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公益社団法人 日本通信販売協会（以下、略称：「JADMA」という）は、新聞チラシの

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、2018年度も前回同様の新聞

折込チラシの通信販売広告を対象に調査・検証を行った。 

 

今回の調査でも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、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

いう視点で問題点を洗い出した。従って、この程度ならば通常は許容されると思われる広

告表示も抽出して検討を加えた。 

 

同時に前回に引き続き、テレビ通販CMの広告調査を実施した。テレビ通販は年々売

上規模も拡大し、オンエアされる通販CMも増加している。一方、そのテレビ通販におい

て消費者とのトラブルも起きつつある。そこで本委員会ではテレビ通販CMの状況を把握

するとともに、表示についての検証を行った。 

 

 

この調査の実施期間中にも、通販会社に消費者庁から措置命令が出された。本委員

会で審査を行い適正でないと判断された折込チラシについては、JADMA会員社はもと

より非会員社に対しても委員会での意見を通知し、JADMAとして直接的な改善への働

きかけを行っている。このような具体的な働きかけを通じて、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

実態調査 『2018年度調査報告書』としてまとめたものである。  

 
 2019年6月 
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◆広告適正化委員会について 
 

 広告適正化委員会について 

本事業は、通信販売における折込チラシ、テレビ通販CM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、当協会事務局が予め精査し、抽出した折

込チラシ、テレビ通販CMを広告適正化委員会で審議、特定商取引法や景品表示

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

護の立場に立った表示の適否について判断、意見をいただく。それらを本報告書に

まとめ広く啓蒙を行い、さらには改善に関する具体策を実施し、通信販売業界の広

告適正化の一助となるよう活動を継続的に行うものである。 

 活動内容 
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本年度も前回同様2回の調査を実施した。1回目は秋口である9月1日（土）から折り込まれた

チラシを、また2回目は10月22日（月）から折り込まれたチラシを対象とした。 

Ⅰ.  調査概要 

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） 

1. 調査対象 

対象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

収集する。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。 

2. 調査期間および件数 

今回の調査も前回同様各300件、合計600件の折込チラシを精査分析することとした。実施

にあたっては、調査対象の広告チラシは折込日や折込エリアが違っても同一表現の折込チラ

シは1件とし、広告の表示が異なる個別折込チラシが各300件となるまで収集を行った。 

 

◆ 1回目   2018年9月1日(土)～10月21日(日) 300件 
            ※前年：2017年9月1日(金)～11月6日(月) 
◆ 2回目   2018年10月22日（月）～12月11日(火） 300件 

            ※前年：2017年11月7日(火)～12月16日(土)  
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① 折込エリア 

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡の6都市の折込件数 

（１）統計調査分析 

 統計調査分析では同一内容・表示のチラシ広告であるかどうかに関わらず、1折込1件
として集計し、合計  件の新聞折込チラシの折込状況を精査分析した。 

3. 調査項目 

② 折込曜日 

月曜日から日曜日までの各曜日の折込件数 

 



④ 通販会社の業態 

通販会社の業態をメーカー・中間業者・小売・その他に分類・集計 

③ 商品分類（8ジャンル） 

服飾雑貨（アクセサリー、靴、鞄を含む）、宝石・貴金属・時計・眼鏡 

衣料品 

化粧品、美容・健康用品（健康食品以外）、医療機器 

 ホームリビング用品（家具・収納用品など）、家電量販 

趣味・娯楽（ペット、囲碁、手芸、ゲーム、玩具など） 

健康食品 

食品類 

 その他（上記商品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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⑤ JADMA会員比率 

通販会社がJADMAの会員であるかを分類・集計 

② 商品内容に関する広告表示の調査 

 商品内容に関する広告表示に関しては、JADMA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）をもとに関連法令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、消費者視点に立ち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。 

(2) 個別調査分析 

 
折込チラシの個別分析評価としては、下記内容に従い関連法令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する。 

① 取引内容に関する広告表示の調査 

 取引内容に関する広告表示では、特定商取引法に基づく必要記載事項、及び返品特約

に関する事項が正確に記載されているかを精査分析した。 

 

社名の記載          ◆住所の記載            ◆申込方法の記載   

◆価格の記載          ◆送料の記載            ◆消費税の記載   

◆支払方法の記載     ◆支払時期の記載     ◆商品引渡時期の記載   

◆返品特約の記載       ◆返品時の送料の記載 



取引内容および商品内容に関する調査を行うにあたり、対象件数の各300件、合計600件を

収集するのに、1回目503件と2回目383件の合計886件の折込チラシを収集した。前回と同様、

家電量販や健康食品の通販会社が重複して折込チラシを全国的に折り込んでおり、全般的に折

込チラシの件数は更に減少の傾向にある。また新規の通販会社による折込広告も減少していた。

ついては、折込チラシの折込状況を以下に検証した。 

Ⅱ. 調査サマリー 
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件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

②

③

札　幌

仙　台

東　京

130 135 -5
①

14.7% 17.4% -2.8%

合   計

名古屋

大　阪

福　岡

④

⑤

⑥

131 115 16
14.8% 14.9% -0.1%

155 130 25
17.5% 16.8% 0.7%

123 132 -9

122 22

13.9% 17.1% -3.2%
203 140 63

100.0% 100.0%

今回 増減前回

16.3% 15.8% 0.5%
886 774 112

22.9% 18.1% 4.8%
144

1.  エリア別の折込チラシ 

エリア別の折込チラシの収集件数は、1.大阪 2.東京 3.福岡 4.仙台 5.札幌 6.名古屋の

順となった。通信販売は全国ベースでの営業展開であることから、折込エリアについては大きな

差異は見られない。 
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件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比 100.0% 100.0%

今回 増減前回

8.5% 8.5% -0.1%
886 774 112

5.8% 12.5% -6.8%

75

86 101 -15

66 9

9.7% 13.0% -3.3%
51 97 -46

130 83 47
14.7% 10.7%

147 62
23.6% 19.0% 4.6%

合   計

木曜日

金曜日

日曜日

④

⑤

⑦

⑥ 土曜日

①
19.4% 16.9% 2.5%

3.9%

②

③

月曜日

火曜日

水曜日

172 131 41

163 149 14
18.4% 19.3% -0.9%

209

2.  曜日別の折込チラシ 

今回の調査では一週間の曜日別の折込チラシの折り込み件数では、月曜日、火曜日、水曜

日の週の前半に多く折込まれていることが判った。一方、木曜日と金曜日は前回調査に比較し

て減少していた。また、前回少なかった土曜日が大きく増大しているのも特徴的であった。 
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件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

件 　数

構成比

53 44 9
6.0% 5.7% 0.3%

②

③

服飾雑貨

衣料品

化粧品

①
1.6% 1.7% -0.1%

14 13 1

合   計

ホーム・家電

健康食品

④

⑥

⑤ 趣味・娯楽

⑦ 食品類

⑧ その他

146 38
20.8% 18.9% 1.9%

184

302 250 52

156 9

34.1% 32.3% 1.8%
23 13 10

2.6% 1.7% 0.9%

100.0% 100.0%

今回 増減前回

18.6% 20.2% -1.5%

886 774 112

165

139 146 -7

0.7% 0.8% -0.1%

15.7% 18.9% -3.2%
6 6 0

3. 商品分類別の折込チラシ 

商品分類別に折込件数を見てみると、前回と同様の傾向が見られた。特に家電量販店の折

込チラシは全体の約35％を占めている。これは店頭への集客と電話注文を目的としているため

と考えられる。また化粧品の折込チラシも増加していることが判った。 
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件　 数

構成比

件　 数

構成比

件　 数

構成比

件　 数

構成比

件　 数

構成比

106 210 △ 104
①

12.0% 27.1% -15.2%

今回 増減前回

メーカー

合   計

その他④

1 11

84.2% 68.0%

886 774

②

③

中間流通

小　売

-10
0.1% 1.4% -1.3%
746 526 220

112
100.0% 100.0%

16.2%
33 27 6

3.7% 3.5% 0.2%

会社数

構成比

件 　数

構成比

会社数

構成比

件 　数

構成比

会社数

構成比

件 　数

構成比

合   計

② 非　会　員

39
55.8% 55.1% 0.8%

67

77
3.6%

148 109

265 198
100.0%

117 89 28
44.2% 44.9% -0.8%

今回 増減前回

① JADMA会員
500 465 35

56.4%

100.0% 100.0%

60.1% -3.6%

886 774 112
100.0%

386 309
43.6% 39.9%

4. 業態別の折込チラシ 

広告主の業態を見てみると、メーカーの折込チラシが大きく減少していた。一方、小売事業者

の折込チラシは増大していることが判った。 

5. JADMA会員・非会員別の折込チラシ 

今回の調査では、広告主は265社であり、前回の198社から増加した。またJADMA会員社は

117社で500件の折込チラシという結果であった。また非会員社は148社で386件の折込チラシ

件数であった。総じて、1社当たり平均3.5件の折込チラシを折込んでいることになる。 
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件 　数

構成比

件　 数

構成比

件　 数

構成比

①
63.2% 47.5% 15.7%

今回 増減前回

適　正
27

-27
36.8% 52.5% -15.7%

288 315
② 不適正

312 285

600 600
100.0% 100.0%合　計

Ⅲ. 新聞折込チラシに関する調査結果 

1. 取引内容に関する表示について 

600件中221件の折込チラシで各種関連法令に定める記載事項の一部が欠落していた。その

多くは基本的な取引に関する事項は記載されているものの、屋号のみで「正式社名」「後払い時

の支払時期」「商品引渡時期」「返品特約」「返品時の送料」を明示していないケースであった。 

 ・取引内容に関する広告表示の適否 

今回 前回 増減 今回 前回 増減

件 　数 409 399 10 191 201 △ 10
構成比 46.2% 66.5% -20.3% 53.8% 33.5% 20.3%
件 　数 421 434 -13 179 166 13
構成比 70.2% 72.3% -2.2% 29.8% 27.7% 2.2%
件 　数 598 596 2 2 4 -2
構成比 99.7% 99.3% 0.3% 0.3% 0.7% -0.3%
件 　数 600 591 9 0 9 -9
構成比 100.0% 98.5% 1.5% 0.0% 1.5% -1.5%
件 　数 586 555 31 14 45 -31
構成比 97.7% 92.5% 5.2% 2.3% 7.5% -5.2%
件 　数 596 588 8 4 12 -8
構成比 99.3% 98.0% 1.3% 0.7% 2.0% -1.3%
件 　数 569 534 35 31 66 -35
構成比 94.8% 89.0% 5.8% 5.2% 11.0% -5.8%
件 　数 356 377 -21 244 223 21
構成比 59.3% 62.8% -3.5% 40.7% 37.2% 3.5%
件 　数 471 447 24 129 153 -24
構成比 78.5% 74.5% 4.0% 21.5% 25.5% -4.0%
件 　数 500 503 -3 100 97 3
構成比 83.3% 83.8% -0.5% 16.7% 16.2% 0.5%
件　 数 492 497 -5 108 103 5
構成比 82.0% 82.8% -0.8% 18.0% 17.2% 0.8%

不適正

①

②

③

社　名

住　所

申込方法

適正

価　格

送　料

消費税

支払方法

④

⑤

⑥

⑦

返品時の送料

⑧ 支払時期

⑨ 商品引渡時期

⑩ 返品特約

⑪

・取引項目別広告表示の適否 
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(1) 特定商取引法記載事項の表示 

家電量販店の折込広告は店舗の集客広告と通販広告の
二面性があり、屋号のみが記載されていて正式社名が不
記載のケースが多い。また支払条件がｺﾝﾋﾞﾆの後払いの
場合に支払時期が不記載のケースが多々あった。 
その他、返品に関する記載事項が不適正な表示が前回

同様に多く、返品時の送料負担などの事項についても不
記載が見られた。返品時に消費者とのトラブルとならないた
めにも適正な表示とすべきである。 

(2) 通常価格と限定価格の表示 

『〇月〇日まで期間限定の特別価格』と表示してあるにも
関わらず、期間が過ぎても特別価格で販売しているケース
がある。今回その点についてしっかり遵守しているかを検
証した。事例では表示委された期日以後に通常価格販売
されており、期間限定が適正であることが判った。一方、お
せちなどの予約販売の早期割引価格の限定期間が不記
載であったり、何時通常価格で販売するのか曖昧な表示も
見られた。 

 

取引内容の表示の調査では、主に「特定商取引法の記載事項」、「通常価格と限定価格」、

「機能性表示食品・栄養機能食品」、「定期購入」の表示について検証・精査した。全体的に意

図的で悪質な表示は少なく、不適正とした表示も一部箇所を改善してほしいというような内容で

あった。以下、全体の傾向をまとめた。 

(4) 定期購入の表示 

定期購入に関する表示についても前回同様に検証を
行った。大方の定期購入商品の広告は適正な表示であっ
た。しかし、「〇〇コース」と当該社独自のネーミングで表示
注釈で定期購入うコースのことですと注釈していたり、購入
の回数縛りの打消し表示が小さなフォントでうっかり見落と
しかねない表示も散見された。 

(3) 機能性表示食品・栄養機能食品の表示 

『機能性表示食品』の表示については、各社とも適正な
表示の範囲であった。消費者庁のガイドラインやJADMA
のセミナーも実施しており、機能性表示食品を扱う各社の
理解が進んだものと思われる。一方、栄養機能食品と記載
されているものの、その栄養成分が不明瞭な折込チラシも
あり、基本的な知識が欠落している企業も見られた。 



・商品内容に関する広告表示の適否 

第1章.新聞折込チラシ調査 
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2. 商品内容に関する表示について 

消費者の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調査したものであったが、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534件、約90%の通販広告が適正に

表示されており、前回よりもさらに改善された状況であった。しかしながら約10%の折込チラシに

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

者に不信感を与えかねない表示となっていた。 

 

件 　数

構成比

件　 数

構成比

件　 数

構成比 100.0% 100.0%合　計

② 不適正

534 542

600 600

8
11.0% 9.7% 1.3%

66 58

①
89.0% 90.3% -1.3%

今回 増減前回

適　正
-8

今回 前回 増減 今回 前回 増減

件　数 6 1 5 4 5 -1
構成比 1.1% 0.2% 0.9% 6.1% 8.6% -2.6%
件　数 50 33 17 0 1 -1
構成比 9.4% 6.1% 3.3% 0.0% 1.7% -1.7%
件　数 73 94 -21 35 34 1
構成比 13.7% 17.3% -3.7% 53.0% 58.6% -5.6%
件　数 224 199 25 9 8 1
構成比 41.9% 36.7% 5.2% 13.6% 13.8% -0.2%
件　数 9 6 3 0 1 -1
構成比 1.7% 1.1% 0.6% 0.0% 1.7% -1.7%
件　数 85 111 -26 17 7 10
構成比 15.9% 20.5% -4.6% 25.8% 12.1% 13.7%
件　数 83 96 -13 1 2 -1
構成比 15.5% 17.7% -2.2% 1.5% 3.4% -1.9%
件　数 4 2 2 0 0 0
構成比 0.7% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
件　数 534 542 -8 66 58 8
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100%

合   計

ホーム・家電

趣味・娯楽

健康食品

食品類

その他

④

⑤

⑥

⑦

⑧

不適正

①

②

③

服飾雑貨

衣料品

化粧品

適正

・商品分野別広告表示の適否 



(4) 個人体験談の表示 

行き過ぎた感想を語る個人体験談についても検証を行っ
た。今回も、「次男（内科医）のすすめで」「使い続けたら顔
が明るくなって」などの顧客の声を取り上げて、その効果を
訴求する表示が散見された。「個人の感想です」「個人差
があります」と注釈をしても、内容に十分注意を払うことが
必要である。 

 

第1章.新聞折込チラシ調査 
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(1) 化粧品の効能効果の表示 

  今回の調査でも化粧品の折込チラシで、「できてしまっ
たシミを解消する」というような表示が見られた。また「シワ」
「ほうれい線」が改善すると暗示させるような表示も散見さ
れた。また、「炭酸」や「燕の巣」の効能で美白になるといっ
た表示もあった。一方、「エステや整形でレーザーを当てる
前にお使いください。」というような医薬品と誤認しかねない
表示もあり、早急な改善を要望したい。 

(2) 健康食品の効能効果の表示 
 健康食品では「サプリを飲んで髪の毛に効果がある」「凄
い葉見つけた、むくみを許すな」というような、養毛効果や
むくみの改善を暗示する合理的な根拠が疑念される折込
チラシが見られた。また「製薬会社」であることを表示して、
あたかも効能効果が期待されるかのような暗示する表示も
散見した。一方、新たに特許を持つ新成分を使って開発し
た健康食品の表示もあり、消費者が誤認しかねないことも
予想された。。 

(3) 数値・データの表示 

商品の販売数や売上ランクの優位性を表示して、多くの
消費者の支持を受けていることを暗示させるケースがある。
しかし、それが事実であるか疑念を生じさせるデータも少な
くない。今回の調査でも、その類の折込チラシが見られた。
また、商品の性能を説明するために図表やデータを表示し
ているケースも、その裏付けの信憑性が疑問視される折込
チラシも見られた。 

 

 

商品内容の表示の調査では、主に「化粧品の効能効果」、「健康食品の効能効果」、「数値・

データ」、「個人体験談」の表示について検証・精査した。前回に比べ誇大な表示や不当な表示

は減少していたが、一部改善が必要とされる表示も見られた。以下、全体の傾向をまとめた。 



今回の調査では600件の折込チラシ広告を精査した。その折込チラシを事務局であらかじめ、

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

おそれのある広告の3ジャンルに仕分け、審議を行う折込チラシを抽出した。 

その上で、委員会では抽出した通販チラシを中心に、それぞれ審議を行い、問題とされる表示

箇所の検証により広告表示の適否を判定した。次頁以降にその広告の事例をまとめた。 

 特定商取引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、景品表示法や薬機法などの関連法令に抵触
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。 

◆一部不適正な表示が見られ、改善が必要な広告 

 特定商取引法の記載事項や返品特約の記載漏れが散見される広告。 

 商品の説明について、景品表示法や薬機法などの関連法令に抵触
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。 

◆通販の関連法令に抵触するおそれのある広告 

 特定商取引法の記載事項や返品特約が不記載であり、意図的とも
思われる広告。 

 商品の説明について、景品表示法や薬機法などの関連法令に抵触
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表示が散見する広告。 

Ⅳ. 事例集 

第1章.新聞折込チラシ調査 
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グリーンカード 

イエローカード 

レッドカード 

◆取引条件、商品説明が適正に表示されている広告 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

忙しい時ほど、素敵でいたい。 
そんな女性におすすめなのが、今季人気のセットアップアイテム。上下同素材をそろいで着るだけで、

あっという間にコーディネート完了。 
しかもスマートなハイネックとボディラインが響かないワイドパンツの組み合わせなら、スタイルアップも

お任せあれ、素材はあえて毛素材を入れずにチクチク感を抑えたなめらかなミラノリブニット。のびのび
楽々＆瞬間奇麗を叶えてくれる、忙しい女性を奇麗に見せる秘密兵器です。 
期間限定の特別価格 ￥7,900円+税 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、女性のファッションの折込チラシである。分かりやすい商品説明であり、画像からも素
材が十分に理解できる。 

 この広告では通常価格12,900円（税抜）を期間限定価格として7,900円（税抜）の表示されている
が、果たしてこの期間限定価格が遵守されているかを検証した。前回調査でも、特別価格で期間
を過ぎても販売しているケースが散見された。そこで当該社のWEBショップで検証したところ、期
間限定を表示どおりに遵守していることが判った。消費者の信頼に値する広告表示である。 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

堺に店を構えて46年。佐賀牛取り扱い指定店「○○○○」は、本当においしいお肉だけを自信を持って
提供します。確かな目で仕入れた佐賀牛は、柔らかい赤身と風味の違うまろやかな霜降りが特長。 
 
また話題のブランド泉州産○○ポークは、脂身がしつこくなく、口いっぱいに肉の甘みが広がります。こ

の機会にどちらもたっぷりとお楽しみください。 
すき焼き、しゃぶしゃぶ、焼肉、ステーキ用。お好みに合わせてカットいたします。お召し上がり方に合わ

せたタレをサービス。 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、精肉の通販折込チラシである。商店街のお肉屋さんが通信販売をしていると推測さ
れる。WEBを検索してもWEBショップはない。この折込チラシのみでの通信販売と思われる。 

 基本的な事項は記載されてはいる。ただ「クール便」とは、冷凍なのか冷蔵なのかが不明瞭であり、
冷蔵であれば賞味期限の記載が欲しい。消費者の視点に立った商品説明への改善が望まれる。 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、ズワイガニの折込チラシである。先着200セットの限定で、訳あり商品だから6,300円
（税込）ということである。「ちょっと訳あり」とは、どのような訳なのか不明瞭であり、また「茹で姿ズワ
イガニ3杯」ということであるが、カニの重量の記載がなく、大きさが分からない。これでは、消費者
が購入することは難しい。 

 「昨年よりも値上げしており、申し訳ございません」とお詫びしている記載から、信頼できる通販会
社と推測できるが、消費者視点の表示へと改善を期待したい。 

訳あり 濃厚な旨みが堪らない！香住がに3杯セット 
 
ちょっと訳あり  茹で姿香住ガニ3杯（ベニズワイガニ） 6,300円 
今年はカニの価格が高騰しているため、昨シーズンよりも値上げしており、申し訳ございません。 

 
カニの脚が外れて不揃いな場合もあります。予めご了承下さい。（本数は変わりません） 
年内のお届けは12月15日着まで 

 
 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

葉取らず 樹上完熟 長野県産サンふじ! 
サンフジは蜜が入りやすい品種ですが、全てに入るものではありません。蜜入りの程度はリンゴによっ

ても多い少ないがあり、天候に左右され全体的に入りにくい年もあります。 
蜜はだんだん果肉に吸収あれ見えなくなりますが、りんご自体の糖度が下がるわけではありません。 

 
申込締切 12月10日(月) 
出荷予定/12月10日より1週間～10日前後で順次発送 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、果物のリンゴ予約の折込チラシである。折込日は11月20日（火）であり、発送は12月
10日（月）以降とのことである。 

 「価格」「申込方法」「申込期日」「お届け期日」「会社名」「会社所在地」は適正に表示されている。
しかし「支払い方法」と「予約キャンセル」「返品特約」が不記載である。食品であり、原則返品はで
きないのであれば、その旨を記載しておくことはトラブルを防ぐ上からも必要である。 

 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

〇ぶ〇 おせち 200個限定 県内全域配達します。三段重 普通サイズ 0120-000-000 
 
味の●魂 早期予約でお得 和洋中三段重 11月末まで20,000円 12月1日～21,000円 全国へ無料

配達 0120-000-000 
 
〇〇〇庵のおせち料理 店頭受付・宅配便ご利用の場合 21,000円（税込22,680円）ご予約承り中 

0120-000-000 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、おせちの予約の折込チラシである。タブロイドの折込広告特集で複数のお店のおせ
ちを予約受注している。特集全体として受注をしているのかと注意してみると、各店舗ごとに受注
を行っている。したがって受注電話番号は各店舗別に記載してある。しかし各店舗ともどのような
支払い方法になるのか、予約のキャンセルはできるのかということが不明瞭であり、通販折込広告
としては不適正である。このような広告特集を行う場合には、タブロイド紙の企画担当者が通販記
載事項を統括管理することが必要と考える。 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

2018年10月24日  通常価格16,800円（税別）⇒14,800円（税別）  各300セット限定 
 
2018年11月21日  通常価格16,800円（税別）⇒15,800円（税別）  各300セット限定 本日より5日間 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、おせちの予約販売の折込チラシである。右のチラシは10月24日に折込まれたチラシ
であり、左のチラシは11月21日に折込まれたものである。2枚とも同一地域、同一媒体である。商
品は同一であり、通常価格16,800円である。10月24日のチラシでは14,800円、11月21日のチラ
シでは15,800円の割引価格となっている。おせち販売は早割価格ということがよくあるが、通常価
格で販売するのはいつなのかと疑念が生ずる。特に10月の折込チラシには申し込みの締め切り
が不記載であり、景表法によるところの8週間以上の通常価格での販売がされていないことになる。 

 また、このおせちは11月にも販売予約を行っているため通常価格が存在しない可能性がある。二
重価格の記載にはその点を十分に留意した対応が必要である。 



の視点 

 この事例は、浄水器の折込チラシである。コピーには水素浄水器とあり、水素が生成されると説明
されている。当該WEBショップを検証すると同一画像の商品が販売されており、そこには還元イオ
ン水浄水器と表示されていた。どちらが真実なのか当該社に対する不審を抱かざるを得ない。ま
た、WEBショップは主に浄水器のカートリッジの販売店であり、当該商品についても8,000円（税
別）のカートリッジを6か月ごとに交換しなければならないことが判った。しかし、この折込チラシに
はその旨が不記載であり、消費者とのトラブルが懸念される。 

 また、「商品の取付け作業が必要なため、販売地域を限る必要がある。」との表示も説明不足であ
り、不親切な表示と言わざるを得ない。 

第1章.新聞折込チラシ調査 

水素イオン水で熱中症予防 
水素浄水器から生成される水素イオン水は体への吸収が良く、この時期の水分補給には最適です。 
今ペットボトルの処理が問題となる中、水道水を活用する水素浄水器は水を買ったり容器の処分の手

間もなく、エコで経済的。 
他にも医療用承認の機種なども特別価格でご用意。 

 
※商品の取付け作業が必要なため、販売地域を限る必要がある。 

広告コピー内容  抜粋 
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の視点 

第1章.新聞折込チラシ調査 

炭酸100％の濃密  美白炭酸ミストで美白＆リストアップ！エステや成型でシミにレーザーをあてる前
に、まず使ってください。自信があるので実感がなければ全額返金します。 
50代以上の女性のシミ・くすみでお悩みの方専用の炭酸化粧水です。 
炭酸ガスによるマッサージ効果で肌の代謝が促進、シミを肌から押し上げます。 
シミができている肌は、炎症があり、その炎症が常にメラノサイトを刺激し、メラニンを作っているので、シ

ミがなかなか消えません。 
トラネキサム酸は、その炎症を抑え、メラニンの活性化を抑制するので、根本的なシミへのアプローチを

してくれるのです。 

広告コピー内容  抜粋 
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 この事例は、薬用化粧品の折込チラシである。炭酸の効果で「シミとしわがドンドン薄くなっていく
のが分かる」と個人体験談が表示されている。 

 薬用化粧品といえども、「できてしまったシミが消える」ということは表示できない。その点から不適
正な広告である。また女性二人の画像も使用前、使用後の比較画像をイメージさせる。説明図の
説明も合理的な根拠のあるものとは思われず不適正である。 

 先着50名様限定の特別価格ということで二重価格表示されているが、当該社のWEBショップを検
証したところ40ｇの当該商品は販売されていない。したがって通常価格4,100円に疑念が生ずる。 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

シミを何とかしたらといわれ腹が立ったんです。 
ある上司の何気ないひと言で〇〇さんはショックを受けたという。「●●さんも美容系の商品を売ってい

るなら、もう少しシミを何とかした方がいいよ」。 
それから〇〇さんは一念発起。開発チームのメンバーであることを利用し、シミ対策オールインワン化粧

品に着手しはじめた。 
「今あるシミに集中的に塗って、いろいろ試して、これが一番でした。」 
「○○は良いって聞いていたんで使ってみたんです。翌朝鏡を見た時の驚きは忘れられないですね」。

東京都（66歳） 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、薬用美白化粧品の折込チラシである。広告の構成は開発担当者の開発秘話であり、
彼女が開発した当該美容液はできているシミに対して効能効果があると暗示しているようにとられ
かねない。 

 説明図では「シミをブロック」と記載し、「日焼けによるシミを防ぐ」という適正表示の範囲であるが、
「シミに集中的に塗って、これが一番」と語る開発担当者の話や「翌朝鏡を見た時の驚き」と語る個
人体験談などの広告全体からは“できているシミを消す”という印象が強い。消費者庁も個々の表
示ではなく、全体の訴求が適正かどうかを判断するとの見解であり、その点に十分留意しなければ
ならない。 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

本気の洗顔でトーンアップしたすっぴん陶器肌へ～  皮脂汚れ、一瞬でドロリ!! 
めちゃ売れてるんです。「〇マ〇ジ〇〇リ〇ー〇ー」累計出荷数200万本突破！とにかく売れてます。 
「白いのがいっぱい出てビックリ 使い続けたら、顔が明るくなって、毛穴も気にならなくなって」〇〇45歳 
こすったりする必要がないので、とても肌に優しく皮脂汚れを落とします。なぜ、こすらないのに落ちるの

か。成分のアルカリイオンが皮脂を浮かせ乳化し、流し落とすのからなのです。しかも液体なのでブラシ
では届かない毛穴の奥までしっかり届くのです。さらに、海洋深層水を使用することで肌が必要な水分を
きっちり残します。 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、洗顔料の折込チラシである。洗顔料であり、汚れを落とすことは表示できるが、全体
的に見ると「くすみ」が取れるという効能効果を暗示しているととられかねない。特に「皮脂汚れ、一
瞬でドロリ!!」のコピーや、「顔が明るくなって毛穴も気にならなくてなって･･･」の個人体験談は改善
が必要である。 

 また、この折込チラシには「No1表示」が散見されるが、その「No1」に信憑性があるものか疑わし
い。さらに「累計出荷数200万本突破」の表示についてもしっかりとしたデータに基づいているのか
疑念が湧く。消費者が信頼できる表示へと改善を要望したい。 



第1章.新聞折込チラシ調査 

広告コピー内容  抜粋 

の視点 

老けラインを埋め込むように塗りこむと朝はピーンです！ 
腹話術の人形みたいな口横ラインが･･･⁉ 
なんでも、「南部どり」の鶏脚を大釜でぐつぐつ煮出して取り出される鶏コラーゲンには、コラーゲン同士

の結びつきを強くして、ハリ、弾力アップを促す「ヒドロキシプロオリン」がたっぷり。 
抗生物質や合成抗菌剤を一切使わず、安全と健康にこだわって育てた「南部鶏」100％原料の純国産コ

ラーゲン使用。添加物や酵素を一切使わずに、ゆっくり抽出しています。 

 この事例は、コラーゲンたっぷりの化粧クリームの折込チラシである。販売者は鶏の関連食品
メーカーであり、そこで育成した南部鶏を原材料として抽出されたコラーゲンを配合した化粧ク
リームということである。関係法令に抵触する箇所は見られないが、「ヒドロキシプロリオン」の含有
率の説明図が南部鶏の含有率ではなく、一般的な鶏の含有率であり、やや不自然に感じられる。
また安全性を保証するような表示も見られる。 

 さらに「このクリームを塗ってから5時間たっても、お肌の水分量の82パーセントを維持。一般的な
保湿クリームの約2倍、潤いが持続します。」という表示の裏付けデータを確保しておくことも重要
である。 
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第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

富山で創業70年。製薬会社が安全品質で作りました。 
コラーゲンは効果がない、と思っていませんか。 
製薬会社が作ったコラーゲンは「品質」が違います 
人の組成に近い豚由来のコラーゲンを選んだだけでなく、ソーセージなどの豚肉料理が豊富で国民一

人当たりの豚肉消費量が多い、ドイツ産の原料を使用しています。口に入るものなので製薬会社として
安心してお召し上がりいただけるよう、製造は全て日本国内で行っています。さらに、添加物や他の成
分なども何もせず、何も加工していません。 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、コラーゲンのサプリメントの折込チラシである。当該企業は置き薬の富山県の製薬会
社であることを強調している。したがって「製薬会社品質」「安全品質」の表示は、製薬会社だから
「安心」「安全」ということを保証するような表示が散見される。ことさら製薬会社を前面に出して「安
心」「安全」を強調するのは避けなければならない。 

 この広告のように、製薬会社だから安全安心と強調することに加え、効能効果についても医薬品
的な優位性があると暗示させるような表示も同様である。 

 また「累計出荷数168万箱」の表示についても、データの裏付けを確保しておくことが必要である。 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

分け目・てっぺん・薄いでお悩みの方専用!! 
「80歳間近でもみっしりギッシリです。その秘密は60歳になった時に知人から冬虫夏草を紹介され飲む

ようになりました。目覚めがよくなって日に日に疲れにくい身体になるのが判りました。体調がよいと髪に
もあらわれるんですね。艶がでて抜け毛も減っておまけに白いものまで！」 
多くの育毛剤にも配合されているが、めぐりを良くするには冬虫夏草を『塗る』より内側から『飲む』ことの

重要性が高く評価される。 
全体がペタンコで薄くて分け目も地肌が白く見えるのでウィッグや帽子が手放せませんでした。でも今は

ウィッグも帽子もなしで気にせず出掛けられる。 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、冬虫夏草のサプリメントの折込チラシである。サプリメントを飲むことによって毛髪に効
能効果があることを表示しているが、合理的な根拠に乏しく不適正な表示である。 

 当該WEBショップを検証したところ、折込チラシのような毛髪に関する表示は見当たらない。新客
獲得を目的とした折込チラシのみが誇大な表示となっているものと思われる。 

 また「約9割の方が選ぶお特便」ということで当該商品は定期購入商品である。「定期便は最低3回
のお受取りをお願いします。」と小さなフォントで注釈が記載されているが、消費者が見落としかね
ない。定期便の回数縛りは消費者がはっきりと認識できるように改善すべである。 
 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

むくみを許すな!! 
自然が育てた不思議な赤い葉 女性を悩ませるむくみ。パンパンのふくろはぎは、放っておくと太くなる

一方･･･。こんな重い脚はもう嫌！そんな厄介な悩みを撃退してくれるもの凄いものを発見！簡単な方法
で驚くほどスッキリするんです。 
ガンコながむくみが驚くほどスッキリ！ 貴重な赤いブドウ葉のサプリを購入して続けていると、今度は

水風船みたいにパンパンだった夕方の脚が驚くほどにスッキリ軽やか！あれから3ヵ月、ガンコだったむ
くみはもちろん冷えまでどこかに飛んでいってしまった。 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、ぶどうの葉から抽出した成分を配合したサプリメントの折込チラシである。編集者と顧
客の個人体験談という形で商品説明をしているが、このブドウがどのような種類のブドウなのか説
明がされていない。赤い葉には赤ワインの100倍のポリフェノールがあり、それがむくみの原因で
ある体の水分を勢いよく押し流すということである。合理的な根拠に乏しく不適正な表示である。 

 また、身体の局所であるふくろはぎに対して効能効果があるとの表示も、医薬品と誤認しかねない。
さらに冷えや痩身効果についても記載しており、関連法令に抵触のおそれがある。 

 今回の商品は「らくらく特別特価」とあるように定期購入商品であることも判りづらく、消費者の誤認
を誘発しかねない。 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

朝までずっーと深い休息 
リラックス成分で深い眠りを。グリシン・ギャバ・テアニンといった有名成分に加え、クワンソウ、カモミー

ル、トリプトファンなどのリラックス成分がたっぷり配合されています。10種合計36,000mg 
 
「ずっと浅くてなかなか休めなかった私が、そんなの忘れちゃうぐらいスッとパッと朝を迎えられるように

なりました。」 
「娘の勧めで始めて正解でした。毎日子供みたいにパタンキューです。」 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、深い睡眠をサポートするサプリメントの折込チラシである。栄養機能食品と表示され
ているものの栄養成分が不記載であり、不適正な表示である。当該WEBショップを検証したが、
折込チラシ同様に栄養成分の表示は見当たらなかった。 

 また「10種合計36,000mg」と表示されているものの、10種の成分が何か、それぞれの容量はどの
くらいかについても不記載であり、「発売1年足らずで5万袋突破！」に関しても信憑性を疑わざる
を得ない。 
 



第1章.新聞折込チラシ調査 

の視点 

食品の活性率 驚きの元気パワーはプロポリスの1000倍以上。〇〇大学と特許取得 
ブロリコの抽出には非常に特殊な技術を要し、その方法は日本国内だけでなく、米国、欧州において、

〇〇大学と共同で特許を取得しています。 
抽出には長い年月をかけて涌きでる「世界の名水」ともいわれる富士の雪どけ水を利用しています。 
ブロッコリーの鮮度にも、こだわりぬき、収穫から抽出までにかかる日数は、わずか2日。提携の農家さ

まにご協力いただき、朝摘みブロッコリーを冷蔵や氷詰めにして、国内の自社工場まで直送しています。 
「次男（内科医）のすすめでのみ始めました。今後も元気が続くことを期待します。」〇〇 76歳 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、野菜のブロッコリーから抽出した成分を配合したサプリメント健康食品の折込チラシ
である。成分の抽出については「〇〇大学との特許」という表示が散見されるが、特許の内容がよ
く分からない。また説明図で「食品の活性率が大変高い」としているものの、「活性率」とはどのよう
な指標であるか明らかではない。 

 一方、「インターネット通信販売で販売累計150万個突破！」というデータ表示も、信憑性が疑わ
れる。また、個人体験談に「次男（内科医）のすすめで飲み始めました。」との記載されているなど
疑念を抱かせる表示が散見される不適正な広告である。 
 



上記の取組みを推進し、この調査については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。 

本委員会では、通販折込チラシの実態調査を行い、その結果を受けて不適正な表示をしてい

る通販各社に対して個別に本委員会の調査結果及び改善箇所を通知している。その通知を受け

た通販会社からは指摘事項を真摯に受け止め、改善を図るという連絡を頂戴している。 

今回についても以下の具体的活動を実施するものとする。 

(2) イエローカード広告の通販会社への対応 

• 調査結果を書面で通知。 

• JADMAの「適正広告表示の評価項目」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。 

• 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 

• 調査結果を書面で通知。 

• 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対応がなく、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なるよう継続的に指導を行う。 

第1章.新聞折込チラシ調査 
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Ⅳ. 今後の対応 



テレビにおけるインフォマーシャル形式の通販広告が増大しており、その内容が適正であり、

消費者からの信頼向上ににつながるものでなければならない。 しかしながら、インフォマーシャ

ルの実態については量的にも質的にも把握されていない現状もある。そこで広告適正化委員会

ではインフォマーシャルの内容についての調査を前回に継続して実施するものである。 

第2章.テレビ通販CM調査 

対象は関東地区が放送エリアであるBS放送6局とする。 

Ⅰ. 調査概要 

1 2 3 4 5 6 

BS日テレ BS朝日 BS-TBS BSジャパン BSフジ BSイレブン 

（１）統計調査分析 

 通販CMの放送秒数 

 通販CMの広告主とJADMA会員比率 

 通販CMの商品分類 

 

（2）個別調査分析 

 通販CMの取引内容に関する広告表示の調査 

 通販CMの商品内容に関する広告表示の調査 

 

1. 調査対象 

2. 調査期間 

 2017年12月3日(月)～12月9日(日)  1週間 

3. 調査方法 

4. 調査項目 

 対象放送局でオンエアされた300秒以内の通販CMを自動CM判定システムによっ

て抽出する。 

第2章. テレビ通販CM調査 
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今回の調査は300秒以内の通販CMを対象としたが、1週間で737件の通販CMを抽出した。

前回調査では782件であったので45件減少している。今回の737件には、30秒CM、60秒CMな

ど秒数別に編集した同一商品の通販CMが含まれている。広告主は118社である。 

Ⅱ. 調査サマリー 

第2章.テレビ通販CM調査 

1.通販CMの放送秒数 
 今回抽出した737件の通販CMを放送時間別に精査した。120秒の通販CMが276件と多く、

次に60秒の通販CMが241件であった。30秒の通販CMは健康食品の無料お試しセットや語

学教材の無料配布、保険商品であり、取引条件について簡略化できるものであった。その点か

らも通販CMは商品説明、価格等の取引内容の説明を考慮すると60秒は必要と感じられた。 

2.通販CM の広告主とJADMA会員比率 

 今回抽出した通販CMの広告主は118社であり、その内72社がJADMAの会員であった。ま

たJADMA会員は570件の商品のCMを制作し、オンエアしていることが明らかになった。一方、

非会員の46社は167件の通販CMをオンエアしていた。 
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会社数

構成比

件 　数

構成比

会社数

構成比

件 　数

構成比

会社数

構成比

件 　数

構成比 100.0% 100.0%

77.7% -0.4%

737 782 △ 45

100.0%

167 209
22.7% 28.4%

72 79 △ 7

61.0% 60.3% 0.7%

今回 増減前回

① JADMA会員
570 573 △ 3

77.3%

合　　　計

② 非　会　員

△ 6

39.0% 39.7% -0.7%

△ 13

△ 42
-5.7%

46 52

118 131

100.0%

15秒 30秒 60秒 90秒 120秒 180秒 240秒 300秒 合計

今回 5 36 241 63 276 73 14 29 737
前回 7 76 260 68 276 60 13 22 782



第2章.テレビ通販CM調査 

3.通販CMの商品分類 

 今回抽出した通販CM737件の商品分類を精査してみた。一番多かったのは「健康食

品」の通販CMで268件で全体の約4割を占めている。次に「化粧品・美容・健康用

品」の通販CMで131件あった。今回の特徴として「医薬品」の通販CMが69件と増加

していることがあげられる。今回新たに複数の広告主が「医薬品」CMをオンエアして

いた。 
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件数 構成比 件数 構成比

① AV・デジタル機器 9 1.2% 5 0.6%

② 医薬品 69 9.4% 61 7.8%

③ エンタメ・ホビー 6 0.8% 29 3.7%

④ ガーデニング・DIY 3 0.4% 0 0.0%

⑤ キッチン・生活家電 19 2.6% 22 2.8%

⑥ 服飾雑貨 19 2.6% 10 1.3%

⑦ レジャー・アウトドア 4 0.5% 7 0.9%

⑧ 音楽・映像・ゲームソフト・書籍 26 3.5% 34 4.3%

⑨ 化粧品・美容・健康用品 131 17.8% 121 15.5%

⑩ 家具・家庭用品 38 5.2% 50 6.4%

⑪ 健康食品 268 36.4% 318 40.7%

⑫ 時計・アクセサリー 11 1.5% 7 0.9%

⑬ 自動車・カー用品 1 0.1% 0 0.0%

⑭ 食品・飲料 61 8.3% 57 7.3%

⑮ 美容・健康器具 22 3.0% 23 2.9%

⑯ 保険商品 44 6.0% 38 4.9%

⑰ その他 6 0.8% 0 0.0%

737 100.0% 782 100.0%

今回 前回

合　計



第2章.テレビ通販CM調査 

1. 取引内容に関する表示について 

正式社名、会社の所在地、価格、消費税、送料、返品特約など特商法に関係する記載事項に
ついて調査したが、一部に不適正と判断される通販CMがあった。以下に調査で注目された点
についてまとめた。 
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Ⅲ. 通販CMに関する調査結果 

(1) 特定商取引法記載事項の表示 

テレビ局の考査もあり、特定商取引法記載事項が不適正
である通販CMはなかった。通常、取引に必要な要件は最
後にまとめてテロップ表示される。しかし、表示秒数が通販
CMによって異なっており、短い秒数の通販CMでは返品
の条件や支払い方法などがよく確認できない通販CMも見
られる。また、テロップの文字の色や大きさによってもより取
れないケースもある。テロップ表示とともにナレーションで判
りやすいように広告主の一層の工夫を望みたい。 

(2) 二重価格の表示 

通販CMでも割引価格と通常価格の二重価格表示が多
い。しかし紙媒体と異なり、限られた秒数で説明がされるた
め、割引率だけが印象に残ってしまうケースがある。二重
価格による表示をする際には、通常価格が信頼されるもの
でなければならない。また、期間限定や個数限定などの二
重価格での購入条件についても判りやすい表示とするよう
に配慮が必要である。 

(3) 30分以内限定価格の表示 

 今回の調査で「番組終了後30分以内限定価格」が散見
された。テレビ通販CMではDVDを各局で断続的にオンエ
アするケースもあり、継続して30分限定価格となるのでは
ないかと思われる。また、『WEBショップでも同様なキャン
ペーンを行っている場合があります』との注釈はあるものの、
検証すると「30分限定価格」が通常価格ではないかと疑念
されるケースも見られた。早急に改善すべきである。 

(4) 定期購入の表示 

 定期購入に関する表示については、概ね適正な表示で
あった。しかし決められた回数を購入しなければならない
「購入回数縛り」のテロップ文字が小さくて読み取れない事
例も見られた。消費者とのトラブルの防止の観点からも、広
告主にはテロップ表示に加え、ナレーションでその点を明
瞭に説明するなどの工夫を求めたい。 



2. 商品内容に関する表示について 

今回の調査ではテレビ通販の放送されたCMを視聴し、商品の紹介内容についても検証を
行った。多くは適正な内容であったが、一部の通販CMに関係法令に抵触するおそれのある
CMがあり、また法令には抵触はしていないものの消費者視点に立ち、さらなる改善を加えてほ
しいCMが見られた。以下、特徴的な傾向をまとめた。 

第2章.テレビ通販CM調査 

(1) 医薬品の通販CM 

今回の調査では医薬品の通販CMが前回に比較して増
加していた。今後、医薬品の通信販売が増加することが予
想されるため、広告適正化委員会では医薬品のテレビ通
販CMについて個別検証を行った。 

2014年6月、医薬品のネット販売がスタートした。それに
伴い一般用医薬品のネット販売をする場合に、店舗管理
者名、薬剤師名、取り扱い医薬品の許可区分などの医薬
品販売に関する表示義務の記載が必要となった。 
テレビ通販CMにおいても、ネット販売同様に医薬品販売

に関する表示を行っている。しかし、秒数が限定されるテレ
ビ通販CMでは、その表示内容を一回で判読できないケー
スもあった。一方、医薬品の商品内容の表示についても厳
しく規制されており、例えば、効能効果、性能及び安全性
についての表示や成分の表示などは細かく広告表示の範
囲が決められいる。また、医薬品の乱用防止の観点から大
量販売値引きなども禁止されている。今回はこのようなCM
事例は見られないものの、広告主は十分に注意を払わな
ければならない。 

(2) 過度の演出の通販CM 
商品の優位性を説明するために、動画であるテレビ媒体

では、タレントを起用したり、個人の体験を語らせたりと
様々な演出がされる。今回の調査でも、卵を使用した実験
の動画や筋肉を鍛える腹筋マシンの体験結果など、演出
が過度すぎるのではないかと思われる通販CMが見られた。 
その通販CM2件とも輸入商品であり、海外で制作した画

像と日本で制作した画像を編集しているものであった。概
して、海外の通販番組はエンターテイメント性が強調されて
いることが多く、日本の消費者が求める商品情報との差異
が見られる場合がある。 
 

広告主は商品の機能性や優位性について事実に基づい
た判りやすい情報提供となるようにCM制作に取り組んで
いただきたい。 

－35－ 



◆取引条件、商品説明が適正に表示されている広告 

 特定商取引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、景品表示法や薬機法などの関連法令に抵触
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。 

◆一部不適正な表示が見られ、改善が必要な広告 

 特定商取引法の記載事項や返品特約の記載漏れが散見される広告。 

 商品の説明について、景品表示法や薬機法などの関連法令に抵触
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。 

◆通販の関連法令に抵触するおそれのある広告 

 特定商取引法の記載事項や返品特約が不記載であり、意図的とも
思われる広告。 

 商品の説明について、景品表示法や薬機法などの関連法令に抵触
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表示が散見する広告。 

Ⅳ. 事例集 
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グリーンカード 

イエローカード 

レッドカード 

今回の調査では737件の通販CM広告を精査した。その通販CMを事務局であらかじめ、

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

に抵触するおそれのある広告の3ジャンルに仕分け、審議を行う通販CMを抽出した。 

その上で、委員会では抽出した通販CMの審議を行い、問題とされる表示箇所の検証を

した上で広告表示の適否を判定した。次頁以降にその広告の事例をまとめた。 

第2章.テレビ通販CM調査 



「シミに効く」 

ナレーション  抜粋 

イメージより本質。私たち富山常備薬グルー
プ 本質は何よりも良い医薬品を作ること。 
 
そのために「●●●●プラス」はシミに効く有

効成分を第３類医薬品として許された上限ま
で配合しました。 
 
さらに、シミへの有効成分L-システインの品

質や製造過程まで徹底的にこだわりました。 
だから、シミ・そばかすに飲んで効く。 

 
母の為に作ったものから、より多くの悩みに

応えるために、このこだわりを冬のシミ対策
にお試し頂きたいから「 ●●●●プラス」
たっぷり31日分の本商品を、なんと970円 
970円でご提供致します。 
 
お申し込みは  0120-●●●-●●● まで、シ

ミ、そばかす、諦める前に「 ●●●●プラス」
をお試しください。 

60秒CM 
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 このCM事例は、シミに効くという第3類医薬品の60秒通販CMである。今回商品がリニューアルさ
れ、シミへの有効成分L-システインを第3類医薬品として許された最大量を配合したことを強調し
ている。 

 60秒通販CMであり、放送秒数が短く、最後にテロップで表示される医薬品販売の表記などを消
費者が十分に読み取ることが難しい。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「痛みに効く」 

ナレーション  抜粋 

120秒CM 
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㈱〇〇〇〇の●●●●シリーズから軟膏タ
イプが出ました。●●●軟膏新●●●S ヒ
ザ、腰、肩のつらい関節痛に塗って効く医薬
品なんだ。 
つらい痛みの原因の一つは、血行不良によ

り筋肉が固くなり神経が圧迫されること。そ
こで、●●●錠の軟膏、新●●●Sは温め
医薬品。有効成分トウガラシエキスを配合。
原生薬にして5ｇにもあたるトウガラシエキス
が血行不良で固くなっていた筋肉をジンワリ
と温め、痛みを和らげます。 

 
（グループ代表 薄井啓介） 
もともと私の両親や両親世代のために開発

した医薬品、それがこの●●●錠。今までに
たくさんのお客様に服用いただいてきました。
実はそんな●●●錠のお客様限定でご案内
していた軟膏タイプ、痛みに塗って効く医薬
品としてあまりのご好評に発売することにい
たしました。 
 
ご好評の理由はトウガラシエキスが効く、ト

コフェロール酢酸エステルがL-メントールが
DL-カンフルがサリチル酸メチルがジフェン
ヒドラミンが効く、べた付きにくいクリームタイ
プでヒザ、腰、肩のお痛みに直接塗って外側
から痛みを緩和します。痛いと思ったらすぐ
塗れる、錠剤が飲みにくい方でもすぐ塗れる、
それが●●●錠の軟膏、新●●●S。 
通常3,600円のところを初回限定1,800円、

1,800円でお届けいたします。お申し込みは、 
0120-●●●-●●● 番まで。●●●●シ
リーズの会員様限定でしか手に入らなかっ
た商品です。このチャンスをお見逃しなく。 
 

 このCM事例は、ヒザ、腰、肩の関節痛の第3類医薬品の120秒通販CMである。㈱〇〇〇〇の
●●●錠シリーズの塗り薬タイプである。 

 当該社では既に錠剤タイプの関節痛の錠剤タイプの第3類医薬品を販売しているが、CMの商品
はその塗り薬タイプで、いつでもすぐに塗れることを訴求している。有効成分トウガラシエキスを原
生薬にして5ｇ配合ということで、血行不良で固くなった筋肉を温め、痛みを和らげる効果を表示し
ている。「効く」をナレーションで2回繰り返すが、強調しすぎないよう留意してほしい。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「物忘れの改善」 

ナレーション  抜粋 

物忘れは認知症ではありません。 
 
「アレだよ。アレ。アレ名前なんだっけ？」 
物忘れは改善できるんです。物忘れとは脳

の記憶に関わる器官、海馬にある神経伝達
物質が日頃の生活習慣やストレス、加齢に
より減少し、機能が衰えること。 
そこで中年期以降の物忘れの改善に飲んで

効く北陸富山、〇〇〇〇のお茶のお薬
「●●●●」。 
「●●●●」の原料は多年草「イトヒメハギ」

を乾燥させた生薬 遠志（オンジ）。神経細
胞の情報伝達を助ける漢方薬として古くから
物忘れの薬に用いられてきました。 
「●●●●」はこの生薬「遠志」を100％使用。

「遠志」の成分をしっかりと実感いただきたい
から●●●●は煎じて飲む薬茶にして皆様
へ。口あたりのよさを引き出し、1日3回お飲
みください。 
「●●●●」は認知症の薬ではありません。

物忘れ改善の薬茶です。 
大事な約束やしまった場所を忘れてしまった

り、人や物の名前が思い出せない。そんな
中年期以降の物忘れ改善に飲んで効く北陸
富山の〇〇〇〇の医薬品「●●●●」。通
常価格5,800円のところ中年期以降の限定
価格1,900円。 
本商品が半額以下の1,900円。 
お申し込みはフリーダイアル0120-●●●-

●●●   0120-●●●の●●● 番まで。今か
ら30分オペレータ増員中. 
富山のアレイで通じます。 

120秒CM 
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 このCM事例は、物忘れの改善に効くという第3類医薬品の120秒通販CMである。煎じて1日3回
飲む薬茶で成分は生薬「遠志」。特に「認知症の薬ではないこと」をテロップの打消し表示でもナ
レーションでも流している。 

 ゆっくりと語りかけるナレーションは聞き取りやすく、テロップも読みやすい。したがって特商法の記
載事項や一般医薬品の表示事項も十分に読み取れる。テレビCMは動画であり、秒数に制限が
あるが、消費者にとって明快に理解できるようにあるべきである。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「漢方ならでは耳鳴りの改善」 

ナレーション  抜粋 

つらい耳鳴りで、毎日お悩みの皆様 
「耳鳴りは漢方薬で改善！耳鳴りは飲んで

効く『●●●●エキス錠』を特別価格でご紹
介します。」 
 
「耳鳴りに効くお薬があります。」 
「実は私も悩んでいるんですよ。耳鳴りに」 
「サァー ご紹介しましょう こちらです。」 
「●●●●アドバイザーズの私の漢方薬

「●●●●エキス錠」で～す。」 
「イヤ～これ漢方薬 つまり第2類の医薬品、

お薬ということですよね。」 
「多くの方がお悩みの耳鳴りの改善が効能

効果として、きちんと認められております。」 
「耳鳴りの原因は東洋医学だとストレスや加

齢により血液の流れ、水分の代謝が悪くな
ることが原因と言われています。」 
「その原因に対して漢方薬ならではのアプ

ローチで耳鳴りを改善してくれるという事で
すね。」 
「ハイ、このお薬は6つの自然由来の生薬が

血流の流れや水分代謝を抑止、体内バラン
スを整えることで、耳鳴りを改善していくんで
す。」 
「あとはお値段です。」 
「ハイ、こちら30日分通常4,975円のところ、

初めてご注文の方に限りましておよそ40％
の割引の税抜2,980円でご提供致します。」 
「１日に換算するとおよそ99円です。」 
「こちら症状や飲み合わせについてのご相

談は、お電話先の薬剤師または登録販売者
まで、お薬のプロにお気軽にご相談ください。
お問い合わせは0120-●●●-●●● 0120-
●●●-●●● までどうぞ。」 

120秒CM 

－40－ 

 このCM事例は、耳鳴りを改善する第2類医薬品の120秒通販CMである。漢方薬で質問形式で
商品の説明をする。 

 第2類の医薬品であることをナレーションでもテロップでも表示、医薬品の販売に関する表記も判り
やすく、一読で理解できるように工夫がされている。加えて「こちらの症状や飲み合わせついての
ご相談は、薬剤士または登録販売者まで、お薬のプロにお気軽にご相談ください。」と丁寧にナ
レーションが入る。医薬品の通販CMとしての慎重な販売姿勢が感じられる。 
 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「動脈硬化症の予防に」 

ナレーション  抜粋 

実は今、日本人の5人に1人が血管の病で
命を落としています。高いコレステロール値
をほおっておくと、見えない血管の病が突然
あなたを襲うかもしれません。 
あなたは血管の健康を守れていますか？ 
そこで日本で唯一高コレステロールの改善と

動脈硬化症を予防する効果が認められた、
北陸富山の医薬品「●●●●」。 あなたの
命を危険にするのは、コレステロールがたま
り血管のつまりを引き起こす動脈硬化症。命
に関わる血管の病にもつながります。しかし、
その予防は毎日の食事や運動を気を付けて
もなかなか難しいですよね。 
だから「 ●●●●」4つの医薬品有効成分が

高くなったコレステロール値を下げ、血管を
強化して血液の流れを促進。そして、動脈硬
化症を防ぎます。しかも35年以上も頼られ続
けたお薬です。 
 
お年を召された方にも飲みやすい、つるんと

した丸薬状。何と言っても動脈硬化症の予
防に効く日本で唯一の医薬品。血管の病は
予防できる、守りたいのはあなたの未来です。 
それが日本で唯一高コレステロール血症の

改善と動脈硬化症の予防に飲んで効く北陸
富山の医薬品「 ●●●● 」。是非お試しい
ただきたいから、通常価格4,500円のところ
初めての方に限り なんと58%OFFの1,900
円 1,900円 
お申し込みは  0120-●●●-●●●  今か

ら30分オペレータを増やして富山でお待ちし
ております。 

120秒CM 
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 このCM事例は、高コレステロールの改善と動脈硬化症の予防に効果がある第3類医薬品の120
秒通販CMである。男性、女性が動脈硬化症から脳梗塞などを引き起こしてしまうイメージ画像が
流れるが、第3類医薬品のCMとしてやや演出が過度になっている。 

 また、「日本で唯一」「何といっても動脈硬化症の予防に飲んで効く」というテロップとナレーション
が3回流れる。医薬品の適正広告基準の強調表現に抵触するおそれもあり、当該社には検討を
お願いしたい。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「医薬部外品の入浴剤です」 

ナレーション  抜粋 

その痛み、お風呂で効きます。 
腰痛、肩こり、リウマチ、疲れや身体の冷え

からくるつらい痛み、お風呂で改善できるん
です。 
それが腰痛、肩こり、リウマチに効く、医薬部

外品の入浴剤 〇〇〇の●●●●。 
痛みの原因 それは冷えからくる血流の悪

化。そこで医薬部外品の常備浴は１０種類
の食物エキスと抗炎症作用のある有効成分
を配合。普段のお風呂に使うだけで温浴効
果が高まり、血流を促進することで痛みに効
くんです。更にこの豊富な成分を北アルプス
の温泉水にグッと濃縮。飲むではなく、貼る
でもなく、塗るでもない、毎日のお風呂に
キャップ一杯混ぜて入るだけで痛みに効く、
それが医薬部外品の入浴剤 〇〇〇の
●●●●。また冷え症、湿疹、あかぎれなど
の肌トラブルにも効くんです。腰痛、肩こり、
リウマチなどにお風呂に入るだけで効く。 
それが医薬部外品の入浴剤 〇〇〇の

●●●●。ぜひお試しいただきたいから、通
常価格3,600円のところ初めての方に限り、
なんと半額の1,800円 1,800円。 
 
ご自宅のお風呂で温泉効果を実感したいあ

なたに。今すぐお電話を。 
お申し込みは0120-●●●-●●●  おふろ 

イチニイサン 今から30分間オペレーターを
増やして、水の王国富山からお電話をお待
ちしております。 
 

120秒CM 
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 このCM事例は、医薬部外品の入浴剤の120秒通販CMである。お風呂にキャップ一杯混ぜて使
うとのことで、痛みに効くということである。しかし腰痛、肩のこり、リウマチに対する効能・効果とテ
ロップ表示があり、「痛みに効く」という表示は「すべての痛み」ととられかねない。検討が必要とい
える。 

 また「効く」という言い切るナレーションが120秒中、6回流されるが、医薬品の適正広告基準の強
調表現を逸脱するおそれがあり、改善をお願いしたい。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「血糖値が気になる方へ」 

ナレーション  抜粋 

年齢とともに気になるのが食後の血糖値。
糖質を抑えるためにあっさりしたものを選ん
でいませんか？ 
これらは隠れ糖質食品って言われているん

ですよね。お蕎麦やお寿司をこちらのジュー
シーなステーキと比較すると、お蕎麦だと約
23倍、お寿司だと約33倍もの糖質が入って
いるんです。そこで、食後の血糖値が気にな
る方におすすめしたいのが、こちら〇〇製薬
の特保 ●●●●です。〇〇製薬が植物素
材約1,000種類について約10年も研究して
たどり着いたのが●●●●なんです。 
糖の吸収をおだやかにしてくれる成分、ネオ

コタラノールが多く含まれているんです。 
糖質は腸内で酵素によって分解され吸収さ

れやすい状態になるのですが、 ●●●●を
摂るとネオコタラノールがその分解を妨げ等
の吸収を穏やかにしてくれるのです。 
しかも、この●●●●にはネオコタラノール

の含有量が多いキネンシスという品種を
使っているんです。特許成分ネオコタラノー
ルで●●●●は日本初特定保健用食品、
特保として消費者庁に認められているんで
す。 
●●●●をとった場合、ネオコタラノールの

働きで糖の吸収を穏やかにしてくれるんです。 
食後の血糖値でお悩みの方、まずは

●●●●を食事とともに1回1粒飲むことから
始めてみましょう。 
〇〇〇の●●●● 約30日分 4,536円の

ところ 今回通販限定でお試しハーフサイズ
を980円 しかも全国送料無料の980円でお
届けします。お申し込みは0120-●●●-
●●● まで。 

120秒CM 

－43－ 

 このCM事例は、血糖値で悩んでいる方に向けての特保の健康食品の120秒通販CMである。タ
レントと〇〇製薬の研究員が交互に登場、商品説明を行う。効能効果については特保の許可表
示の範囲であり、適正な通販CMである。また特許成分については特許番号を注釈で表示して
おり、グラフについても信憑性のある説明がなされている。 

 通常商品は30日分4,536円であるが、今回の受注商品はお試しハーフサイズで初回限定1世帯
1回限りの980円である。したがって約半額ということである。当該WEBショップを検証したが、同
一条件で販売中であり、価格についても適正であった。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「小さい音が聞こえずらい」 

ナレーション  抜粋 

音が小さくてはっきりしないのって、すごくイ
ライラしますよね。 
エッ、ナニ、ハァ～ そんなあなたに大きく聞

こえて快適、安心、充電式集音器「楽ちんヒ
アリング」 集音マイクでしっかり音を取り込
み、増幅チップを通ることによって最大30倍
まで音を大きくしてくれるんです。 
●●●●●でテレビ音量を測定したところ、 

●●●●●をつけると最大22も小さい音で
もしっかり聞こえるようになりました。また電
池式タイプだと電池の交換がすごく面倒、で
も●●●●●はコンセントに差して充電台に
置けば充電完了。 

 
「アッ こんなにはっきり聞こえるんだ。」 
「話が良く聞き取れるのが一番いい。」 
「●●様様なんですよ。」 
 
小さい音が聞こえずらいと思ったら手軽に始

められる●●●●●。しっかり聞こえる。たく
さんの幸せを手に入れてください。 
充電式集音器「 ●●●●●」はご覧のスペ

シャルセットでお値段13,400円での提供で
す。でもちょっとお待ちください、今から放送
終了30分以内にご注文いただいた方に限り、
なんと3,500円をドド～ンとお値引きいたしま
す。つまり、9,900円、9,900円で
「 ●●●●●」が手に入るんです。さらにス
マホ、パソコンでも注文可能。楽ちんヒアリン
グで検索。 

 
お申し込みはフリーダイアル0120-●●●-

●●●  今すぐお電話ください。   
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 このCM事例は、充電式集音器の120秒通販CMである。画面下に「※本製品は補聴器ではあり
ません。難聴の方は専門医にご相談ください。」とのテロップが120秒の中で3回流れる。あくまで
集音器であり、補聴器と誤認しないようにとの配慮であるが、ナレーションでも伝えることが望まし
い。 

 この商品の価格は13,400円であるが、この放送終了30分以内の注文に限り3,500円引き、
9,900円の二重価格となる。『ホームページでも同様なキャンペーンを行っている場合がございま
す』とテロップが表示される。そこで当該WEBショップを検証したところ、同一商品が販売価格
9,900円で常設されていた。ということは通常価格は9,900円であり、早急に改善をすべきである。 

 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「つらいお風呂掃除とは、もうお別れ」 

ナレーション  抜粋 

120秒CM 
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浴槽のヌメヌメ水垢よごれ、ドアレールの頑
固な石鹸カスやホコリ、お風呂掃除は大変
痛いし、辛いし。そんなあなたに、汚れにブ
ルブル、かがまずラクピカお風呂掃除に
●●●スクラブ。 ●●●スクラブはスイッチ
オンするだけで、水回りをピカピカに磨いてく
れるお掃除アイテム。 
毎分およそ300回転もの高速回転。だからゴ

シゴシこすらなくてもラクピカ。ドアレールに
たまった汚れもサッササーとラクピカ。およそ
約1mの長さまで延長できるから高い天井も
低い床も立ったままサッとラクピカ。 
充電式のコードレスで約１kgと軽量設計な

ので、女性や年配の方でも楽ちん。お風呂
場以外でもキッチン、リビング、なんと洗車ま
でサ～ッとラクピカ。 
 
「サーっと奇麗になる。もう感激でした。」 

 
毎日のつらいお風呂掃除とはもうお別れ、あ

なたも●●●スクラブでお風呂掃除楽しちゃ
いましょう。 ●●●スクラブはご覧のセットに
39日間使って納得保証をお付けして、お値
段9,990円のところ、今から放送終了30分以
内限定で4,000円引きの5,990円で手に入る
んです。 
このチャンスお見逃しなく。 ●●●スクラブ

で今すぐ検索。 
 
お申し込みはフリーダイアル0120-●●●-

●●●  今すぐお電話ください。 
 

 このCM事例は、お風呂掃除が楽にできる電動モップの120秒通販CMである。輸入品であるよう
で商品説明の映像には外人が説明する箇所がある。このCMでは放送終了後30分以内に購入
すれば4,000円引きの5,990円としていて、テロップには「ホームページでも同様のキャンペーン
を行っている場合があります」と表示がされている。そこで当該WEBショップを検証すると、当該
商品は販売価格5,990円（税抜）で、「ページ訪問から30分以内は500円引き」と表示されていて、
通販CMの通常価格9,990円は見当たらない。通常価格は5,990円ではないかと疑念が生じる。 

 また充電式の器具であり、消費者視点に立ち「充電時間」と「使用可能時間」について説明をす
ることも必要である。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「生卵は割れません」 

ナレーション  抜粋 

低反発マットレス市場売り上げ金額No.1.こ
れ１枚で睡眠が変わる。信頼の低反発マット
として「●●●●プレミアケア」 
寝具の上に敷くだけで肩や腰への負担を軽

減してくれるのです。 
 
布団の上にタマゴを置いて手で押してみると

簡単に割れてしまいます。でも●●●●を敷
くだけで力いっぱい押し込んでも強くたたい
ても生卵は割れません。 
 
この特徴的な性質に加えて、ゆっくり戻る復

元性。そして体圧分散性をかねそなえている
から様々な体型の方が寝てもピッタリフィット。 
●●●●プレミアケアは安心の抗菌仕様。 
「朝の目覚めが全然違います。」 
 
●●●●プレミアケアは60日間使って納得

保証をお付けしてお値段なんと24,800円で
のご提供です。 
 
ここで特報！ 今から放送終了後30分以内

にお電話でご注文の方に限り万能掛布団
7,800円と安心の3年保証をセットでお付けし
て、それでもお値段変わらず24,800円単品
合計価格から1万円もお得。大人気の2枚
セットなら単品合計価格からなんと半額。お
電話は今すぐ。 

 
お申し込みはフリーダイアル0120-●●●-

●●●  いますぐお電話を下さい。 
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 このCM事例は、低反発マットレスの120秒通販CMである。寝具の上に敷くだけで肩や腰への負
担を軽減してくれると表示している。これは体圧を分散する力が優れているからということで、その
説明として卵を掌で強く押す実験を行っている。その映像では他社のマットレスでは卵が割れてし
まうが、自社商品では卵が割れないことでその優位性を説明している。この実験画像は海外制作
部分と推察され、演出が過度に過ぎると感じられる。 

 このようにCM全体は日本で編集し、一部海外コンテンツを取り込んでいる通販CMが散見される。
しかし、このような演出は日本の消費者に」対する説明としては不適切でなじめない。今後の検討
を望みたい。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「さあ、貼るだけ腹筋マシン」 

ナレーション  抜粋 

カッコ良い自分を取り戻せ！ 「お～きてま
す。」 
50代が、60代も驚きと笑いがとまらない。 
ゆるんだボディにピタッと貼るだけ。テレビを

観ながら、料理をしながら貼るだけ腹筋マシ
ン。「 ●●●アブス」であなたも●●アブ！ 
秘密はEMS 1分間に4200回もの電気振動

を実現。 ●●●アブスを1年以上も愛用して
いる松井さんのお腹がこちら・・・。 
「まさか55を過ぎて筋肉が付いていくなんて

思ってもいなかったですね。」 
「私から一緒に買い物に行こうとか、ちょっと

デート気分を味わっています。」 
 
あなたも●●タブ！ 

 
「ダンディになれると思うんですよね。あのま

ま太らなければ。」 
 
最初きつくなって来たというパンツはピッチピ

チ。そんな藤池さんが●●アブ40日間に
チャレンジで「ここまでとは!!」 
ピッチピチだったスラックスを履いてみると

「すっごい。ブッカブカ ダンディ一言です。」 
さあ貼るだけ腹筋マシン  ●●●アブスは

繰り返し使える粘着性パット2枚がついて通
常価格12,800円のところ、放送終了後30分
以内のご注文でなんと3,000円引きの特別
価格9,800円でのご提供です。送料も無料。
しかも30日間、万が一1cmお腹が引き締ま
らなければ商品代金を全額お返しいたしま
す。 
お申し込みはフリーダイアル0120-●●●-

●●● まで。 
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 このCM事例は、電気振動によって筋肉を鍛える腹筋マシンの120秒通販CMである。しかし、全
体として訴求しているのは「ダイエット」であり、本来の商品コンセプトとの差異が感じられる。CM
の素材は海外で制作した部分と日本で制作した部分で編集されており、海外制作の部分は本来
の「筋肉強化」を、日本制作の部分は「ダイエット」を想起させる。輸入商品の通販CMによくある
ケースであり、消費者の誤認を誘発しかねない。当該社には適正な対応を望みたい。 

 一方、WEBショップを検証すると、当該商品が『放送終了後30分以内限定価格』の9,800円で
常設販売されていた。ということは通常価格12,800円は存在せず、「チョット待った」の衝撃プライ
スに疑念が生じることなった。早急に改善を要望する。 

 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「一瞬でむき卵肌に」 

ナレーション  抜粋 

120秒CM 
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顔がもたついている、そんなあなたに、”艶出
し●●●ブロウザー” 
輪郭がぼやけている、そんなあなたに、”艶

出し●●●ブロウザー” 
化粧のりが悪く化粧崩れしやすい、そんなあ

なたに “艶出し●●●ブロウザー” 
産毛はふけ顔の原因の一つなんです。だか

ら一瞬でむき卵肌になれる。 ●●●の”艶出
し●●●ブロウザー” 
 
先端のステンレス素材は、お肌を傷みつけ

にくいようデザインされており、マユやお顔周
りの繊細な部分にも使える。お肌が弱い方
でもご使用いただけます。また、いつでもど
こでも気になった時にサッとケアできて便利。
石鹸や水は不要です。産毛を剃るだけでむ
き卵肌になれる。 “艶出し●●●ブロウ
ザー” 
その秘密は古い角質や汚れもこんなにとれ

ちゃう。“艶出し●●●ブロウザー”の使用前
と使用後の肌に化粧水をのせてみると、産
毛で化粧水がなじみにくいお肌にも”艶出し
●●●ブロウザー”を使うと、こんなになじむ
んです。だから「ウソー 一瞬で艶が出た！」 
効率のいいスキンケア。「お化粧前にササッ

とできますし、いつもと同じお化粧なのに仕
上がりが全然違います。」 
「化粧崩れがしなくなって 本当に驚きまし

た。」 
一瞬でむき卵肌になれる “艶出し●●●ブ

ロウザー”。通常価格2本セットで6,800円の
ところ特別価格5,800円にてご提供。 
さらに、今回は通販限定もう一本お付けして

お値段変わらず 3本セット5,800円 ご注文
は0120-●●●-●●●今すぐお電話ください。 

 

 このCM事例は、顔のうぶ毛処理のブロウザーの120秒通販CMである。通常価格は2本セットで
6,800円（税抜）である。これを使うことで「一瞬でむき卵肌になれる」「一瞬で艶がでた」とナレー
ションにあるが、一体どのような肌なのかがイメージしにくい。 

 また、当該WEBショップを検証すると「当たりにこだわった特殊設計が特長。刃の表面に凸凹を施
したステンレス加工が削りすぎによる肌へのダメージを軽減しながら、不要な古い角質をやさしくオ
フ。 」と説明がある、CMでは「お肌を痛みつけにくいようデザイン」の説明であり、1本3,400円の
ブロウザーの商品説明としてはWEBショップの丁寧で判りやすい。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「来年のおせちはこれで決まり！」 

ナレーション  抜粋 

●●●グルメショッピング 
●●●で6年間連続売り上げNo.1のおせち

料理“結”がなんと税抜ジャスト1万円。 
さあ来年のおせちは今決めちゃいましょう。

お客様アンケートで満足度99% 
また購入したいと回答した人は、なんと

90%！ ●●●一押し価格と豪華で勝負し
ます。 
ぜいたくおせち結。お正月らしい和の献立か

らこだわり料理まで、なんと全40種類。 
 
「美味しい！これ華やかだし本当に美味しく

て値段も安いしお手頃だったし、来年もウチ
やっぱり結ですね。」 

 
お届けは早めてうれしい12月29日。お重の

まま約16時間解凍するだけ。贅沢おせち結。 
来年のおせちはこれで決まり。●●●のお

せち三段重はズバリ税抜1万円、1万円でご
提供。 
 
冷凍便で送料無料。ちょっと待ってください。

さらに特別プレゼント お正月が豪華になる
数の子入りの松前漬けをお付けします。 
さらに2個セットなら500円お得の税抜

19,500円。 
 
お申し込みはインターネットまたは0120-

●●●-●●● まで毎年完売のお節です、今
すぐ検索、またはお電話ください。 
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 このCM事例は、お正月のおせち料理の120秒通販CM広告である。冷凍の三段重のおせちを1
万円で販売している。おせちは予約販売が主流で、消費者が気になる点は早期に予約するため、
キャンセルができるのかということである。いつまで注文キャンセルが無料でできるのかを、この通
販CMではテロップに明示している。また、ナレーションとテロップでお届け期日と解凍時間を明示
していることも消費者視点に立った通販CMといえる。季節商品であればこそ、消費者の信頼を得
る通販CMでありたい。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



「4種類のお味を14袋セットで」 

ナレーション  抜粋 

90秒CM 
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「ここ長崎五島で本格鯛カレーが食べられる
ということでやってきました。アジアンカレー
大好きなんです。いただきます。とってもなめ
らかな口当たりで、奥深い旨味を感じます。」 
「でもこれタイカレーじゃ。 エ～ッ こっちの

鯛。」 
 
発売来ファン急増中。新鮮な真鯛で出汁を

とったスープ、パスタ。何にでもあうカレー。 
 
「五島灘で育った鯛を新しいうちに出汁を取

り、じっくり煮込んだ牛骨スープと合わせるこ
とによって深みのあるコクのあるスープがで
きます。時間をかけてカレル―を作っていく
奥深い美味しさを引き出していく、海のもの
と山のものが合わさるこのカレーの美味しさ 
そこにあります。」 

 
仕上げには最新技術を採用しているので 

美味しさはそのまま。 
「だからレトルトとは思えない美味しさなんで

すね。」 
「サラッとしているのに、コクとまろやかさが

ある すごく美味しくて子供たちにも好評で
す。」 
「食べたいと思った時にすぐに食べられるん

ですヨ。レトルトっていうイメージはまったくな
いです。」 
「五島の鯛で出汁をとった、何にでも合うカ

レー。プレーンの他に4種類のお味をセットで
14袋入り１セット 3,500円 しかも送料無料。
ご注文は今すぐ  0120-●●●-●●● まで」 

 

 このCM事例は、五島の鯛カレーセットの90秒通販CMである。新鮮な真鯛で出汁を取ったレト
ルトのカレーということである。プレーンの他に4種類のカレーを1セット（14袋）、3,500円というこ
とで、送料は無料。ただ、他の4種類はどのようなものか、どのような組み合わせなのか、画像に
小さくテロップがあるだけで消費者には判りずらい。 

 そこで、当該社に確認するとプレーン6袋、他にチキン、ビーフ、チーズ、五島豚なんこつの2袋
ずつの合計14袋とのこと。その14袋の単品価格合計は3,504円（税込）であり、別途送料780円
が係るということであった。テロップでは『4,284円（税込）を3,500円で、送料無料』とある。実質は
送料が無料であるということであり、CMの改善を要望した。 
 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



   「一番トイレが暖かいんです」 

ナレーション  抜粋 

○○テレビ放送の通販番組、北海道情熱市
場から画期的なトイレ専用ヒーターをご紹介
します。最大の特徴は、とにかく省エネであ
ること。電気代は1時間当たり約3.2円と経済
的。 
 
実際に使っているお宅にお邪魔しました。 
 
「一番トイレが暖かいんです。それで年代的

に夜中に起きることもないし、面倒くさいなと
思って我慢していたが暖かいので気になら
なく、ヒートショックとか怖いのがありますの
で一番助かっています。」 

 
冬を知り尽くした北海道のメーカーが製作し

たトイレヒーター。省エネなのに暖かいのは
世界初の湾曲したパネルの形に秘密があり
ます。暖かい空気を上昇させる煙突効果を
作り出し対流と輻射熱のダブル効果を実現。 
 
「私ども自信をもってお勧めできます。ぜひ

使って頂いて効果を試して頂きたいと思いま
す。」 
 
●●●工業のトイレ専用ヒーターは、本体価

格27,593円。お色はホワイトとブラウンです。 
0120-●●●-●●● で、今日午後2時まで。

インターネットSTVショップからもどうぞ 

90秒CM 
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 このCM事例は、トイレ専用ヒーターの90秒通販CMである。テレビ放送局の自主通販CMというこ
とで、前回調査時に会社所在地が不記載であったため、広告適正化委員会から、その旨を当該
社に通知して改善をお願いした経緯がある。 

 今回の調査でも同一のテレビ放送局の自主通販CMがオンエアされており、検証を行った。今回
の通販CMでは会社所在地はしっかりと記載されていた。当該社の対応に深く感謝するものであ
る。 

の視点 

第2章.テレビ通販CM調査 



今回の調査結果においても、現状放送されている通販CMの改善すべき点が明かになった。

広告適正化委員会では、テレビ通販がますます信頼される販売チャネルとなるように、以下の具

体的な活動を実施する。 

1. JADMA会員社への対応 

テレビ通販ではJADMAマークがついたJADMA会員社の通販CMが大多数を占める。つい

ては、今回の報告を当該社へフィードバックし、個別に対応を図っていくこととした。テレビ通販

CMは放送局の考査のみが注目され、今回行った営業実態との整合性の観点からCMが消費者

に信頼されるものであるかどうかの意見をダイレクトに伝え、WEBショップ、紙媒体、電波媒体の

広告を総合的に管理し、通販会社として信頼されるよう継続的な改善指導を行う。 

 

2. JADMA会員以外の通販会社への対応 

JADMA会員以外の各社に対しては、折込チラシ同様に調査内容を書面で通知し、「改善の

具体策」の書面による回答を依頼、継続的な意思疎通ルートの確立を図る。同時にJADMA会員

への入会を勧誘する。 

3. 放送局への対応 

テレビ通販CMを放送する放送局に対し、今回の報告をフィードバックするとともに、広告内容
のチェック体制や内容に関する協力要請を行う。 

上記の取組みを推進していくとともに、通販ビジネスの中でテレビ通販がますます重要な販売

チャネルとなっていく状況を踏まえ、年1回程度定期的な調査を実施し、改善の進捗と新たな課

題発見に取り組むものとしたい。 
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第2章.テレビ通販CM調査 

Ⅴ. 今後の対応 



評価項目での法律は以下の記載とする 

• 特定商取引法･･･「特商法」 
• 景品表示法･･･「景表法」 
• 医薬品医療機器等法･･･「薬機法」 
• 健康増進法･･･「健増法」 
• 個人情報保護法 

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・景品表示法 ・医薬品医療機器等法 ・健康増進法・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。 

Ⅰ. JADMA 広告適正表示の評価項目 

－資料1－ 

◆資料編 

◆資料編 



(2) 取引条件の表示 

◆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
料）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 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 

3 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 

4 

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 

5 
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5-2 

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 

－資料2－ 

(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 



(3) 販売価格の表示 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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5-2 

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 

－資料3－ 

◆資料編 



(1) 商品の優良性を標榜する広告表示 

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7-2 

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7-2 

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7-2 

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5-1 

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5-1 

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5-1 

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5-1 

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7-2 

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7-2 

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5-1 

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5-1 

9 「世界特許」｢国際特許｣といった表示をしている。 景表法5-1 

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5-1 

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5-1 

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5-1 

13 販売する商品の画像が他商品の画像で代替表示している。 景表法5-1 

14 「注文殺到中」などの用語を使用して、購入を煽る表示している。 景表法5-1 

15 「数量限定」と表示しているものの限定数量が未記載である。 景表法5-3 
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◆資料編 



(2) 不当な比較広告表示 

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5-1 

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5-1 
景表法5-2 

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5-1 

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31-1 
景表法7-2 

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5-1 

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5-1 

(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） 

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 

－資料5－ 

◆資料編 



B. 健康食品を販売している場合 

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。 
薬機法68 
景表法7-2 

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。 
薬機法68 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 

7 起源、由来等の説明が、医薬品的な効能効果を標榜、ないし暗示している。 
薬機法68 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 
健増法31-1 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 
景表法7-2 

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。 
薬機法68 
景表法7-2 

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、安全性及び効能効果を標榜、ないし暗示している。 

薬機法68 
景表法7-2 

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31-1 
景表法7-2 

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、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31-1 
景表法7-2 

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31-1 
薬機法68 
景表法7-2 
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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31-1 
景表法7-2 

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31-1 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 

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7-2 

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31-1 
景表法7-2 

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31-1 
景表法7-2 

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。 

薬機法68 

D. 栄養機能食品を販売している場合 

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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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5-1 
薬機法66-1 

2 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5-1 

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7-2 

② 
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7-2 
薬機法66-1 

③ 
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7-2 
薬機法66-1 

④ 
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7-2 
薬機法66-1 

4 「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7-2 
薬機法66-1 

5 「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7-2 
薬機法66-1 

6 
「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7-2 
薬機法66-1 

7 「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7-2 
薬機法66-1 

8 「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7-2 
薬機法66-1 

9 「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7-2 
薬機法66-1 

10 「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7-2 
薬機法66-1 

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

2 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7-2 
薬機法66-1 

F. .承認を要しない化粧品を販売している場合     

G. 健康雑貨、美容器具等を販売している場合 
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1 承認を受けた効能効果等の範囲を逸脱して表示している。 
薬機法66-1 
景表法7-2 

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。 

薬機法66-1 
景表法7-2 

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。 
薬機法66-1 
景表法7-2 

4 臨床データや実験例等を例示している。 
薬機法66-1 
景表法7-2 

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。 
薬機法66-1 
景表法5-1 

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。 
薬機法66-1 
景表法7-2 

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

薬機法66-1 
景表法5-1 

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。 
薬機法66-1 
景表法5-1 

9 効能効果又は安全性について、「速く効く」等即効性に関する表示をしている。 
薬機法66 
景表法7-2 

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。 

薬機法66-2 
景表法5-1 

11 商品の品質、内容等について、他社製品を誹謗・中傷する表示をしている。 
薬機法66-1 
景表法5-1 

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。 

薬機法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5-3 

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4 

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5-1 

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5-1 

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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1 頭皮・毛髪を洗浄する。 29 肌を柔らげる。 

2 香りにより毛髪・頭皮の不快臭を抑える。 30 肌にはりを与える。 

3 頭皮・毛髪をすこやかに保つ。 31 肌にツヤを与える。 

4 毛髪にはり、こしを与える。 32 肌を滑らかにする。 

5 頭皮・毛髪にうるおいを与える。 33 ひげを剃りやすくする。 

6 頭皮・毛髪のうるおいを保つ。 34 ひげそり後の肌を整える。 

7 毛髪をしなやかにする。 35 あせもを防ぐ（打粉） 

8 クシどおりをよくする。 36 日やけを防ぐ。 

9 毛髪のつやを保つ。 37 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 

10 毛髪につやを与える。 38 芳香を与える。 

11 フケ・カユミがとれる。 39 爪を保護する。 

12 フケ・カユミを抑える。 40 爪をすこやかに保つ。 

13 毛髪の水分・油分を補い保つ。 41 爪にうるおいを与える。 

14 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 42 口唇の荒れを防ぐ。 

15 髪型を整え、保持する。 43 口唇のキメを整える。 

16 毛髪の帯電を防止する。 44 口唇にうるおいを与える。 

17 （汚れをおとすことにより）皮膚を清浄にする。 45 口唇をすこやかにする。 

18 （洗浄により）ニキビ、アセモを防ぐ（洗顔料） 46 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 

19 肌を整える。 47 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 

20 肌のキメを整える。 48 口唇を滑らかにする。 

21 皮膚をすこやかに保つ。 49 ムシ歯を防ぐ（※）。 

22 肌荒れを防ぐ。 50 歯を白くする（※）。 

23 肌をひきしめる。 51 歯垢を除去する（※）。 

24 皮膚にうるおいを与える。 52 口中を浄化する（歯みがき類） 

25 皮膚の水分・油分を補い保つ。 53 口臭を防ぐ（歯みがき類） 

26 皮膚の柔軟性を保つ。 54 歯のやにを取る（※）。 

27 皮膚を保護する。 55 歯石の沈着を防ぐ（※）。 

28 皮膚の乾燥を防ぐ。 56 乾燥による小ジワを目立たなくする。 

（※）使用時にブラッシングを行う歯みがき類 

Ⅱ. 化粧品の効能効果の表示範囲 
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