
 

 

 

 

平成２７年１２月３日 

 

 

源平製薬株式会社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、源平製薬株式会社（以下「源平製薬」という。）に対し、消費

者庁及び公正取引委員会（公正取引委員会事務総局中部事務所）の調査の結果を踏

まえ、景品表示法第６条の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。 

源平製薬が情報誌等において行った「ＬＡＰＵＲＡ」と称する食品の痩身効果に

係る表示について、景品表示法に違反する行為（表示を裏付ける合理的根拠が示さ

れず、同法第４条第２項の規定により同条第１項第１号（優良誤認）に該当）が認

められました。 

 

１ 源平製薬の概要 

所 在 地 富山県射水市黒河新２６４３番地 

代 表 者 代表取締役 佐渡 時応 

設立年月 昭和２３年８月 

資 本 金 ２４４８万円（平成２７年７月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

⑴ 対象商品 「ＬＡＰＵＲＡ」と称する食品（別紙１） 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ) 表示媒体 

ａ 情報誌（別紙２） 

ｂ 新聞（別紙３） 

ｃ 無料配布冊子（別紙４） 

ｄ 雑誌（別紙５） 

ｅ 機関紙（別紙６） 

 

(ｲ) 表示期間 

ａ 平成２５年７月２６日から平成２７年３月６日まで 

ｂ 平成２６年３月１２日から平成２７年２月２７日まで 

ｃ 平成２６年１１月１日及び平成２７年２月１日 

ｄ 平成２６年６月２０日から平成２７年５月１日まで 
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ｅ 平成２６年４月１日から平成２７年４月１日まで 

 

(ｳ) 表示内容 

源平製薬は、例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品

を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩

身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

○ 「『ダイエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘

密とは・・・？』」と記載 

○ 「寝る前にたった１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」と記載の

上で「届いてすぐに飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思った

ら、短期間ではっきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリし

はじめたのがよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。な

んとなくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」と記載 

○ 「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減ら

す！」と記載の上で「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・

なんと３ｋｇも変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのも

のに作用。継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」と記載 

 

イ 実際 

前記アの表示について、当庁は、景品表示法第４条第２項の規定に基づき、源

平製薬に対し、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。

源平製薬から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示すものとは認められなかった。 

 

⑶ 命令の概要 

ア 前記⑵アの表示は、対象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旨

を、一般消費者へ周知徹底すること。 

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、同様の

表示を行わないこと。 
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【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課食品表示対策室 

電    話 ０３－３５０７－９１２６ 

ホームページ http://www.caa.go.jp/ 

 

公正取引委員会事務総局中部事務所取引課 

電話（代表） ０５２－９６１－９４２１ 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/index.html 
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【対象商品】 

 
 

 

品 名 ＬＡＰＵＲＡ 

名 称 豆乳発酵乳酸菌含有食品 

原材料名 

難消化性デキストリン（水溶性食物繊維）、乳糖、還元麦芽糖水飴、植物酵

素乾燥粉末（デキストリン、植物酵素乾燥粉末）（原材料の一部にオレンジ、

キウイフルーツ、バナナ、リンゴ、大豆含む）、豆乳発酵乳酸菌、ツルアラ

メエキス（デキストリン・ツルアラメエキス）、ブラックジンジャー抽出物

（ブラックジンジャーエキス・デキストリン）、シクロデキストリン、ショ

糖脂肪酸エステル、セルロース、微粒二酸化ケイ素、香料（ヨーグルト）

内 容 量 ９．３グラム（３００ミリグラム×３１粒） 
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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） 

 

（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） 

第四条 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 

 

２ 内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項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、第六条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。 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定

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 

（参考１） 
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（報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による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） 

第十二条 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。 

２～１１ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条の規定による権限の委任等に関する政令（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）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政令で

定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号、第五条第一

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、第七条第二項並

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） 

第二条 法第十二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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景品表示法による表示規制の概要 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（参考２） 

 

（参考２） 

 

景
品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（４条１項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（４条１項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（４条２項） 

 消費者庁長官は、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 

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 

○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（４条１項３号） 

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

 

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

 

12



消 表 対 第 １ ４ ９ ６ 号 

平成２７年１２月３日 

 

源平製薬株式会社 

代表取締役 佐渡 時応 殿 

消費者庁長官 板東 久美子 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第６条の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「ＬＡＰＵＲＡ」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４条第１項の規定により禁止されている同項第１号に該当する不当な表示を行っていた

ので、同法第６条の規定に基づき、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、 

(ｱ) 平成２５年７月２６日から平成２７年３月６日までの間に別表１「配布地域」欄記載

の地域内で配布した同表「情報誌名」欄記載の情報誌に掲載した広告において、例えば、

「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・文 美容ライター

 中嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘

密とは・・・？』」、「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」と

して、利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食品、岩盤

浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エステ』にも行った

けど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、「昔の友

人に会ってショック！境遇は同じなのにどうして？」、「たまたま再会した高校時代の

友人に大ショック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜんぜ

ん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んでるのがあるの』と教

えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）という聞きなれない天然素材のサプ

リメント。」、「寝る前にたった１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」、「届

いてすぐに飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっき

りとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、

「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなっ

たような・・・」、「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを

減らす！」、「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇ

も変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂

別添 
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取すればするほど高い効果が期待できる。」等と別表６「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより 

( ｲ ) 平成２６年３月１２日から平成２７年２月２７日までの間に別表２「発行地域」欄記

載の地域内で発行した同表「一般日刊紙名」欄記載の一般日刊紙紙面に掲載した広告に

おいて、例えば、「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！」、「『ダ

イエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』（取

材・文 美容ライター 中嶋）」、「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私

が・・・」として、利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエッ

ト食品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エステ』

にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、

「昔の友人に会ってショック！境遇は同じなのにどうして？」、「たまたま再会した高

校時代の友人に大ショック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よ

りぜんぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んでるのがある

の』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）という聞きなれない天然素

材のサプリメント。」、「寝る前にたった１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」、

「届いてすぐに飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、

「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなっ

たような・・・」、「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを

減らす！」、「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇ

も変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂

取すればするほど高い成果が期待できる。」等と別表７「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより 

( ｳ ) 平成２６年１１月１日及び平成２７年２月１日に別表３「配布地域」欄記載の地域内

で配布した同表「無料配布冊子名」欄記載の無料配布冊子に掲載した広告において、「製

薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・文 美容ライター 中

嶋）」、「『ぽっこりお腹が！この１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘密と

は・・・？』」、「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食品、岩盤浴・・・

なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エステ』にも行ったけど、高

い！続かない！で、あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会っ

てショック！境遇は同じなのにどうして？」、「たまたま再会した高校時代の友人に大

ショック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜんぜん食べて

るのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んでるのがあるの』と教えてくれ

たのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、

「寝る前にたった１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっきりとした変化

が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、「寝る前の１

粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、
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「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」、「数日

たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも変化が！なぜ？」、

「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂取すればするほど高い

効果が期待できる。」等と別表８「表示内容」欄記載のとおり記載することにより 

(ｴ) 平成２６年６月２０日から平成２７年５月１日までの間に別表４「発行地域」欄記載

の地域内で発行した同表「雑誌名」欄記載の雑誌に掲載した広告において、例えば、「製

薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・文 美容ライター 中

嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘密と

は・・・？』」、「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食品、岩盤浴・・・

なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エステ』にも行ったけど、高

い！続かない！で、あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会っ

てショック！境遇は同じなのにどうして？」、「たまたま再会した高校時代の友人に大

ショック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜんぜん食べて

るのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んでるのがあるの』と教えてくれ

たのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、

「寝る前にたった１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」、「届いてすぐに飲ん

でみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっきりとした変化が！

続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、「寝る前の１粒（目

安）だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、

「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」、「数日

たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも変化が！なぜ？」、

「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに有用。継続して摂取すればするほど高い

成果が期待できる。」等と別表９「表示内容」欄記載のとおり記載することにより 

(ｵ) 平成２６年４月１日から平成２７年４月１日までの間に大阪府内で配布した別表５

「機関紙名」欄記載の機関紙に掲載した広告において、例えば、「製薬会社が発見！『黒

しょうが』がダイエットサポート！」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！ ※目

安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』（取材・文 美容ライター 中嶋）」、「出

産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、利用者の体験談であ

ることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食品、岩盤浴・・・なに一つ続かなか

ったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、

あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は

同じなのにどうして？」、「たまたま再会した高校時代の友人に大ショック！同じく子

どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜんぜん食べてるのに、なぜ？」、

「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んでるのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジ

ンジャー』（黒生姜）という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にた

った１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」、「届いてすぐに飲んでみる。な

んのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっきりとした変化が！続けてい

ると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だ
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からすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期

間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを・・・」、「数日たった夜、

初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと数キログラムの変化が！なぜ？」、「独

自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂取すればするほど高い効果

が期待できる。」等と別表１０「表示内容」欄記載のとおり記載することにより 

あたかも、本件商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で

容易に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、前記⑴記載の表示と同様の

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記載の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置について、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 源平製薬株式会社（以下「源平製薬」という。）は、富山県射水市黒河新２６４３番地に

本店を置き、医薬品、医薬部外品及び食品の製造、販売業等を営む事業者である。 

⑵ 源平製薬は、平成２５年７月以降、本件商品を通信販売の方法により一般消費者に販売し

ているところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ア 源平製薬は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、 

(ｱ) 平成２５年７月２６日から平成２７年３月６日までの間に別表１「配布地域」欄記載

の地域内で配布した同表「情報誌名」欄記載の情報誌に掲載した広告（別添写し１）に

おいて、例えば、「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期

間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」、「出産して１７年、何をしてもやせなかったこ

の私が・・・」として、利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイ

エット食品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エ

ステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、

「昔の友人に会ってショック！境遇は同じなのにどうして？」、「たまたま再会した高

校時代の友人に大ショック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よ

りぜんぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んでるのがある

の』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）という聞きなれない天然素

材のサプリメント。」、「寝る前にたった１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」、

「届いてすぐに飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、

「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなっ
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たような・・・」、「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを

減らす！」、「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇ

も変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂

取すればするほど高い効果が期待できる。」等と別表６「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより 

( ｲ ) 平成２６年３月１２日から平成２７年２月２７日までの間に別表２「発行地域」欄記

載の地域内で発行した同表「一般日刊紙名」欄記載の一般日刊紙紙面に掲載した広告（別

添写し２）において、例えば、「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポー

ト！」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘密と

は・・・？』（取材・文 美容ライター 中嶋）」、「出産して１７年、何をしてもや

せなかったこの私が・・・」として、利用者の体験談であることを明らかにした上で、

「運動、ダイエット食品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっ

そり『痩身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの１７年

間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じなのにどうして？」、

「たまたま再会した高校時代の友人に大ショック！同じく子どもを産んだはずなのに、

体型が昔のまま！私よりぜんぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠か

さず飲んでるのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）とい

う聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１粒。 ※目安 短期

間ではっきりと変化が！」、「届いてすぐに飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・

と思ったら、短期間ではっきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしは

じめたのがよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウ

エストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラック

ジンジャーが脂肪そのものを減らす！」、「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。

すると・・・なんと３ｋｇも変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そ

のものに作用。継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」等と別表７「表

示内容」欄記載のとおり記載することにより 

( ｳ ) 平成２６年１１月１日及び平成２７年２月１日に別表３「配布地域」欄記載の地域内

で配布した同表「無料配布冊子名」欄記載の無料配布冊子に掲載した広告（別添写し３）

において、「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・文 美

容ライター 中嶋）」、「『ぽっこりお腹が！この１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋ

ｇの秘密とは・・・？』」、「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」

として、利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食品、岩

盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エステ』にも行っ

たけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、「昔の

友人に会ってショック！境遇は同じなのにどうして？」、「たまたま再会した高校時代

の友人に大ショック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜん

ぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んでるのがあるの』と

教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）という聞きなれない天然素材のサ

プリメント。」、「寝る前にたった１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」、
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「届いてすぐに飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、

「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなっ

たような・・・」、「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを

減らす！」、「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇ

も変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂

取すればするほど高い効果が期待できる。」等と別表８「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより 

(ｴ) 平成２６年６月２０日から平成２７年５月１日までの間に別表４「発行地域」欄記載

の地域内で発行した同表「雑誌名」欄記載の雑誌に掲載した広告（別添写し４）におい

て、例えば、「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・文 

美容ライター 中嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で

－３ｋｇの秘密とは・・・？』」、「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私

が・・・」として、利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエッ

ト食品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エステ』

にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、

「昔の友人に会ってショック！境遇は同じなのにどうして？」、「たまたま再会した高

校時代の友人に大ショック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よ

りぜんぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んでるのがある

の』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）という聞きなれない天然素

材のサプリメント。」、「寝る前にたった１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」、

「届いてすぐに飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、

「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなっ

たような・・・」、「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを

減らす！」、「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇ

も変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに有用。継続して摂

取すればするほど高い成果が期待できる。」等と別表９「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより 

(ｵ) 平成２６年４月１日から平成２７年４月１日までの間に大阪府内で配布した別表５

「機関紙名」欄記載の機関紙に掲載した広告（別添写し５）において、例えば、「製薬会

社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！」、「『ダイエットサポートがこの１

粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』（取材・文 美容ライター 中

嶋）」、「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、利用者の

体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食品、岩盤浴・・・なに一つ

続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エステ』にも行ったけど、高い！続かな

い！で、あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！

境遇は同じなのにどうして？」、「たまたま再会した高校時代の友人に大ショック！同じ

く子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜんぜん食べてるのに、なぜ？」、
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「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んでるのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジン

ジャー』（黒生姜）という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった

１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」、「届いてすぐに飲んでみる。なんのこ

とはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっきりとした変化が！続けていると、規

則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっご

く楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナス

３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを・・・」、「数日たった夜、初めて体重計

に乗ってみる。すると・・・なんと数キログラムの変化が！なぜ？」、「独自のブラック

ジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」

等と別表１０「表示内容」欄記載のとおり記載することにより 

あたかも、本件商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で

容易に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４条第１項第１号に該当する表

示か否かを判断するため、同条第２項の規定に基づき、源平製薬に対し、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、源平製薬は、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、源平製薬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４条第２項の規定により、同条第１項第１号に該当する、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、かかる行為は、同項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（昭和３７年法律第１６０号）第５７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６条及び第４５条の規定に基づ

き、天災その他異議申立てをしなかったことについてやむをえない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６０日以内に、書面により消費者庁長

官に対し異議申立てをすることができる。 

（注） 行政不服審査法第４８条において準用する同法第１４条第３項の規定により、正当な

理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内で

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、異議申立てをすること

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から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。 
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（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から６か月以内であっても、この処分の日から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１項の規定により、正当な理由があるときを除き、異議

申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定があった

ことを知った日から６か月以内に提起することができる。ただし、行政事件訴訟法第

１４条第２項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、その決定があったこと

を知った日から６か月以内であっても、その決定の日から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。 
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配布年月日 情報誌名 配布地域 配布枚数 

平成２５年７月２６日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良中南和版２ 奈良県 162,350 

平成２５年８月２２日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸山手版 兵庫県 245,000 

平成２５年９月１９日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 河内版 大阪府 149,650 

平成２５年９月２０日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 京都北版 京都府 185,000 

平成２５年９月２６日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 京阪北版 大阪府 151,000 

平成２５年９月２７日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪市内キタ版 大阪府 221,000 

平成２５年１０月４日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 京都南版 京都府 140,200 

平成２５年１０月１０日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸西版 兵庫県 250,000 

平成２５年１０月１１日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 東大阪版 大阪府 163,000 

平成２５年１０月１２日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 学研都市版 奈良県 155,000 

平成２５年１０月１６日 ＡＳＡねっとよこはま 神奈川県 180,000 

平成２５年１０月２４日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 播磨東版 兵庫県 153,000 

平成２５年１０月２５日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良中南和版２ 奈良県 162,350 

平成２５年１０月２６日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良北和版 奈良県 155,650 

平成２５年１１月２日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良版 奈良県 252,000 

平成２５年１１月７日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸東版 兵庫県 250,000 

平成２５年１１月８日  

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪市内ミナミ

版 
大阪府 190,700 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 阪神版 兵庫県 174,000 

平成２５年１１月１５日 
Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 伊賀・名張版 三重県 65,300 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 泉州版 大阪府 139,000 

平成２５年１１月２１日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪帝塚山版 大阪府 233,000 

平成２５年１１月２２日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 八尾版 大阪府 163,000 

平成２５年１２月６日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良中南和版１ 奈良県 165,000 

平成２５年１２月１２日 

ＵＲＢＡＮ 田園・ニュータウン版 神奈川県 160,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪北西版 大阪府 167,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 河内版 大阪府 149,650 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸山手版 兵庫県 245,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 姫路・播磨西版 兵庫県 116,400 

平成２５年１２月１３日  
Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 京都北版 京都府 185,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪市内キタ版 大阪府 221,000 

平成２５年１２月１９日 ＵＲＢＡＮ 横浜中央版 神奈川県 160,000 

平成２６年１月１６日 ＵＲＢＡＮ 横浜南版 神奈川県 160,000 

別表１ 
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配布年月日 情報誌名 配布地域 配布枚数 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良版 奈良県 252,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸西版 兵庫県 250,000 

ＮＥＯインフォメーション 神奈川県 151,000 

平成２６年１月２４日 

きのかわトークニュース 岩出紀の川

版 
和歌山県 44,000 

きのかわトークニュース 和歌山東版 和歌山県 56,000 

平成２６年１月３０日 ＳＳインフォメーション 神奈川県 151,000 

平成２６年２月７日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 京都南版 京都府 140,200 

平成２６年２月１９日 ＡＳＡねっとよこはま 神奈川県 180,000 

平成２６年３月６日 ＵＲＢＡＮ 横浜東・川崎版 神奈川県 160,000 

平成２６年３月７日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 伊賀・名張版 三重県 65,300 

平成２６年３月１３日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良版 奈良県 252,000 

平成２６年３月１４日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 阪神版 兵庫県 174,000 

平成２６年３月２８日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 八尾版 大阪府 163,000 

平成２６年４月３日 Ｌ＆Ｌインフォメーション 神奈川県 151,000 

平成２６年４月４日 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 市原袖ヶ浦版 千葉県 66,540 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 木更津内房版 千葉県 65,880 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 東金・山武・八

街版 
千葉県 66,000 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 南房総版 千葉県 55,660 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 茂原・いすみ・

勝浦版 
千葉県 59,000 

平成２６年４月１１日 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 海匝・横芝版 千葉県 55,880 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 千葉南版 千葉県 60,000 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 八千代市版 千葉県 55,660 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪市内ミナミ

版 
大阪府 190,700 

平成２６年４月１７日 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪帝塚山版 大阪府 233,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 河内版 大阪府 149,650 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸山手版 兵庫県 245,000 

平成２６年４月１８日 
ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 佐倉・酒々井版 千葉県 57,000 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 成田・香取版 千葉県 64,000 

平成２６年４月２５日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪市内キタ版 大阪府 221,000 

平成２６年５月８日 

  

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸西版 兵庫県 250,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸東版 兵庫県 250,000 
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配布年月日 情報誌名 配布地域 配布枚数 

平成２６年５月９日 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 船橋中央・鎌ヶ

谷版 
千葉県 55,880 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 船橋東部版 千葉県 56,100 

平成２６年５月１６日 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 千葉海浜版 千葉県 60,000 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 千葉北・四街道

版 
千葉県 61,000 

平成２６年５月２３日 

ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 千葉東・外房版 千葉県 70,000 

きのかわトークニュース 伊都・橋本五

條版 
和歌山県 48,000 

きのかわトークニュース 和歌山東版 和歌山県 53,000 

平成２６年５月２９日 ＳＳインフォメーション 神奈川県 151,000 

平成２６年６月５日 Ｕｒｂａｎ 横浜東・川崎版 神奈川県 160,000 

平成２６年６月６日 ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 千葉中央版 千葉県 60,000 

平成２６年６月１３日 ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 習志野版 千葉県 55,770 

平成２６年６月１９日 Ｕｒｂａｎ 横浜南版 神奈川県 160,000 

平成２６年８月１日 ｏｎｉｏｎ ｎｅｗｓ 南房総版 千葉県 55,660 

平成２６年８月４日 
Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪市内ミナミ

版 
大阪府 190,700 

平成２６年８月２１日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪帝塚山版 大阪府 233,000 

平成２６年９月５日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 京都南版 京都府 140,200 

平成２６年９月６日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良版 奈良県 252,000 

平成２６年９月２６日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 八尾版 大阪府 163,000 

平成２６年１０月２日 
Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪高槻版 大阪府 146,100 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ もくなら 奈良県 174,250 

平成２６年１０月３日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 伊賀・名張版 三重県 65,300 

平成２６年１０月１０日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 東大阪版 大阪府 163,000 

平成２６年１０月１７日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 京都北版 京都府 185,000 

平成２６年１１月１１日 
Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪市内ミナミ

版 
大阪府 190,700 

平成２６年１１月２０日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 河内版 大阪府 149,650 

平成２６年１２月４日 
Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸西版 兵庫県 250,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸東版 兵庫県 250,000 

平成２６年１２月５日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 阪神版 兵庫県 174,000 

平成２６年１２月６日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良版 奈良県 252,000 

平成２６年１２月１２日 
Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪市内キタ版 大阪府 221,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 奈良中南和版２ 奈良県 162,350 
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配布年月日 情報誌名 配布地域 配布枚数 

平成２７年１月２２日 
Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪北西版 大阪府 167,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 神戸山手版 兵庫県 245,000 

平成２７年２月２６日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ はりま版 兵庫県 250,000 

平成２７年３月５日 
Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 大阪高槻版 大阪府 142,000 

Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ もくなら 奈良県 174,250 

平成２７年３月６日 Ｗｏｍａｎｌｉｆｅ 京都南版 京都府 140,200 
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発行年月日 一般日刊紙名 発行地域 発行部数 

平成２６年３月１２日 日本農業新聞 全国 350,929 

平成２６年４月９日 徳島新聞 徳島県 245,036 

平成２６年６月２５日 
熊本日日新聞 熊本県 329,685 

日本農業新聞 全国 350,929

平成２６年７月１６日 徳島新聞 徳島県 245,036 

平成２６年１０月２０日 徳島新聞 徳島県 245,036 

平成２６年１０月２８日 日本農業新聞 全国 350,929 

平成２６年１０月３０日 新潟日報 新潟県 490,502 

平成２７年２月２７日 日本農業新聞 全国 350,929 

 

  

別表２ 
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配布年月日 無料配布冊子名 配布地域 配布部数 

平成２６年１１月 1 日 遊んどこっ 東北版 東北地方 80,000 

平成２７年２月 1日 遊んどこっ 北海道版 北海道 50,000 

 

  

別表３ 
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発行年月日 雑誌名 発行地域 発行部数 

平成２６年６月２０日 池袋１５’ ７月号 東京都 90,000 

平成２６年１２月１６日 週刊女性 １月１日号 全国 228,231 

平成２７年１月１日 月刊ＴＶｎａｖｉ １月号 首都圏版 関東地方 200,000 

平成２７年２月６日 ＥＳＳＥ ２０１５ ３ ＭＡＲ． 全国 370,334 

平成２７年５月１日 月刊ＴＶｎａｖｉ ５月号 首都圏版 関東地方 200,000 

 

 

 

  

別表４ 
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配布年月日 機関紙名 配布地域 配布部数 

平成２６年４月 1日 ねんりんＯＳＡＫＡ 第１４８号 大阪府 300,000 

平成２６年７月 1日 ねんりんＯＳＡＫＡ 第１４９号 大阪府 300,000 

平成２６年１０月 1 日 ねんりんＯＳＡＫＡ 第１５０号 大阪府 300,000 

平成２７年１月 1日 ねんりんＯＳＡＫＡ 第１５１号 大阪府 300,000 

平成２７年４月 1日 ねんりんＯＳＡＫＡ 第１５２号 大阪府 300,000 

別表５ 
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番号 情報誌名 表示内容 

１ Ｗｏｍａｎｌｉ

ｆｅ 奈良中南

和版２ 

（平成２５年７

月２６日付け）

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！

※目安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナ

ス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、「数

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも

変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。

継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い効果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真と脂肪の少ない内臓の写真を掲載し「摂取前→

摂取後」と記載した上で、「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャー

の摂取前、摂取後には内臓脂肪、皮下脂肪に明らかな変化が！ ※算出

された値から作成したイメージ図」 

２ Ｕｒｂａｎ 横

浜南版 

（平成２６年６

月１９日付け）

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！

※目安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

別表６ 
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番号 情報誌名 表示内容 

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナ

ス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、「数

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも

変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。

継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い効果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーの摂取前、摂取後には内臓

脂肪、皮下脂肪に明らかな変化が！ ※算出された値から作成したイメ

ージ図」 

３ ｏｎｉｏｎ ｎ

ｅｗｓ 南房総

版 

（平成２６年８

月１日付け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！」、「『ダ

イエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘密

とは・・・？』（取材・文 美容ライター 中嶋）」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）
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番号 情報誌名 表示内容 

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに

飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたの

がよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんと

なくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイ

ナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、

「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋ

ｇも変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに！

継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い効果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの試験で、ブラックジンジャーの成分評価を調査！ ※算出さ

れた値から作成したイメージ図」 

４ Ｗｏｍａｎｌｉ

ｆｅ 京都南版

（平成２７年３

月６日付け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ぽっこりお腹が！この１粒で！ ※

目安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナ

ス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、「数
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番号 情報誌名 表示内容 

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも

変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。

継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜より高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーの摂取前、摂取後には内臓

脂肪、皮下脂肪に明らかな変化が！ ※算出された値から作成したイメ

ージ図」 
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番号 一般日刊紙名 表示内容 

１ 日本農業新聞 

（平成２６年３

月１２日付け）

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！」、「『ダ

イエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘密

とは・・・？』（取材・文 美容ライター 中嶋）」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナ

ス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、「数

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも

変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。

継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い効果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーの摂取前、摂取後には内臓

脂肪、皮下脂肪に明らかな変化が！ ※算出された値から作成したイメ

ージ図」 

２ 徳島新聞 

（平成２６年４

月９日付け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！」、「『ダ

イエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇ目標の

秘密とは・・・？』（取材・文 美容ライター 中嶋）」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

別表７ 
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番号 一般日刊紙名 表示内容 

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！？続かない！で、あきらめてきたこ

の１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同

じなのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大

ショック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私より

ぜんぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲ん

でるのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「マイナス３ｋｇ

目標！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、「数日

たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと数ｋｇも変

化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。

継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い効果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーを評価 太っている人と痩

せている人では内臓脂肪、皮下脂肪に違いが！ ※算出された値から作

成したイメージ図」 

３ 熊本日日新聞 

（平成２６年６

月２５日付け）

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（フリー

美容ライター 中嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！ ※

目安 短期間でマイナス！の秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで
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番号 一般日刊紙名 表示内容 

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナ

ス！ブラックジンジャーで変化が！」として、「数日たった夜、初めて

体重計に乗ってみる。すると・・・なんと変化が！なぜ？」、「独自の

ブラックジンジャーを継続して摂取すれば普通の生姜より期待でき

る。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜より期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載 

４ 日本農業新聞 

（平成２６年６

月２５日付け）

 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！

※目安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナ

ス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、「数

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも
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番号 一般日刊紙名 表示内容 

変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに有用。

継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜より高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーの摂取前、摂取後には内臓

脂肪、皮下脂肪に明らかな変化が！ ※算出された値から作成したイメ

ージ図」 

５ 徳島新聞 

（平成２６年７

月１６日付け）

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！

※目安 短期間で－３ｋｇ目標の秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎日欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「毎日たった１粒。

※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲んで

みる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっきり

とした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよく

わかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウ

エストがちょっとゆるくなったような・・・」、「数日たった夜、初め

て体重計に乗ってみる。すると・・・なんと数ｋｇも変化が！なぜ？」、

「マイナス３ｋｇ目標！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減ら

す！」として、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継

続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ
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番号 一般日刊紙名 表示内容 

ャー 普通の生姜に比べて高い効果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーをとることで、内臓脂肪、

皮下脂肪に変化のイメージが！ ※算出された値から作成したイメー

ジ図」 

６ 徳島新聞 

（平成２６年１

０月２０日付

け） 

 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！」、「『ぽ

っこりお腹が！この１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇ目標の秘密

とは・・・？』（取材・文 美容ライター 中嶋）」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎日欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「毎日たった１粒。

※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲んで

みる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっきり

とした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよく

わかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウ

エストがちょっとゆるくなったような・・・」、「数日たった夜、初め

て体重計に乗ってみる。すると・・・なんと数ｋｇも変化が！なぜ？」、

「マイナス３ｋｇ目標！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減ら

す！？」として、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。

継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒（目安）習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い効果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーをとることで、内臓脂肪、

皮下脂肪に変化のイメージが！ ※算出された値から作成したイメー

ジ図」 
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番号 一般日刊紙名 表示内容 

７ 新潟日報 

（平成２６年１

０月３０日付

け） 

 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ぽっこりお腹が！この１粒で！ ※

目安 短期間でマイナス！の秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナ

ス！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、「数日た

った夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと○ｋｇも変化

が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに有用。継

続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒 ※目安 習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜より高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーの摂取前、摂取後には内臓

脂肪、皮下脂肪に明らかな変化が！ ※算出された値から作成したイメ

ージ図」 

８ 日本農業新聞 

（平成２７年２

月２７日付け）

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ぽっこりお腹が！この１粒で！ ※

目安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩
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番号 一般日刊紙名 表示内容 

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナ

ス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、「数

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも

変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに有用。

継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜より高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーの摂取前、摂取後には内臓

脂肪、皮下脂肪に明らかな変化が！ ※算出された値から作成したイメ

ージ図」 
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無料配布冊子名 表示内容 

遊んどこっ 北

海道版 

（平成２７年２

月１日付け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・文 美

容ライター 中嶋）」、「『ぽっこりお腹が！この１粒で！ ※目安 短期間

で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、利用者

の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食品、岩盤浴・・・

なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩身エステ』にも行った

けど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの１７年間。けれど・・・」、

「昔の友人に会ってショック！境遇は同じなのにどうして？」として、「たま

たま再会した高校時代の友人に大ショック！同じく子どもを産んだはずなの

に、体型が昔のまま！私よりぜんぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・

毎晩欠かさず飲んでるのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』

（黒生姜）という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたっ

た１粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっきりと

した変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、

「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆ

るくなったような・・・」、「短期間でマイナス３ｋｇ！ブラックジンジャー

が脂肪そのものを減らす！」として、「数日たった夜、初めて体重計に乗って

みる。すると・・・なんと３ｋｇも変化が！なぜ？」、「独自のブラックジン

ジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂取すればするほど高い効果が期待で

きる。」  

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、「『も

うこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１粒習慣で・・・！」

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジャー 普

通の生姜に比べて高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の少ない

内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、「ヒトへの

臨床試験で、ブラックジンジャーの摂取前、摂取後には内臓脂肪、皮下脂肪に

明らかな変化が！ ※算出された値から作成したイメージ図」 

 

  

別表８ 
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番号 雑誌名 表示内容 

１ 池袋１５’７月

号 

（平成２６年６

月２０日付け）

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ダイエットサポートがこの１粒で！

※目安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」として、「届いてすぐに飲

んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっ

きりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのが

よくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんとな

くウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイナ

ス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、「数

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも

変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに有用。

継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜より高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーの摂取前、摂取後には内臓

脂肪、皮下脂肪に明らかな変化が！ ※算出された値から作成したイメ

ージ図」 

２ 週刊女性 １月

１日号 

（平成２６年１

２月１６日付

け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（文 美

容ライター 中嶋）」、「『ぽっこりお腹が！この１粒で！ ※目安 あ

る夜、－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

別表９ 
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番号 雑誌名 表示内容 

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 ある夜、はっきりと変化が！」として、「届いてすぐに

飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたの

がよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんと

なくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「ある夜、マイ

ナス！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす」として、「３週間

ほどたったある夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３

ｋｇも変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪に作用。

継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの“１

粒”習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの試験で、ブラックジンジャーの成分評価を調査！ ※算出さ

れた値（２０代～４０代の成人男性８名）から作成したイメージ図」 

３ ＥＳＳＥ ２０

１５ ３ ＭＡ

Ｒ． 

（平成２７年２

月６日付け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（美容ラ

イター 中嶋）」、「『ぽっこりお腹が！この１粒で！ ※目安 短期

間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）
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番号 雑誌名 表示内容 

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに

飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたの

がよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんと

なくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイ

ナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす！」として、

「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋ

ｇも変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに

作用。継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーの摂取前、摂取後には内臓

脂肪、皮下脂肪に明らかな変化が！ ※算出された値から作成したイメ

ージ図」 

４ 月刊ＴＶｎａｖ

ｉ ５月号 

（平成２７年５

月１日付け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！（取材・

文 美容ライター 中嶋）」、「『ぽっこりお腹が！この１粒で！ ※

目安 短期間で－３ｋｇの秘密とは・・・？』」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 短期間ではっきりとカラダが！」として、「届いてすぐ

に飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間で

はっきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめた

のがよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なん

となくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でス
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番号 雑誌名 表示内容 

ッキリ！ブラックジンジャーがぽっこりお腹を・・・」として、「数日

たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと３ｋｇも変

化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。

継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 痩せた女性がズボンを履いて腹部に手を当てている写真を掲載した上

で、「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこ

の１粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの試験で、ブラックジンジャーの成分評価を調査！ ※算出さ

れた値から作成したイメージ図」 
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番号 機関紙名 表示内容 

１ ねんりんＯＳＡ

ＫＡ 第１４８

号 

（平成２６年４

月１日付け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！」、「『ダ

イエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇの秘密

とは・・・？』（取材・文 美容ライター 中嶋）」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに

飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたの

がよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんと

なくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイ

ナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを・・・」として、「数

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと数キログ

ラムの変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのもの

に作用。継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜に比べて高い効果を期待できそう」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーをとることで、内臓脂肪、

皮下脂肪に変化のイメージが！ ※算出された値から作成したイメー

ジ図」 

２ ねんりんＯＳＡ

ＫＡ 第１４９

号 

（平成２６年７

月１日付け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！」、「『ダ

イエットサポートがこの１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇ（目標）

の秘密とは・・・？』（取材・文 美容ライター 中嶋）」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

別表１０
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番号 機関紙名 表示内容 

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに

飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたの

がよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんと

なくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイ

ナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを・・・」として、「数

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと数キログ

ラムの変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのもの

に有用。継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜より高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーをとることで、内臓脂肪、

皮下脂肪に変化のイメージが！ ※算出された値から作成したイメー

ジ図」 

３ ねんりんＯＳＡ

ＫＡ 第１５２

号 

（平成２７年４

月１日付け） 

・ 「製薬会社が発見！『黒しょうが』がダイエットサポート！」、「『ぽ

っこりお腹が！この１粒で！ ※目安 短期間で－３ｋｇ（目標）の秘

密とは・・・？』（取材・文 美容ライター 中嶋）」 

・ 「出産して１７年、何をしてもやせなかったこの私が・・・」として、

利用者の体験談であることを明らかにした上で、「運動、ダイエット食

品、岩盤浴・・・なに一つ続かなかったのは確か（うぅ）。こっそり『痩

身エステ』にも行ったけど、高い！続かない！で、あきらめてきたこの

１７年間。けれど・・・」、「昔の友人に会ってショック！境遇は同じ

なのにどうして？」として、「たまたま再会した高校時代の友人に大シ

ョック！同じく子どもを産んだはずなのに、体型が昔のまま！私よりぜ

んぜん食べてるのに、なぜ？」、「『実はね・・・毎晩欠かさず飲んで
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番号 機関紙名 表示内容 

るのがあるの』と教えてくれたのが『ブラックジンジャー』（黒生姜）

という聞きなれない天然素材のサプリメント。」、「寝る前にたった１

粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が！」として、「届いてすぐに

飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間では

っきりとした変化が！続けていると、規則正しくスッキリしはじめたの

がよくわかる。」、「寝る前の１粒（目安）だからすっごく楽。なんと

なくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」、「短期間でマイ

ナス３ｋｇ！ブラックジンジャーが脂肪そのものを・・・」として、「数

日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと数キログ

ラムの変化が！なぜ？」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのもの

に有用。継続して摂取すればするほど高い成果が期待できる。」 

・ 女性が胴回りに余裕があるズボンを履いている写真を掲載した上で、

「『もうこんなこと絶対ない！』ずっとそう思ってきた。それがこの１

粒習慣で・・・！」 

・ ブラックジンジャーの写真を掲載した上で、「これがブラックジンジ

ャー 普通の生姜より高い成果を期待できる」 

・ 脂肪の多い内臓の写真を掲載し「太っている方のイメージ」、脂肪の

少ない内臓の写真を掲載し「痩せている方のイメージ」と記載した上で、

「ヒトへの臨床試験で、ブラックジンジャーをとることで、内臓脂肪、

皮下脂肪に変化のイメージが！ ※算出された値から作成したイメー

ジ図」 
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