
別添資料【株式会社インフィックス】 

①「スクリミットシェイプ」（補正ベルト） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和３年９月 30

日、10 月３日、

11月２日及び同

月 11 日 

「Pureseek 

（ピュアシー

ク）」と称する自

社ウェブサイト 

 

①「このベルトさえあれば痩せるのは当然 太ることが不可能に

なります」 

②「ベルトを巻くだけ 体質強制変換！！ 無色透明の『痩身汗』

が出たら痩せる合図です その威力はたった１０分でウエス

ト－５ｃｍ！」 

③「この痩身法は数十ｋｇの減量はもちろん あなたの『体質』

を強制的に変えてしまいます つまり今後一生太れない可能

性があります」 

④「ただ汗をかいても痩せません しかし例え少量でも“痩身汗”

が出れば 何もしなくても驚くほど痩せます！！」 

⑤「通常の約３倍 体脂肪を燃焼！！ 何もしなくても１日で

5800Kcal 消費できる体に！！  

（※女性モニター100 名平均）」 

⑥「汗腺による量・時間・痩身効果の比較」として、「アポクリン

腺の汗」と「エクリン腺の汗」を比較し、「エクリン腺の汗」の

痩身効果を「－５ｋｇ減」と記載 

⑦「２４時間かけて出す 3000ｍｌという大量の汗よりもエクリン

腺から出す少量の痩身汗の方が》断然《痩身効果が高い！！ 

 スクリミットシェイプは通常 10ｋｍ走らないと出ない痩身汗

を ただ巻くだけで出す体質に変えてしまう！！」 

少なくとも、令

和３年 10 月３

日、11 月２日及

び同月 11 日 

「Qoo10」と称す

るウェブサイト

に開設した「ピ

ュアシーク」と

称する自社ウェ

ブサイト 

 

①「ウエストから絞る！デブ汗搾り出し！ 体重が半分に！？」 

②「マジ体重が半分になったエネルギー代謝が劇的にＵＰ！！体

質矯正ベルトお風呂場ＯＫデブ汗を出し切る！！スクリミッ

トシェイプ」 

③「ジム・ヨガ・ウォーキング なかなか落ちない日々はもう終

わりです！」「このスピード感！毎日たった巻くだけ！！今後

を左右するスクリミットシェイプは５大メカニズムを応用」と

メカニズムを紹介し、「たった巻くだけの簡単！健康ダイエッ

ト」 

 

 

 

 

 

 

 

 



②「フライビシット」（ショーツ） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和２年６月 25

日、10 月 15 日、

11 月４日及び

12 月 10 日 

「Pureseek 

（ピュアシー

ク）」と称する自

社ウェブサイト 

 

①「履いて体感！ギュッと美ボディー！」「運動ゼロ！」「食事制

限ゼロ！」 

②漫画において、「仕事中も毎日履き続けること１カ月・・・」、

「すっご～い！たったの１カ月履いただけなのに本当に全身

がスッキリしてる！」と記載した上で、着用前よりもスリムに

なった人物の絵を記載 

③「『骨盤』は矯正する事で改善できる！」、「でも骨盤矯正には時

間と労力が必要不可欠・・・」、「下着を変えるだけで解決！！」、

「履くだけでオシャレにスリムへと導くフライビシット」 

④「簡単にくびれを手に入れる方法として話題沸騰中！」 

⑤「ダイエットの常識を変える 履くだけで骨盤矯正。」 

⑥「１日で骨盤矯正ヨガ 24 回分の効果！」「１日着用しているだ

けで骨盤矯正ヨガ 24 回分の骨盤整体補正効果を得られるよう

に開発されました。」 

⑦「たった数日で喜びのスリム」 

⑧ 「骨盤整体シェイプアップショーツ」 

⑨「痩せたい・・・でも運動も食事制限もしたく
● ● ●

ない
● ●

！！」、「そ

の悩み・・・フライビシットが解決！！」 

⑩「こんなに簡単に骨盤補正ができるなんて本当に驚きの連続で

す。」 

⑪体験談として、「約３日間で実感」「約４日で効果を実感」「約

10 日間で目標達成」などと記載 

少なくとも、令

和３年９月 24

日、11 月２日及

び同月 11 日 

「Qoo10」と称す

るウェブサイト

に開設した「ピ

ュアシーク」と

称する自社ウェ

ブサイト 

 

少なくとも、令

和３年１月 22

日、同月 25 日、

９月 24 日及び

11 月 11 日 

「Pureseek 

（ピュアシー

ク）」と称する自

社ウェブサイト 

 

①「履いて体感！ギュッと美ボディー！」 

②「ダイエットの常識を変える 履くだけで骨盤矯正。」 

③「こんなに簡単に骨盤補正ができるなんて本当に驚きの連続で

す。」 

④体験談として、「約３日間で実感」「約４日で効果を実感」「約

10 日間で目標達成」などと記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③「デフィラアルタ」（ガードル） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和３年 10 月３

日、11 月２日及

び同月 11 日 

「Pureseek 

（ピュアシー

ク）」と称する自

社ウェブサイト 

①「履くだけで有酸素運動！下半身エクササイズ くびれ 美脚 

ヒップアップ」 

②「今までの縫製工場では不可能と言われていたガードルとして

は世界初の技術 ブラインドラップ方式採用」 

③「ブラインドラップ方式【ＢＬＳＷ】とは！？ 人間工学に基

づき、引き締めに必要な【着圧感】、そして血液の流れを短期間

制限することにより激しい運動と同時の効果を得られる【加圧

効果】。さらに、織り機では製造不可能で手縫いでしか表現出

来ない細かな設計による【骨盤補正】を兼ね備えた、まさに現

代のテクノロジーが生んだ「エクササイズのためだけ」の魔法

のような製法です。」 

④「使い方はいたって簡単♪わずか２ステップ！」「ＳＴＥＰ１

朝起きて、履く。」「ＳＴＥＰ２後は着用時間を守るだけ。」「た

だずっと履いていればいいだけの引き締めインナーとは違い

ます。」 

⑤「目標達成者続出 履くだけでスリムに！」「～効果実証調査

済み～」「幸恵さん（３３歳）もたったの１４日間で目標達

成！！」ほか５名について目標達成と記載 

⑥「運動なしでも理想のピップラインへ・・・」 

少なくとも、令

和３年 10 月３

日、11 月２日及

び同月 11 日 

「Qoo10」と称す

るウェブサイト

に開設した「ピ

ュアシーク」と

称する自社ウェ

ブサイト 

 

①「履くだけで有酸素運動！下半身エクササイズ くびれ 美脚 

ヒップアップ」 

②「体脂肪を燃やすには！？」「有酸素運動が必要！！」「無酸素

運動ではなく、有酸素運動！ 筋トレ（無酸素運動）では筋肉

量が増え、逆に太くなってしまう原因にもなりかねません。お

腹・お尻・太もものエクササイズには適度な食事制限とウォー

キングなどの有酸素運動が適していると言われています。」と

して、「履くだけで有酸素運動！下半身エクササイズ くびれ 

美脚 ヒップアップ」と記載 

③「今までの縫製工場では不可能と言われていたガードルとして

は世界初の技術 ブラインドラップ方式採用」 

④「使い方はいたって簡単♪わずか２ステップ！」「ＳＴＥＰ１

朝起きて、履く。」「ＳＴＥＰ２後は着用時間を守るだけ。」「た

だずっと履いていればいいだけの引き締めインナーとは違い

ます。」 

⑤「運動なしでも理想のピップラインへ・・・」 

 

 

 



④「リンパマッサージセルライトスパッツ」（スパッツ） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和２年６月 25

日、10 月 15 日

及び 11 月４日 

「Pureseek 

（ピュアシー

ク）」と称する自

社ウェブサイト 

 

①「履くだけで痩せる！？」 

②「『１４日間履いていただけなのに・・・』太もも－６．８ｃｍ

ふくらはぎ－３．４ｃｍ細くなってしまった！」と記載し、脚

部を比較した画像を掲載 

③「今最も脚を細くする商品として絶賛されています！」 

④「２４時間で－１ｃｍは確実！！」 

⑤「もともと普通体系のモニター様が、リンパマッサージセルラ

イトスパッツをお試しいただいても、この変化！ 

 太もも－６．２ｃｍふくらはぎ－１．０ｃｍ足首－２．６ｃｍ」

と記載した上で、「Before」「After」と付して脚部を比較した画

像を掲載 

⑥「少しぽっちゃり体系のモニター様が、リンパマッサージセル

ライトスパッツをお試しいただくと、太もも－１０．１ｃｍ 

ふくらはぎ－８．７ｃｍ 衝撃の変化！」と記載した上で、

「Before」「After」と付して脚部を比較した画像を掲載 

⑦「たった１４日間で最上の美脚を手に入れる」 

⑧「今、考える下半身施術で最も最適な方法です！」「緊急施術専

用 下半身治療用」 

⑨「本当に履くだけで痩せた！！と、クチコミで広まり」 

⑩「毎日履いて生活すれば必ず結果がでます！！」 

⑪「１４日後の自分が楽しみ」「履いて生活するだけで、骨盤を補

正しながら、強力な加圧効果とリンパの流れを良くするので下

半身が１４日間で劇変します。」 

⑫「基礎代謝ＵＰで燃焼体質に！！」 

⑬「履いてる間中ずっとウェスト・下半身が加圧燃焼！！」 

⑭「24 時間で大変身！？たった７日間で！？驚きの！！」、「14 日

後には…更に驚き！！」と記載した上で、当該商品を着用した

脚部を比較した画像を掲載 

⑮「あなたはただ履いて生活するだけで・・・STEP01 加圧効果 

STEP02 骨盤矯正 STEP03 リンパマッサージ さらに驚くのは 

STEP04 形状記憶」「この４STEP で下半身の脂肪が嫌でも激減！

その後のリバウンドなく体型を形状記憶！！」 

⑯「14 日間後に自分の下半身を見て下さい。下半身が細くなって

いるのが目で見て分かります。」 

⑰体験談として、「VOICE 01（略）少しづつウェストと体重が減

ってきました。（略）」、「VOICE 05 出産前の体型に戻りたかっ

たダケなのに、履きやすいから寝る時もずっと履いていたら、

出産前よりマイナス４ｋｇ！ウエストがマイナス６．０ｃｍ！



表示期間 表示媒体 表示内容 

ちょっと痩せすぎたので★１つマイナスです」と記載 

⑱「履いてる限り激痩せが止まらない!!」 

⑲「たった 14 日間でモデル級の美脚を GET 出来る！！」 

少なくとも、令

和３年１月 25

日 

「Pureseek 

（ピュアシー

ク）」と称する自

社ウェブサイト 

 

①「たった１４日間で最上の美脚を手に入れる」 

②「今、考える下半身施術で最も最適な方法です！」「緊急施術専

用 下半身治療用」 

③「本当に履くだけで痩せた！！と、クチコミで広まり」 

④「毎日履いて生活すれば必ず結果がでます！！」 

⑤「１４日後の自分が楽しみ」「履いて生活するだけで、骨盤を補

正しながら、強力な加圧効果とリンパの流れを良くするので下

半身が１４日間で劇変します。」 

⑥「履いてる限り激痩せが止まらない!!」 

 

 

⑤「ダイエットフォルスコリ」（食品） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和２年６月 25

日、10 月 15 日、

11 月４日、令和

３年１月 22 日、

同月 25 日、９月

24 日及び 11 月

11 日 

「Pureseek 

（ピュアシー

ク）」と称する自

社ウェブサイト 

 

①「年齢・遺伝・体質関係ナシ！いつもの朝と寝る前に飲むだけ、

スッキリをサポート！」 

②「コレを飲めばあとは寝るだけ！普段の生活のままで！！多忙

でジムに行けない方でも、実感できるんです！！」 

③腹部を手で掴んでいる画像とともに、「溜め込んだブヨブヨを

スッキリ！」と記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥「グラマジック」（タンクトップ） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和２年６月 25

日、10 月 15 日、

11 月４日、令和

３年１月 22 日、

同月 25 日、９月

24 日及び 11 月

11 日 

「Pureseek 

（ピュアシー

ク）」と称する自

社ウェブサイト 

 

①「着用し続ける限り 強制的に成長！！」と記載し、胸部を強

調した画像を掲載するとともに、「実感日数 最短３日」「平均

カップ数 ＋４．７cup」と記載 

②「確実なバストアップ効果を証明」 

③「ただし、一歩間違えると『ブラに収まらない！！』ホドの急

速膨張の危険も！！成長しすぎにはご注意ください」 

④「育乳刺激 乳腺を刺激し女性ホルモン活性！！ ※強い胸の

ハリ、熱を感じます」 

⑤「脂肪補正 不要な脂肪を強制的にバストに誘導！！ ※周囲

の脂肪がスッキリし始めます」 

⑥「形状定着 脂肪細胞がバストに定着！！ ※高さとボリュー

ムを出し、立体的なバストに」 

⑦「これで最低３カップは大きくなります」 

⑧「どんなバストでも着用した瞬間から強制的に豊胸開始」 

⑨「女性ホルモンの分泌を促し、強制的にバストの再成長を促進

します。」 

⑩「メスを入れない唯一の豊胸術 失敗例は未だにありません」 

⑪ 体験談として、胸部を強調して比較した画像を掲載し、「ACup

→DCup」「Bcup→Fcup」「AAcup→Ecup」と表示するとともに、「A

カップから D カップになり感激！！（略）いつのまにかバスト

を外してもくっきり輪郭が出てきて、初めて谷間ができまし

た！！」「バストが大きく上向きになっただけじゃなく、ウエ

ストラインも引き締まって、きれいになったのが嬉しいです。」

「付けた瞬間から、上向きの綺麗なバストに補正してくれて、

しかも集めたお肉もがっちりホールド！！日に日に大きくな

るので」と記載 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添資料【アンドシーム株式会社】 

①「レスタリアージュ グラミーバストクリーム」（クリーム） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和２年 12 月８

日から令和３年

11 月 30 日まで

の間 

「Qoo10」と称す

るウェブサイト

に 開 設 し た

「BIJIN-STORE」

と称する自社ウ

ェブサイト 

 

① 「毎日たった５分でふっくら美バストに気分もＵＰ」、「多く

の方が美バストを体感中」と記載した上で、胸部を比較した画

像を掲載 

② 「２カップＵＰも夢じゃない！？２大バスト成分贅沢配合」 

③ 漫画において、「そういえば私も自分の胸で悩んでたな～」、

「でもこのクリームで胸も大きくなって彼氏もできたよ！」と

記載した上で、胸部を強調した絵を掲載 

④ 同漫画において、人物Ａが「そのクリーム私も試してみる

ね！！」、「１カ月後」と記載した後、人物Ｂが「あれ？何か大

きくなった？色も明るく変わったし！」と記載した上で、胸が

大きくなった人物Ａの絵を記載。また、胸が大きくなった女性

の絵とともに、「塗るだけだから簡単だし使い続けてよかっ

た」、「彼に褒められて嬉しい」と記載 

⑤ 「お風呂上りに毎日５分クリームでマッサージ 多くの女性

が美バストを実感」と記載した上で、３名分の胸部を比較した

画像と体験談を掲載 

⑥ 「お風呂上りに毎日５分のマッサージで全てを叶えるクリー

ム 大きさ・形・色全てを備えた愛され美バストへ導く『贅沢

成分配合』 ボリュームＵＰ ハリ弾力 透白 潤い」と記載

した上で、胸部を強調した画像を掲載 

⑦ 「短期間で確かな効果を実感出来る秘密 バストＵＰのツボ

をマッサージで刺激しながら 独自の有効成分が浸透 ボリ

ュームＵＰ 脂肪の増加 胸の土台を育む 女性ホルモン活

性化 ハリ・ツヤＵＰ コラーゲン生成促進 トーンＵＰ 潤

い・透白」 

⑧ 「だから クリームを使ってマッサージするだけで６つの効

果を実感 ボリュームＵＰ 谷間メイク バランスアップ 

美デコルテ リフトアップ トーンアップ」 

⑨ 「体験すれば絶賛に変わる ※個人の感想です。 グラミー

バストクリームには理由があります」と記載した上で、胸部の

比較画像を掲載 

⑩ 「グラミーバストクリームは、今注目の最新バストケア成分

によりバストに必要な脂肪細胞を供給。」 

⑪ 「胸の脂肪量 8.4％ＵＰ※ する効果が立証されています」、

「※約２カ月間、ボルフィリン配合のクリームを毎日２回の添

付による臨床試験結果」、「胸の体積が 30 倍ＵＰ※ する効果

が立証されています」、「※約２カ月間、アディフィリン配合の

少なくとも、令

和２年６月 25

日から同年 11

月２日までの間 

「baby beaute」

と称する自社ウ

ェブサイト 

 



表示期間 表示媒体 表示内容 

クリームを毎日２回の添付による臨床試験結果」と記載した上

で、バストの３Ｄ画像を比較した図を掲載 

⑫ 「胸の土台を育み、ブラを外しても変わらない美バストへ」 

⑬ 「３つの果実で女性ホルモンＵＰ 胸の土台を育み美バスト

へ」 

⑭ 「本気で２カップ以上ＵＰ目指す人のための集中ケア 今ま

でにない自分、期待に胸が膨らむ」と記載した上で、胸部を強

調した画像を掲載 

 

 

②「レスタリアージュ ボリュームアップブラ」（ブラジャー） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和２年 12 月 10

日、令和３年２

月 16 日、３月４

日、10 月３日、

同月６日及び11

月 30 日 

「Qoo10」と称す

るウェブサイト

に開設した 

「BIJIN-STORE」

と称する自社ウ

ェブサイト 

 

① 「長年あこがれ続けたマシュマロバストを手に入れる！！ 

着けて寝ているだけなのに･･･ 着けてる時間すべて育乳タイ

ム！！ 年齢はまったく関係ありません 

 誰でもできる 誰でも成功する あなたの貧乳は 年齢のせ

いでも 遺伝のせいでも 体質のせいでも ありません！！ 

すべては「体温」のせいなのです。速攻育乳システムで理想の

スタイルに！！」 

② 「着けて寝る ▽▽▽▽ 朝起きたら マシュマロバスト

に！！」と記載した上で、人物の胸部の画像を掲載 

③ 「モニター様がしたことは 寝るときに着ける たったそれ

だけで くびれが！？」 

④ 「『バストが大きくなった』だけじゃない！！→アンダー付

近のお肉も無くなって、細くなっていたのです！！ つまり 

めぐりアップの効果で燃えやすくなるから 「体温」を上げて

「めぐり」をよくし 女性らしさ の働きを飛躍的に上げ

る！！そして、「バストの成形」まで！ ↓さらに↓ めぐり

の効果で 引き締めＵＰ！！」と記載するとともに、ウェスト

部分にメジャーを巻いている人の画像を掲載 

⑤ 「なんとダイエット効果まで！？ アンダー付近のお肉も無

くなって、バストが大きくなるだけじゃなく 細くスッキリ

♪」 

少なくとも、令

和２年 12 月 10

日、同月 22 日、

令和３年１月８

日、同月 14 日、

２月４日、同月

16 日、同月 18

日、３月４日、10

月３日、同月６

日及び 11 月 30

日 

「ヤマダモー

ル」と称するウ

ェブサイトに開

設した 

「Rihgeous」と

称する自社ウェ

ブサイト 

 



表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和２年 11 月 11

日及び令和３年

１月 15 日 

「angelico」と

称する自社ウェ

ブサイト 

① 「寝ている間にバスト３カップＵＰ？９４％の女子が成功し

た方法 ↓↓↓↓↓ さびしいバストにお悩みのあなただけ

に なんと！！４００万人以上の人が、読む ニュースサイト

で話題の育乳法をご紹介します！！ ９４％の女子が成功し

たと報道された、この方法 ↓↓↓↓↓」と記載し、矢印の先

に当該商品の画像を掲載 

② 「第２次性徴期が終わった２０代～５０代でも関係ありませ

ん。なぜなら 日本人誰にでも通用するバスト理論 ①「体温」

を上げて ②「めぐり」をよくし ③「発育力」を飛躍的に上

げれば 成功率９４．６％！！」 

③ 「Ａ→Ｅ！」、「Ａ→Ｄ！」と記載した上で、胸部の比較画像

を掲載するとともに、「３００人中２８４人が確実に実感！！」

と記載 

④ 「目覚めたらあなたは巨乳！？ ３Ｃｕｐアップ↑↑↑の育

乳ナイトブラ登場！！」 

⑤ 「長年あこがれ続けたマシュマロバストを手に入れる！！ 

着けて寝ているだけなのに･･･ 着けてる時間すべて育乳タイ

ム！！ 年齢はまったく関係ありません 

 誰でもできる 誰でも成功する あなたの貧乳は 年齢のせ

いでも 遺伝のせいでも 体質のせいでも ありません！！ 

すべては「体温」のせいなのです。速攻育乳システムで理想の

スタイルに！！」 

⑥ 「着けて寝る ▽▽▽▽ 朝起きたら マシュマロバスト

に！！」と記載した上で、胸部の画像を掲載 

⑦ 「モニター様がしたことは 寝るときに着ける たったそれ

だけで くびれが！？」 

⑧ 「『バストが大きくなった』だけじゃない！！→アンダー付

近のお肉も無くなって、細くなっていたのです！！ つまり 

めぐりアップの効果で燃えやすくなるから 「体温」を上げて

「めぐり」をよくし 女性らしさ の働きを飛躍的に上げ

る！！そして、「バストの成形」まで！ ↓さらに↓ めぐり

の効果で 引き締めＵＰ！！」と記載するとともに、ウェスト

部分にメジャーを巻いている人の画像を掲載 

⑨ 「なんとダイエット効果まで！？ アンダー付近のお肉も無

くなって、バストが大きくなるだけじゃなく 細くスッキリ

♪」 

 

 

 



③「レスタリアージュ スベルトレディ」（アンダーシャツ） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和２年 12 月 10

日から令和３年

２月 18 日まで

の間 

「Qoo10」と称す

るウェブサイト

に開設した 

「BIJIN-STORE」

と称する自社ウ

ェブサイト 

① 「加圧シャツなのに、まるで…『サウナスーツ?!』加圧＋温

熱機能で 着た瞬間！体感！メラメラ！温感ダイエット開

始！ぽっこりウエストが!?気になる体重さえも!?短期間で驚

きの結果
● ●

!?」 

② 「【プロ仕様】に開発された 特殊温感素材採用!!」 

③ 「食事制限×⇒ 過酷な運動×⇒つらいダイエットはもう、

不要!!ただ着るだけで 加圧シャツなのに、まるで…『サウナ

スーツ!?』加圧＋温熱機能」 

④ 「短期間でウエイト調整が必要な【プロ専用】に開発された

「特殊温感素材」」 

⑤ 「「特殊温感」素材採用！特殊温感作用で温熱効果を発揮。」 

少なくとも、令

和２年 12 月 10

日から令和３年

２月 18 日まで

の間 

「ヤマダモー

ル」と称するウ

ェブサイトに開

設した 

「Rihgeous」と

称する自社ウェ

ブサイト 

 

 

④「レスタリアージュ ウルトラスリム」（スパッツ） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和２年 12 月 10

日、令和３年１

月８日、同月 14

日、２月４日、同

月 16日、同月 18

日、３月４日、９

月 27 日、10 月

６日及び 11 月

30 日 

「ヤマダモー

ル」と称するウ

ェブサイトに開

設した 

「Rihgeous」と

称する自社ウェ

ブサイト 

① 「履いたそばからみるみる搾れる！！」、「１度お試しくださ

い とにかく搾れます！！」 

② 「ラク～に美脚にしたくありませんか？」 

③ 「すでにご購入いただいた方は みなさん、その力に『驚い

て』います。」と記載するとともに、「本当に無駄な脂肪がなく

なる感じもするし、苦しくもないのでガンガン履いてスリムに

なってます（笑）」、「気付いたら３日で落ちてました笑。効果

大ですね！」等の体験談を記載 

④ 「あなたの下半身に 有酸素運動＋加圧トレーニング＋骨盤

補正 が始まり 今まで動いていなかったムダ肉が一気に活

動を始めます これを毎日続けると･･･ 面白いほどグングン

落ちていくことになるのです！」 

⑤ 「日本中のムダ肉を搾りまくった新型ダイエット素材」 

少なくとも、令

和２年 11 月 11

日 

「angelico」と

称する自社ウェ

ブサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤「スマートサイズ」（スパッツ） 

表示期間 表示媒体 表示内容 

少なくとも、令

和３年１月 14

日、２月 16 日及

び同月 18 日 

「baby beaute」

と称する自社ウ

ェブサイト 

① 「ただ履くだけ！みるみる絞る！簡単すぎる下半身ダイエッ

ト」 

② 「Ｑ ダイエットをしなくても痩せますか？体重は落ちるん

ですか？ Ａ 骨盤を整え太る原因が解消できれば、体重を落

とすアプローチに繋がるため、ダイエット結果が出せます。」 

③ 「履き続けたら下半身がスッキリ！！」と記載し、太ももを

比較した画像を掲載した上で、「太ももまわりがなんと・・・

マイナス８ｃｍ」と記載 

④ 「ハイウエスト仕様だからウエストまわりもこの結果!!」と

記載し、腹部を比較した画像を掲載した上で、「ウエストまわ

りがなんと・・・マイナス 14.5ｃｍ」、「ポッコリお腹もスッキ

リ！！」と記載 

⑤ 「さらに体重もマイナス１０ｋｇ あなたもダイエット結果

が出せます！」 

⑥ 「１カ月着用後の体重変化 １か月履いて 体重はどのくら

い変化しましたか？ 

－５ｋｇ～－１０ｋｇ ４５％ 

－１ｋｇ～－ ４ｋｇ ３０％ 

－１１ｋｇ以上    ２１％ 

   変わらない・増えた ４％ 

  これが９６％が満足したダイエット成功の事実！」 

⑦ 体験談として、「３０代／女性（略）本当に無駄な脂肪がなく

なる感じもするし、苦くもないのでガンガン履いてスリムにな

っています（笑）（略）」、「１０代／女性 これは今までのダイ

エット商品でダントツ一番ｗ もうすでにすごい落ちている

のです（略）」と記載 

⑧ 「そんな私が行った下半身ダイエットを大公開しちゃいま

す！」と題する漫画において、「それから毎日履き続けた結果

…」、「こんなにスッキリするなんて…すごい!!」と記載した上

で、脚が細くなった女性の絵を記載 

⑨ 「履くだけで３つの効果 スマートサイズを履くことで「有

酸素運動」「加圧トレーニング」「骨盤補正」が始まり、今まで

動いていなかった下半身のムダ肉が一気に活動を始めます。」 

⑩ 「スマートサイズの素材には燃焼や巡りのサポートを行う素

材を使用。下半身のダイエットを手助けをしていきます。 Ｇ

ｅゲルマニウム 燃焼をサポート Ｔｉチタン 巡りをサポ

ート」 

⑪ 「痩せるために必要な【着圧感】、血液の流れを短期間制限す



表示期間 表示媒体 表示内容 

ることで激しい運動効果を得られる【加圧効果】、さらに、手

縫いでしか表現できなかった細かな設計による【骨盤矯正】を

実現しています。」 

⑫ 「Ｑ 本当にきれいに下半身痩せ・脚痩せできますか？Ａ 

もちろんお体のことですので個人差はございますが、非常に多

くの方に効果を実感していただいております。」 

⑬ 「Ｑ 痩せにくい体質なのですが 私でも痩せますか？Ａ 

はい。痩せにくい体質の方や、年齢的にも痩せにくいといった

方からもたくさんのお喜びの声をいただいておりますので、ぜ

ひ一度お試しくださいませ。」 

以 上 

 


