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東京都主催 令和4年度「事業者向けコンプライアンス講習会」



本日の講演の概要

1.はじめに

2.不当表示の原因と対策

3.二重価格表示

4.期間限定キャンペーン

5.打消し表示
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1.はじめに
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景表法とは（表示規制）

• 表示規制の一般法

–対象商品・役務には制限なし

–対象は一般消費者に対する表示に限られる

• 競争法から消費者保護法へ

–消費者庁発足（2009年）以前：独禁法の特別法

–消費者庁設立後：消費者保護法へ

• 不当表示の制裁

–措置命令

–課徴金納付命令
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不当表示の3類型

• 優良誤認表示（5条1号）

–商品役務の内容についての不当表示

• 有利誤認表示（5条2号）

–商品役務の取引条件についての不当表示

• 指定告示（5条3号）

− 原産国表示

− おとり広告、など
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「誤認」の基準

• 「著しく優良（有利）と誤認」とは？

– 「著しく」とは、表示の誇張の程度が社会一般に許容
される程度を超える場合を指す

– 当該商品・役務についてさほど詳しい情報を有してい
ない、通常レベルの消費者、一般レベルの常識のみを
有している消費者が基準となる

• 何割くらいが誤認すれば「著しく」なのか？

– 「広告が掲載された新聞の販売部数約658万部（１日
あたり、推計）を前提とすると、60万人が改善効果が
得られると認識する可能性を示すものであり、軽視で
きない」（だいにち堂措置命令取消訴訟における消費
者庁の主張）
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2. 不当表示の原因と対策
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不当表示の判断の枠組み

• 不当表示とは、
「表示」と「実際」の不一致である！

≠表示 実際
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「『・・・』と記載することに
より、あたかも〇〇であるかの
ような表示をしていた」

「実際には××であった」



不当表示の原因

1. 虚偽だと知りながら表示していた

2. 表示の意味を誤解・曲解していた

3. 「実際」が変わったのに、表示を変える
のを忘れた

4. 本来予定した「実際」を作れなかった
（能力不足、材料不足）

5. 「実際」の証拠がなかった
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不当表示の原因・その１

• 虚偽だと知りながら表示していた

実際

Ex. 認知症に効
かない

表示

Ex. 「認知症に
効く」
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山田養蜂場事件（2022年9月）
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【※参考（2021年2月消費者庁報道発表）】「新型コロ
ナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかで
はなく、かつ、民間施設における試験等の実施も困難な現
状において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼ
うするウイルス予防商品については、現段階においては客
観性及び合理性を欠くおそれがあると考えられ、一般消費
者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示
法（優良誤認表示）及び健康増進法（食品の虚偽・誇大表
示）の規定に違反するおそれが高いものと考えられます」

出所：消費者庁ウェブサイト

「新型コロナウイルス“第６波”に警戒を ＜感
染＞と＜重症化＞どちらも予防したい…お客さ
まの声に応えて 『ビタミンＤ＋亜鉛』2021年
1月1日（月）新発売」（山田養蜂場ウェブサ
イトの表示）



不当表示の原因・その2

• 事業者が表示の意味を誤解・曲解

表示
（事業者の理解）

Ex. 「芝エビ」＝小さいエビ

実際

Ex. バナメイエビ
表示

（消費者の理解）
Ex. 「芝エビ」＝芝エビ

=

≠

×
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表示の誤解・曲解の原因

• 業界の認識と消費者の認識のズレ

–小さなエビを「芝エビ」とよぶ業界慣行？（メ
ニュー偽装事件）

• 明確な定義のない用語

–「ステーキ」は未加工の生肉に限る？（牛脂注
入肉事件）

• あえてあいまいな表現を用いる

–「燃焼をサポート」（ダイエット食品）

–「ボンヤリ・にごった感じに！」（老眼に効く
サプリ）

• 消費者庁の厳格な文言解釈
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サンマリエ事件（2006）
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「2005年1月から9月実績」として
「成婚者数3,478人」と記載

実際には・・・

3,478人は、会員との結婚・婚約を
理由に退会した会員947人に、当該
サービスを通じて成婚したものとは
いえない以下の①及び②を加えてい
た
①会員との交際を理由に退会した会
員約800人

②会員外の者との結婚・婚約を理由
に退会した会員約1,600人

出所：公正取引委員会ウェブサイト



イオンペット事件（2019）
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あたかも、ホテルサービスで提供
する散歩は、屋外で実施されてい
るかのように示す表示をしていた

ホテルサービスで提供する散歩は、
全く又は一定の割合で、屋外で実
施されていなかった

実際には・・・

お散歩朝夕2回

出所：消費者庁ウェブサイト
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消費者庁の認識 消費者の認識

理屈では･･･
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消費者庁の認識 消費者の認識

実際には･･･



酵素ダイエット事件（2019）

• 酵素による痩身効果を標榜する食品販売事業者5社に措置命令
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出所：消費者庁ウェブサイト



葛の花イソフラボン事件
（2017）
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出所：消費者庁ウェブサイト

弊社の予想を大きく上回るご注文を頂いており、
生産が間に合わない状態が続いております。



育毛剤事件（2019年・埼玉県）

• ウェブサイトで「いつでも好きな時に
1ステップで解約できます」と表示す
るなど、あたかも、本件商品の売買契
約を容易に解約できるかのように表示
していた

20出所：埼玉県ウェブサイト

解約の手段は電話に限られ、平日午前10
時から午後5時までに申出せねばならず、
その電話もつながりにくく、本件商品の
売買契約を容易に解約できなかった

実際には・・・



不当表示の原因・その３

• 「実際」が変わったのに、表示を変えるのを忘れた
（モデルチェンジ・製法変更）

新たな「実際」

表示

従来の「実際」=

≠
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キリンシティ事件（2018）
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一番搾りスタウト（黒生）を使用し、さら
にコク深く、スパイシーな味わいに生まれ
変わった黒ビールカリー。

一番搾りスタウト使用

出所：消費者庁ウェブサイト

「黒ビールを実際に使ったカレー
は24年4月ごろから各店舗で提供
していたが、27年1月から外部委
託に切り替えたところ、委託先は
ビールを使わず、納入時に付ける
「規格書」でも原料などに黒ビー
ルを表記していなかった」（産経
新聞2018/6/13）



サンドラッグ事件（2020）
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出所：消費者庁ウェブサイト

本件商品にはメーカー希望小売
価格は設定されていなかった

本件に至った原因：
①過去存在したメーカー希望小
売価格が廃止されたことに気付
かずそのまま掲載した
②商品参考売価を希望小売価格
と誤った認識で管理していた
（サンドラッグ報道発表）



社内連絡ミスの予防策

• 製法・調達先などの変更がどのように表
示に影響するかを事前に社内で情報共有
する

• 最終的には、表示に根拠があるかを事後
的にチェック（答え合わせ）することが
不可欠
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不当表示の原因・その４

• 本来予定した「実際」が作れなかった
（能力不足、材料不足）

現実の「実際」

表示

本来の「実際」=

≠
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炭火焙煎コーヒー事件（2008）
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表 示 実 際

（株）トーホーは、紙パック入
りアイスコーヒーの商品パッ
ケージに、「炭火焙煎リキッ
ド」、「長崎県産『対馬原木』
木炭を使用し、「こく」と「う
まみ」を引き出した、本格リ
キッドコーヒーです」などと表
示

コーヒーの大部分については、原材料とし
て用いられた炭火で焙煎したコーヒー豆の
割合が60%を下回っていた

※同社工場にて、炭焼焙煎を担当する社員
が、炭焼焙煎機による焙煎だけでは生産量
が追いつかないと判断し、生産能力の高い
ガス焙煎機で焙煎した豆を混ぜ合わせたこ
とが原因。こうした状態が2004年4月か
ら2008年6月まで続いており、社内調査
で、責任者が具体的なデータのチェックを
日常的に行なっていなかったことが判明
（同社2008年7月4日報道発表）
※同種の2事案では「70%を下回る」と
認定



不当表示の原因・その5

• 「実際」の証拠がなかった

証拠に裏付けら
れた「実際」

表示

事業者が信じた
「実際」=

≠
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不実証広告規制
• 制度の概要

–消費者庁が事業者に商品の効果・性能に関する
合理的な根拠を示す資料の提出を求め、期限ま
でに合理的な根拠が提出されないと、不当表示
とみなされる

• 手続

–消費者庁が事業者に合理的根拠を示す資料の提
出を要求後、事業者は15日以内に資料を提出

• 事業者は合理的根拠を示す資料を常に有する必要

• 消費者庁は不実証広告規制をあえて使わないこと
もある
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「合理的な根拠」の具体例

• 健康食品については、トクホで求められ
るランダム化比較試験のような信頼でき
るヒト試験により有意なデータが得られ
ていることが必要（消費者庁表示対策課
課長補佐田中誠氏講演、Report JARO 
2019.1）

• 合理的な根拠と認められない例

–雑誌、ムック、情報サイトのたぐい

–動物実験

–病人でのデータ（健康な人に用いる商品）
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冷却ベルト事件（2012）
表 示 実 際

桐灰化学（株）は、冷却ベル
ト（首に巻くタイプ）につい
て、「気温が３１℃を越えた
ら暑さに厳重注意！！ 真夏日
には熱中対策首もと氷ベル
ト」「屋内の家事に スポー
ツ・レジャーに」と記載した
上で、

「カチコチに凍って、冷た
さ長持ち 約１２０分冷却
※使用状況により変わるこ
とがあります」

と記載

効果が実質的に失われると認
められるまでの時間は、

人を対象とした試験におい
ては平均で約６６分、
サーマルマネキンを対象と
した試験においては平均で
約６３分

であり、夏季の晴天時に人が
装着して屋外で軽い運動を
行った場合の効果持続時間は、
１２０分を相当程度下回ると
認められるものであった。
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冷却ベルト事件（2012）

• 消費者庁が依頼したテスト

–東京の8月の午前10時から午後5時までの平均
気温等の気象環境を再現した部屋で被験者
（18歳から21歳までの男女各5人）が対象商
品を首に装着して軽い運動を行い、被験者の
頸部皮膚温度と対象商品の表面温度の差が
0.5℃未満（効果が失われると判断される温
度差）となった時間を測定
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3. 二重価格表示
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イエローハット事件（2017）

33

（通）¥69,800円（税込¥75,384円）の品

実際には・・・

（通）と称する価格は同店
舗において最近相当期間に
わたって販売された実績の
ないものであった

出所：消費者庁ウェブサイト



二重価格表示の適法要件
（8週間ルール）

①比較対照に用いる価格（「通常価格」）での販
売期間が通算2週間以上、かつ、

②セールの各時点において、その時点からさかの
ぼる8週間において、「通常価格」で販売され
ていた期間が当該商品の販売期間の過半数を占
めており、かつ、

③「通常価格」で販売された日からセール開始時
までに2週間経過していないこと

★比較対照価格がどのような価格であるか具体的
に表示されていれば、これらの要件は不要！
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二重価格表示：想定例1
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8週以上

100円

60円

セール開始
“通常100円のところ60円”

4週目まで→○ 5週目以降→×

①通常価格での販売期間が通算2週間以上

②セールの各時点において、その時点からさかのぼる
8週間において、通常価格で販売されていた期間が
当該商品の販売期間の過半数を占める

③通常価格で販売された日からセール開始時までに2
週間経過していないこと



将来価格の二重価格表示①

• 表示された将来の販売価格（比較対照価格）が
十分な根拠のあるものでないとき、不当表示と
なる

① 実際に販売することのない場合

• セール終了後、表示どおりに価格を引き
上げる確かな予定が、二重価格表示をし
た時点において存在しないこと

② ごく短期間のみ当該比較対照価格で販売す
るにすぎない場合

（価格表示ガイドライン）
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将来価格の二重価格表示②
• 「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
に対する執行方針」（2020年12月）

– 比較対照の将来価格で販売することが確かな場合（需給状況等
が変化しても当該将来価格で販売することとしている場合な
ど）以外においては、基本的に行うべきではない

– セール終了後実際に比較対照価格で販売すれば、不当表示でな
いと推認

– 実際に比較対照価格で販売しない場合、①事業者が将来価格で
販売する「合理的かつ確実に実施される販売計画」を有し、②
「将来の販売価格で販売できない特段の事情」があり、③当該
特段の事情の発生後遅滞なく当該表示を取りやめ、④顧客に対
し、将来価格で販売することができなくなったことを告知して
いる場合、違反にならない

– セール期間経過後直ちに比較対照の将来価格で販売を開始し、
当該販売価格での販売を２週間以上継続した場合には、不当表
示にはならない
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将来価格の二重価格表示③

• 将来価格ガイドラインパブコメ回答

– 「当店通常販売価格○○円、10月31日まで△△円」は
一般的には過去の販売価格（p1）

– セール終了時期を明示しないと、「合理的かつ確実に実
施される販売計画」を有していなかったことが強く疑わ
れることから、具体的なセールの期間や期限を示すこと
が望ましい（ガイドライン注3変更）

– 長期のセールを行った後に将来の販売価格での販売期間
を２週間実施するということを何度も繰り返したことに
より、そのことが消費者にも認識され、将来の販売価格
で購入する消費者がほとんどいなくなっているような状
況においては、当該将来の販売価格での販売が「比較対
照価格の根拠を形式的に整える手段として」行われてい
るとみられる可能性がある（p24）
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ジャパネット事件（2018）
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ジャパネット通常税抜価格

「同社の広報担当者に
よると、「ジャパネッ
ト通常税抜価格」は非
会員に対しての販売価
格だった」（朝日新聞
デジタル2018年10月
18日）

出所：消費者庁ウェブサイト



二重価格表示の工夫①

40出所：良品計画ウェブサイト



二重価格表示の工夫②
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当社販売開始時価格より

撮影：植村幸也



4. 期間限定キャンペーン
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アディーレ事件（2016）
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出所：消費者庁ウェブサイト



期間限定キャンペーンの論点
• キャンペーンには期間を表示しないといけない？

– 必ずしも必要でない

• キャンペーンの最長期間は原則最長4週間？

– 比較対照価格の時期を明示すれば4週間超も可

• キャンペーン期間が1年の過半でもいいか？

– あまり望ましくない

• キャンペーンを繰り返す場合どれくらい間を空けるべき？

– 4週間

• 「キャンペーン内容は予告なく変更します」といえば？

– このような漠然とした打消しでは足りない

• キャンペーンの内容をどれくらい変えれば「同じ」でなく
なるのか？

– 多少の変更での延長は不可。原則、いったん元に戻すべき
44



カラダファクトリー事件(2019)

• 違反表示期間

①2015.8（セール2ヶ月）

↓ 8ヶ月空白

②2016.6～2017.2

↓ 1ヶ月空白

③2017.4（セール2ヶ月）

↓ 3ヶ月空白

④2017.9～2018.5（※）

↓ 1ヶ月空白

⑤2018.7～8

※2017.12.26～31除く。2017.11
に8,424円から8,964円に値上げ

45
出所：消費者庁ウェブサイト



5. 打消し表示
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打消し表示の留意点
（平成20年実態調査）

• 見やすいこと（文字の大きさなど）

• 内容が明瞭であること

• 強調表示と同一視野にあること

• 強調表示と併せると無意味となるもので
ないこと

–あるフライパンの例

• 強調表示「800℃のガスバーナーを当てても大丈
夫」

• 打消し表示「強火で使用しないでください」
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振袖レンタル事件（2013）
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カタログに「レンタルふりそで全部に付い
てくる、30点のパーフェクトセット！」
「30点レンタルパーフェクトセット内容は
こちら!!」として、レンタルによるセット商
品の内容を記載し「30点レンタルセット価
格 ￥158,000［税込］」及び「※写真の
コーディネートは、オプション小物（別途
料金）を使用しております」と記載

写真どおりのコーディネートには「30点レ
ンタルセット価格」のほか、袋帯、半えり、
帯締め、帯揚げ、重ねえり、草履及びバッ
グをグレードアップするために合計
107,640円の費用が必要であった

実際には・・・

出所：消費者庁ウェブサイト



小さなお葬式事件（2018）

49出所：消費者庁ウェブサイト

ユニクエストは、強調表示とは
別のウェブページに追加料金が
発生する場合があると記載して
いたが、当該記載は、リンク先
に追加料金に係る重要な情報が
存在するとは記載されていない
「よくある質問」等のハイパー
リンクの文字列をクリックしな
ければ表示されないものである
こと等から、一般消費者が･･･
表示から受ける当該役務に関す
る認識を打ち消すものではない。

よくある質問



まとめ

• 不当表示は「表示」と「実際」の不一致
である

• 「表示」の意味は消費者の目線で

• 最近の消費者庁の運用は非常に厳しい

• 社内での連絡ミスは致命傷

• 表示には「合理的な根拠」が必要

• 「打消し表示」は見やすく、明確に

50



ご質問はこちらまで

連絡先

日比谷総合法律事務所

弁護士 植 村 幸 也

電話：03-3501-9777

Ｅメール： uemura@hslo.gr.jp

ブログ： 「弁護士植村幸也公式ブログ
みんなの独禁法。」http://kyu-go-
go.cocolog-nifty.com
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• 社内で新しい商品が立ち上がり、業種も
異なるため、法令遵守のポイントも異な
り、体制整備が難しいです。効率的に体
制整備をするポイントがありましたら、
ご教授ください。
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• 健康食品の通販で特に注意する広告内容
について教えてください。

53



• 二重価格表示について

• ①セール開始後、2週間経過した場合、い
わゆる８－２ルールを満たせなくなるが、
あらかじめセール期間を明示していれば
問題ないのか。

• ②割引額表示、および割引率表示も二重
価格表示ととらえるなら８－２ルールを
満たす必要があるか
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• 広告表示の過大広告のボーダーラインを
教えてください。
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• 消費者庁は、令和4年6月29日付けで、「事業者が講ず
べき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指
針」について、改正を行っていると思いますが、成功報
酬型ではなくとも、メーカーが代理店経由でブロガー等
に報酬を払う、SNSやyoutube等オンライン上の広告媒
体への記事も、報酬の支払い方法という点では異なりま
すが、広告の構図としては近いものと考えます。

• これらについてはアフィリエイトの指針に当てはまると
考えたほうがよいでしょうか。
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• 既存品と比較してある原料を増量してリ
ニューアルした場合、パッケージに「
○○％増量」と記載する場合の留意点を
教えてください。また、リニューアルに
伴い既存品は終売となるため一定期間後
に増量の表示は削除すべきと思いますが
、その期間の目安はあるのでしょうか？
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• 最近、No.１表現に関して、カテゴリーや
販売経路など限定した調査範囲を明記し
ているのを見かけます。記載する際の注
意点などあれば教えて下さい。
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• 機能性表示食品の届出商品の広告表現に
ついて、違反指摘事例が多く出ていまし
た。

• 「一部を強調した表現」「届出された機
能性の範囲を逸脱した表示」とは具体的
にどのような部分が問題で、どのように
注意すればよいのか教えていただきたい
です。
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• ①初入会の方に向けた無料キャンペーン
（会費、月謝等）は値引きに該当するの
か ②値引きになる場合はキャンペーン
期間に制限はないのか 。（キャンペー
ンと言う用語は使用してはいけないのか
）
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• コンサルに相談すると、機能性表示食品
を届け出しても、うたえることが年々せ
ばめられてる感じがするが、年々厳しく
なっているのか。

• 最近の違反事例など。
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• <ステルス値上げ>

• 量を強調している（例：ずっしり、たっ
ぷり等）製品について、減量したことを
消費者に伝えずに販売することは、景品
表示法上問題となるか。また、量を強調
していなければ問題ないか。
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• 健康食品、一般用医薬品の領域でよくあ
るトラブル事例、法的な逸脱事例などあ
れば教えてください。
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• 食品にまつわる表示や消費者キャンペー
ンにおける注意点をお聞かせください。
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• 登録するとメルマガを配信する、と会員
登録を募ったものの、メルマガ担当者の
退職などで配信が、長期間滞っている場
合、法的に抵触するものがありますでし
ょうか。
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• ① 景品表示法が求める表示に不備があり消費者庁から
指摘を受ける際には、企業側には改善の機会が与えられ
るのでしょうか。それとも、いきなり、消費者庁の執行
状況を伝えるWEBサイトに社名が公表されるのでしょ
うか。

• ② もし改善の機会が与えられるのであれば、企業側に
は表示が不備である点について具体的な指導（何の記載
に不足や間違いがあり、どう改善すべきか等）があるの
でしょうか。

• ③ もし指導があるならば、処分を受けた企業は行政指
導に従わなかったのでしょうか。

• ④ 二酸化塩素を成分とする除菌製品（クレベリン）の
事例について、企業側の対応の何処に間違いがあったの
か、可能な範囲でご教授ください。
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• 例えば、新製品等、効果試験が確立され
ていない製品を売りだす際、その広告の
書き方についてどのような点を気を付け
て書けばよいのか？
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