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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、通信販売にかか

わる広告表現に関して情報収集及び評価検証を行っている。 
  
2020年度の調査では、一般消費者の目線に立った広告調査を行うためにサンプ

ル調査を実施し、収集した広告サンプルについては「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。 
  
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、「2020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。 
 
本報告書の作成にあたり、調査員の選定や資料の取りまとめに協力いただいた

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の皆様や、調査

活動に参加いただいた調査員の皆様に、感謝申し上げたい。 

 
 2021年7月 

公益社団法人 日本通信販売協会 

◆まえがき 
 

 まえがき 
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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 

－2－ 



本年度は、一般消費者の目線に立った調査を行うため、一般消費者の中から調査員を選定し、

調査員が日常生活のなかで接触した広告を収集するサンプル調査を実施した。調査対象エリア

に居住する調査員が調査期間に接触したすべての通信販売に関する広告を対象とし、調査員

自身の判断により法令順守や消費者保護の観点から問題があると考えられる広告を選定した。 

Ⅰ.  調査概要 

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 

8 1 1 2 2 2 2 2 

◆調査期間 
2021年2月8日（月）～2月14日（日）の１週間   

1. 調査エリアおよび調査期間 

本年度の調査エリアは、JADMA会員の所在地を参考に通販事業が活発な地域であること、

モニター調査員の協力が得られやすいこと等から、九州地方（福岡県 · 佐賀県 · 長崎県 · 

熊本県 · 大分県 · 宮崎県 · 鹿児島県 · 沖縄県）とし、各県の人口構成に応じて調査員を選

定した。また、調査期間は、2021年2月8日（月）から14日（日）までの1週間とし、対象広告は

調査員が接触したすべての通信販売に関する広告とした。 

 調査にあたっては、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

（略称：「NACS」）の協力のもと、消費生活アドバイザー等の資格を有する一般消費者の中か

ら調査員を選定し、本調査に関するガイダンスを行ったうえで調査活動を開始した。 

2. 収集方法および収集結果 

サンプル調査では、①調査員1名および調査員の調査協力者2名の合計3名（計20組）が、

調査期間の1週間で触れたすべての通信販売に関する広告の中から、②調査員が法令順守

や消費者保護の観点から問題があると考えた広告を6つ選定することで、法令順守や消費者

保護の観点から問題があるおそれのある広告サンプルの収集を行った。 

 第1章. 通販広告調査 

第1章.通販広告調査 
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◆調査エリアと調査員配置 （人） 

広告の収集 広告の選定 

検討会 

調査員1名と 
協力者2名が1組で 
（計20組） 
通販広告を収集 

調査員の判断で 
問題があると 
考えた広告を 
6つ選定 

モニター調査 

委員会において 
収集した広告の表現を 
評価検討し 
報告として取りまとめ 計118件収集 



調査においては、法令順守や消費者保護の観点から問題があるおそれがある広告サンプ

ルを対象に、広告媒体および掲載商品の情報について以下の項目について情報を収集した。 

下記の項目のいずれに該当するかについては、各調査員が判定をおこなった。 

 

①広告媒体の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②商品の種別 

(1) 広告情報に関する調査 

3. 調査の項目 
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第1章.通販広告調査 

広告の収集に際しては、収集後に広告表現の評価検証を行うという本調査の性質上、広告内

容を確認できるように広告内容を保存したもの（印刷されたものや映像や音声を記録したもの）や

広告内容を再現できるもの（URLにアクセスできるもの）を対象とするという条件を付している。広

告内容を事後に確認できないものは、集計に含めていない。 

 調査活動の結果、情報が不足している等の不適切なサンプルを除き、20名の調査員から合計

118件の広告サンプルを収集することができた。 

1 チラシ 

2 新聞広告・雑誌広告 

3 ラジオ 

4 TV 

5 Webサイト上の広告 

6 Web動画サービス上の広告 

7 SNS上の広告 

8 その他 

1 衣料品（紳士・婦人・子供・下着等） 

2 服飾雑貨・貴金属類（靴・鞄・アクセサリー・時計等） 

3 家具・家電・家庭用品（家具・寝具・パソコン・電化製品・台所用品・トイレタリー等） 

4 趣味・娯楽品（工具・園芸・ペット・レジャー・乗り物・ゲーム類・本・CD等） 

5 美容・健康（化粧品・美容健康器具・介護用品等） 

6 飲食料品（食料品・飲料・健康食品等） 

7 サービス（通信教育・旅行・コンサート・交通機関・情報サービス・エステ等） 

8 その他 



(2) 広告内容の適正性に関する調査 
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調査においては、法令順守や消費者保護の観点から問題があるおそれがある広告サンプ

ルを対象に、特定商取引法に基づく必要な記載事項や返品特約等の取引上重要な事項に

関する以下の事項の記載の有無について情報を収集した。 

下記の項目が適正に表示されているかについては、各調査員が判定をおこなった。 

 

①事業者情報 

 

 

 

 

 

②販売条件 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、当該広告が消費者保護の観点から問題があると考えた理由について、以下の選択

肢のいずれに該当するか（複数選択可）調査員自身が判定し、その具体的理由についても自

由記入の形式で記載を求めた。 

 

第1章.通販広告調査 

1 
不当な二重価格表示 
 （対照の通常販売価格が過度に高額であるなど不合理である等） 

2 
不当な販売方法 
 （商品の追加・セット購入を迫るなど販売方法が不当である等） 

3 
不明瞭な商品内容 
 （商品の性能性質や内容量についての記載が不十分である等） 

4 
誇大な性能・効果効能表現 
 （使用するだけで痩せるなど効果が疑わしい等） 

5 
せん情的な広告内容 
 （過剰に不安をあおり、購入を促している等） 

6 
あいまいな取引内容 
 （一度の購入で複数回分購入となることが不明瞭である等） 

1 社名 

2 住所 

3 電話番号 

1 販売価格 

2 送料 

3 付帯費用 

4 注文方法 

5 申込期限 

6 支払期限 

7 支払方法 

8 返品に関する事項 

9 解約に関する事項 



法令順守や消費者保護の観点から問題があるおそれのある広告サンプル118件について、調

査員の判断をもとにした広告情報及び広告内容の適正性に関する集計結果は以下の通りである。 

Ⅱ. 調査サマリー 
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1. 広告情報についての分類結果 

問題があるおそれのある広告を媒体分類別に見ると、「Webサイト上の広告」が全体の約43％
を占めている。一方、「ラジオ」と「Web動画」については該当する広告がなかった。前者は広告

を保存する必要があることから収集が難しかったこと、後者はWeb動画からリンクをたどることで

Webサイト上の広告に誘導されることから「Webサイト上の広告」の項目に含まれていることが理

由として考えられる。なお、アフィリエイト広告を指摘する結果が多かったため、アフィリエイト広告

関連するものについてもその割合を集計したところ、全体の約18％を占めている。 

媒体別分類 件 ％ 

 
問題がある 
おそれのある 
通販広告  
全118件中 

1.チラシ 14 11.9% 

2.新聞広告・雑誌広告 39 33.1% 

3.ラジオ 0 0.0% 

4.TV 3 2.5% 

5.Webサイト上の広告 * 51 43.2% 

6.Web動画* 0 0.0% 

7.SNS上の広告 * 8 6.8% 

8.その他 3 2.5% 

(*うちアフィリエイト広告関連) (21) (17.8%) 

また、問題があるおそれのある広告を商品分類別に見てみると、「美容・健康」が全体の約

40％を、「飲食料品」が全体の約37%を占めている。具体的には、化粧品や健康食品に関する

広告が目立つ結果となった。 

商材別分類 件 ％ 

問題がある 
おそれのある 
通販広告 
全118件中 

1.衣料品 2 1.7% 

2.服飾雑貨 1 0.8% 

3.家具・家電・家庭用品 7 5.9% 

4.趣味・娯楽品 10 8.5% 

5.美容・健康 47 39.8% 

6.飲食料品 44 37.3% 

7.サービス 5 4.2% 

8.その他 2 1.7% 

第1章.通販広告調査 



第1章.通販広告調査 

2. 広告内容の適正性についての分類結果 

問題があるおそれのある広告について、特定商取引法に基づく必要な記載事項や返品特約

等の取引上重要な事項の記載割合を見ると、「付帯費用」「申込期限」「支払期限」「解約に関す

る事項」の記載が少ないことが分かる。付帯費用や申込期限については、そもそも販売時に設定

していないケースがあるからと考えられる。一方、解約に関する事項については、解約の方法や

期間に制限がある場合には、トラブル防止の観点からも重要な事項であるから、事業者にはでき

る限り明瞭に記載を求めたい。 

また、問題があるおそれのある広告について、問題があると考えた理由（複数選択可）を分類

別に見てみると、「誇大な性能・効果効能表現」が約76％と大半を占めている。商品として合理

的に考えられる性能や効果を、著しく逸脱した広告表現が目立つ結果となった。また、「不明瞭

な商品内容」が約40％を占め、定期購入での販売においてその商品内容や価格が分かりにくい

といった指摘があった。また、「せん情的な広告内容」が約37％を占め、健康や美容の悩みを過

度にあおったり、品切れになるなどとして購入を急かすといった、商品の購買意欲を高めるため

に行き過ぎた表現が散見された。 

特商法上記載が必要な事項等の記載 件 ％ 

問題がある 
おそれのある 
通販広告 
全118件中 
 
（適切な 
記載のもの） 

社名 111 94.1% 

住所 110 93.2% 

電話番号 110 93.2% 

販売価格 109 92.4% 

送料 104 88.1% 

付帯費用 60 50.8% 

注文方法 113 95.8% 

申込期限 37 31.4% 

支払時期 82 69.5% 

支払方法 107 90.7% 

返品 101 85.6% 

解約 77 65.3% 

問題があると考えた理由 件 ％ 

問題がある 
おそれのある 
通販広告 
全118件中 
 
（不適切な 
記載のもの） 
 
※複数選択可 

不当な二重価格 33 28.0% 

不当な販売方法 15 12.7% 

不明瞭な商品内容 47 39.8% 

誇大な性能・効果効能表現 90 76.3% 

せん情的な広告内容 44 37.3% 

あいまいな取引条件 38 32.2% 
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第1章.通販広告調査 

問題があるおそれのある表現として指摘が目立ったものは以下の通りである。 
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返品に関する事項がない、または不十分である広告が目立った。具体的には、顧客都合

による返品を受けるか否か、受けるとしても返品時の送料の負担はどうなるかについて、記載

がないものが多かった。 

 商品の性質上返品を受け付けられないもの、返送料が高額となるものなど、消費者とのトラ

ブルの原因となりうるから、適正に表示を行うべきである。 

化粧品や健康食品を中心に、その効果効能として合理的な範囲を越えた過剰な訴求を

行っているものが多く見受けられた。具体的には、コンプレックス商材を中心に「シミが消える」

「痩せる」「毛が生える」といった訴求を行い、根拠の疑わしい情報を併記して効果を強調する

ものが目立った。 

 効果効能について消費者の誤認を招きかねないことはもとより、関連する法令にも違反する

おそれがある。 

 また、使用体験談の中に、上記のような誇大な表現を記載しながら「個人の感想です」などと

注記するものも目立つが、広告全体としては誇大な表現であり不適切である。 

定期購入に関する表示について、定期購入であることの表記が不足しているものや、定期

購入の解約には数回の購入が必要であるなど条件が付されているにもかかわらず条件が明

示されていないものが目立った。 

 また、定期購入であることや解約には条件があることについて、小さく目立たないように記載

するあまり、消費者が見落としてしまうようなものも散見される。記載すればいいというものでは

なく、消費者とのトラブルを防止するためにも、取引において重要な事項は広告内に明記す

べきである。 

Webサイト上の広告を中心に、「売り切れが続出しており、今回入荷分も残りわずかである」 

「この広告画面を閉じたら割引価格では二度と購入できなくなる」「セット購入の割引キャン

ペーンはいつ終わるかわからない」などと、早く購入しなければ商品を手に入れられない、今

しか商品を安く手に入れられないかのような印象を与える表現が目立った。 

 実際にそうした状況でないにもかかわらず、根拠なく当該表現を行うことは、消費者の購入

意欲を不当にあおるものであり不適切である。 

●返品特約についての記載がないまたは不十分 

●化粧品や健康食品の効果効能の表示が誇大 

●定期購入であることや解約の条件が分かりにくい 

●購入を急かすなど消費者をあおる表現 

Ⅲ.  広告表現の全体傾向 



今回の調査で集計した合計118件の広告については、①法令に抵触するおそれがないか、②

取引条件および商品の説明が適正に表示されているか、③消費者の信頼を得るために改善が

必要と思われる部分がないか、といった観点から、審議対象となる広告を抽出した。 

抽出した広告に対しては、広告適正化委員会の検討会において審議を行い、広告表示として

の適否を判定した。 

次頁以降に、審議の対象となった広告とその審議結果を事例としてまとめている。 

一部不適正な表示が見られ、改善が必要な広告 

 景品表示法や医薬品医療機器等法などの関連法令に明らかに抵触
はしていないものの、合理的・客観的な説明を欠き、法令違反の可
能性のある広告 

 特定商取引法上の記載事項や返品特約の等の記載漏れが散見さ
れる広告 

 消費者の誤認を招きかねない表示がみられる広告 

関連法令に抵触するおそれの高い広告 

 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高い表示
が散見される広告 

 特定商取引法の記載事項や返品特約が不記載であり、消費者トラブ
ルを招きかねない広告 

 消費者の誤認を誘発する可能性が高い表示が散見される広告 

第2章.検討事例集 
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イエローカード 

レッドカード 

 第2章. 検討事例集 

法令名は以下の通り記載する。 

• 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」 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、健康運動器具の新聞広告である。 
 本商品の上に乗ることにより筋力を増強できるかのような訴求を行っており、本商品の上で10分間

直立するだけでジョギング60分相当等の効果が得られるとしているが、その具体的な根拠が明ら
かでない。調査計算方法や測定結果等のエビデンスを明記するべきである。また、実際にそうした
筋力を増強できる効果が得られるかについても疑わしい。 

 二重価格表記を行っており、通常価格69,800円を6万円引きの9,800円（税抜）と表記しているが、
通常価格と割引価格の差があまりに過大であり、通常価格での販売を行っているかも疑わしく、根
拠のない二重価格表示に該当するおそれがある。 （景表法違反のおそれ） 

○○が歩く力を応援します！！筋力対策は遅いということはありません。 
太ももやふくらはぎを鍛えれば若いころのように歩くことができます 
10分間直立するだけで、ヨガ35分相当、腹筋150回相当、ジョギング60分相当、スイミング40分相当 
※当社調べ 
本日から7日間「生産工場拡販キャンペーン」、通常価格69,800円を6万円引きの9,800円（税抜）で購入
できます。 

広告適正化委員会の視点 

見せかけの通常価格はNGです 

第2章.検討事例集 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、温度計の新聞広告である。 
 本商品は、医療機器である医療用体温計ではなく、一般的な用途の温度計である。しかしながら、

表示されている温度が体温程度であること、色の切り替わり表示が体温変化に近いものであること、
本商品の購入特典としてマスクをプレゼントするとの記載がされていることから、あたかも本商品が
医療用体温計であるとの誤解を招きかねない。 

 会員数600万人と比較して、当該広告で販売する商品の数が100台と少なく、購入台数の制限も
設けている。急いで購入しなければ本商品が無くなるかのような印象を与えて、消費者の購入を
不当にあおるものである。 

触れずに測れる！約1秒で温度を計測！ 
日々の測定に大活躍！！過去32回分の記録を保存！！ 
（写真にて）36.6℃～39.2℃の温度表示 
さらに！今なら！1台ご購入頂くとマスク30枚 2台ご購入頂くとマスク60枚プレゼント！！ 
会員数600万人突破記念 お一人様2台まで 本日の広告で限定100台 

広告適正化委員会の視点 

体温計だと誤解しませんか？ 

第2章.検討事例集 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、複数商品が掲載された新聞折込チラシであるが、特に家具の広告部分を取り上げる。 
 チラシ上部において、送料無料と強調して表示されているが、一部商品については別配送料がか

かる旨小さく表記されており、但し書きが読みにくい。また、家具等の一部商品に別配送料がかか
る旨、商品の下に小さく記載されているが、表記が小さいため読みにくく、判断しにくい。 
消費者トラブルを防止するためにも、文字のサイズを大きくしたりマークを付するなど工夫すること
により、どの商品にどの程度の別配送料かかるのか、よりわかりやすい表記を行うべきである。 
また、受注の際にも、送料がどの程度かかるのかについても確実に伝えることが必要である。 

今なら送料無料キャンペーン実施中 このチラシからのご注文に限り送料無料 
ただし、商品ごとに別配送料の記載がある場合には、表示金額のご負担をお願いします。 
鍵付きベッドサイドテーブル 6,980円（税込み7,678円） 別配送料1,500円（税抜） 
回転式 ダイニングチェア 2脚組 10,000円（税込11,000円） 別配送料1,800円（税抜） 

広告適正化委員会の視点 

送料がかからない…のではないのですか？ 

第2章.検討事例集 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、健康食品（サプリメント）のWeb広告（アフィリエイト広告・自社販売サイト）である。 
 本商品は健康食品であるが、本商品を摂取することにより腸にたまっている脂肪が短鎖脂肪酸や

善玉菌の効果で便として排出され痩身効果が得られるなどと訴求しており、根拠が不明で誇大な
広告である。関連する法令にも抵触するおそれがある。 （景表法・薬機法違反のおそれ） 

 医師を起用して、製品の医薬品的効果や安全性を過度に強調しており、消費者の誤認を招きか
ねない。関連する法令にも抵触するおそれがある。（薬機法違反のおそれ） 

腸の内側には脂肪便が張り付いていて痩せにくく太りやすい体質にしてしまいます 脂肪便約5kg 
運動や食事制限などを一切せずにたった1ヶ月で10kgもの減量に成功したダイエット 
医師監修の脂肪吸引サプリ 飲むだけで体内の余分な脂質を洗浄し痩せ菌を増殖させるダイエット 
メディア出演多数！医師も注目！ 

広告適正化委員会の視点 

飲むだけで脂肪は落ちません 

（アフィリエイト広告） （自社販売サイトの広告） 

第2章.検討事例集 



－14－ 

広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、薬用化粧品（育毛剤）のWeb広告（アフィリエイト広告・自社販売サイト）である。 
 本商品は育毛剤であるが、本商品の製造販売企業である自社には博士号取得者が多数いること

や複数の特許を取得したこと、社員の出身校と思われる大学名等が記載されているが、本商品の
安全性や効能について直接関係のない周辺事実を特記することにより、本商品の安全性や効能
を誇大に見せようとしており、消費者の誤認を招きかねない。 

 特定の成分を特記し、生物の発育に関連付け、あたかも高い育毛効果が得られるかのような表現
をしているが、当該成分は頭皮保護成分にすぎず、育毛効果に直接影響のある成分ではない。
本商品の効果について消費者の誤認を招きかねない。 

○○には様々な分野で博士号取得者が多数！ 東大・京大制覇のエース研究員 
世界初！数々の特許を取得 
●●の不思議を徹底的に研究し、ついに開発！！たった２１日間で●●からブワッと生まれる 日本初
●●由来頭皮保護成分××配合 
効能効果21日後には元気な△△がブワっと誕生！！ ●●のチカラ！ ブワッ ツヤツヤ イキイキ 

広告適正化委員会の視点 

（アフィリエイト広告） （自社販売サイトの広告） 

大学が開発に関係したかのような…？ 

第2章.検討事例集 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、薬用化粧品（基礎化粧品）のWeb広告（アフィリエイト広告・自社販売サイト）である。 
 本商品は基礎化粧品であるが、主にアフィリエイト広告において、キャッチコピーや使用前後と思

われる画像を通じて本商品を使うことでシミが消えることを訴求する表現が散見され、誇大な表現
である。関連する法令にも違反する可能性がある。 （景表法・薬機法違反のおそれ） 

 医師が本商品を推奨しているかのような表現が散見される。本商品の安全性や効能を誇大に訴
求しており、消費者の誤認を招きかねない。関連する法令にも違反する可能性がある。（薬機法違
反のおそれ） 

TV番組の辛口評論家●●先生が推奨するレーザーに代わる次世代シミ消しジェル 
（写真にて）本商品を使用することによりできたシミが消えたかのような使用前・使用後の写真 
●●先生が「クリニックに行く時間・お金がない人にはコレ！」と推奨している医者目線のシミ消しジェル 
産婦人科と美容皮膚科２５年経験 女性の心身を熟知するドクター 現役皮膚科医  ●● 

広告適正化委員会の視点 

シミが消えることはありません 

（アフィリエイト広告） （自社販売サイトの広告） 

第2章.検討事例集 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、健康食品（ダイエット飲料）のWeb広告（アフィリエイト広告・自社販売サイト）である。 
 本商品はダイエット飲料であるが、アフィリエイト広告において、朝食を本商品に置き換えるだけの

ダイエット方法を紹介している。しかしながら、自社販売サイトでは、食事管理と適度な運動を行っ
たうえでの置き換えダイエットを実験方法としたグラフが掲載され、食事管理と運動を取り入れてい
ることについての注記も分かりにくい。本商品の効果について消費者の誤認を招きかねない。 

 本商品に含まれる特定の成分が油分を吸着するため有効性があるとうたっているが、実際に本商
品を飲用した場合にも油分が体に吸収されなくなるかは不明であり、根拠のあいまいな表現であ
る。身体の効果を保証しない旨の注記もわかりにくく、効果につき消費者の誤認を招きかねない。 

朝食を置き換えるだけ！ 朝ごはんを食べずに○○だけ！ 
（体重減少実験のグラフに） 専門家による食事管理と適度な運動を併用した結果。 
チャコールの有用性  ●●炭の驚きの吸着力 水の中にオイルを浮かべ●●炭の吸着力を実験。 
※あくまで吸着実験であり、身体への効果の保証ではありません。 

広告適正化委員会の視点 

体に効果があるように読めますが？ 

（アフィリエイト広告） （自社販売サイトの広告） 

第2章.検討事例集 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、いわゆる電子タバコのWeb広告である。 
 本商品は麻由来の成分であるCBDを含む製品であり、国際機関など公的機関の名称を使用して

製品や成分の安全性や適法性を強調しているが、本商品に関する説明が不足し安全性が疑わし
い。製品自体に関する事実をより具体的に記載し、安全性や適法性を丁寧に説明すべきである。 

 500円での販売を強調しているが、実際は3回総額20,306円（税込）の購入が必要となる定期購
入商品である。初回分価格の強調に比較して、定期購入であることの説明が非常に小さく表記さ
れており、定期購入であることや諸条件の説明が不足している。（特商法違反のおそれ） 

先進的なタバコに代わるリフレッシュ法 純度99％のCBD（カンナビジオール）使用 
CBD（カンナビジオール）は、麻由来の100％天然で安全な成分です。 

WHOが認めた安全な成分 麻に含まれる成分の一つですが、違法性は全くありません。 
高い安全性 日本以上に安全基準が厳格なアメリカで製造 
特別価格（通常価格3,326円）500円 

広告適正化委員会の視点 

安全な理由が分かりません 

第2章.検討事例集 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、医薬部外品（洗口液）のWeb広告である。 

 本商品は洗口液であるが、売上ランキングと思われるNo.1表記において、そのランキングの集計
の詳細について記載がない。いつの時点のどのようなランキングであるか明記すべきである。 

 本商品の広告において愛称を使用している場合には、正式な販売名を併記せずに愛称のみを併
記していることや本来使用が許されない表現を愛称において使用することは、関連する法令に違
反するおそれがある。（薬機法違反のおそれ） 

マウスウォッシュ・洗口液部門 No.1  ●●ランキング デンタルケア部門 No.1  ●●ランキング 
口臭ゴッソリ ○○ 

広告適正化委員会の視点 

いつの、どんなNo.1ですか？ 

第2章.検討事例集 
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広告コピー内容  抜粋 

 この事例は、化粧品（メークアップ化粧品）のWeb広告である。 
 本商品はメークアップ化粧品であり、含まれている成分の俗称をビタミンC誘導体・ ●●培養液な

どと特記しているが、具体的にどのような成分であるかについて説明がない。製品の情報説明が
不足しており、安全性や効果について消費者の誤認を招きかねない。 

 本商品に含まれる成分が、あたかも肌の再生に有効であるかのような表現が散見されるが、根拠
不明な誇大表現であり、関連する法令に違反するおそれがある。（景表法・薬機法違反のおそれ） 

くすみ知らずの透明美肌をつくる ビタミンC誘導体 肌細胞の活性化を促し若々しい肌へ ●●培養液 
深層部から肌を甦らせるグロースファクターが豊富  ●●養液 
●●は、自己複製力と細胞を生み出す力を併せ持った細胞です。 

広告適正化委員会の視点 

本当はどんな成分か分かりません 

第2章.検討事例集 



今回の活動と併せて、本調査活動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

発見に取り組みたい。 

以上 

本委員会では、通販広告の実態調査及び広告内容の検討の結果をもとに、不適正な表示を

行っていると考えられる通販会社に対し改善要望を通知する、関係各所と情報共有を行うなどし

て、通販広告の健全化を図っている。 

具体的には、以下の活動を実施する。 

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。 

 

2. イエローカード広告の通販会社への対応 

調査結果及び改善要請書を通知し、広告表現の改善を依頼したうえで、JADMA主催の広
告講習会等への参加を依頼する。 
 

3. レッドカード広告の通販会社への対応 

調査結果及び改善要請書を通知し、広告表現の改善を依頼したうえで、JADMA主催の広
告講習会等への参加を依頼する。 
上記要請に対する協力対応がなく、違法性や悪質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っている場合には、JADMAから関係省庁
などへ通報していく。 

 

4. 調査検討結果のフィードバック 

消費者に対し調査結果を周知し、慎重な購買行動を取るよう求める。 
消費者庁をはじめとした行政機関や関連団体に対し、本調査に関する情報提供を行う。 
広告関連事業者に対しても、本調査に関する情報共有を行い、法令順守を求めるなど協力
要請を行う。 

第3章.今後の対応 
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 第3章. 今後の対応 



法令名は以下の通り記載する。 

• 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購入してもらうためには、広告

媒体が適正に表示され、信頼されるに足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。そして、倫理綱領・実施基準に基づき、以下の通り「通販広告適正表示の評

価項目」を策定することにより、協会入会審査や各種調査において広告内容が適正な内容である

かを確認し、事業者や業界による自主的な広告の健全化を図っている。 

通販企業においては、本資料をもとに自社の広告表示について改めて確認を行い、広告表示

の適正化に努めてほしい。 

JADMA 「通販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（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）を表示していない。 

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原則として不可） 

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 

以下では、通販広告の表示項目として不適切なものを示す。 



(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言えない。 

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言えない。 

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言えない。 

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は提出できない。 

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言えない。 

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言
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を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
できるとは言えない。 

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 
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