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令和３年６月３日 

 

 

株式会社ハウワイに対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、株式会社ハウワイ（以下「ハウワイ」といいます。）に対し、

同社が供給する「エターナルアイラッシュ」と称する商品及び「重ね発酵ハーブ茶」

と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会（公正取引委員会

事務総局近畿中国四国事務所）の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違

反する行為（同法第５条第１号（優良誤認）に該当）が認められたことから、同法

第７条第１項の規定に基づき、措置命令（別添１及び別添２参照）を行いました。 

 

１ 違反行為者の概要 

名  称 株式会社ハウワイ（法人番号 7140001084187） 

所 在 地 大阪市中央区道修町一丁目２番１１号 

代 表 者 代表取締役 田 裕也 

設立年月 平成２３年４月 

資 本 金 １０００万円（令和３年６月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

(1) 対象商品 

ア 「エターナルアイラッシュ」と称する商品（以下「本件商品①」という。） 

イ 「重ね発酵ハーブ茶」と称する食品（以下「本件商品②」という。） 
 

(2) 対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ) 表示媒体 

自社ウェブサイト 

(ｲ) 表示期間 

令和２年７月６日から同月１０日までの間、同月１３日から同月１７日ま

での間及び同月２１日 

(ｳ) 表示内容 

ａ 本件商品①（別紙１） 

人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「２週間でまつ毛が伸びる↑『エ

ターナルアイラッシュ』の効果がすごすぎる」及び「たった２週間でこん

なにまつ毛が伸びてきた」等と、別表１「表示内容」欄記載のとおり表示

することにより、あたかも、本件商品①を使用するだけで、本件商品①に

含まれる成分の作用により、著しいまつ毛の育毛効果が得られるかのよう

に示す表示をしていた。 
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ｂ 本件商品②（別紙２） 

人物の上半身及び本件商品②の画像と共に、「飲むだけ 無理せず－１

０ｋｇダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するっと

お通じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」等と、

別表２「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、普段

摂取している飲料を本件商品②に替えるだけで、本件商品②に含まれる成

分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示を

していた。 

イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第７条第２項の

規定に基づき、ハウワイに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理

的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しか

し、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもので

あるとは認められないものであった。 

ウ 打消し表示 

本件商品②に係る前記ア(ｳ)ｂの表示について、「※コメントは個人の感想で

す。使用感には個人差があります。」及び「※ハウワイに寄せられたお客様の

声であり、効果ではありません。」と表示していたが、当該表示は、一般消費

者が前記ア(ｳ)ｂの表示から受ける本件商品②の効果に関する認識を打ち消す

ものではない。 

 

(3) 命令の概要 

ア 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件商品①及び本件商品②の内容について、

一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景

品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記

(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

 電    話 ０３（３５０７）９２３９ 

 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 

 

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課 

電    話 ０６（６９４１）２１７５ 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/ 
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別表１ 

表示内容 

・人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「２週間でまつ毛が伸びる↑『エターナルアイラッ

シュ』の効果がすごすぎる」及び「たった２週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」 

・本件商品①の画像と共に、「２週間で２ｍｍ伸びる！まつ毛美容液＜エターナルアイラッシ

ュ＞」及び「２週間で２ｍｍも伸びるまつ毛美容液、エターナルアイラッシュですが、もの

すごく大人気なのご存知ですか？」 

・人物の画像と共に、「エターナルアイラッシュが１番まつ毛が伸びました！」 

・人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「ぼろぼろだったまつ毛の人たちが、」及び「こんな

に、綺麗なまつ毛に！」 

・まつ毛に棒状の物及びプルタブを乗せている人物の画像と共に、「伸びすぎてまつ毛にいろ

いろのせる人も！」、「まつ毛伸びすぎていろいろのせてみた」、「まつ毛が伸びすぎていろ

いろな物をまつ毛に乗せる子などもいました。」及び「もしかして、エターナルアイラッシ

ュはかなりすごいまつ毛美容液なのでは・・・」 

・人物の顔の画像と共に、「１ヵ月も使用すると、ここまでまつ毛が濃くなってきました。」及

び「今までは、アイメイクに力入れてたけど、自まつ毛が濃く伸びてきたので、ナチュラル

メイクにも挑戦してみました。」 

・「エターナルアイラッシュの効果がなぜ高いのか？調べてみたら、こんな理由がございまし

た。」、「エターナルアイラッシュの成分がすごかった。」、「エターナルアイラッシュに

は、人幹細胞培養液×ナノキューブ×フムスエキスと三つのエキスが入っております。」、

「それぞれの成分を説明するとかなりお時間がかかるため簡単に書きますと、」、「１ ヒ

ト幹細胞培養液＝細胞を活性化させる」、「２ ナノキューブ＝皮膚の奥まで浸透させるた

めの成分」、「３ フムスエキス＝毛の映やす効果」、「毛を映える事に特化した成分がしっ

かり配合されており、まつ毛をしっかり育てるのです。」、「特にヒト幹細胞培養液は厚生労

働省も認定している成分ですのでかなり安心して使えるのも大人気の理由なのではないでし

ょうか。」及び「医学雑誌にもたくさん取り上げられているほど、ヒト幹細胞は注目されて

いる成分なのですね。」 

・「エターナルアイラッシュが、あっという間にボロボロまつ毛を理想のまつ毛に変える事か

ら、ＴＶやファッション雑誌で紹介されてから、人気が爆発したため、製造が追いついてい

ないんだとか。」 

・人物の目元の画像と共に、「ついこの間までまつ毛がぼろぼろだったのに、『少しづつ生えて

きた』と報告がありました！」 

（別紙１） 
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別表２ 

表示内容 

・本件商品②を持っている人物の画像と共に、「熊田曜子さんも推薦ハーブ茶」、「モンドセレ

クション受賞 累計１００，０００個完売！」、並びに人物の上半身及び本件商品②の画像

と共に、「飲むだけ 無理せず－１０ｋｇダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブ

ロック」、「するっとお通じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」 

・本件商品②の画像と共に、「喜び 驚き ダイエット成功の声！」、並びに人物の体型の比較

画像と共に、「腸内からスッキリ！ 実感しています！」、「２ヶ月で－９．２ｋｇ」、「■

■ ■■様３２歳」及び「普段の飲み物を置き換えるだけでストレスなく痩せることができ

ました！」 

・人物の体型の比較画像と共に、「気持ちと若々しさもアップしました！」、「■■ ■■様４

７歳」、「１ヶ月で－５．２ｋｇ」及び「飲み始めて２週間で違いを実感！目標体重も達成し

今では手放せない存在です。」 

・「日本ダイエット協会も推薦！」、「無理なくダイエットに役立ちます」、「日本ダイエット

協会会長 戸田 晴実 慶応義塾大学講師を経て日本ダイエット協会会長に就任。専門は栄

養学、スポーツ医学。ダイエット指導には定評があり、日本全国で講演活動を行っている。」

及び「発酵ハーブ茶は果糖の吸収抑制と血糖値上昇抑制の相乗効果が期待できるので、日々

飲用することで無理なく健康・ダイエットに役立てることができます。」 

・本件商品②の画像と共に、「だから驚きのリピート率！」及び「日々実感できるから・・・」

と題し、「リピート率 ９７．３％ ※自社調べ」、「他のダイエットより楽！」、「このお

茶手放せない！」及び「友達に褒められた！」 

・人物の腹部の画像と共に、「こんなお悩みありませんか？」、「☑お腹のぽっこりが気にな

る」、「☑油断するとリバウンド」、「☑色々挑戦しても全く痩せない」及び「☑痩せたいけ

ど体力・時間がない」、「とにかく挑戦はしてみたが…今までのダイエットは大変でした」と

記載した上で、運動器具の前で倒れている人物の画像と共に、「過酷な運動」及びフォーク

を持ちつつ頬に両手を当てながら食品を眺めている人物の画像と共に、「カロリー制限」並

びに本件商品②及び人物の画像と共に、「そこで」、「いつもの飲み物を重ね発酵ハーブ茶に

変えるだけで」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するんっとお通じ」及び「ラ

クして理想ボディへ！」 

・人物の腹部の比較画像と共に、「もう辛いダイエットはしない 毎日飲むだけで実感！」、

「スッキリ！」及び「たった２ヶ月で－９．７ｋｇ達成！」 

・「重ね発酵ハーブ茶」及び「その人気の秘密は・・・」と記載した上で、「秘密１」、「Ｗ発

酵の力」、「ダイエットアプローチ」及び「黒麹で茶葉を２度発酵させたことで、新しく発見

されたポリフェノールの１種『テアデノールＡ・Ｂ』この成分はスリムにアプローチし、『ぽ

っちゃり』をガードする超善玉ホルモン『アディポネクチン』を血中で増やします。」 

・「秘密２」、「人気のサポート成分でカロリーブロック」、「肥満の原因となる果糖の吸収を

セーブ」、「ユーカリ」、「コレステロールや中性脂肪にアプローチ」、「杜仲」、「ダイエ

ット中の気になる糖分をコントロール」及び「ギムネマ」 

・「秘密３」、「１０億個ナノ型乳酸菌＋３大ハーブ」、「お通じスッキリ」、「長野県の長寿

の知恵『すんき漬け』由来の乳酸菌を使用、様々な免疫細胞に働きかけ、腸健康を保ち・免疫
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表示内容 

細胞の活性・免疫調整が期待できます。」、「３大ハーブを配合」、「アカメガシワ 長い間

溜め込んでいたものをスムーズに」、「石蓮花 中国の秘境に生息、多種類のビタミン・ミネ

ラルを含む」及び「白桃花 余計な水分を出して体調を整えます。」 

・「さ・ら・に！成分を効率的に吸収」、「ＢＩＯＰＥＲＩＮＥⓇバイオペリン」及び「大切な

のは『摂った量』より『力になった量』」と記載した上で、「バイオペリンなし」及び「バイ

オペリンあり」について、「摂取した栄養成分」のうち「力になった量」を比較した棒グラフ

並びに「黒コショウから抽出されたバイオペリンで一緒に摂取した成分の吸収率を飛躍的に

向上させます。」 

・本件商品②の画像と共に、「でも本当にダイエットできるの？」及び「お客様の生の声が実

感の証です！」並びに腹部とボトムスの間に手を入れている人物の画像と共に、「歩くだけ

で辛かった体がラクになりました」、「■■ ■■さん（３０歳）」及び「仕事が忙しく、ズ

ボラな性格だから、気づいたら体が重たく歩くだけで辛い状態に。重ね発酵ハーブ茶を飲み

始めてから、とても体が楽になり、外出の行動範囲も広がり毎日が楽しくなりました。これ

からも続けて行きます。」 

・鏡に映る人物の画像と共に、「育児・家事の合間に飲むだけだから気楽に始められました。」、

「■■ ■■■さん（３７歳）」及び「一人目出産後に、貫禄あるボディになってしまった

私。自分に自信が持てなくなっていました。重ね発酵ハーブ茶は、辛いダイエットは苦手な

私にぴったりで、気軽な気持ちで飲んでいましたが、今では家族からも明るくなったねって

言われてます。」 

・「さあ、あなたも」、「スリムになって、友達に褒められる体験を。」及び「おいしいお茶で

ダイエット生活を始めよう」 

（別紙２） 
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（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

（措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反

する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び

行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要

な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に

おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に

該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対

（参考１）

○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号）
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し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ

とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規

定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

 

（報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条

第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ

の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告

をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若

しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を

行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。  

２～３ （省略） 

 

（権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者

庁長官に委任する。 

２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一

部を公正取引委員会に委任することができる。 

３ （省略） 

４ 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定によ

り委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消

費者庁長官に報告するものとする。 

５～１１ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三

条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第

五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第

二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による権限とする。 

 

（公正取引委員会への権限の委任） 

第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第

二十九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。 

 ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 
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景
品
表
示
法 

第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（５条１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（５条２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（７条２項） 

 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容（効果、

性能）に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある

場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよ

りも著しく優良であると示す表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

（参考２） 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（５条３号） 

景品表示法による表示規制の概要 

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違し

て競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手

方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも

取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 



 

１ 

 

消表対第９３２号 

令和３年６月３日 

  

株式会社ハウワイ 

代表取締役 田 裕也 殿 

 

消費者庁長官 伊藤 明子 

(公印省略) 

 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

 

貴社は、貴社が供給する「エターナルアイラッシュ」と称する商品（以下「本件商品」と

いう。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以

下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当

な表示を行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２年７月６日から同月１

０日までの間、同月１３日から同月１７日までの間及び同月２１日に、自社ウェブサ

イトにおいて、人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「２週間でまつ毛が伸びる↑

『エターナルアイラッシュ』の効果がすごすぎる」及び「たった２週間でこんなにま

つ毛が伸びてきた」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あ

たかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、著しい

まつ毛の育毛効果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 

イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示が行われるこ

とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな

ければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

 別添１  ※別添写しについては、添付を省略しています。 



 

２ 

 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ 株式会社ハウワイ（以下「ハウワイ」という。）は、大阪市中央区道修町一丁目２番

１１号に本店を置き、通信販売業等を営む事業者である。 

⑵ ハウワイは、本件商品を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 

⑶ ハウワイは、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定している。 

⑷ア ハウワイは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２年７月６日から同

月１０日までの間、同月１３日から同月１７日までの間及び同月２１日に、自社ウェ

ブサイトにおいて、人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「２週間でまつ毛が伸び

る↑『エターナルアイラッシュ』の効果がすごすぎる」及び「たった２週間でこんな

にまつ毛が伸びてきた」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、著し

いまつ毛の育毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第５条第１号に該当する表

示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、ハウワイに対し、期間

を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、

ハウワイは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないもので

あった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ハウワイが自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、景

品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件商品の内容につ

いて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に

顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認

められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違

反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 



 

３ 

 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくな

る。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を

経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 

  



 

４ 

 

別表 

表示内容 

・人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「２週間でまつ毛が伸びる↑『エターナルアイラッ

シュ』の効果がすごすぎる」及び「たった２週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」 

・本件商品の画像と共に、「２週間で２ｍｍ伸びる！まつ毛美容液＜エターナルアイラッシュ

＞」及び「２週間で２ｍｍも伸びるまつ毛美容液、エターナルアイラッシュですが、ものす

ごく大人気なのご存知ですか？」 

・人物の画像と共に、「エターナルアイラッシュが１番まつ毛が伸びました！」 

・人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「ぼろぼろだったまつ毛の人たちが、」及び「こん

なに、綺麗なまつ毛に！」 

・まつ毛に棒状の物及びプルタブを乗せている人物の画像と共に、「伸びすぎてまつ毛にいろ

いろのせる人も！」、「まつ毛伸びすぎていろいろのせてみた」、「まつ毛が伸びすぎてい

ろいろな物をまつ毛に乗せる子などもいました。」及び「もしかして、エターナルアイラッ

シュはかなりすごいまつ毛美容液なのでは・・・」 

・人物の顔の画像と共に、「１ヵ月も使用すると、ここまでまつ毛が濃くなってきました。」

及び「今までは、アイメイクに力入れてたけど、自まつ毛が濃く伸びてきたので、ナチュラ

ルメイクにも挑戦してみました。」 

・「エターナルアイラッシュの効果がなぜ高いのか？調べてみたら、こんな理由がございまし

た。」、「エターナルアイラッシュの成分がすごかった。」、「エターナルアイラッシュに

は、人幹細胞培養液×ナノキューブ×フムスエキスと三つのエキスが入っております。」、

「それぞれの成分を説明するとかなりお時間がかかるため簡単に書きますと、」、「１ ヒ

ト幹細胞培養液＝細胞を活性化させる」、「２ ナノキューブ＝皮膚の奥まで浸透させるた

めの成分」、「３ フムスエキス＝毛の映やす効果」、「毛を映える事に特化した成分がしっ

かり配合されており、まつ毛をしっかり育てるのです。」、「特にヒト幹細胞培養液は厚生

労働省も認定している成分ですのでかなり安心して使えるのも大人気の理由なのではない

でしょうか。」及び「医学雑誌にもたくさん取り上げられているほど、ヒト幹細胞は注目さ

れている成分なのですね。」 

・「エターナルアイラッシュが、あっという間にボロボロまつ毛を理想のまつ毛に変える事か

ら、ＴＶやファッション雑誌で紹介されてから、人気が爆発したため、製造が追いついてい

ないんだとか。」 

・人物の目元の画像と共に、「ついこの間までまつ毛がぼろぼろだったのに、『少しづつ生え

てきた』と報告がありました！」 

（別添写し） 

 



 

１ 

 

消表対第９３３号 

令和３年６月３日 

  

株式会社ハウワイ 

代表取締役 田 裕也 殿 

 

消費者庁長官 伊藤 明子 

(公印省略) 

 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

 

貴社は、貴社が供給する「重ね発酵ハーブ茶」と称する食品（以下「本件商品」という。）

の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品

表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を

行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２年７月６日から同月１

０日までの間、同月１３日から同月１７日までの間及び同月２１日に、自社ウェブサ

イトにおいて、人物の上半身及び本件商品の画像と共に、「飲むだけ 無理せず－１

０ｋｇダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するっとお通

じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」等と、別表「表示内容」

欄記載のとおり表示することにより、あたかも、普段摂取している飲料を本件商品に

替えるだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得ら

れるかのように示す表示をしていたこと。 

イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示が行われるこ

とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな

ければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示をしてはなら

 別添２  ※別添写しについては、添付を省略しています。 



 

２ 

 

ない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ 株式会社ハウワイ（以下「ハウワイ」という。）は、大阪市中央区道修町一丁目２番

１１号に本店を置き、通信販売業等を営む事業者である。 

⑵ ハウワイは、本件商品を通信販売の方法により一般消費者に販売している。 

⑶ ハウワイは、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定している。 

⑷ア ハウワイは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２年７月６日から同

月１０日までの間、同月１３日から同月１７日までの間及び同月２１日に、自社ウェ

ブサイトにおいて、人物の上半身及び本件商品の画像と共に、「飲むだけ 無理せず

－１０ｋｇダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するっと

お通じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」等と、別表「表示

内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、普段摂取している飲料を本件

商品に替えるだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果

が得られるかのように示す表示をしていた。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第５条第１号に該当する表

示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、ハウワイに対し、期間

を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、

ハウワイは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないもので

あった。 

ウ ハウワイは、前記アの表示について、「※コメントは個人の感想です。使用感には

個人差があります。」及び「※ハウワイに寄せられたお客様の声であり、効果ではあ

りません。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける

本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ハウワイが自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、景

品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件商品の内容につ

いて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に

顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認

められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違

反するものである。 

 



 

３ 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくな

る。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を

経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 

  



 

４ 

 

別表 

表示内容 

・本件商品を持っている人物の画像と共に、「熊田曜子さんも推薦ハーブ茶」、「モンドセレ

クション受賞 累計１００，０００個完売！」、並びに人物の上半身及び本件商品の画像と

共に、「飲むだけ 無理せず－１０ｋｇダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブ

ロック」、「するっとお通じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」 

・本件商品の画像と共に、「喜び 驚き ダイエット成功の声！」、並びに人物の体型の比較

画像と共に、「腸内からスッキリ！ 実感しています！」、「２ヶ月で－９．２ｋｇ」、「■

■■■■様３２歳」及び「普段の飲み物を置き換えるだけでストレスなく痩せることがで

きました！」 

・人物の体型の比較画像と共に、「気持ちと若々しさもアップしました！」、「■■■■■様

４７歳」、「１ヶ月で－５．２ｋｇ」及び「飲み始めて２週間で違いを実感！目標体重も達

成し今では手放せない存在です。」 

・「日本ダイエット協会も推薦！」、「無理なくダイエットに役立ちます」、「日本ダイエッ

ト協会会長 戸田 晴実 慶応義塾大学講師を経て日本ダイエット協会会長に就任。専門は

栄養学、スポーツ医学。ダイエット指導には定評があり、日本全国で講演活動を行ってい

る。」及び「発酵ハーブ茶は果糖の吸収抑制と血糖値上昇抑制の相乗効果が期待できるので、

日々飲用することで無理なく健康・ダイエットに役立てることができます。」 

・本件商品の画像と共に、「だから驚きのリピート率！」及び「日々実感できるから・・・」

と題し、「リピート率 ９７．３％ ※自社調べ」、「他のダイエットより楽！」、「この

お茶手放せない！」及び「友達に褒められた！」 

・人物の腹部の画像と共に、「こんなお悩みありませんか？」、「☑お腹のぽっこりが気にな

る」、「☑油断するとリバウンド」、「☑色々挑戦しても全く痩せない」及び「☑痩せたい

けど体力・時間がない」、「とにかく挑戦はしてみたが…今までのダイエットは大変でした」

と記載した上で、運動器具の前で倒れている人物の画像と共に、「過酷な運動」及びフォー

クを持ちつつ頬に両手を当てながら食品を眺めている人物の画像と共に、「カロリー制限」

並びに本件商品及び人物の画像と共に、「そこで」、「いつもの飲み物を重ね発酵ハーブ茶

に変えるだけで」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するんっとお通じ」及

び「ラクして理想ボディへ！」 

・人物の腹部の比較画像と共に、「もう辛いダイエットはしない 毎日飲むだけで実感！」、

「スッキリ！」及び「たった２ヶ月で－９．７ｋｇ達成！」 

・「重ね発酵ハーブ茶」及び「その人気の秘密は・・・」と記載した上で、「秘密１」、「Ｗ

発酵の力」、「ダイエットアプローチ」及び「黒麹で茶葉を２度発酵させたことで、新しく

発見されたポリフェノールの１種『テアデノールＡ・Ｂ』この成分はスリムにアプローチし、

『ぽっちゃり』をガードする超善玉ホルモン『アディポネクチン』を血中で増やします。」 

・「秘密２」、「人気のサポート成分でカロリーブロック」、「肥満の原因となる果糖の吸収

をセーブ」、「ユーカリ」、「コレステロールや中性脂肪にアプローチ」、「杜仲」、「ダ

イエット中の気になる糖分をコントロール」及び「ギムネマ」 



 

５ 

 

表示内容 

・「秘密３」、「１０億個ナノ型乳酸菌＋３大ハーブ」、「お通じスッキリ」、「長野県の長

寿の知恵『すんき漬け』由来の乳酸菌を使用、様々な免疫細胞に働きかけ、腸健康を保ち・

免疫細胞の活性・免疫調整が期待できます。」、「３大ハーブを配合」、「アカメガシワ 長

い間溜め込んでいたものをスムーズに」、「石蓮花 中国の秘境に生息、多種類のビタミン・

ミネラルを含む」及び「白桃花 余計な水分を出して体調を整えます。」 

・「さ・ら・に！成分を効率的に吸収」、「ＢＩＯＰＥＲＩＮＥⓇバイオペリン」及び「大切

なのは『摂った量』より『力になった量』」と記載した上で、「バイオペリンなし」及び「バ

イオペリンあり」について、「摂取した栄養成分」のうち「力になった量」を比較した棒グ

ラフ並びに「黒コショウから抽出されたバイオペリンで一緒に摂取した成分の吸収率を飛躍

的に向上させます。」 

・本件商品の画像と共に、「でも本当にダイエットできるの？」及び「お客様の生の声が実感

の証です！」並びに腹部とボトムスの間に手を入れている人物の画像と共に、「歩くだけで

辛かった体がラクになりました」、「■■■■■さん（３０歳）」及び「仕事が忙しく、ズ

ボラな性格だから、気づいたら体が重たく歩くだけで辛い状態に。重ね発酵ハーブ茶を飲み

始めてから、とても体が楽になり、外出の行動範囲も広がり毎日が楽しくなりました。これ

からも続けて行きます。」 

・鏡に映る人物の画像と共に、「育児・家事の合間に飲むだけだから気楽に始められました。」、

「■■■■■■さん（３７歳）」及び「一人目出産後に、貫禄あるボディになってしまった

私。自分に自信が持てなくなっていました。重ね発酵ハーブ茶は、辛いダイエットは苦手な

私にぴったりで、気軽な気持ちで飲んでいましたが、今では家族からも明るくなったねって

言われてます。」 

・「さあ、あなたも」、「スリムになって、友達に褒められる体験を。」及び「おいしいお茶

でダイエット生活を始めよう」 

（別添写し） 

 


