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公益社団法人日本通信販売協会（以下、略称：「JADMA」）は、法令順守及

び消費者保護の観点から、通信販売におけるトラブルの防止及び広告表現の改善

を目的とした第三者機関として「広告適正化委員会」を設置し、通信販売に関す

る広告表現に関する情報収集及び評価検証を行っている。 
  
2019年度の調査では前年度と同様に、新聞折込チラシを媒体とした通信販売広

告を調査対象とし、「取引上必要な情報が分かりやすく記載されているか」「不

当な広告表示がなされていないか」など、特定商取引法や景品表示法等の関連法

規や各種ガイドライン等に基づく法的な観点と、「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」など、JADMA策定の『広告適正

表示の評価項目』に基づく消費者保護の観点から、広告表現の評価検証を行った。 
  
また、本年度調査では新たに、インターネット上の広告に関する調査を実施し

た。インターネット上の広告は、もはや通販事業にとって不可欠なものとなりそ

の出稿量も膨大であるが、一方でその内容についてはトラブルの原因となる不適

切なものも数多く見られる。本年度の調査では、インターネット上の広告表示の

トラブルの実態を把握するとともに、トラブルとなった広告表示についての検証

を行い、代表的な問題事例としてまとめている。 
  
調査の結果、適正性が疑われると判断された広告については、JADMA会員

社・非会員社を問わず、本委員会による検証結果を意見として通知し、広告表現

改善の働きかけを行っている。 
  
本年度調査の実施中にも、消費者庁から複数の通販会社に対して措置命令が出

されている。本調査を通じて、通販企業が自主的な改善の取り組みを行って健全

な発展を遂げることにより、通販業界全体への消費者の信頼が増すことを期待し

ている。 
  
本報告書は、JADMA内に設置された第三者機関である広告適正化委員会が実

施した調査を、「2019年度通販広告実態調査報告書」としてまとめたものである。  
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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 

 本委員会は、通信販売におけるトラブルの防止及び広告表現の改善を目的とし、通信
販売に関する広告表現の実態についての情報収集及びその広告表現の評価検証を活動内
容とする。 
 活動にあたっては、通信販売に関する広告表示（新聞折込チラシやテレビCM等）の
実物を収集し、特定商取引法や景品表示法等の関連法規及び各種ガイドライン等の法令
順守の観点や、消費者に誤認を与えることで生じるトラブルを防止するなど一般消費者
保護の観点から、当該広告表現の適正性について検証を行い、委員会での審議のうえそ
の評価を決定する。 
 審議結果については、本報告書に取りまとめ発表することにより、広く社会に啓蒙を
行い、消費者の自己防衛によるトラブルの回避や、通信販売事業者による広告表現の自
己改善を促している。 

 

 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（日）から折り込まれた

チラシを、また2回目は10月30日（水）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回目   2019年9月1日(日)～10月29日(火) 300件 
            ※前年： 2018年9月1日(土)～10月21日(日) 
◆ 2回目   2019年10月30日（水）～12月14日(土） 300件 

            ※前年： 2018年10月22日（月）～12月11日(火）   

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。 

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。 

第1章. 新聞折込チラシ調査 

第1章.新聞折込チラシ調査 
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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767件の新聞折込チラシの折込状況を精査分析した。 

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 

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） 

 

3. 調査項目 

第1章.新聞折込チラシ調査 
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② 折込曜日 

月曜日から日曜日までの各曜日の折込件数 

 

⑤ JADMA会員比率 

通販会社がJADMAの会員であるかを分類・集計 



第1章.新聞折込チラシ調査 

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 
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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390件と2回目377件の合計767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 

第1章.新聞折込チラシ調査 
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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 100% 100%

今回 増減前回

12.3% 16.3% -4.0%
767 886 -119

30.0% 22.9% 7.1%
94

116 123 -7

144 -50

15.1% 13.9% 1.2%
230 203 27

62 155 -93
8.1% 17.5% -9.4%

111 131 -20
14.5% 14.8% -0.3%

合   計

名古屋

大　阪

福　岡

④

⑤

⑥

154 130 24
①

20.1% 14.7% 5.4%

②

③

札　幌

仙　台

東　京

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。 
 



第1章.新聞折込チラシ調査 
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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% 100%

今回 増減前回

8.6% 8.5% 0.1%
767 886 -119

6.9% 5.8% 1.2%

66

75 86 -11

75 -9

9.8% 9.7% 0.1%
53 51 2

120 130 -10
15.6% 14.7%

209 16
29.3% 23.6% 5.7%

合   計

木曜日

金曜日

日曜日

④

⑤

⑦

⑥ 土曜日

①
12.6% 19.4% -6.8%

1.0%

②

③

月曜日

火曜日

水曜日

97 172 -75

131 163 -32
17.1% 18.4% -1.3%

225

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、全体の折込枚数が減少

しているにも関わらず、水曜日に圧倒的に多く折込まれていることが判った。一方、月曜日が前

回調査に比較して大きく減少していた。 
 



第1章.新聞折込チラシ調査 

－8－ 

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

1.6% 0.7% 0.9%

18.3% 15.7% 2.6%
12 6 6

100% 100%

今回 増減前回

23.9% 18.6% 5.2%

767 886 -119

183

140 139 1

223 302 -79

165 18

29.1% 34.1% -5.0%
4 23 -19

0.5% 2.6% -2.1%

184 -30
20.1% 20.8% -0.7%

154

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

①
1.8% 1.6% 0.2%

14 14 0

②

③

服飾雑貨

衣料品

化粧品

37 53 -16
4.8% 6.0% -1.2%

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29％を占めている。これは店頭への集客と電話注文の両方を目的としてい

るからと考えられる。また前回減少していた健康食品や食品類の折込チラシが増加していること

が判った。 



第1章.新聞折込チラシ調査 
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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

合   計

② 非　会　員

-53
53.7% 55.8% -2.2%

-88

-66
-1.8%

95 148

177 265
100%

82 117 -35
46.3% 44.2% 2.2%

今回 増減前回

① JADMA会員
447 500 -53

58.3%

100% 100%

56.4% 1.8%

767 886 -119
100%

320 386
41.7% 43.6%

4. 業態別の折込チラシ 

広告主の業態を見てみると、前回と大きな差異はなかった。小売の事業者が全体の大部分を

占め、次にメーカーが直接通信販売を展開している折込チラシであった。 

 

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177社であり、前回の265社から減少した。またJADMA会員社は

82社で447件の折込チラシという結果であった。また非会員社は95社で320件の折込チラシ件

数であった。総じて、1社当たり平均4.3件の折込チラシを折込んでいることになる。 

 

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

101 106 -5
①

13.2% 12.0% 1.2%

今回 増減前回

メーカー

合   計

その他④

1 1

85.5% 84.2%

767 886

②

③

中間流通

小　売

0
0.1% 0.1% 0.0%
656 746 -90

-119
100% 100%

1.3%
9 33 -24

1.2% 3.7% -2.6%



第1章.新聞折込チラシ調査 

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 

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。 

・取引内容に関する広告表示の適否 

・取引項目別広告表示の適否 
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件 　数

構成比

件　 数

構成比

件　 数

構成比 100% 100%合　計

② 不適正

368 379

600 600

11
38.7% 36.8% 1.8%

232 221

①
61.3% 63.2% -1.8%

今回 増減前回

適　正
-11

今回 前回 増減 今回 前回 増減

件 　数 434 363 71 166 237 -71
構成比 72.3% 60.5% 11.8% 27.7% 39.5% -11.8%
件 　数 533 421 112 67 179 -112
構成比 88.8% 70.2% 18.7% 11.2% 29.8% -18.7%
件 　数 600 598 0 0 2 -2
構成比 100.0% 99.7% 0.3% 0.0% 0.3% -0.3%
件 　数 596 600 -4 4 0 4
構成比 99.3% 100.0% -0.7% 0.7% 0.0% 0.7%
件 　数 491 586 -95 109 14 95
構成比 81.8% 97.7% -15.8% 18.2% 2.3% 15.8%
件 　数 588 596 -8 12 4 8
構成比 98.0% 99.3% -1.3% 2.0% 0.7% 1.3%
件 　数 588 568 20 12 32 -20
構成比 98.0% 94.7% 3.3% 2.0% 5.3% -3.3%
件 　数 382 366 16 218 234 -16
構成比 63.7% 61.0% 2.7% 36.3% 39.0% -2.7%
件 　数 531 471 60 69 129 -60
構成比 88.5% 78.5% 10.0% 11.5% 21.5% -10.0%
件 　数 520 500 20 80 100 -20
構成比 86.7% 83.3% 3.3% 13.3% 16.7% -3.3%
件　 数 540 492 48 60 108 -48
構成比 90.0% 82.0% 8.0% 10.0% 18.0% -8.0%

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



2. 商品内容に関する表示について 

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。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、下記のように600件中548件、約90%の通販

広告が適正に表示されており、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。 

・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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・商品分野別広告表示の適否 

件 　数

構成比

件　 数

構成比

件　 数

構成比

①
91.3% 89.0% 2.3%

今回 増減前回

適　正
14

-14
8.7% 11.0% -2.3%

52 66
② 不適正

548 534

600 600
100% 100%合　計

今回 前回 増減 今回 前回 増減

件　数 6 6 0 6 4 2
構成比 1.1% 1.1% 0.0% 11.5% 6.1% 5.5%
件　数 34 50 -16 0 0 0
構成比 6.2% 9.4% -3.2% 0.0% 0.0% 0.0%
件　数 107 73 34 17 35 -18
構成比 19.5% 13.7% 5.9% 32.7% 53.0% -20.3%
件　数 140 224 -84 5 9 -4
構成比 25.5% 41.9% -16.4% 9.6% 13.6% -4.0%
件　数 2 9 -7 1 0 1
構成比 0.4% 1.7% -1.3% 1.9% 0.0% 1.9%
件　数 136 85 51 16 17 -1
構成比 24.8% 15.9% 8.9% 30.8% 25.8% 5.0%
件　数 116 83 33 7 1 6
構成比 21.2% 15.5% 5.6% 13.5% 1.5% 11.9%
件　数 7 4 3 0 0 0
構成比 1.3% 0.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%
件　数 548 534 14 52 66 -14
構成比 100% 100% 100% 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



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 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、生ずわいがにのむき身の通販折込チラシである。中央卸売市場からのお取り寄せ販
売ということである。受付締切は年末の12月21日であるが、お届けがいつなのかが記載されてい
ない。 

 また、この広告に販売者として記載されている名称は通称であるが、特商法上は正式社名を記載
する必要がある。 

お待たせしました！デッカイ生ずわいがに。 
 
ハーフポーションは、スーパーでは滅多に見かけない特大サイズ！お鍋にしても身がふっくらプリプリの

まま！食べ応え満点で殻からもダシが出て最後の雑炊まで激ウマです。「焼くと甘みが際立ちますよ」と
大将。 
クール便でお届け  ◎送料1,100円。お支払いは代引きで（手数料無料）  生ものにつき、返品はお

断りします。 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、干物セットの通販折込チラシである。海産物の干物をセットにした商品であるが、匹
数の表示しかなく、目安の重さなど容量の表記がないため、どのような商品であるか分からない。 

 商品の重さやサイズの記載がないため、消費者は写真をもとに商品の総量をイメージすることにな
るから、商品と写真との齟齬がないよう、掲載写真には注意が必要である。 

 また「限定50セットに限り送料無料」と記載されているが、全体の品揃え数量がどのくらいあるのか
も表示されているとより信頼が高まると考えられる。 

鮮度抜群！内容おまかせ 香住産 干物セット（代引き手数料サービス） 
①おまかせ4種15匹セット ※最低カレイが2枚入ります。のどぐろは入りません。 
②のどぐろ3匹入りおまかせ5種20匹セット※最低カレイが2枚入ります。 
全て送料・代引き手数料、税込 ※北海道・沖縄・離島は追加料金が必要です。 
申し込み後 約3～14日で冷凍便にてお届け。 
食品のため、申し込み後のキャンセルや返品はできません。 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

白いかの旨みを堪能できる絶品一夜干。国産「釣りもの」だけを使用!! 
 
当社で初めてお買い物される方限定。1枚（袋入）・賞味期限：90日 【冷凍】756円（税込） 

 
4枚以上で送料無料 6枚以上でふぐ茶漬け1食分プレゼント。 

 

 この事例は、白いかの一夜干しの通販折込チラシである。初めて注文をする方限定ということであ
る。非常に簡潔で、基本的な記載事項についても明瞭に記載されている。 

 できれば、商品のイカのサイズについて記載がないので、サイズの目安などを工夫して記載し、よ
り消費者に分かりやすい表記に改善するべきと考える。 
 

広告適正化委員会の視点 
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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。ＷＥＢ・電話等の注文方法によって支払条
件等が異なっている。ただ予約キャンセル・返品について記載がなく、特商法上返品を受けること
になる。食品という商品の性質上、返品対応を行うことは難しいと考えられるから、返品特約につ
いては広告に記載するべきと考える。 

 一方「配達エリア」の記載をよく見ると、県によっては配達ができないエリアもあるようで、その点に
ついての分かりやすい説明が必要と考えられる。 

ＷＥＢ注文【配達のみとなります】 
電話注文【配達】【お引取り】をお選びいただけます 
配達エリア 配達料一軒につき800円（税込） 1.名古屋市内全域 2.愛知県 3.岐阜県 4.三重県：いな

べ市・桑名市・桑名郡・鈴鹿市・津市・三重郡・四日市市 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例も、おせちの予約の折込チラシである。基本的な事項は記載されてはいるものの、「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。 

 おせちの広告であり、広告内に料亭の名前の記載があるが、当該料亭がおせちを作ったのか、監
修したのかなど、詳細の記載がない。この場合は料亭が作ったおせちであると消費者は理解する
ため、そうでない場合は不当表示ととられかねない。 

 「4.7寸三段重」と表記があるが、サイズについてはセンチメートルとする等、より消費者に分かりや
すい表記を付記するべきと考える。 

フードアナリストが薦める京都の薄味おせち 
明治時代には宮内庁御用達としてその名を知られるところとなった料亭「道楽」。文人・画人など多くの

常連にご愛顧いただいた京料亭の味は年始にふさわしい品格。 
三段重おせち ７年連続Ｎｏ.1 ※〇〇〇探検隊 2013～2018年販売実績。 
昨年から＋2品目 4.7寸三段重 計36品目。 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、リンゴの通販折込チラシである。リンゴの産地について記載がないが、消費者は販売
者所在地の都道府県のものであると考えうるから、仮に齟齬がある場合には表記が必要である。 

 「訳あり」の具体的内容として、サイズ不揃いなのか、傷物であるのか、具体的な記載を加えて消
費者の事前の理解を求めるのが望ましい。 

 破損や商品不良の場合の交換について、商品到着後１日以内に連絡するのは難しいと考えられ
るので、合理的な日数に修正するべきと考える。 
 

大小混合のバラ詰め（訳あり）をご奉仕価格で！ 
3ｋｇ（9玉～16玉）1980円 300セット限定。11月中旬以降発送予定 
3ｋｇの場合は別途送料がかかります。 
万一の配送事故による汚損・破損・品質不良などにつきましては、商品到着後1日以内にご連絡ください。

責任を持って対処させていただきます。商品の性質上、お客様のご都合による返品・交換はご容赦くだ
さいますようお願い申し上げます。 

広告適正化委員会の視点 



第1章.新聞折込チラシ調査 

広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、お米の定期購入の通販折込チラシである。米の定期購入の初回プレゼントとして炊
飯器がついてくるという広告であるが、米単品や炊飯器単品の価格については広告に記載がない
ため、消費者にとってどのくらいお得な商品なのか分かりにくい。 

 この定期購入では年間12回のお支払額は28,560円(送料、消費税込)である。当該社のホーム
ページを確認したところ、炊飯器単品は5,480円（税込）、米単品は定期購入の回数同様の１年
（300回）分では18,900円（税込）、合計24,380円（税込）となる。会社に対する信頼性の面からも
その点について合理的説明が求められる。 

定期購入のご案内 炊きたてごはんが、約10分！専用炊飯器に、お米と水を入れてピッ！とスィッチを
押すだけ！ 
【定期購入スタートコース】〇〇白米（75ｇ×25袋）を毎月お届けします。月々価格2,380円（税込・送料

込）  年間支払総額28,560円（税込・送料込）   
計量、洗米、浸漬いらずなのでめんどくさがり屋の私にもピッタリ！ 
コロンと小さくかわいらしいので、オフィスで炊いてみんなと、ごはんをシェアしてます。 
パパは白米、私は玄米。玄米も短時間で炊けるので、我が家の2台目の炊飯器にピッタリ！ 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、婦人スラックスの通販折込チラシである。ズボン・パンツメーカーの通販広告であるが、
商品説明は明瞭に表示されている。 

 割引表示がなされているが、WEBサイトで販売されている価格も割引後の価格であり、通常価格
として販売されている価格は実際の販売実績があるものか、注意が必要である。 

 

ワンランク上の日本製品へのこだわり。 
縫製はもちろん、生地つくりから仕上げまで、一貫して「ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ」にこだわった、毎日を上

質にするパンツです。 
おしゃれでいてラクに履ける〇〇〇パンツは、履いていることを忘れてしまうほどの心地よさです。それ

を可能にしたのは、驚くほどの上質な日本製素材。空気を含んだような落ち感が魅力の〇〇〇ロングセ
ラー素材です。 
『最近やせた？』って言われて ますます実感!! 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、婦人アクセサリーの通販折込チラシである。タブロイド誌面上の広告であるが、どこの
会社が売っているかという商品の販売主体の記載表記がわかりにくい。特商法上、販売主体はき
ちんと明示すべきである。 

 パールを使用する商品については、その素材についてアコヤ貝や池蝶貝であるかなど、正確に記
載する必要がある。淡水パールと海パールでは価格差があり、消費者により正確な商品情報を提
供するべきである。 

 

上品なきらめき 磁気ネックレス。 装着部位の血行を良くし コリをほぐす効果のある磁気ネックレス。
医療機器認証番号〇〇〇。 
磨き込んだ存在感 貝パール指輪 丹念に磨き込んだ大粒ならではの存在感のある12ｍｍ貝パールの

指輪です。 
 
【記者が使ってみました】 ネックレスも指輪も大活躍です。気分に合わせて普段着にもフォーマルにも気

軽に使えて重宝します 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、浄水器の広告であるが、浄水器本体と初回分のカートリッジのセットの価格のみ表記
されている。交換用のカートリッジの価格が高ければ消費者にとってはコストが大きくなるから、交
換用カートリッジの価格も明記すべきである。仮に、本商品注文後に交換用カートリッジの高額な
費用が初めて分かる場合には、消費者に不意打ちを与えることになりかねない。 

 先着100名や本日より１週間の記載があるが、同様のキャンペーンをWEBでも展開しており、有利
誤認表示に該当する恐れがある。 

我が家の水をより美味しく、安心に 
薬品会社がプロデュース 大手通販サイト売上1位 
水道水から塩素を取り除く基本性能に加えて、カートリッジ内部にある沖縄県産の化石サンゴが水の美

味しさを引き出している。軟水である日本の水道水を使うので胃腸の弱い方はもちろん、薬の飲み合わ
せも安心。。 
通常販売価格9,600円（税込）が送料無料 先着100名様1,980円（税込）※カートリッジ内蔵 
『ママ友アワード受賞』 子育て情報誌「ｍａｍａｔｏｍｏ」ママさんモニターにより選ばれました。 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、電動エアーベッドの通販折込チラシであり、エアーベッドと枕のセット商品である。枕
単品では約５０００円の価格が付けられているが、それぞれの単品価格に販売実績があるか疑問
があり、根拠のない二重価格表示となるおそれがある。 

 人が上に乗る寝具であるから、安全性に係る情報について表記すべきである。 

本日の広告有効期限5日間限り 本日の広告で各県限定200台 
電動エアーベッド5,980円（税抜）＋高反発まくら4,800円（税抜） 合計10,780円（税抜）のところ 今なら

セットで5,980円（税抜） 
気になる口コミ 
 ▲電動で3分だし収納できるから来客用としても便利。 
 ▲好みの固さに合わせられるから、よく眠れます。 
 ▲腰が痛い日は、少し柔らかめに。 

広告適正化委員会の視点 
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－24－ 

広告コピー内容  抜粋 

現役の歯科医師が開発。これからでも遅くない！！年齢のせいだからとあきらめないで！！ 
日本人成人の約80%以上が歯周病または歯周病予備軍です。そんなお口の悩みを持つ多くの方々の

ため、誰もが簡単に歯みがきだけで対策できるよう研究を重ね、「天然ハーブ歯みがき」を開発しました。 
 
２つの薬効成分とマスティックを含む7つの天然ハーブで健康的な口内環境へ 
古代ギリシャから珍重されてきた「マスティック」が2014年ユネスコ無形文化遺産に登録されました。 

 この事例は、薬用歯磨きの通販折込チラシである。現役の歯科医師が開発した商品であり、医薬
部外品として７つの効能効果があると表示されている。広告内に医療関係者・医薬関係者が登場
しており、医師がその効能を保証するものとして誇大広告に該当する恐れがあり、薬機法上問題
がある。 

 また「マスティック」というハーブについての説明が不明瞭で消費者が商品を購入するには十分な
情報量とはいえない。。 

 「本日特価」の限定がなされているが期限の掲載がなく、いつでもこの価格で買えることになりうる
ので、消費者に有利誤認を与えかねない。 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、整腸作用を訴求するサプリメントの通販折込チラシである。いろいろとコピーが表示さ
れているがダイエットサプリメントなのか、便秘解消商品なのか、訴求する商品の効果が分かりにく
く、消費者に誤解を与えかねない。 

 お試し価格500円をうたいながら3回目まで解約ができない定期購入商品であり、実際はお試しと
はいえない。複数回の購入が条件である旨の表記は、その文字が小さすぎ、また500円の価格表
記から離れているため、500円のみで試せると誤認を誘発させる。 

 「医師が支持する腸内フローラダイエットサプリ」というランキングが実在するか疑問があり、実在す
るとしてその内容や調査方法がどのようなものであるか説明が必要である。 

医学誌にも掲載！TVでも話題のあの酪酸菌がついにサプリメントで解禁！ガマンしない次世代サプリ 
医師が支持する腸内フローラダイエットサプリで第1位をとったり。タレントやモデルも愛用するほど今キ

テるスッキリ新習慣！ 楽天リサーチ調べ 
安全品質にこだわった製造・管理でお客様に届けます。 
1日１粒飲むだけ！らくらく！〇〇〇習慣！ 定期コース初回限定500円。2回目以降は27％OFFの

2,740円（税込）。3回以上の継続コースであり、合計金額は5,980円（税込）になります。 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、消臭関連のサプリメントの通販折込チラシである。 
 消臭効果をうたうサプリメントの広告であるが、商品自体に訴求通りの消臭効果があるか疑問があ

る。消臭効果の合理的根拠となる製品のデータを保有しているか疑問がある。 
 薬機法上もこうした消臭効果をうたう表示は問題があると考えられる。 

臭いを別のニオイで隠すのではなく、森の消臭効果「フィトンチッド」で無臭をまとえるように開発され、1
日1粒（目安）と手軽に摂取できると人気なのが「〇〇〇」という商品。 
主人が40歳を過ぎたあたりから布団の加齢臭が気になるようになり、一時期は嫌で嫌でたまりませんで

した。洗う頻度を増やしたり消臭スプレーを毎日使ったり･･･。主人にお願いだから飲んでくれと頼み込ん
で、なんと一週間くらいで効果が出たんです。 
この「〇〇〇」は、様々なニオイに対応できるよう、しその葉、柿の葉、山椒、熊笹、レモン、ヨモギ葉など、

厳選された数十種類の国産植物の抽出液を独自ノウハウでブレンドし、濃縮技術で3倍濃縮しています。 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、美容パック商品であるが、使用前・使用後の写真等を用いて、パックを落とすとシミが
消えるかのような訴求をする商品である。パックのみでシミが消える効果があるか疑わしい。 

 メーキャップ効果によるとの但し書きがあるが、そもそも本商品はメーキャップ商品ではないので、
本商品には関係のない文言であって意味のない但し書きである。 

 医薬部外品であってもシミ発生の防止や緩和の表記が限度であるから、薬機法上も問題がある。 
 特別価格として二重価格表示を行っているが、通常価格が存在するか疑わしい。 

簡単！塗って落とすだけ  60秒でシミが消える!? 
思い立ったらすぐ美白！塗って落とすだけの簡単お手入れ。 
汚れを吸収し、美白成分を浸透。透明感のある肌へ。 
くすみの原因である、角質層の表面の汚れを吸着！そこに美白成分を浸透させることで角質層に行き

渡り、若々しい印象へ。 
2019 実感期待度Ｎｏ１ 40～60代のシミに悩む女性が選ぶ。 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

目尻や頬のおばあちゃんジミがいつの間にか･･！？ 
洗うだけで、目尻や頬のおばあちゃんジミが気にならなくなって、黄ばんだ肌が白く垢抜けてくるのよ。 
シミに悩む一人のマダムのために改良を重ねたこの石鹸には、絶世の美女、楊貴妃が愛した“ライチ”

の美白成分が、石鹸を鮮やかな朱色に染めるほどたっぷり配合されている。 
この『〇〇〇』、地元セレブのマダムの間で「濃いシミが気にならなくなった」と評判を呼び、口コミだけで

どんどん売れていった石鹸。特に60代以上のマダムから「濃くて落ちにくいシミに実感があった」という喜
びの声が毎日届いている。 

 この事例は、シミに効果があるという石鹸の通販折込チラシである。シミがなくなる効果を訴求する
石鹸の広告であるが、石鹸による洗顔でシミを取る効果があることは疑わしい。現状、医薬部外品
の化粧品であっても、シミが取れる効能を持った商品はない。 

 過去、本委員会による調査においても同様の広告内容に対し同様の指摘を行ったが、改善が見
られない。 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、履くことで足がラクになるサポーターの通販折込チラシである。期間限定で3足で割
引となる旨の二重価格表示がされているが、3足で6,000円の通常価格で販売している実績がある
のか、疑問が残る。また、プレゼントが付く旨記載されているが、プレゼントの具体的内容が広告上
明らかでない点も問題がある。 

 商品の実験結果について掲載されているが、裸足の状態と本商品を履いた状態を比較するので
はなく、通常の作りの靴下と本商品を履いた状態をそれぞれ比較するべきであり、消費者の誤解
を招きかねない。訴求している効果としては、外反母趾に効くようなイラスト、痛くて歩けない状態
が歩けるようになるような表現がなされているが、薬機法上問題がある。 

新しい元号に、新しい健康法を 
開く!! 足の指が開くと気持ち良い。これこそが健康の証です。だから、ぐんぐん歩ける! 
押す!! ピサの突起が第2の心臓と言われる足裏を刺激！クセになる履き心地！ 
温める!! ピザがじんわり足裏を温め続けて気付けばぽかぽかに。 
お喜びの声が続々！あんなに歩けなかったのが嘘みたい！ 
毎日使い方におすすめ！定価6,000円をお得な3足セットで特別価格3,990円（税込) 

広告適正化委員会の視点 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、ひざのサポーターの通販折込チラシである。ひざサポーター商品の広告であるが、
医療機器ではないのでひざの痛みを解消するかのような直接的効果を訴求することは、薬機法上
問題がある。 

 体験談の部分をはじめ全体的に、サポーターという商品の内容と比べて訴求する効果についての
表現が誇大である。 
 

「もうどれだけ試したか････」 そのサプリいつまで続ける？ 
テレビや新聞で盛んに宣伝されているのが、軟骨成分の補充を謳ったサプリメント。確かに、サプリメン

トでじっくり軟骨の生成を待つのも解決策のひとつだろう。しかし、つらい「刺激」や「違和感」をすぐに何
とかするには、より直接的なケアが必要だ。 
技術を結集。悩み解決に光が！ 
スッと履いてみて驚くのは、ひざの曲げ伸ばしが即座にラクになること。思い切り屈伸しても、長時間歩

いても、ほとんど違和感がない。履いているのを忘れてしまうほど快適なのだ。 

広告適正化委員会の視点 



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。 

以上 

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 



インターネット上の広告表示については通信販売を行うに際して不可欠なものとなり、膨大な

量が日々表示されている。しかしながら、インターネット上の広告の量が増大するのに伴って、昨

今、その内容が不適正なものも散見される。広告適正化委員会では、インターネット上の広告に

ついて問題となる具体例を調査し、その代表的な例を示したい。 

第2章.インターネット上の広告調査 

Ⅰ. 調査概要 

1. 調査対象 

2. 調査項目 

第2章. インターネット上の広告調査 

 2019年4月1日～2020年3月31日の1年間、日本通信販売協会通販１１０番に寄せ

られた消費者相談に関連する商品及び役務に関するインターネット上の広告表示 

 景表法等の関連法令に照らして適法か（適法性） 
 一般的な消費者に誤認を与える可能性のある不適切なものでないか（健全性） 

1. 調査結果から見る消費者相談類型 

対象期間中、日本通信販売協会通販１１０番に寄せられた消費者からの相談総数は4361件で
あった。 

このうち、インターネット上の広告表示に関連するものでは、「定期購入」に関するトラブルが
919件、「詐欺的なサイト」での購入トラブルが531件にのぼり、多くの相談が寄せられている。 

また、上記の定期購入や詐欺的サイトに関するトラブルにおいては、「ソーシャルネットワーキン
グサービス（SNS）上の広告」や「ブログ記事」が購入のきっかけとなるケースが増加している。 

そこでここでは、インターネット上の広告表示の代表的なトラブルの具体例として、「定期購入」、
「詐欺的サイト」及び「SNS広告・ブログ記事」を取り上げ、各類型ごとの典型的な問題点について
指摘したい。 

Ⅱ. 調査結果及び事例集 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

相談件数 （件） 340 371 370 427 368 367 400 360 339 372 303 344 4361

定期購入 （件） 43 64 90 111 77 81 101 87 50 75 75 65 919

比率 13% 17% 24% 26% 21% 22% 25% 24% 15% 20% 25% 19% 21%

詐欺的サイト （件） 54 52 33 43 48 42 55 38 39 47 34 46 531

比率 16% 14% 9% 10% 13% 11% 14% 11% 12% 13% 11% 13% 12%

日本通信販売協会通販１１０番　消費者相談件数　（2019年4月～2020年3月）
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第2章.インターネット上の広告調査 
 

2. 典型的なトラブル事例 

広告の特徴 
ダイエットや美容、筋力維持などを目的とし

た、健康食品や化粧品を販売するケースが
多い。 

 
初回限定やお試し価格等のうたい文句で、

商品価格を割り引いている。 
 
SNS上で利用者の声などを掲載している

ケースが多い。 

トラブルの内容 
割引での商品購入には定期購入が条件と

なっているが、その旨の表記が分かりにく
い。 
 
定期購入の解約には条件があり、数回分

の購入代金の支払いが条件となっていたり、
初回分通常価格での買取が条件となって
いるが、表記が分かりにくい。 
 
解約に応じる窓口が電話などに限定されて

おり、連絡がつきにくい。 
 
解約の申し出を行うことができる時期が限

定されており、事実上解約を行うことが困
難。 

 ダイエット・美容目的の
商品の広告 

 初回限定で商
品を無料で購
入できる、タダ
で商品を試せ
るなどとうたっ
ている 

 割引購入のためには定期購入が条件と
なっているが、表記が小さく分かりにくい 

 定期購入の解約には、費用が発生する 
（無料で商品を試せるとは言えない） 

 定期購入の解約窓口が電話に限定されているが、かけてもつながりにくい 

【定期購入の広告の例】 
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広告の特徴 

トラブルの内容 

ブランド品や限定品、電化製品などの高額商品
を販売しているケースが多い。 
 
SNS上で再現性のない広告（一時的にしか表示

されない広告）を掲載している場合がある。 
 
実在しない住所が記載されるなど、販売者につ

いての情報に虚偽が見られる。 
 
日本語の表現やサイトのデザインなど、WEBサ

イトの作りが粗雑である。 

注文をしても商品が届かない。 
 
商品が届いても品質が粗悪であるなど模倣品

であり、本来の商品が届かない。 
 
販売事業者に連絡がつかず、返品対応などに

応じない。 

 人気ブランド
の限定商品を、
割引価格で
販売している 

 SNS上に広
告が出され、
消費者はス
マートフォン
で目にする場
合が多い 

 比較的単価の高い電化製品を
販売している 

 商品のタイトルなど、日本語に
不自然な点が見られる 

 販売者情報に、実在しない住所や連絡先、
無関係の名称などが掲載されている 

【詐欺的なサイトの例】 
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広告の特徴 

トラブルの内容 

商品の使用感やレビュー等を記載している。 
 
SNS上の広告の場合、個人の感想の体裁を

とっており、広告であることが分かりにくい場合
がある。 
 
ブログ記事形式の広告の場合、中立的なラン

キング記事やレビュー記事の体裁をとっている
が、広告であることがわかりにくい場合がある。 
 
販売事業者から広告掲載者に対し報酬が支払

われていたり、アフィリエイトプログラムを利用し
ている場合が多い。 

商品の効果効能について、明らかな虚偽広大
広告表示がなされている。 
 
購入したが、広告のなかで表示されているよう

な効果が得られない。 
 
広告に記載された割引を受けるには、一定の

条件があるが、その条件の記載がないなど、購
入に関するデメリットの説明がない。 
 
広告上にデメリットの表記がないため、購入者

は解約時にその手数料等をめぐってトラブルと
なることがある。 

 SNS上に口コミの形式で広告が掲載されている 

 口コミ掲載の見返りとして商品の割引等を受け
ている 

 食べるだけで痩せるなど明らかな虚偽誇大広
告がなされている 

 実質無料などとうたわれているが、無料の根拠や、
無料となるための条件など、メリット・デメリットの表
記が十分でない 

 解約には費用がかかる等の条件があるが、詳細
な取引条件について記載がない 

【SNS広告の例】 

【ブログ記事の例】 

 ブログ記事のなかで、商品の使用感などのレ
ビューが掲載されている 

 アフィリエイトリンクが掲載されており、実質的に
広告である 
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今回の調査結果を受け、広告適正化委員会では、以下の具体的な活動を実施するものとした。 

1. 消費者への周知 

今回の調査結果を消費者へ周知し、慎重な購買行動を取るよう求める。 

2. 関連団体との連携の取り組み 

インターネット上の広告についてのトラブルについては、消費者庁をはじめとした行政機関や

関連団体に対し情報提供を行い、同様のトラブルが増加しないよう協力を求める。 

アフィリエイトサービスプロバイダーや広告代理店など、広告媒体を扱う事業者に対しても情報

共有を行い、一層の法令順守を求めるなど協力要請を行う。 

3. 消費者からの相談の収集体制の強化 

日本通信販売協会通販１１０番において、インターネット上の広告表示に関する相談を受け付
ける体制を整備して、協会独自のインターネット上の広告表示に関する情報収集活動をより一層
進める。 

Ⅲ. 今後の対応 

第2章.インターネット上の広告調査 
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上記の取組みを通じて、インターネット上の広告表示に関する改善を求め、新たな問題点の発

見及び収集を引き続き行いたい。 

以上 



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 
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(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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(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 
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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 

－資料9－ 

◆資料編 



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 

－資料10－ 

◆資料編 



2019年度通販広告実態調査報告書 
 
 編集：公益社団法人日本通信販売協会 広告適正化委員会 
 
 発行：公益社団法人日本通信販売協会 
 
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町3－2 リブラビル２F 
 電話：03-5651-1155   FAX：03-5651-1199 
 URL： https://jadma.or.jp/ 
 
 2020年6月発行 
 ©Japan Direct Marketing Association. Printed in Japan  

本書の内容の一部または全部を無断で複写複製（コピー）することは、法律で認められた場合を除き、著
作者および出版社の権利の侵害となりますので、あらかじめ当協会あてに許諾を求めてください。 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50

