品 
件数 19 19 0 1 0 +1 

構成比 95.0 100.0 △5.0 5.0 0.0 +5.0 

 音楽、美術関係品 
件数 0 1 △1 0 1 △1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 0.0 50.0 △50.0 

 趣味・娯楽 
件数 13 4 +9 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用  品などのホームリビング用品 

件数 105 79 +26 9 20 △11 

構成比 92.1 79.8 12.3 7.9 20.2 △12.3 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 6 8 △2 1 2 △1 

構成比 85.7 80.0 +5.7 14.3 20.0 △5.7 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 2 2 0 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 健康食品、食品類 
件数 253 287 △34 11 17 △6 

構成比 95.8 94.4 +1.4 4.2 5.6 △1.4 

 その他 
件数 5 4 +1 1 2 △1 

構成比 83.3 66.7 +16.6 16.7 33.3 △16.6 

合計 
件数 571 549 +22 29 59 △30 

構成比 95.2 90.3 +4.9 4.8 9.7 △4.9 

構成比の単位：％ 
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② 住所の記載 
通販会社本社の「住所」記載の有無の割合は、記載有が85.5％という結果だった。宝飾専門店、
家電量販店、家具・ホームリビング用品、ホームセンターなどが、店舗住所のみで本社「住所」
の記載がないケースが多かったが、化粧品、美容・健康用品、食品関連は改善が著しく見られた。 

Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

※私書箱宛に関しては、記載有に合算。 

商品分類別、会社住所の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 20 8 +12 6 5 +1 

構成比 76.9 61.5 +15.4 23.1 38.5 △15.4 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 140 129 +11 8 20 △12 

構成比 93.9 86.6 +7.3 6.1 13.4 △7.3 

 衣料品 
件数 19 17 +2 1 2 △1 

構成比 95.0 89.5 △5.5 5.0 10.5 △5.5 

 音楽、美術関係品 
件数 0 1 △1 0 1 △1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 0.0 50.0 △50.0 

 趣味・娯楽 
件数 11 3 +8 2 1 +1 

構成比 84.6 75.0 +9.6 15.4 25.0 △9.6 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 68 59 +9 46 40 +6 

構成比 54.4 59.6 △5.2 45.6 40.4 +5.2 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 3 6 △3 4 4 0 

構成比 42.9 60.0 △17.1 57.1 40.0 +17.1 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 1 1 0 1 1 0 

構成比 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 

 健康食品、食品類 
件数 246 271 △25 18 33 △15 

構成比 88.6 89.1 △0.5 11.4 10.9 +0.5 

 その他 
件数 5 3 +2 1 3 △2 

構成比 83.3 50.0 +33.3 16.7 50.0 △33.3 

合計 
件数 513 498 +15 87 110 △23 

構成比 85.5 81.9 +3.6 14.5 18.1 △3.6 

構成比の単位：％ 
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Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

③ 申込み方法の記載 

「申込み方法」については、99.5％が適切に記載されており、改善がみられる。若干見られた不
記載のケースとしては、商品価格の表示もあり内容も通販と思われるのに、問合せ先とのみ表示
されたものであったり、電話番号はあるものの申込先と明記されていないものであった。 

※不明に関しては、記載無に合算。 

商品分類別、申込み方法の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 26 12 +14 0 1 △1 

構成比 100.0 92.3 +7.7 0.0 7.7 △7.7 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 147 146 +1 1 3 △2 

構成比 99.3 98.0 +1.3 0.7 2.0 △1.3 

 衣料品 
件数 20 19 +1 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 音楽、美術関係品 
件数 0 1 △1 0 1 △1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 0.0 50.0 △50.0 

 趣味・娯楽 
件数 11 4 +7 2 0 +2 

構成比 84.6 100.0 △15.4 15.4 0.0 +15.4 

 家電、パソコン、カメラ、家具・収納 
 用品などのホームリビング用品 

件数 114 97 +17 0 2 △2 

構成比 100.0 98.0 +2.0 0.0 2.0 △2.0 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 7 10 △3 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 2 2 0 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 健康食品、食品類 
件数 264 300 △36 0 4 △4 

構成比 100.0 98.7 +1.3 0.0 1.3 △1.3 

 その他 
件数 6 6 0 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

合計 
件数 597 597 0 3 11 △8 

構成比 99.5 98.2 +1.3 0.5 1.8 △1.3 

構成比の単位：％ 
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Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

④ 価格の記載 

「価格」の記載については、基本的事項として適切に記載されていた。しかし、前回同様に一部
の広告で店頭価格と表示されていたり、会員募集も行っている宅配通販のチラシ広告では、商品
の一部のみ価格が掲載されていたケースがあった。 

※一部記載に関しては記載有。不明は記載無に合算。 

商品分類別、価格の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 26 13 +13 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 145 144 +1 3 5 △2 

構成比 98.0 96.6 +1.4 2.0 3.4 △1.4 

 衣料品 
件数 20 19 +1 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 音楽、美術関係品 
件数 0 2 △2 0 0 0 

構成比 0.0 100.0 △100.0 0.0 0.0 0.0 

 趣味・娯楽 
件数 13 4 +9 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 113 96 +17 1 3 △2 

構成比 99.1 97.0 +2.1 0.9 3.0 △2.1 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 7 10 △3 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 2 2 0 0 0 0 

構成比 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 健康食品、食品類 
件数 261 295 △34 3 9 △6 

構成比 97.3 97.0 +0.3 1.1 3.0 △1.9 

 その他 
件数 5 5 0 1 1 0 

構成比 83.3 83.3 0.0 16.7 16.7 0.0 

合計 
件数 592 590 +2 8 18 △10 

構成比 98.7 97.0 +1.7 1.3 3.0 △1.7 

構成比の単位：％ 
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Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

「送料」についても９割方は適切に表示されていたが、一部店舗販売がメインで電話などで申し
込みを受け付ける家電店舗やホームセンターなどの量販店、店舗を持つ専門店などの広告には送
料に関する記載が欠落しているケースがあった。これは、店舗販売が主体的事業で通販は副次的
な位置づけであることによると推測される。しかし、今後拡大が見込まれる通販売上の伸張は、
通販に関する規定を遵守していくことが基本であることを認識する必要がある。 

⑤ 送料の記載 

※「省略可」・「役務通販」に関しては記載有。不明は記載無に合算。 

商品分類別、送料の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 25 12 +13 1 1 0 

構成比 96.2 92.3 +3.9 3.8 7.7 △3.9 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 134 138 △4 14 11 +3 

構成比 90.5 92.6 △2.1 9.5 7.4 +2.1 

 衣料品 
件数 18 19 △1 2 0 +2 

構成比 90.0 100.0 △10.0 10.0 0.0 +10.0 

 音楽、美術関係品 
件数 0 1 △1 0 1 △1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 0.0 50.0 △50.0 

 趣味・娯楽 
件数 12 3 +9 1 1 0 

構成比 92.3 75.0 +17.3 7.7 25.0 △17.3 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 97 76 +21 17 23 △6 

構成比 85.1 76.8 +8.3 14.9 23.2 △8.3 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 6 8 △2 1 2 △1 

構成比 85.7 80.0 +5.7 14.3 20.0 △5.7 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 0 2 △2 2 0 +2 

構成比 0.0 100.0 △100.0 100.0 0.0 +100.0 

 健康食品、食品類 
件数 233 281 △48 31 23 +8 

構成比 88.3 92.4 △4.1 11.7 7.6 +4.1 

 その他 
件数 3 3 0 3 3 0 

構成比 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 

合計 
件数 528 543 △15 72 65 +7 

構成比 88.0 89.3 △1.3 12.0 10.7 +1.3 

構成比の単位：％ 
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⑥ 消費税の記載 

「消費税」の記載のないケースとしては、店舗販売や書籍、食品などの商品分野で、普段の取引
で総額表示が当たり前で「消費税」表示を意識していないと思われるケースでの不記載が目立つ。 

Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

※不明に関しては記載無に合算。 

商品分類別、消費税の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

  服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 25 13 +12 1 0 +1 

構成比 96.2 100.0 △3.8 3.8 0.0 +3.8 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 133 125 +8 15 24 △9 

構成比 89.9 83.9 +6.0 10.1 16.1 △6.0 

 衣料品 
件数 19 18 +1 1 1 0 

構成比 95.0 94.7 +0.3 5.0 5.3 △0.3 

 音楽、美術関係品 
件数 0 2 △2 0 0 0 

構成比 0.0 100.0 △100.0 0.0 0.0 0.0 

 趣味・娯楽 
件数 11 4 +7 2 0 +2 

構成比 84.6 100.0 △15.4 15.4 0.0 +15.4 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 88 73 +15 26 26 0 

構成比 77.2 73.7 +3.5 22.8 26.3 △3.5 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 1 5 △4 6 5 +1 

構成比 14.3 50.0 △35.7 85.7 50.0 +35.7 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 1 2 △1 1 0 +1 

構成比 50.0 100.0 △50.0 50.0 0.0 +50.0 

 健康食品、食品類 
件数 224 253 △29 40 51 △11 

構成比 84.8 83.2 +1.6 15.2 16.8 △1.6 

 その他 
件数 5 3 +2 1 3 △2 

構成比 83.3 50.0 +33.3 16.7 50.0 △33.3 

合計 
件数 507 498 +9 93 110 △17 

構成比 84.5 81.9 +2.6 15.5 18.1 △2.6 

構成比の単位：％ 
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Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

「支払方法」については、85％近くが適切に記載されていた。しかし、記載無に関しては改善さ
れてはいるものの、前回同様通販に不慣れな商品分野で散見され、問い合わせがあった際に応え
るというケースが見受けられる。引き続き特定商取引法の周知徹底が必要と思われる。 

⑦ 支払方法の記載 

※「省略可」・「役務通販」に関しては記載有。不明は記載無に合算。 

商品分類別、支払方法の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 25 12 +13 1 1 0 

構成比 96.2 92.3 3.9 3.8 7.7 △3.9 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 137 136 +1 11 13 △2 

構成比 92.6 91.3 +1.3 7.4 8.7 △1.3 

 衣料品 
件数 18 19 △1 2 0 +2 

構成比 90.0 100.0 △10.0 10.0 0.0 +10.0 

 音楽、美術関係品 
件数 0 1 △1 0 1 △1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 0.0 50.0 △50.0 

 趣味・娯楽 
件数 12 4 +8 1 0 +1 

構成比 92.3 100.0 △7.7 7.7 0.0 +7.7 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 79 59 +20 35 40 △5 

構成比 69.3 59.6 +9.7 30.7 40.4 △9.7 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 6 8 △2 1 2 △1 

構成比 85.7 80.0 +5.7 14.3 20.0 △5.7 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 0 2 △2 2 0 +2 

構成比 0.0 100.0 △100.0 100.0 0.0 +100.0 

 健康食品、食品類 
件数 227 264 △37 37 40 △3 

構成比 86.0 86.8 △0.8 14.0 13.2 +0.8 

 その他 
件数 2 3 △1 4 3 +1 

構成比 33.3 50.0 △16.7 66.7 50.0 +16.7 

合計 
件数 506 508 △2 94 100 △6 

構成比 84.3 83.6 +0.7 15.7 16.4 △0.7 

構成比の単位：％ 
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⑧ 支払時期の記載 

「支払時期」については36％の広告で記載漏れがあり、適切ではないとされる広告が散見された。
これは、後払いの振り込みやコンビニ決済などでの支払方法がある場合に支払時期の記載漏れが
数多く見られたことによる。 

Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

※「省略可」・「役務通販」に関しては記載有。不明は記載無に合算。 

商品分類別、支払時期の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 22 10 +12 4 3 +1 

構成比 84.6 76.9 +7.7 15.4 23.1 △7.7 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 96 92 +4 52 57 △5 

構成比 64.9 61.7 +3.2 35.1 38.3 △3.2 

 衣料品 
件数 11 15 △4 9 4 +5 

構成比 55.0 78.9 △23.9 45.0 21.1 +23.9 

 音楽、美術関係品 
件数 0 1 △1 0 1 △1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 0.0 50.0 △50.0 

 趣味・娯楽 
件数 10 3 +7 3 1 +2 

構成比 76.9 75.0 +1.9 23.1 25.0 △1.9 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 70 48 +22 44 51 △7 

構成比 61.4 48.5 +12.9 38.6 51.5 △12.9 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 2 4 △2 5 6 △1 

構成比 28.6 40.0 △11.4 71.4 60.0 +11.4 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 0 1 △1 2 1 +1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 100.0 50.0 +50.0 

 健康食品、食品類 
件数 171 177 △6 93 127 △34 

構成比 64.8 58.2 +6.6 35.2 41.8 △6.6 

 その他 
件数 2 2 0 4 4 0 

構成比 33.3 33.3 0.0 66.7 66.7 0.0 

合計 
件数 384 353 +31 216 255 △39 

構成比 64.0 58.1 +5.9 36.0 41.9 △5.9 

構成比の単位：％ 
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Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

「商品引き渡し時期」の記載に関しては、専業通販会社が多い「化粧品など」「衣料品」「健康食
品、食品類」では9割近くが適切に記載していた。但し、ほかの記載状況と同様に量販店が多い
「家電、家具などホームリビング用品」では半数に満たない結果である。 

⑨ 商品引き渡し時期の記載 

※「省略可」・「役務通販」に関しては記載有。不明は記載無に合算。 

商品分類別、商品引渡時期の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 20 7 +13 6 6 0 

構成比 76.9 53.8 +23.1 23.1 46.2 △23.1 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 132 133 △1 16 16 0 

構成比 89.2 89.3 △0.1 10.8 10.7 +0.1 

 衣料品 
件数 15 16 △1 5 3 +2 

構成比 75.0 84.2 △9.2 25.0 15.8 +9.2 

 音楽、美術関係品 
件数 0 1 △1 0 1 △1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 0.0 50.0 △50.0 

 趣味・娯楽 
件数 8 1 7 5 3 +2 

構成比 61.5 25.0 +36.5 38.5 75.0 △36.5 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 52 51 +1 62 48 +14 

構成比 45.6 51.5 △5.9 54.4 48.5 +5.9 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 3 5 △2 4 5 △1 

構成比 42.9 50.0 △7.1 57.1 50.0 +7.1 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 1 1 0 1 1 0 

構成比 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 

 健康食品、食品類 
件数 239 264 △25 25 40 △15 

構成比 90.5 86.8 +3.7 9.5 13.2 △3.7 

 その他 
件数 3 2 +1 3 4 △1 

構成比 50.0 33.3 +16.7 50.0 66.7 △16.7 

合計 
件数 473 481 △8 127 127 0 

構成比 78.8 79.1 △0.3 21.2 20.9 +0.3 

構成比の単位：％ 
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⑩ 返品特約の記載 
「返品特約」の記載については、前回「服飾雑貨など」「化粧品など」「衣料品」で9割前後が記載
していたにも関わらず、全体では７割強と課題を残していたが、若干の改善が見られる。しかし、量
販店など店舗展開している「家電、家具などのホームリビング用品」で、半数のチラシは記載されて
いない。他の記載事項同様に、店舗広告との違いを今後とも啓発していく必要がある。 

Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

※「省略可」・「役務通販」に関しては記載有。不明は記載無に合算。 

商品分類別、返品特約の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 23 12 +11 3 1 +2 

構成比 88.5 92.3 △3.8 11.5 7.7 +3.8 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 134 129 +5 14 20 △6 

構成比 90.5 86.6 +3.9 9.5 13.4 △3.9 

 衣料品 
件数 14 17 △3 6 2 +4 

構成比 70.0 89.5 △19.5 30.0 10.5 +19.5 

 音楽、美術関係品 
件数 0 0 0 0 2 △2 

構成比 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 △100.0 

 趣味・娯楽 
件数 12 3 +9 1 1 0 

構成比 92.3 75.0 +17.3 7.7 25.0 △17.3 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 61 49 +12 53 50 +3 

構成比 53.5 49.5 +4.0 46.5 50.5 △4.0 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 2 2 0 5 8 △3 

構成比 28.6 20.0 +8.6 71.4 80.0 △8.6 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 0 1 △1 2 1 +1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 100.0 50.0 +50.0 

 健康食品、食品類 
件数 217 239 △22 47 65 △18 

構成比 82.2 78.6 +3.6 17.8 21.4 △3.6 

 その他 
件数 2 1 +1 4 5 △1 

構成比 33.3 16.7 +16.6 66.7 83.3 △16.6 

合計 
件数 465 453 +12 135 155 △20 

構成比 77.5 74.5 +3.0 22.5 25.5 △3.0 

構成比の単位：％ 
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Ⅲ. 取引内容に関する調査結果 

⑪ 返品の際の送料の記載 

「返品の際の送料」の記載は、「返品特約」の記載に比例している。前回同様「化粧品など」
「健康食品、食品類」で「返品特約」は記載しているものの「返品の際の送料」の記載漏れが散
見された。 

※「役務通販」に関しては記載有。不明は記載無に合算。 

商品分類別、返品の際の送料の記載 

記載あり 記載なし 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 18 10 +8 8 3 +5 

構成比 69.2 76.9 △7.7 30.8 23.1 +7.7 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 127 120 +7 21 29 △8 

構成比 85.8 80.5 +5.3 14.2 19.5 △5.3 

 衣料品 
件数 11 15 △4 9 4 +5 

構成比 55.0 78.9 △23.9 45.0 21.1 +23.9 

 音楽、美術関係品 
件数 0 0 0 0 2 △2 

構成比 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 △100.0 

 趣味・娯楽 
件数 10 3 +7 3 1 +2 

構成比 76.9 75.0 +1.9 23.1 25.0 △1.9 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 54 41 +13 60 58 +2 

構成比 47.4 41.4 +6.0 52.6 58.6 △6.0 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 1 1 0 6 9 △3 

構成比 14.3 10.0 +4.3 85.7 90.0 △4.3 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 0 1 △1 2 1 +1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 100.0 50.0 +50.0 

 健康食品、食品類 
件数 205 195 +10 59 109 △50 

構成比 77.6 64.1 +13.5 22.4 35.9 △13.5 

 その他 
件数 2 1 +1 4 5 △1 

構成比 33.3 16.7 +16.6 66.7 83.3 △16.6 

合計 
件数 428 387 +41 172 221 △49 

構成比 71.3 63.7 +7.6 28.7 36.3 △7.6 

構成比の単位：％ 
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商品内容に関する広告表示の適否は、下記のように600件中414件、約70％の通販広告が

適正に表示されており、前回と比べると約10％の改善となる。しかし、約30％の通販広

告については「表示に関する各種法令やガイドライン等」に抵触するおそれがあったり、

または消費者視点から信頼性に欠けるものとして改善が必要と判断した。 

構成比の単位：％ 

Ⅳ. 商品内容に関する調査結果 

Ⅳ. 商品内容に関する調査結果 

① エリア 
エリア別の商品内容に関する広告表示については、大きな特徴はなく各エリアとも全体傾向に近似し
ている。 

エリア別、商品内容に関する広告表示の適否 

適している 適していない 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 東 京 
件数 67 92 △25 25 41 △16 

構成比 72.8 69.2 +3.6 27.2 30.8 △3.6 

 大 阪 
件数 133 133 0 50 78 △28 

構成比 72.7 63.0 +9.7 27.3 37.0 △9.7 

 名古屋 
件数 73 40 +33 48 23 +25 

構成比 60.3 63.5 △3.2 39.7 36.5 +3.2 

 札 幌 
件数 56 48 +8 19 43 △24 

構成比 74.7 52.7 +22.0 25.3 47.3 △22.0 

 福 岡 
件数 41 38 +3 17 21 △4 

構成比 70.7 64.4 +6.3 29.3 35.6 △6.3 

 仙 台 
件数 44 28 +16 27 23 +4 

構成比 62.0 54.9 +7.1 38.0 45.1 △7.1 

 合 計 
件数 414 379 +35 186 229 △43 

構成比 69.0 62.3 +6.7 31.0 37.7 △6.7 

構成比の単位：％ 

商品内容に関する広告表示の適否  今回 前回 増減 

 適している 
件数 414 380 +34 

構成比 69.0 62.5 +6.5 

 適していない 
件数 186 228 △34 

構成比 31.0 37.5 △6.5 
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Ⅳ. 商品内容に関する調査結果 

② 商品分類 
商品分類別の商品内容に関する広告表示について、見てみると各商品分類のばらつきが目につく。全
体としては、昨年より改善されてきてはいるものの絶対数の多い「健康食品、食品」では3割の広告
内容が何らかの改善すべき点あるとされ、「化粧品など」のジャンルの広告内容は約4割以上の部分
が不適正とされた。また「服飾雑貨など」では、金運・開運を謳った財布や宝飾品の広告が改善すべ
き箇所がありと判断された。 

商品分類別、商品内容に関する広告表示の適否 構成比の単位：％ 

適している 適していない 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 服飾雑貨、宝石・貴金属・時計・眼鏡 
件数 10 7 +3 16 6 +10 

構成比 38.5 53.8 △15.3 61.5 46.2 +15.3 

 化粧品、美容・健康用品、医療機器 
件数 83 85 △2 65 64 +1 

構成比 56.1 57.0 △0.9 43.9 43.0 +0.9 

 衣料品 
件数 18 16 +2 2 3 △1 

構成比 90.0 84.2 +5.8 10.0 15.8 △5.8 

 音楽、美術関係品 
件数 0 2 △2 0 0 0 

構成比 - 100.0 - - - - 

 趣味・娯楽 
件数 11 3 +8 2 1 +1 

構成比 84.6 75.0 +9.6 15.4 25.0 △9.6 

 家電、パソコン、カメラ、家具・ 
 収納用品などのホームリビング用品 

件数 97 76 +21 17 23 △6 

構成比 85.1 76.8 +8.3 14.9 23.2 △8.3 

 書籍、文房具、事務用品、印鑑 
件数 7 8 △1 0 2 △2 

構成比 100.0 80.0 +20.0 0.0 20.0 △20.0 

 スポーツ・レジャー関係用品、乗物・ 
 乗物関係用品 

件数 0 1 △1 2 1 +1 

構成比 0.0 50.0 △50.0 100.0 50.0 +50.0 

 健康食品、食品類 
件数 186 177 +9 78 127 △49 

構成比 70.5 58.2 +12.3 29.5 41.8 △12.3 

 その他 
件数 2 4 △2 4 2 +2 

構成比 33.3 66.7 △33.4 66.7 33.3 +33.4 

合計 
件数 414 379 +35 186 229 △43 

構成比 69.0  62.3  +6.7 31.0  37.7  △6.7 
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Ⅳ. 商品内容に関する調査結果 

通販会社の業態別、商品内容に関する広告表示の適否 

適している 適していない 

今回 前回 増減 今回 前回 増減 

 メーカー 
件数 188 175 +13 116 119 △3 

構成比 61.8 60.2 +1.6 38.2 39.8 △1.6 

 中間流通 
件数 45 20 +25 19 15 +4 

構成比 70.3 57.1 +13.2 29.7 42.9 △13.2 

 小  売 
件数 150 153 △3 45 76 △31 

構成比 76.9 66.8 +10.1 23.1 33.2 △10.1 

 生協など 
件数 19 9 +10 3 3 0 

構成比 86.4 75.0 +11.4 13.6 25.0 △11.4 

 その他 
件数 12 22 △10 3 16 △13 

構成比 80.0 58.3 +21.7 20.0 41.7 △21.7 

 合 計 
件数 414 379 +35 186 229 △43 

構成比 69.0 62.3 +6.7 31.0 37.7 △6.7 

構成比の単位：％ 

③ 通販会社の業態 

通販会社を業態別にみると、メーカー通販の広告が約300件と半数を占めている。前回も一番多くの
件数ではあったが、前回に比較し内容改善は図られてはいるものの約4割の広告に改善すべき箇所が
あるとされた。次に多い小売通販では、64件中19件で不適正な表示とされ、こちらもまだまだ改善
すべき点が見られた。 
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Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

前回の新聞折込チラシ調査と比較し、特に目立った今回の傾向を以下にまとめた。 

◆家電量販店の折込チラシが適正に改善され
た。前回は家電量販店のチラシ広告は店舗集
客が目的であり、副次的に電話でも販売できる
商品を掲載しているケースがほとんどであり、
特商法の記載事項なども不完全であった。しか
し今回は通販の記載事項を見やすく記載、適
正な表示となっている。 

◆季節商材の「おせち」の予約受注広告が前
回の1.5倍の31件あった。また「おせち特集」とし
て新聞社が特集しているケースも目に付いた。
その内、適正に表示されている広告もあれば、
電話番号と価格のみの広告もあり、ばらつきが
見られる。 

◆通信販売の初心者ではないかと思われるほ
ど稚拙な広告が散見された。特商法記載事項
の漏れはもちろん、一体どんな商品なのかわ
からないという広告も見られた。 

◆店舗集客を主目的としており、副次的に電話
注文も承る広告もまだ散見される。店頭購入商
品は返品可でも、通販購入の場合は返品不可
なっているケースもあった。 

１．今回調査の特徴 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 



 
 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

今回の調査では600件の折込チラシを精査した。そして個別に３つのジャンル≪①
取引条件、商品説明ともに適正に表示されている広告 ②法令に抵触していない
が一部不適正な箇所があり、 消費者の信頼を得るためにも改善が必要と思われる
広告 ③法令に抵触する怖れのある広告≫で判定を行い、仕分け作業を行った。 

ここで紹介する広告事例については、それぞれ①グリーンカード ②イエロー
カード ③レッドカードのサインで３つのジャンルを明らかにすることとした。 
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取引条件、商品について適正に表示された広告 

一部不適正な表示が見られ、改善が必要な広告 

通販に関連する法令に抵触する怖れのある広告 

２．個別広告事例集 

 特商法の記載事項である会社名・所在地をはじめ返品特約に
ついても適正に記載している広告。 

 商品の説明について、景表法や薬事法等の関連法令に抵触す
ることなく、客観的・合理的に表示している広告。 

 消費者の視点に立ち、丁寧で、親切に説明表示している広告。 
グリーンカード 

① 

イエローカード 

② 

レッドカード 

③ 

 特商法の記載事項や返品特約の一部記載漏れが散見される広告。 
 商品の説明について、景表法や薬事法等の関連法令に抵触はし

ていないものの疑念を生じさせる広告。また合理的・客観的に
説明がなされるかが疑問視される広告。 

 消費者の視点に立った場合に、誤認を招きかねない表示が一部
みられる広告。 

 特商法の記載事項や返品特約が不記載であり、意図的とも取れ
る広告。 

 商品の説明について、景表法や薬事法等の関連法令に抵触する
おそれのある表示が散見する広告。 

 意図的に消費者の誤認を誘発しようとするような表示が散見す
る広告。 
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の視点 

殻からいいダシが出て実ばなれもいいハー
フポーションは、スーパーでは滅多に見か
けない５Lサイズ！「焼くと甘みが際立ちま
すよ」と大将。脚ばかりのポーションも、
「太くて食べ応え十分！」「子供も一人で
食べてくれる」と人気です。毎年好評につ
きお申込みはお早めに 
▲お申込み＝ウ●●●・ライフ通販 
◈0120-123-456 （９時～18時、日
祝休）、FAX000-000-0000（２４時
間、年中無休）※HPからお申込みでプレ
ゼントのチャンス！ 

今年もやります！ 

〇〇市場老舗〇〇厳選、デッカイ生ずわいがに 

ウ●●●・ライフ新聞社 

二酸化塩素のチカラで、空気中のウイルスを除去・除菌、悪臭 
の原因とんなるニオイも元から消臭するほか、花粉症対策も、
周囲1㎡の空間のウイルスやニオイ、花粉をブロックします。 

 新聞社の広告特集号が前回にもまして多い。今までは、新聞社は編集側として各社の広告を
掲載するのみであったが、今回は新聞社が販売主体として商品の販売を行うケースが散見さ
れる。この場合、新聞社が社会的に認知されている信頼・安心のイメージを大切に内容・表
示に対する厳しいチェックが必要と思われる。 

 Aの事例は、「生鮮食品の蟹」の通販広告である。本来記載すべき特商法の記載事項の一部記
載漏れがみられる。また返品についても記載されていない。 

 Bの事例は、花粉をブロックするカードの販売である。これもAの事例と同様に特商法記載事
項の漏れがある。また販売者も不明瞭であり、抜本的な改善が必要である。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

◆事例① 

●●●●ファミリー 

住所、氏名、年齢、電話番号、品名、数量を明記し○○○○・ウエストへＦＡＸで送信
いただくか、電話にてお申し込みください。ホームページ・携帯サイトからもお申込
みいただけます。携帯サイトご利用の方は、右記二次元コード読み取ってください。 
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◆事例②  

の視点 

新年を華やかに彩る全45品の食材をぎっしり詰め込み、
見た目の美しさ、美味しさ、大きさ全てが揃った究極の
おせちです。急速冷凍技術で作りたての美味しさを閉じ
込めたおせちは盛付け済ですので、食べる前に冷蔵庫で
解凍するだけでそのまま食卓へ。 
お問い合わせ●お申込み※○○県○○市○○町0123 
ｔｅｌ0120・332・555（土日祝休み、10時-17
時）※おせちのお届けは12月30日、31日からお選び
ください。ご注文は代金引換にてお受けします。 
※代金引換手数料無料、送料無料※生ものの為返品不可
※ご不明な点は、御注文の際ご確認ください。 

 楽天グルメ大賞「おせち部門」７年連続受賞！！ 

●●の味が堪能できる4-5人前8寸3段重が15,800円 

 季節商材である「おせち商品」の通販広告。前回にまして数多くの折込チラシがみられた。
11月の調査では百貨店や食品通販会社をはじめ、旅館やレストランなどがおせち通販を行っ
ている。 

 Aの事例は、毎回おせちを通信販売しているようで、狭いスペースではあるが、基本的な取引
に関する事項がしっかりと記載されており、安心して購入することができる。商品の返品に
ついても記載されているが、予約のキャンセルについて説明があればさらに消費者は安心で
きる。 

 一方、Bの事例は商品の画像と価格、店名、電話番号のみの広告である。確かに「お店」は地
域に認知されているようではあるが、通信販売については全く理解していないということが
見て取れる。改めて、基本的な通信販売についての啓発が必要である。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 



 
 

－30－ 

◆事例④  

の視点 

 毎日手づくり、毎日お届け 

日替り夕食宅配。●●●の宅食 

毎日 安全・安心 
食材の調達から製造、販売まで一貫した管理体制のもと、お作りいたしております。さ
らにお客様と同じ地域に暮らす「まごころスタッフ」が、毎日決まった時間帯にお届け
します。 

 近年、食材の宅配サービスが増加しつつある。基本的には食材の宅配会社と個別に契約して
届けてもらうこととなる。Aの事例は、その内容を丁寧に紹介し、注文を受ける内容となって
いる。 

 基本的な取引条件やサービス内容を明瞭にわかりやすく説明し、電話やFAXで申し込んでい
ただく広告である。また嗜好性が強い食品でもあり、トライアル期間も設定されている。適
正な広告として取り上げた。 

 一方、ここには取り上げていないが、調査の中には“これではお客様とトラブルになりかねな
い”という広告も散見された。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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◆事例③  

の視点 

お届け無料 

(税込) 

 通信販売は、その広告内容を見て安心して購入することができるかどうかということが重要
な要素である。しかし、事例として記載した広告は「一体この商品はどのような商品なの
か」「どのような機能があるのか」がまったく分からない。 

 Aの事例は、ミシンの限定数量販売広告である。「メーカーの商品番号」のみが記載されてい
るのみで、ミシンの機能・性能を知ることはできず、消費者が安心して購入するに足る情報
が不足している。 

 Bの事例は、「生花の宅配」広告であるが、購入に必要な情報が不十分である。初めて通信販
売を行ったような極めて未熟な広告である。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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の視点 

8.5～9ｍｍ珠のあこや本真珠 

298,000円が約86%OFF！ 

39,800円（税込） 

 今回の調査では、価格について疑念を抱かせるような広告が散見された。いわゆる「二重価
格」「値引き」の表示で、“比較対照価格”が疑わしい広告表示である。 

 Aの事例は「あこや真珠の限定販売」で８６％もの値引きであり、また掃除機は「メーカー希
望価格」「通常価格」「大奉仕価格」と３つ価格が表示されている。 

 Bの事例は「初回限定価格」で継続性の強い「健康食品」「化粧品」によく見られる。しかし
2回目以降も「初回限定価格」で販売しており、通常価格が存在しないのでないかと疑念が生
じる。 

 Cの事例は、Aと同様９２％の大幅値引きを売りとしているが、138,000円で実際に販売され
ているかが疑問視される。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

希望小売価格13万8000円が 

 特別価格1万円！ 
メラルベゼル部分に天然宝石（エドorルビーorサファイア）を４石、
さらに天然シェルの文字盤に天然ダイヤ2個をあしらったグレード感
あふれる輝きがあなたの手元を華麗に演出してくれます。手元を華麗
に演出してくれます。 
今回輸入元希望小売価格13万8000円のところ
92％オフの特別価格１万円（税込）で各限定50
本を販売。プレゼントや自分へのご褒美に。宝石
鑑定書・保証書付。クオーツは精巧な日本製、製
造は中国。ご注文の際、タイプ（エメラルド・ル
ビー・サファイヤと男性・女性）をご指定下さい。 

◆事例⑤  
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◆事例⑥  

の視点 

3足目以降は19,800円 

 2足まで2,980円 
消費税が無記載 

 Aの事例は、二重価格の変形であり、2足までは単価2,980円であるが、その後は19,800円と
している。即ちこの商品の通常価格は19,800円ということである。ということは3足買うと
合計25,760円ということになる。しかし、このような買い方をすることは決してありえない。 

 Bの事例は、税込価格か、税抜価格かが判明しない価格の表示である。 

 Cの事例は、「定価」の表示である。公正取引委員会は「定価」については一般商品に使用す
ることはできないとしている。なかなか周知徹底されていない現状であるが、JADMAとして
広く周知を図っていきたい。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

本やCDの価格は「定価」 

でも一般商品は『定価』を使ってはダメ 

今回、読者お試しキャンペーン特別
価格にて●●クリーム（14グラム・
約1ヶ月分）定価6000円をなんと
2980円（50％ＯＦＦ）に。 
税込・送料無料。さらに今なら購入
者全員に●●マスクをプレゼント。 
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◆事例⑦  

の視点 

体調を崩しがちなこの季節に、ウィルス，ホコリ、
花粉などの空気中の浮遊物や様々なアレル物
質を除去して快適な生活をつくり‘家族の健康を
守る。空気中に浮遊するカビやウイルス・浮遊菌
などを強力な集塵・消臭力で除去します。 

ニオイが気になるタバコの煙を90％以上除
去します。なんと1台で最大27畳の部屋に
対応しているので安心。 

99.9 ％の除菌力！空気の汚れをしっかり吸引。  

タバコの煙も最大27畳でも90％以上除去！ 

【試験方法】10ｍ の試験室に試験菌を
浮遊させ、○○○プロターボをHIGHモー
ドで運転。□□□□プラーで捕集し浮遊
菌数を測定。 

 Aの事例は、「空気清浄器」の広告である。商品の機能性を詳しく説明、メインコピーでは
「60分９９．９％除去！」とし、「空気中の浮遊するカビ、ウィルス、浮遊菌を強力な集
塵・消臭力で除去する」との別のコピーは表示している。また根拠として第三者機関での検
査結果を掲載している。 

 さて、この広告を見るとタバコの煙が27畳の空間で除去とのことであり、当然除菌について
も同様の空間で９９．９％の除去と思われる。しかしながら、除菌検査は１０㎥の空間で行
われたものであり、実際27畳ではどのようなデータとなるのかは不明瞭であり、一方タバコ
の検査については150分とあり、こちらは60分の時はどのようになるのか不明瞭である。ま
た検査内容も文字級数が小さく、探して判読しなければわからない。 

 このような事例は過去に公的機関より指導を受けたケースもあり、消費者視点に立った改善
をすることが望ましい。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

埃だけでなく、煙まで吸い取ってくれる
んです。 
「タバコやめた？」って聞かれるほど、
臭わなくなりますよ。 

●● ●●さん （神奈川県・主婦） 

3 
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◆事例⑧  

の視点 

現役の歯医者さんが開発歯磨きで元気歯復活 

クリニックで直接患者様と接してきた○○先生との共同開発で生まれた「○○○○」。お肌
が本ら持っている力をひきだす「×××」と先生の専門知識を、クリームに凝縮。敏感肌の
方も安心です。●●●監修 △×△× 

薬用○○○○を開発した×××と申します。成人の約
80％以上が歯周病または歯周病予備群という事実。患
者さんはもちろん、そんなお口の悩みを持つ多くの
方々のため、誰もが簡単に歯磨きだけで解決できるよ
う研究を重ね、ついに天然ハーブ歯磨きの開発に成功
しました。 

美容皮膚科医が共同開発 

シミ専用クリームがついに登場。 

歯科医師が開発 

 『元気歯』蘇る 

老け顔をつくる大きな原因は「シミ」 
年齢を重ねた肌に現れる「シミ」「シワ」「たるみ」・・・。特に
「シミ顔」は実年齢よりも老けた印象に・・・。出来てしまったシ
ミはあきらめずに、「シミ専用クリーム」でじっくりケアをするこ
とが大切。・・・・お試頂いたお客様からは「顔の大きなシミが米
粒大に！」「肌年齢が10歳も若くなった」など、喜びの声が続々。 

 医薬品・医薬部外品・化粧品の広告表示においては、医療関係者が登場して商品を推薦する
ことは避けなければならい。 

 Aの事例は、歯科医が自ら開発したとのことで、その開発商品の開発について説明を行ってい
る。また、薬用歯磨きの効能・効果を越えて、「出血まで解決」と医薬品的な表示となって
おり、行き過ぎが目立つ。 

 Bの事例は、皮膚科医が登場、「安心」であることを訴求している。またコピーの中でも「シ
ミが薄くなった」と医師と絡めて効能・効果を表示している。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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◆事例⑨  

の視点 

杏仁オイルの驚きのパワー 

角質粒ポツポツがポロリ！？ 

ボツボツが取れてから肌の質もかわりました。 

私の場合、首にはゴマ粒大のツブツブが、両目
の下には脂肪の塊のようなものが多数できてい
て、かなり目立つ状態でした。それが○○○オ
イルをローションでマッサージしているうちに、
ボロボロと取れていったんです。しかも取れた
跡も残らずきれいになりました。ブツブツの箇
所だけでなく、顔全体に使っていたのですが、
硬くしぼんでいた肌が驚くほどふっくらと柔ら
かくなりました。 

 ここでは「医薬品」と消費者が誤認しかねないチラシ広告を取り上げた。 

 Aの事例は、杏仁には皮膚を柔らかくするということから、それを使用した「化粧オイル」で
“角質粒が治った”との個人体験談を特集、また図表によって効能効果を具体的に説明している。
これだけを見れば、まさしく「医薬品」と誤認しかねない不適正な広告表示である。 

 Bの事例は、天然ハーブのエキスのサプリの広告であるが、まるで“精神安定剤”のような商品説
明である。紙面での商品説明はこれだけであり、食品としての正確な説明表示が求められる。 

心の疲れ・憂うつな気分に・・・・ 

ストレスケアサプリ 
成人の３人に１人が「無気力状態」に悩むといわれる
ストレス社会で、よりよいものを求めて開発されたの
が、天然ハーブの●●●葉抽出エキス粒「△△△マイ
ンド」です。△△△マインドは、１日１～４粒（目
安）飲むことで、「沈みがち、不安、寝つきの悪さ」
など落ち込んだ気持ちをリフレッシュしてくれます。
他のサプリメントとも併用でき、カフェインも含んで
いませんので、幅広い年齢層の方々に安心してご愛飲
いただける自然食材の健康食品です。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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◆事例⑩  

の視点 

明日葉のみに含まれるポリフェノールの一種
「○○○○」は、滞りがちな巡りを上手に流します。
次に流れ出した水と老廃物は、「カリウム」が尿と
して排出します。“流して出す”この双方が、スッ
キリとした足元を作るのです。それが明日葉なので
す。一部のスーパーや八百屋でしか目にすることこ
のできないこの明日葉。手軽に取るには青汁がお勧
めだ。 

酵素で代謝  パワーアップ 

食べても食べても太らない理想のカラダに 

■生酵素で短期ヤセを実現！？ 
「食事の量は変わらないのに、お腹まわりにお肉
が！」「二の腕、太ももがたるんできた・・・」 
それは加齢で代謝が悪くなっているのが原因！ 
美味しい物を食べても痩せられるものはないか・・ 

あのポッコリ中年太りが食べても食べてもペッタンコ！？ １日２粒 

 昨年、サプリメントを食することで“痩身効果”があるとした広告物を発信した複数の通販会
社が消費者庁から措置命令を受けた。そこで、ダイエットに関する広告にスポットを当てた。 

 Aの事例は、「酵素」サプリを食することで痩せられると表示し、この商品を使用することの
みで「いくら食べても太ることなく、痩せる」とイメージ訴求している。 

 Bの事例は、「明日葉の青汁を飲む」ことによって痩身効果が得られるとしている。さらには、
本来ありえない身体の部分ダイエットまでも効果があると表示。また「個人体験談」を中心
に効能・効果を訴求する構成となっているのが特徴的である。 

２週間で驚きの実感 

健康的にスリムを目指す、スッキリ青汁 

■気づけば全身ムチムチの中年体形３Lのジーンズがキツイ・・・ 
■３食食べても!? ウエストから痩せて １ヵ月で３．５ｋｇ減！ 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

ダイエット Ⅰ 
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◆事例⑪  

の視点 

黒酢・香酢で実感できなかった40代以上の女性の方へ 

  酢大豆ダイエット 新 

 一日２粒で楽々ダイエット!! 
 いつもどおりの生活で大成功!! 
 たったの１０日で実感!! 
 ぐんぐん体が引き締まる!! 

体の肌がキュッと引き締まる!? 
あの話題のダイエットがサプリで復活!! 

15年前のスリムな服を、もう一度着たい!! 

食べていいんです。スッキリしちゃえば！ 
秘密1 スッキリ成分キャンドルブッシュ配合！ 
溜まったものをスッキリさせてくれる「キャンドルブッシュ」は、生
キャベツの約２０倍もの食物繊維を含むダイエットサポート注目の
成分。『●●●●ゴールド』には、この「キャンドルブッシュ」を、従
来品の約２倍も配合しています。 

秘密２ いらないものを一気に大掃除！ 
ズッシリと詰まった塊りは、さまざまな不調を引き起こす事も。そこ
で健康茶としても最近の注目の素材、アカメガシワを配合。不必
要なものをスッキリ大掃除してくれます。 

 ダイエットサプリはあくまでダイエットするためのサポート商品であり、一般的にはカロリー
減や運動などとの組み合わせによるものとされる。両広告ともサプリメントの広告であるが、
単に「飲むだけ」と印象付けられる表示となっており、消費者が誤認する危険性がある。 

 Aの事例は、「1日2粒で楽々ダイエット」と謳っており、合理的・客観的な根拠は希薄である。 

 Bの事例は、老廃物を体外に排出することにより、ダイエットするという触れ込みである。は
たしてこの論拠もダイエットに関係するかは合理的に実証することは困難であろう。十分な検
証が必要である。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

ダイエット Ⅱ 
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◆事例⑫  

の視点 

Ｑ1 いつ飲むのが良いですか 
Ａ. 多くの方が、朝食前にお飲みになっています。１日4～
6粒を飲んでいる方は毎食前にお飲みになっているようです。
欠かさずに毎日飲むことが成功の秘訣です。 

Ｑ2 食事制限はいらないの？ 
Ａ. 無理な食事制限は続かないばかりか、体や精神的に負担
をかけてスムーズな減量を妨げます。無理な食事制限不要の
メタ○○○ダイエットを毎日続けることで、ダイエットを成
功させましょう。 

ＴＶＣＭで大好評 

３週間でストン！メタ○○○ダイエット 

Ｑ3 本当に３週間でダイエットできるの？ 
Ａ. モニターさんの結果では、３週間で皆さんダイエットして、大幅なサイズ減が見ら
れました。ぜひ、次はあなた様も実感してみてください。 

 Aの事例は、飲むだけで痩せる効果が表れるというサプリメントの広告表示である。画像では
使用前・使用後の上半身の比較画像を活用し、痩身の効能効果を標榜・暗示している。また
使用方法の“Q&A”も「3週間続けると効果がでる」と表示している。原材料は「ハス葉」「カ
キ葉」「ビワ葉」のようだが、商品の説明は合理的な根拠とは思われない。 

 全体のキャッチコピー、画像イメージにより、誤認を誘発する不適正な広告表示であり、改
善が求められる。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

ダイエット Ⅲ 
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◆事例⑬  

の視点 

つらいダイエットをせずに痩せたいあなたへ！ 
主婦の発想から生まれた驚きのダイエット！ 

「お腹」と「太もも」をありえないほど簡単に細くする 

驚きのダイエット！ 

全国の主婦たちが大絶賛！これは本当に凄い 

血行をアップさせる足裏のツボを刺激！ 

ウエストが-16.3ｃｍ!! 20日間で-6.2ｋｇ痩せ
ました 

1日15分歩行、脂肪燃焼。簡単ダイエット効果！ 

この感動！他では絶対に手に入りません。 
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 Aの事例は、ダイエットをサポートする健康雑貨の不適正な広告であり、履いて歩くだけで痩
せる効果があるとしている。わずか「20日間で６.２ｋｇも痩せた」という表示も見受けられ
る。さらには、お腹や太ももといった部分痩身の効果さえも訴求している。 

 また足の血行改善も表示されており、医療器具の効能効果を標榜・暗示している。本来その
ような効果を訴求するのであれば「医療機器認証番号」が必要とされる。この商品は「実用
新案」であるのみということである。 

 商品の信憑性に大きな疑念さえ感じられ、抜本的な改善が望まれる。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

ダイエット Ⅳ 
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◆事例⑭  

の視点 

○○○○は、シワ取りのプチ整形でおなじみのボトックス注射と同じ
論理を化粧品の成分で実現したボトックス様成分。また蛇毒と異名を
持つシンエイクも○○○○と同様の論理で、シワ対策としてセレブに
話題となった有名な成分。そんな二大ボトックス様成分がダブル処方
されたシワ専用美容液。 

「私の使い方は・・・・・塗布したままマスクをして
寝るとスチーム効果でツルンツルンになって、朝には
口周りの小ジワぜんぜん気になりませんよ」 

目元がピーンッ！ 

１ヵ月でシワ肌もツルンッ！？ 

たった５分！ 塗って洗い流すだけで、簡単に美白！   

薬用美白だから、シミに効く!! 

『５分塗って洗い流すだけで透明肌になったのが分かりました。気になっていたシミもい
い感じに(゜゜) 使えば使うほど肌が明るくなるのです。』 

 化粧品の広告で目につくのは『シミ』『シワ』『たるみ』『ほうれい線』に関連する化粧品
の広告である。 

 Aの事例は、話題の成分を取り入れた美容液の広告表示で、塗るだけでシワが改善されるとし
ている。またほかの美容成分の効果もあり、モチモチの肌になれると改善効果を暗示してお
り、不適正な広告である。 

 Bの事例は、薬用化粧品である。しかし、許される効能効果の範囲を逸脱した表示が散見され
る。また、95.89％の実感したデータについても社内で実施したモニター調査の数字は疑問。 

シミ、くすみがこんなに気にならなくなるなんて・・・
あんなにシミに悩んでいたのがウソのようです。だから、
シミ・くすみに本気で悩んでる人にエステに行く前に一
度試してほしい 
社内モニターでは９５．８９％の人が実感。 
エステサロンで導入されているイオン洗浄の理論をいち
早く取り入れ、自宅でエステ気分が味わえる美白パック
を開発しました。 

シミ・シワ・たるみに
も 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

塗った瞬間にピーンッ！とハリがでて、顔全体が上向きに引っ張られる、もちろんそれ
が「塗るボトックス」の魅力ですが、ヒアルロン酸やレチノールなども入っているから
モチモチの柔らかジューシー肌にまでなれちゃう。 
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◆事例⑮  

年齢を重ねた肌にあらわれる「シミ」「シワ」「た
るみ」・・。特に「シミ顔」は実年齢よりも老けた
印象に・・。出来てしまったシミはあきらめずに、
「シミ専用クリーム」でじっくりケアすることが大
切。「○○○クリーム」には希少価値の高い『紫ペ
イ』と、通常のプラセンタよりも美白力をもつと言
われる「植物性プラセンタ」をぜいたくに配合。お
試しいただいたお客様から「顔の大きなシミが米粒
大！」「肌年齢が10歳もわかくなった！」など、
喜びの声が続々。 

魔法!?驚きのスキンケア 

70代のおばあちゃんのシミが日に日に･･･ 

なぜ「シワ」「たるみ」にオイル? 
γ-リノレン酸は細胞膜を構成する重要な成分で細胞の柔軟性や
弾力性に深く関わっています。〇〇〇は、細胞の一つ一つにハ
リを持たせることで、気になるシワやたるみにアプローチ。美
肌への生まれ変わりをサポートする美容オイルです。 

愛用者からは「70代ですが、頬の大きなシミが日に日
に・・・！」 「気になっていた顎のたるみがスッキ
リ」など嬉しい報告が続々！限定のお試セットがある
今がチャンス！ 

今注目の「紫ペイ」がお肌を生まれ変わらせます！ 

シミ専用クリームがついに登場。 

こんな方、ぜひお試しを 

 大きなシミが気になる 
 お肌の黒ずみが気になる 
 日焼けの名残が消えない 

の視点 

 Aの事例は、「シミの改善」を訴求する美容液の広告である。メインコピー「シミが日に日
に・・」と個人体験談を使用し、化粧品にシミの改善効果を暗示している。加えて「シワ」
「たるみ」にも効果としており、明らかに不適正である。一方「美容液1000本分」と誇大な
表示も見られる。 

 Bの事例は、「シミ専用」の化粧品広告である。Aと同様個人体験談を中心に表示しており、
『肌の生まれ変わり（再生）』と不適正表示。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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◆事例⑯  

の視点 

塗るだけたった３０秒 

オールインワンクリームで今すぐ透明肌！ 

３年の歳月をかけて開発に成功しました。このクリー
ムは何度も何度も試作、モニター試験を重ねて美容研
究所の研究員、スタッフが全会一致で商品化した自信
作なのです。ただひたすらに実感力にこだわりました。
だから、購入時に写真を撮っていただき、２１日たっ
た時点で見た目年齢１０歳にならなかったら全額返金
します。 

シミ 黒ずみ 乾燥肌 でお悩みの４０代以上のあなた必見！ 

自宅でできる４０代からのエステ級『フェイスリフト』 

毎日たった ３０秒でリフトアップ！? 

ついに見つけた！理想のほうれい線対策 
●●●は、潤いと皮脂を補い、ほうれい線周りをケアする
成分を合計７２種類も詰込んだ化粧品。 
さらに、優れた美容成分を角質層の奥までやさしく送り続
けるために、配合バランスまでこだわったとのこと。まず
酵素などで古い角質層を落とし、キュウリ、レタス、リン
ゴ、トマトなどの保水成分が、フラーレン、FGF、
CoQ10などのハリ、ツヤ美容成分を包み込み、奥まで
しっかり届けます。最後にシアバターやスクワランが表皮
を優しくカバーし、美容成分を閉じ込めてくれるのです。 

 Aの事例は、「シミを改善して美白になるクリーム」との触れ込みとなっている。そのうえで
必ずご使用いただいた方全員に効果があると標榜しており、「全額返金」を表示している。
薬用化粧品でもなく、薬事法の観点からも大いに問題視される広告である。 

 Bの事例は、シワの中でもほうれい線対策に注目した化粧品広告であり、シワ・ほうれい線の
改善に効果があるとしている。メイン・コピーでは「30秒でリフトアップ」と誇大に表示。
また成分についても72種類とデータ表示、あたかも効果が大きいことを強調している不適正
な表示。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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◆事例⑰  

の視点 

コラーゲンが３倍！ 

シワ・たるみを１本で、プリッ！  

何を塗っても消えないシワ・たるみが、●●樹液でプリプリに！ 

シワ・たるみがプリプリになると評判の成分が見つか
りました。その成分は、なんと「●●樹液」。もとも
と●●園の女性が１００年以上使ってきた天然のアン
チエイジング美容液がなんと世界初の成分だと判明し
たのです。10年の研究で、ビタミンＣやヒアルロン酸
よりも、コラーゲンを3倍も増やすことが分かり、今、
注目の成分に。世界初の●●樹液で肌のハリが復活す
る感動をぜひ体験してください。 

化粧水のあと、これ1本でOK！サラッと使える美容液オイル 

ほうれい線にハリ集中ケア 

シワ・たるみの原因は、実は年
齢と共に減少する皮脂の不足に
あり。美容液オイルは日本人女
性の皮脂に近づくよう植物オイ
ルをブレンド。皮脂を補い乾燥
による小ジワ・たるみの気にな
らない肌へ導きます。 

 Aの事例は、コラーゲンによって「シワ・たるみ」を改善するいう美容液の広告。また「世界
初」と最大級表示も見られ、図表は「肌のコラーゲンを根本から変えるイメージ」であり、
明らかに「シワ・たるみが改善される効果」を標榜・暗示しており不適正である。 

 Bの事例は、シワの中でも「ほうれい線」に着目、その原因である「皮脂の補給」をする化粧
品と表示。併せてこの美容液オイルを使用した使用前・後の比較画像も表示しており、明ら
かにその効能効果を標榜・暗示している不適正な広告。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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◆事例⑱  

の視点 

男性の後頭薄毛を発毛促進！  

１週間で髪ボリューム増！ 

Ｑ.本当に1週間で実感できるの？ 
Ａ. はい本当です。ご使用者すべて1週間で
髪のハリ・コシ・ボリュームにスゴイ実感さ
れました。また、発毛を促進する薬用成分の
浸透力にも評価いただいております。 

■髪が太くなって、後ろ姿に自信が出ました。 
■髪にコシが出て、すごく強くなりました。 
■こんなにボリュームがでました。 

1週間で実感！ 
柔らかくて、べたーと寝ていた髪が・・ 

1週間で実感！ 
髪が細くて、透けていた髪が・・ 

100％天然由来の３ステップ！  

4種の天然成分が育毛促進！ 

発毛育毛の新成分として話題の○○○を配合。リンゴ
果実培養細胞エキス・最近育毛作用が立証されたサク
ラ葉との相乗効果でヘアサイクルを活性化。さら
に・・・・発毛成分がすっきり洗浄された頭皮に浸透
し、細くなった毛を太く強く育て、ハリ・コシのある
髪へと導きます。 

 育毛・発毛に関する化粧品も今回の調査では多くみられた。その中に商品の効能・効果を標
榜・暗示しているものも散見された。 

 Aの事例は、医薬部外品の育毛剤ではあるが、1週間で効果がでると使用前・後の比較画像で
説明・紹介し、他の表示も誇張したものが目立っている。明らかに、法令に抵触すると思わ
れる箇所も散見され、抜本的な改善が求められる。 

 Bの事例は、医薬部外品ではなく、単なるヘアシャンプーである。しかし、画像の説明に「発
毛・育毛」とあり、化粧品のガイドラインに抵触している。これも改善が求められる。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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◆事例⑲  

の視点 

１０人中１０人が肌がプリッと上がるのを実感！平均4.7日で肌に違いを感じた！  

２０日で、こんなに若返っちゃいました！ 

どちらの手が魅力的？  

見て！この『透明感』の違い！！ 
くすみ・黒ずみの元をごっそり吸着！ 
超微細化された火山の恵みである「シラス」を含んだ
●●石ケンの泡は、吸着力に優れているのが特徴。濃
密泡が毛穴の奥の汚れまでしっかりつかんで取り除き
ます。 

次の日のお肌が全然違います。ものすごく吸いつく感じでしっとりしています。この歳
でほうれい線が薄くなるなんて、ビックリしました！肌のトーンが明るくなったから、
「エステ行ったの?」って聞かれるんですよ。だから、「●●●ジェルに変えただ
け」って。 

 化粧品の広告では、使用前・使用後の画像を活用することは不適正である。残念ながら、折
込チラシではそのような広告が散見される。ここでは「肌のハリ改善」と「「くすみの改
善」の比較広告を取り上げた。 

 Aの事例は、「化粧ジェル」を使用した体験者の使用前・後の比較画像を表示、その効果を暗
示している。また「平均4.7日で肌に違いを感じた」は個人的な感想であり、合理的な根拠が
あるとは思えない。 

 Bの事例は、「化粧せっけん」を使用した体験者の手の比較画像。見事なまでの手の色の違い
であるが、合理的に説明ができるとは思えない。 

「翌朝から劇的にハリがパーンって!」 
朝、顔を洗うときに、何かが違う! 何だろ
うって考えると●●●ジェルしか考えられな
いですよ。すーと陶器のようになめらかで、
ガサつき感がなくなった。ちょっと触っても
らえますかってぐらい気持ちいいですね。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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◆事例⑳  

の視点 

日本一売れているプラ〇〇タが 

なんと       980円  初回限定 

 通販広告には、自社の商品の販売数量や販売順位を表示するケースが多々ある。しかしなが
らその裏付けが疑問であるものも散見する。たとえば、期間が不明であったり、その日だけ
の１位や、どの商品ジャンルの１位なのかもわからないものまでがある。企業規模からして
到底信じられない販売実績も中にはある。 

 一方、お客様のリピート率や商品の機能説明についても数値データが表示されているが、当
社調べであったり、ここでも信頼のおける数値であるのか疑問が残る。 

 このように数値データについては消費者が信頼できるようにその裏付けの説明を丁寧にする
ことが必要である。 

累計販売1億２,８００万錠突破の●● 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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◆事例㉑  

歴史ある製薬会社と開発協力から生まれた  

簡単、塗る●●コサミン！ 

散歩や旅行、日々の生活を快適に過ごしたいもの。グルコサミン
やコンドロイチンの不足は、年齢を重ねると避けられません。話
題の「塗る●●コサミン」。すこやかな毎日のためにお試しくだ
さい。 

じんわり浸透マッサージクリーム 
すこやかな毎日を応援する直接塗る●●コサミン 

の視点 

甘いもの好きも安心してお召し上がりください！  

180万人ご愛用 ●●坊で通せんぼう！ 
甘いもんが大好きでしたが、運動や食事を意識すれ
ば、何とかなると思っていたんです。でも年々体が
思うようにならず、自分事ながら焦りました。そん
な私を見かねてお姉さんが飲んでいる●●坊をすす
めてくれたんです。飲んでみたら自然の甘さが美味
しいし、何よりも飲むだけで●●してくれるので、
とてもホッとしました。 

※なめらか効果や温かさを得たい部分にお試しください。 

 通販の広告はできるだけ消費者に正確に商品を伝え、購入していただくことは当然のことで
ある。しかしながら、画像やメイン・コピーを見ると別の商品と誤認しかねない広告表示も
散見する。ここでは、そのようなおそれが生じかねない事例を紹介する。 

 Aの事例は、化粧品である「温感クリーム」の広告表示。健康食品などで関節によいとされる
「グルコサミンを塗る」、「階段を降りる」画像と「歩き続ける人生」コピーで一瞬、他の
健康食品同様のグルコサミン効果があるのかと誤認を誘う。しかし、紙面に小さく「温かさ
を得るクリーム」と表示。何らかの意図が見えてくる。 

 Bの事例は、一体どのような商品なのかと疑問が湧く。よく読むと健康食品「青汁」の広告で
ある。どのようなことで健康的なのか、甘いものを抑える飲料なのかも明解でない。消費者
に不親切な広告の事例である。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 
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何をやっても、何処に行ってもダメーそんな皆様に是非一度お試しいただきたい。使用目安は、1日

１回20-30分程度貼るだけ！発売以来、40万個の販売実績！全国各地の皆さまよりお喜びの声を

たくさんいただいております。お問い合わせやお喜びの声が多い「膝」に関して紹介します。 

Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

３．個人体験談による広告事例集 

化粧品や健康食品などの継続的購入となる商品の広告では
「個人体験談」により商品の優良性を訴求する広告が多くみ
られた。しかし、その体験内容の信憑性が疑念視されるもの
も数多く散見する。 

そこで、今回調査した広告の「個人体験談」を特集した。 

-おかげさまで一 
歩く楽しみを再び実感できました。 

 

「私は、膝が痛くて歩くのがツラく、どう
にかしたい一心で『○○○』を購入しまし
た。ヨガの勉強をしていたので、膝と足の
指1本1本巻いて試しました。しばらくす
ると、あれだけ困っていた痛みが気になら
なくなり、驚くことに朝もスッキリ。友人
から「最近肌に艶があるけど、どうした
の？」と言われるまでに。こんな素晴らし
い物を知ることができて本当に良かったで
す。」 

東京都中央区在住   
畠山さん（58歳 女性） 

寒い季節の節々に 
     本当に嬉しい逸品です。 
 

「昨年の秋ごろ、ひざが痛みだし正座もで
きない状態でした。『●●●』を貼ったと
ころ、1～2回でツラさが気にならなくな
り、膝の曲げ伸ばしも楽になっていたんで
す。毎朝、寝起きもとても楽になり驚きま
した。本当に感謝しています。」 

山口県山口市在住 藤井さん（58歳 男性） 

健康テープ 健康テープ 
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Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

蛇が金運を連れてきた？ 
●●院の開運財布で金運体験 
   わずか1年で2回続けて高額当選！ 

ついにミニロトで高額当選を射止めました。実は、

その少し前に予兆のようなものがあったんです。

夫が出先で、頭から尻尾まで完璧な形をした蛇

の抜け殻を見つけてきたんです。蛇の抜け殻が

金運にいいと聞いていたものですから、それを〇

〇院さんの開運財布の中に大切におさめました。

そしたら、見事にミニロトで大当たり。さらにその

約1年後、今度はミリオンドリーム宝くじでまたし

ても高額当選。 

 

※掲載している内容は、取材を基に編集した個
人の体験談（他商品）であり、商品科学的効果を
主張するものではありません。また、すべてのお
客様が実感するものではありません。 

「パチンコで連勝11！」「借金がゼロに！」 
これがお金に 
      好かれるということなんですね！ 

信じて幸運を呼ぶ！ 

自分の仕事・家庭、子供の就職等々の悩みで開

運・金運のグッズを探していた時、この財布が目

にとまりました。聖域チベットの「嫡円寺で念込め

た護符」を信じて購入してから変わり始めました。

少額ですが宝くじの当選、そのお金で買った服を

着てから業績が上がり給料アップ。「この財布の

ご利益を信じてみよう！」そう思うようにしました。 

以前から、太ももやふくろはぎが気になっていま

した。脚だけが嫌いになっちゃうくらい太いの・・・。

いろいろ試すものの変化はなくて、マッサージの

先生にも、「めぐりが悪く、水がたまっている状

態」と指摘されました。それが、この「●●青汁」

を試すとブヨブヨがスッキリ！翌朝から気持ちよく

スッキリできるようになった、快調！朝の体が軽

いのよ。 

 

歳もほったらかしの丸々体型が恥ずかしくて、こ

の「●●青汁」に頼ってみたんです。初めて変化

を感じたのは、飲み始めて10日後、はめていた

指輪がくるくる回って、スルンと抜け落ちちゃった

んです。体重計に乗ると、やっぱり変化があって

にんまり（笑）。体が軽くなったのがうれしくて、趣

味のクラシックバレエを再開しました。みるみるお

顔もスッキリして、すっかり30代の頃の体型に！ 

無理なく健康的にスリムはうれしい！ 

北海道 富士さん（58歳） 

開運財布 

青汁 青汁 
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Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

シャンプーなのに白髪ケアできるなんて! 

出産後、急に髪の悩みが増えました。抜け毛は

すぐ改善したのですが、白髪がもうどうにもなら

なくて、美容室で染めても2週間くらい経つと生え

際が白くなるから、市販の白髪隠しにもたよらな

いといけない状態でした。そんな時に出合ったの

が「黒髪●●●」です。使いだしておどろきまし

た！本当に、白髪が目立たなくなってきたので

す！白髪染めではないのに、毎日のシャンプー

だけで白髪ケアってできるんですね。 

化粧品でこんな結果が出るのは初めて。 

「チラシを見たときには「これって本当なのぉ?」と

疑っていました。でも、使ってみると肌が白く透

明感のある肌にになってびっくりしました。２週間

くらい使ってみるとだんだんシミも気にならなく

なってきました。自分の手でシミのあったホホを

隠すこともなくなりました。その頃からいろんな人

に褒められるようになりました。この前はガソリン

スタンドのお兄さんにも褒められました。」 

東京都中央区   

●●●子さん（36歳 女性） 

「たった一度の洗顔で肌がピカッと輝いたのには

びっくり！肌がキュと持ち上がったようにハリも

出て・・・。しかも肌の底から水があふれ出るよう

なうるおい！ぷるんとした弾力にも驚き！発酵さ

せた米ぬかを使っているからかな、一日中しっと

り感が続くし、クスミがちな肌が驚くほど透き通っ

てるの！これにはえーっ！と我が目を疑いまし

た。それにこれ1本でクレンジングから洗顔、パッ

クまでできるからとっても手軽で。」 

実は高志さんは10年前膝の激しい痛みに耐えき

れず早期退職したのだという。「本当はもっと働

きたかった。でも、痛くて、我慢の限界・・・。膝に

水が溜まって、先生に『軟骨がすり減っている』

と言われた。トイレへ行くにも松葉杖が必要でね。

グルコサミンなんかも試したけれど、いまひとつ。

そんなときに「●●」を知ったんだ。」どんな方法

でも改善できなかった、隆さんの膝痛。しかし、

1ヵ月後に驚きは訪れた。「1日1粒で、この違

い！今じゃ女房のいうように、重いものを持って

スイスイ坂を上がれるんだ。驚いたよ。」満足げ

に話す隆さんに、奥さんも笑みがこぼれる。」 

「何をつかってるの? って 
        聞かれるのが楽しみで」 

群馬県   

●●▲●子さん（61歳 ） 

関節のサプリ 

福岡県   

●●▲男さん（63歳 ） 

シャンプー 
シャンプー 

京都市左京区   

●●●子さん（36歳 女性） 

洗顔料 
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Ⅴ. 新聞折込チラシの広告事例 

こんなに変われるんだ！ 

朝から自然に出るようになって、 
                  体が軽くなった感じです。 

ヤセたいならコレしかありません 
 
「●●豆」ダイエット。昔、私も試したんですが、

続けられなかったんです。それが、パワーアッ

プしてサプリになったって聞いてさっそく試しま

した。普段の生活を意識しながら続けて、数

日間で「これは違うな」という実感があったん

です。その後も順調に落ちて行って、今ではこ

んな達成感を得られるなんて夢みたい。洋服

のサイズも変わったし、とにかく凄い。悩んで

いる人はぜひ試して！ 

孫との会話もスムーズに。 

ヨーグルト１００個分が１本になっ

て、本当かな？と思ったのですが、

翌朝からお腹はとても快調。きもち

いい！さらにプラセンタのおかげ

でしょうか、お肌がプルプルです。 

●●●▲夫さん（28歳 ） 

大阪府大阪市   

●●●子さん（70歳 ） 

東京都中央区在住   

●●●子さん（36歳）  

後ろから呼ばれても気づかないことが多く、会

話中の相手の声も聞き取りにくくなっていまし

た。テレビのボリュームも自然と上げるように

なってしまって・・・・。『●●▲▲』を飲み続け

て３カ月くらいたった頃から、聴こえがはっきり

してきました。会話で聞き返すことがほとんど

なくなり、今では後ろから話しかけられても、

バッチリ振り返れます。孫との会話も弾むよう

になりました。 

薬用発毛促進剤 

聴こえのサプリ 

６５歳を過ぎ、疲れやすく、目覚め

が悪い日々だったのに乳酸菌プラ

センタを飲み始めたら、寝起きか

らシャッキリ！目の下のクマとシワ

もずいぶん薄くなってきました。 

●●●プラセンタで、 
 ６０代よりキレイな７０代になります。 

●●●子さん（42歳 ） 

●●●子さん（69歳 ） 

僕の髪は２０代後半からコシがなく、いつもぺ

たーと寝てしまっていて、いつも薄い後ろが気

になって女性にも消極的でした。でも、この

「●●●」に出会って、たった１週間。髪にコシ

が出て、すごく強くなったんです！今では家族

も、彼女もみんな喜んでくれて、自分でも「こん

なに変われるんだ！」とすごくハッピーです！ 

プラセンタサプ
リ 

ダイエットサプ
リ 
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Ⅵ. まとめ 

今回も、化粧品・健康食品などの継続性の高い商品の広告が多数を占めているが、よ

く見ると健康食品関連の広告が減少している。特にダイエット関連商品の減少が目立

つ。これは昨年、消費者庁により複数のダイエット通販会社へ措置命令が出されたこ

とによる影響と思われる。 

年末商戦に合わせた「おせち料理」などの季節商品のチラシが多数見られた。割烹や

レストランなどの新規参入企業の通販に対する不慣れによる稚拙な問題点が見受けら

れる事から、JADMAとしても改善に向けた対応に努めたい。 

また季節商品ではない定期購入やリピート購入促進を狙った「健康食品」と「化粧

品」の新聞折込チラシが圧倒的に多かった。より多くの顧客獲得と販売促進のために、

価格割引や送料無料などのキャンペーンも前回同様に多く見られた。 

 前回注目された家電量販店やホームセンター、酒類販売店など専門店の店舗への集客

広告に電話注文も受け付けるという通販対応を行う広告手法。前回は通信販売に不慣

れであるためか特商法などの必要記載事項をあまり意識していないと思われるチラシ

広告が数多く散見され、その対応が問題とされた。今回は一部家電量販店の広告表示

が一新、特商法などの必要記載事項を適正に表示していた。これは店舗販売のみなら

ず、通信販売による売上確保に真剣に取り組み始めたものと考えられる。他の家電量

販店についても同様な対応を望みたい。 

 前回少数ではあったが、食材の宅配会員募集のチラシが増加向にある。前回は通販取

引上の必要事項の記載漏れや、最低限消費者が必要とする取引上の情報に漏れがある

ケースが散見された。しかし今回は各社とも記載すべき事項を適正に表示しており、

改善が図られていた。 

 取引内容、商品内容ともに不備が目立ったのは、新聞社やその関連会社などが発行す

るタブロイド紙に掲載された通販広告である。これは、通販会社の意識のなさはもと

より、掲載を許可する媒体側のチェック体制の整備と、広告枠に関しても必要事項が

記載しうるスペースを配慮する必要もある。また、新聞広告特集や題字提供したエリ

ア広告として折り込まれるチラシも、媒体側がきちんと内容をチェック、統制をとる

ことが不可欠である。 

Ⅵ.まとめ 

１．調査結果の振り返り 
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Ⅵ. まとめ 

 上記タブロイド紙に関連して、新聞社が販売主体の通販広告が増加しており、ばらつ

きはあるものの通販取引上の必要事項の不記載が多数散見された。新聞社が販売主体

の通販広告は今後とも増加する傾向にあると思われるので、JADMAとして新聞社への

働きかけを行い、改善を図りたい。 

 今回の調査で顕著な事例として、通信販売広告の体をなさない稚拙な折込チラシが目

についた。単に「商品名」「商品価格」「電話番号」のみというチラシさえ散見し、

折込元である新聞社の対応についても疑問視される。 

 新たな商品広告として「医薬品」の通販広告が登場した。薬の効果表示には問題はな

いものの、『定期購入』『おまとめ購入』また『初回限定価格』といった健康食品の

広告同様の訴求方法については若干の問題があるのではないかとの意見があった。 

 今回の調査で最も悪質と思われるものに、チラシ上には効能効果のみ誇大に表示し商

品の詳細を記載しない、または事実と違う内容を記載するなどして、電話で問い合わ

せや相談をさせ、顧客情報を収集することを目的としていると推測されるものがあっ

た。消費者が電話をかけ、通販会社と消費者が直接つながってしまうと、その後のト

ラブルの立証は困難で、事前に不正を防ぐ何らかの対策が必要と思われる。 

 また、依然としてネットショップへの誘導、新規顧客名簿の収集などの目的で通販会

社の新聞折込チラシの利用が増えている。まだまだ新聞折込の通販広告は、広告表現

のチェックが徹底されていないため、消費者とのトラブルの一因となることが懸念さ

れる。 

 今回の折込チラシ調査に当たっても、チラシに加え、通販会社のホームページや通販 

サイトの内容も比較検討して確認作業を行った。前回同様、チラシで表示している価

格や販売数量などがホームページの表示内容と食い違っていたものがあり、どちらに

信憑性があるか判明できないものが多数見受けられた。一方、通販サイトについては

各社ともかなり抑えた表示となっているにも関わらず、チラシ広告については表示に

誇張が見られ、全く別物となっているケースが相変わらずあった。 

 以上の結果を踏まえ、今後の具体的な対策を次頁に示した。 



－55－ 

Ⅵ. まとめ 

• 上記の取組みを推進し、この調査については年２回程度定期的に継続実施し、改善の

進捗と新たな課題発見に取り組むものとしたい。 

２．今後の委員会の活動について 

一度折り込まれたチラシは、ある程度レスポンスが見込めると、その広告表示の違法性や

問題点等はあまり検証されずに発信され続ける。本広告適正化委員会は2回の調査の結果

を踏まえ、改善を目的とする以下の具体的な活動を行う。 

2. イエローカード広告の通販会社への対応 

A) 参入間もなく通販に不慣れな会社への対応 

• 調査結果を書面で報告。 

• JADMAの通信販売基本事項の冊子を同封。 

• JADMA主催の「通信販売基礎講座」等の案内を紹介。 

B) 既存通販会社への対応 

• 調査結果を書面で報告。 

• 併せて「改善の具体策」の書面による回答を依頼。 

4. 折込掲載新聞社への対応 

通販広告特集や通販企業の広告を掲載するタブロイド紙を発行する新聞社および関

連会社に対し、広告内容のチェック体制や必要事項記載に関する協力要請を行う。 

3. レッドカード広告の通販会社への対応 

• 調査結果を書面で報告。 

• 併せて「改善の具体策」の書面による回答を依頼。 

• 上記対応に対する協力姿勢がなく、違法性や悪意性があり、消費者にとって多大
な不利益やトラブルの発生が予測できる広告表示を再度行う場合には、JADMAか
ら関係省庁などへ通報していく。 

1. JADMA会員社への対応 

JADMAマークがついたJADMA会員社の広告にも不適正表示と思われるチラシ広告が

見られた。この点についてはJADMAとして、当該会員社に情報を直接フィードバッ

クし、より適正な広告表示とするよう指導を行う。 
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【１】事業者情報の表示 

1 
□ ① 事業主の登記上の法人名を記載していない。 特商法11 

□ ② 複数の法人名が表示してあり、販売主体が不明瞭である。 特商法11 

2 
□ ① 事業者の住所を表示していない。（私書箱、局留め、海外住所のみは不可） 特商法11 

□ ② 店舗の住所のみで、本社の住所を表示していない。 特商法11 

3 
□ ① 事業者の電話番号を表示していない。（フリーダイヤル、携帯電話番号のみ

は不可）。 
特商法11 

□ ② 店舗集客広告で通販も可能としている場合、通販顧客からの問合せ先を表
示していない。 

特商法11 

4 □ 消費者からの苦情･相談窓口とその連絡先を表示していない。       
（FAX番号、E-mailアドレスのみは不可）。  

特商法11 

① 取引内容に関する広告適正表示の評価項目 

Ⅶ. 資料編 

１．JADMA 広告適正表示の評価項目 

Ⅶ 資料編 

通信販売は広告媒体が売場であり、その売場で消費者が安心してお買物いただくた

めにも広告媒体が適正に表示され、信頼されるものでなければならない。そのため

には、通信販売に関連する特定商取引法（以下「特商法」と云う）・景表法・薬事

法・健康増進法（以下「健増法」と云う）・個人情報保護法などの法令遵守はもち

ろんのこと、消費者視点に立った信頼される広告表示の実現を目指すことが肝要で

ある。 

JADMAでは、通信販売に対する消費者からの信頼を得、これを維持・増大させるこ

とによって通信販売の健全な発展を期するため、通販事業者が遵守すべき基本的事

項として、通信販売倫理綱領を定めている。 

この倫理綱領・実施基準に基づき、「JADMA 広告適正表示の評価項目」を策定、

JADMA入会審査及び各種調査において活用を図っている。 
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【２】取引条件の表示 

Ⅶ 資料編 

1 □ 送料、その他付帯費用（工事費・梱包料・組立費、代引き手数料・振込み手数
用）を消費者に負担させる場合に、その旨と金額を表示していない 

特商法11 

2 
□ ① 商品等の申込方法、及び申込締切時期を表示していない。 特商法11 

□ ② 事業者の住所を表示していない。（私書箱、局留め、海外住所のみは不可） 特商法11 

3 
□ ① 事業者の電話番号を表示していない。（フリーダイヤル、携帯電話番号のみ

は不可）。 
特商法11 

□ ② 店舗集客広告で通販も可能としている場合、通販顧客からの問合せ先を表
示していない。 

特商法11 

4 □ 消費者からの苦情･相談窓口とその連絡先を表示していない。       
（FAX番号、E-mailアドレスのみは不可）。  

特商法11 

5 □ 商品等の引渡時期について、期間または期限を明確に表示していない。 特商法11 

6 □ 商品等の申込方法、及び申込締切時期を表示していない。 特商法11 

7 

□ 
① 原則として事業者が自主的に設ける返品制度を導入していない。                                         

（※ただし、音楽のダウンロード販売や生鮮食品のように、明らかに商品の特
性上返品に馴染まないものは除く。） 

特商法11 

□ ② 返品条件のうち、返品できる期間と起算日を明確に表示していない。 特商法11 

□ 
③ 返品条件のうち、返品できる期間内に必要な手続きを表示していない。                                      

（返品の連絡をするのか、連絡方法は何か、商品を期間内に発送するのか、
期間内に商品の到着が必要なのか等） 

特商法11 

□ ④ 返品条件のうち、返品に要する送料や手数料などを消費者に負担させる場
合に、その旨と金額を表示していない。                                 

特商法11 

□ ⑤ 店舗商品主体ではあるが通販も可能としている広告で、通販で購入した商品
の返品に関する問合せ先を表示していない。 

特商法11 

8 
□ ① 化粧品や健康食品の販売で定期購入のみで、通常購入をすることができな

い。 
景表法4-1-2 

□ ② 化粧品や健康食品の定期購入コースの説明で、「変更および中止」について
表示していない。 

特商法11 
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【３】販売価格の表示 

Ⅶ 資料編 

1 
□ ① 商品又はサービスの販売価格、送料、各種手数料等は、消費税額を含めた

支払総額なのかが不明瞭である。 
景表法4-1-2 

□ ② 店舗商品主体であるが通販も可能としている広告で、店頭販売価格の表示
のみで通販価格を表示していない。 

特商法11 
景表法4-1-2 

2 □ 二重価格表示で、比較対照価格と販売価格が極端に差があり、その根拠を
速やかに提出できるものとは思えない。 

景表法4-1-2 

3 □ 二重価格表示で、比較対照価格がメーカーや輸入総代理店等が設定した
「希望小売価格」か、「自店通常価格」のいずれか分るように表示していない。 

特商法11 
景表法4-1-2 

4 □ 
二重価格表示で、比較対照価格が「希望小売価格」としている場合、小売業
者以外の者（メーカー、卸売業者、輸入総代理店など）が設定し、広く小売業
者の提示した予め公表されている価格であるとは思えない。 

景表法4-1-2 

5 □ 
二重価格表示で、比較対照価格が「自店通常価格」「自店旧価格」「セールス
前価格」など過去の販売価格としている場合、最近８週間のうち過半を占め
る期間に実際に販売していた価格であるとは思えない。 

景表法4-1-2 

6 □ 二重価格表示で、比較対照価格に「容量換算をした価格」を使用する場合、
その旨を表示していない。 

特商法11 
景表法4-1-2 

7 

□ ① 二重価格表示で、「キャンペーン中の特別価格」の場合、そのキャンペーンの
展開期間を明示していない。 

景表法4-1-2 

□ ② 初回限定価格や数量限定価格の場合に、その旨が明快に理解できる表示を
していない。 

特商法11 
景表法4-1-2 

□ ③ 通常価格が記載されていない。 特商法11 

8 □ 定期購入時の価格と通常購入時の価格、割引条件等が不明瞭である。 
特商法11 
景表法4-1-2 

9 □ 特定の競争事業者の販売価格を併記している場合は、実際に販売している
最近時の価格を調査し、その事業者の名称を明示していない。 

景表法4-1-2 

10 □ 通常価格、メーカー希望小売価格を『定価』として表示している。 独禁法上の指針 

11 □ 「お試し商品」はキャンペーン専用商品であり、通常販売の実績がないにも関
わらず、通常価格として表示している。 

景表法4-1-2 

12 □ 初回限定価格、定期購入価格が記載されていない。 特商法11 

【４】 個人情報保護についての表示 

1 □ 個人情報保護の方針を表示していない。 個人情報保護法 
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【１】 商品の優良性を標榜する広告表示 

（2）商品の有利性を標榜する広告表示 

Ⅶ 資料編 

② 商品内容に関する広告適正表示の評価項目 

1 □ 商品の内容（機能、性能等）について著しく優良であると表示しているが、表
示の裏付けとなる合理的な根拠を速やかに提出できるとは思えない。 

景表法4-2 

2 □ 商品の内容（機能・性能等）が優良である合理的な根拠が、提出資料によっ
て実証された内容と適切に対応していない。 

景表法4-2 

3 □ 
合理的な根拠が、試験･調査によって得られた結果や専門家、専門家団体若
しくは専門機関の見解又は学術文献によって客観的に実証されたものではな
い。 

景表法4-2 

4 

□ 
① 商品の優位性を意味する「世界初」｢日本初｣「業界初」「最大」｢最小｣「最高

級」「特選」「極上」などの用語を使用している場合に、具体的な根拠を付記し
ていない。 

景表法4-1-1 

□ ② 「売上累計○○万個」「販売実績○億円」「自社内売上No.１」などの数値デー
タが、合理的で信頼性があると思えない。 

景表法4-1-1 

□ ③ 商品の説明を補足するデータ、図画、及び写真が、合理的で信頼性があると
思えない。 

景表法4-1-1 

□ ④ 毎日変動する意味のない「売上ランキング」等の順位を表示し、あたかも自
社商品が優良であるかのように標榜している。 

景表法4-1-1 

5 □ 「永久」「半永久」「永遠」などの用語を使用して、耐久性が無制限であるかの
ような標榜、ないし暗示をしている。 

景表法4-2 

6 □ 客観的に実証された根拠なしに、「安全」「安心」「無害」｢無公害｣などの安全
性を意味している用語を使用している。 

景表法4-2 

7 □ 特許又は特許出願中の表示を行っている場合に、「製造特許」といった種類、
特許番号、特許発明にかかる事例を併記して正確に表示していない。 

景表法4-1-1 

8 □ 外国における「特許取得」を表示している場合に、取得の状況、出願国名を
明記していない。 

景表法4-1-1 

9 □ 「世界特許」｢国際特許｣といった表示をしている。 景表法4-1-1 

10 □ 公共機関や団体などから認定、推奨、受賞などを受けている表示をしている
場合に、その内容、時期、名称、対象範囲を正確に表示していない。 

景表法4-1-1 

11 □ 著名人の推薦、推奨の表示は、本人の了承を得ていることが明確でなく、ま
た本人の意思を歪曲した内容で掲載している。 

景表法4-2 

12 □ 「最新機種」等を表示する場合に、「データ更新日」を明示していない。 景表法4-1-1 

13 □ 販売すべき商品の写真が他の商品の写真を表示している。 景表法4-1-1 

14 □ 「注文殺到中」などの用語を使用して、購入を煽る表示を行っている。 景表法4-1-1 
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【２】 不当な比較広告表示 

Ⅶ 資料編 

1 □ 
「自社しかできない」「他社にマネできない」などの用語を使用し、他社と比較
しての優位性を強調しているが、その裏付けとなる合理的な根拠を速やかに
提出できるとは思えない。 

景表法4-1-1 

2 □ 独自の条件設定や論理で自社商品と他社の同様商品を比較し、自社の商品
が「成分」や「価格」において優位であることを強調している。 

景表法4-1-1 
景表法4-1-2 

3 □ 独自の条件設定や論理で自社の既存商品と新規商品を比較し、新規商品の
機能性が格段に向上したことを強調している。 

景表法4-1-1 

1 □ 
｢病気の治療又は予防を目的とする効果｣「身体の組織機能の一般的な増強、
増進を目的とする効能効果」について、著しく事実に相違する、又は誤認させ
るような表示をしている。 

健増法32の2 
景表法4-2 

2 □ 有機農産物のＪＡＳ規格に定める生産方法で生産され、登録認定機関の認
定を受けた農産物ではないのに「有機」と表示している。 

ＪＡＳ法 
景表法4-1-1 

3 □ 特別栽培農産物表示ガイドラインで禁止されている「無農薬」「無化学肥料」
「減農薬」「減化学肥料」といった表示をしている。 

ＪＡＳ法 
景表法4-1-1 

【３】商品ごとに制限されている広告表示 

         （食品、化粧品、医療機器等を販売する事業者対象） 

(3)-Ａ.食品（健康食品、生鮮食品、加工食品等）を販売している場合 
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(3)-Ｂ.健康食品を販売している場合 

Ⅶ 資料編 

1 □ 医薬品と誤認されるような効能効果を標榜、ないし暗示している。 
薬事法68 
景表法4-2 

2 □ 病気の治療又は予防を目的とする効能効果を標榜、ないし暗示している。 
薬事法68 
景表法4-2 

3 □ 
身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果を標榜、
ないし暗示している。 

薬事法68 
景表法4-2 

4 □ 
名称やキャッチフレーズより見て、医薬品的な効能効果を標榜、ないし暗示し
ている。 

薬事法68 
景表法4-2 

5 □ 
含有成分の表示及び説明より見て、医薬品的な効能効果を標榜、ないし暗
示している。 

薬事法68 
景表法4-2 

6 □ 
製法や品質検査の説明より見て、医薬品的な効能効果を標榜、ないし暗示し
ている。 

薬事法68 
景表法4-2 

7 □ 
起源、由来等の説明より見て、医薬品的な効能効果を標榜、ないし暗示して
いる。 

薬事法68 
景表法4-2 

8 □ 
新聞、雑誌等の記事を引用又は掲載することにより、医薬品的な効能効果を
標榜、ないし暗示している。 

薬事法68 
景表法4-2 

9 
□ 

① 医者、学者、医療関係者等の談話などを掲載することにより、医薬品的な効
能効果を標榜、ないし暗示している。 

薬事法68 
景表法4-2 

□ 
② 医者や学者の著書やセミナーの紹介をすることで、医薬品的な効能効果を

標榜、ないし暗示している。 

薬事法68 
景表法4-2 

10 
□ 

① 「使用体験談」を掲載することにより、医薬品的な効能効果を標榜、ないし暗
示している。 

薬事法68 
景表法4-2 

□ 
② 個人体験談で効能効果を表示しているにも関わらず、「使用体験には個人差

があること」の注釈を表示していない。 

薬事法68 
景表法4-2 

11 □ 
「服用時期」「服用間隔」「服用量」等を細かく定めることにより、医薬品的な効
能効果を標榜、ないし暗示している。 

薬事法68 
景表法4-2 

12 □ 「副作用がない」「安全」「安心」など安全性に関する用語を使用している。 
薬事法68 
景表法4-2 

13 □ 
その食品の製造・販売元が製薬会社の場合、「製薬会社」を極端に強調する
ことにより、効能効果を標榜、ないし暗示している。 

薬事法68 

14 □ 
その食品を使用することによって、大きなダイエット効果があると標榜、ないし
暗示している。 

健増法32の2 
景表法4-2 

15 
その食品が粉末や固形であるにも関わらず、含有成分をエキス換算して含有
量を表示し、より大きな効能効果が期待できるということを標榜、ないし暗示
している。 

健増法32の2 
景表法4-2 

16 □ 
トラブルのある顔写真や部位の写真を表示し、あたかもそのトラブルに対して
効能効果が期待できるということを標榜、ないし暗示している。 

健増法32の2 
薬事法68 
景表法4-2 
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Ⅶ 資料編 

1 □ 「特定保健用食品」（条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健
用食品）である旨を表示していない。 

健増法32の2 
景表法4-2 

2 □ 健康の維持増進や特定の保健の用途として許可又は承認を受けた内容を逸
脱して表示している。 

健増法32の2 
景表法4-2 

3 □ 医薬品と誤認されるような疾病の診断、治療、予防等に関係する表示をして
いる。 

薬事法68 

(3)-Ｃ.特定保健用食品を販売している場合 

1 □ 「栄養機能食品」である旨と栄養成分の名称を併記して表示していない。 健増法26 

2 □ 国で定めた規格基準に適合していることを確認し、定められた栄養成分の機能
表示及び注意喚起表示について適正に表示していない。 

景表法4-2 

3 □ 機能表示が認められていない成分の機能を表示している。 
健増法32の2 
景表法4-2 

4 □ 特定保健用食品で許可されている「お腹の調子を整える」など、特定の保健の
目的に役立つ旨の表示をしている。 

健増法32の2 
景表法4-2 

5 □ 医薬品と誤認されるような疾病の診断、治療、予防等に関係する表示をして
いる。 

薬事法68 

(3)-Ｄ.栄養機能食品を販売している場合 

(3)-Ｅ.特別用途食品を販売している場合 

1 □ 「特別用途食品」としての許可を確認した上で、乳児用、幼児用、妊産婦用、病
者用等の特別な用途に適する旨の表示をしていない。 

健増法26 

2 □ 「特別用途食品」としての許可を受けた範囲内の内容で表示していない。 健増法26 
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Ⅶ 資料編 

1 □ ① 化粧品の効能効果の範囲である５６項目から外れた表示をしている。 
景表法4-1-1 
薬事法66-1 

2 □ ① 特定成分を記載してあたかも有効成分であるかのような表示をしている。 景表法4-1-1 

3 

□ ① 化粧品の効能効果又は安全性を保証する表示をしている。 景表法4-2 

□ ① 化粧品の使用前、使用後の図画・写真等を掲載し、効能効果および安全性
を暗示している。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

□ ① 化粧品の医療機関での取り扱い、医師の推薦等を表示し、効能効果および
安全性を暗示している。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

□ ① トラブルのある顔写真や部位の写真を表示し、あたかもそのトラブルに対す
る効能効果を標榜、ないし暗示している。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

4 □ ① 「毛髪の修復」「毛髪の改善」などの用語を使用し、育毛に関する効能効果を
標榜、ないし暗示している。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

5 □ ① 「無駄毛の除去」「ムダ毛が薄くなる」などの用語を使用し、除毛に関する効
能効果を標榜、ないし暗示している。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

6 □ 
① 「シミが消える・薄くなる」「透明な肌になる」などの用語を使用し、美白に関す

る効能効果を標榜、ないし暗示している。ただし、メーキャップ効果により肌を
白く見せるという場合は除く。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

7 □ ① 「老化を防ぐ」「若返る」「アンチエイジング」などの用語を使用し、若返りに関
する効能効果を標榜、ないし暗示している。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

8 □ ① 「しわを解消する」「しわを予防する」「ボトックス」などの用語を使用し、肌の改
善に関する効能効果を標榜、ないし暗示している。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

9 □ ① 「ぬって痩せる」「○日でマイナス10ｋｇ」などの用語を使用し、ダイエットに関
する効能効果を標榜、ないし暗示している。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

10 □ ① 「使用体験談」を掲載することにより、一般化粧品で認められない効能効果を
標榜、ないし暗示している。 

景表法4-2 
薬事法66-1 

1 □ ① 医療機器と誤認するような名称を使用している。 薬事法66-1,68 

2 □ ① 疾病の診断、治療、予防に使用されること、身体の構造若しくは機能に影響
を及ぼすことなどの、医療機器的な効能効果を標榜、ないし暗示している。 

景表法4-2 

(3)-Ｆ.承認を要しない化粧品を販売している場合 

(3)-Ｇ.健康雑貨、美容器具等を販売している場合 
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Ⅶ 資料編 

1 □ 承認を受けた効能効果等の範囲内を逸脱して表示している。 薬事法66-1 

2 □ 「副作用がない」「使用法を問わず安全である」といった安全性を保証する表示
をしている。 

薬事法66-1 
景表法4-2 

3 □ 期限、由来等の説明から、安全性又は優秀性を保証する表示をしている。 
薬事法66-1 
景表法4-2 

4 □ 臨床データや実験例等を例示している。 
薬事法66-1 
景表法4-2 

5 □ 効能効果又は安全性に関する使用前後の図画、写真等を掲載している。 
薬事法66-1 
景表法4-2 

6 □ 効能効果又は安全性に関する使用体験談等を掲載している。 
薬事法66-1 
景表法4-2 

7 □ 「最高のききめ」等効能効果又は安全性について、最大級を意味する表現を使
用している。 

薬事法66-1 
景表法4-2 

8 □ 製品発売後６ヶ月を超えた商品についても「新発売」と表示している。 
薬事法66-1 
景表法4-1-1 

9 □ 「速く効く」等即効性に関する効能効果を表示している。 
薬事法66 
景表法4-2 

10 □ 医薬関係者の推薦、公的機関の公認・推薦（「厚生労働省認可」等）等を表示
している。 

薬事法66-2 
景表法4-1-1 

11 □ 品質、効能効果、安全性等について、他社製品を誹謗する表示をしている。 
薬事法66-1 
景表法4-2 

12 □ 医療機器を販売している場合、都道府県へ届出、都道府県知事の許可、管理
者の設置といった必要な措置を取っていない。 

薬事法68 

1 □ 商品の原産国を表示している場合は、原産国を誤認させるような表示をしてい
る。 

JAS法 
景表法4-1-3 

2 □ 景品類の提供を行っている場合は、景品表示法に定められた景品類の額の
制限を守っていない。 

景表法3 

3 □ 当該チラシで商品を購入するには、機能性やサイズなどの基本的な商品情報
が不足している。 

特商法11 

4 □ 当該チラシに使用している用語や数値に自社独自の定義づけをして、正当化
している。 

景表法4-1-1 

5 □ メインテナンス商品が必要であるにも関わらず、その商品についての説明をし
ていない。 

景表法4-1-1 

(3)-Ｈ.承認を要する医薬品、医薬部外品、医療機器を販売している場合 

【４】その他 
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Ⅶ 資料編 

２．化粧品の効能効果の表示範囲 
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