
 

消 表 対 第 ４ ７ ２ 号 

平成２８年３月３１日 

 

 

ココナッツジャパン株式会社 

代表取締役 竹中 靖典 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「エクストラバージンココナッツオイル」と称する食品及び「エ

クストラバージンココナッツオイルカプセル」と称する食品（以下、これらを併せて「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１

３４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、平成２６年３月頃から平成

２７年１１月頃までの間、自社ウェブサイトにおける別表「ウェブページ名」欄記

載のウェブページにおいて、例えば、「Products 商品のご案内」と題するウェブ

ページとリンクさせた「Health ココナッツオイルと健康」と題するウェブページ

では、「ココナッツオイルには整腸作用がある！？」、「ココナッツオイルで認知

症の予防・改善」、「ココナッツオイルでガン予防」、「ココナッツオイルでウイ

ルス感染を防ぐ」、「ココナッツオイルが心臓病を予防する理由」、「ココナッツ

オイルがアルツハイマー病に効果がある理由」等と記載し、更に、これら記載され

た文字列にリンクさせたウェブページにおいて、例えば、「ココナッツオイルには

整腸作用がある！？」と題するウェブページでは、「ココナッツオイルが便秘解消

別添 
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に効果的な秘密」、「ココナッツオイルが便秘解消に効果的なのは、優れた整腸作

用があるからです。 

体内に溜まってしまった便を除去し、弱っている腸の働きを活発にしてくれま

す。オイルを摂取すると太るのではないかと不安になりますが、ココナッツオイル

に含まれるのは中鎖脂肪酸ですから、すぐにエネルギーとなってくれるため体内に

溜まることはありません。むしろ体内に溜まっている脂肪をエネルギーに換えてく

れるので、便秘だけでなく、ダイエットにも効果を期待することができます。」等

と、別表「表示内容（ウェブページ）」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ことにより、各種疾病を予防する効果等が期待できるか

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 ココナッツジャパン株式会社（以下「ココナッツジャパン」という。）は、東京都

港区麻布台三丁目２番７号に本店を置き、食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ ココナッツジャパンは、平成２６年３月以降、本件商品を通信販売の方法により、

又は卸売業者等を通じて、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 ココナッツジャパンは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２６年

３月頃から平成２７年１１月頃までの間、自社ウェブサイトにおける別表「ウェブ

ページ名」欄記載のウェブページ（別添写し１ないし９）において、例えば、「Pr

oducts 商品のご案内」と題するウェブページ（別添写し）とリンクさせた「Healt

h ココナッツオイルと健康」と題するウェブページでは、「ココナッツオイルに

は整腸作用がある！？」、「ココナッツオイルで認知症の予防・改善」、「ココ

ナッツオイルでガン予防」、「ココナッツオイルでウイルス感染を防ぐ」、「ココ
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ナッツオイルが心臓病を予防する理由」、「ココナッツオイルがアルツハイマー病

に効果がある理由」等と記載し、更に、これら記載された文字列にリンクさせた

ウェブページにおいて、例えば、「ココナッツオイルには整腸作用がある！？」と

題するウェブページでは、「ココナッツオイルが便秘解消に効果的な秘密」、「コ

コナッツオイルが便秘解消に効果的なのは、優れた整腸作用があるからです。 

体内に溜まってしまった便を除去し、弱っている腸の働きを活発にしてくれま

す。オイルを摂取すると太るのではないかと不安になりますが、ココナッツオイル

に含まれるのは中鎖脂肪酸ですから、すぐにエネルギーとなってくれるため体内に

溜まることはありません。むしろ体内に溜まっている脂肪をエネルギーに換えてく

れるので、便秘だけでなく、ダイエットにも効果を期待することができます。」等

と、別表「表示内容（ウェブページ）」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ことにより、各種疾病を予防する効果等が期待できるか

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、ココナッツジャ

パンに対し、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、ココナッツジャパンは、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、ココナッツジャパン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
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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。 

（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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ウェブ

ページ名 
表示内容（ウェブページ） 

備考 

Health  

ココナッツ

オイルと健

康 

・「普段の食事にココナッツオイルを足すだけで栄養がグーンと

アップ！」 

・「ココナッツは万能の効能を持った魔法のアイテム！」 

・「ココナッツオイルには整腸作用がある！？」 

・「ココナッツオイルで認知症の予防・改善」 

・「ココナッツオイルでガン予防」 

・「ココナッツオイルでウイルス感染を防ぐ」 

・「ココナッツオイルが心臓病を予防する理由」 

・「ココナッツオイルがアルツハイマー病に効果がある理由」 

（http://www.coconutjapan.jp/health/） 

別 添 

写し１ 

普段の食事

にココナッ

ツオイルを

足すだけで

栄養がグー

ン と ア ッ

プ！ 

・「ココナッツオイルを摂ることのメリットですが、まず、新陳代

謝機能を高めてくれるというものがあります。シンプルに言う

と、どんどん身体の中をきれいにしてくれるということです。」 

・「いらないものが出て行きやすいということは、便秘にも効果的

です。そして、お肌のくすみ、肌荒れもだんだん減って行くこと

につながります。」 

・「抜群の栄養価で身体の中から外まできれいにしてくれるココ

ナッツオイル」 

・「ココナッツオイルには、血圧を下げたり、中性脂肪を分解した

りするという効果もあるのです。」 

（http://www.coconutjapan.jp/355） 

別 添 

写し２ 

ココナッツ

は万能の効

能を持った

魔法のアイ

テム！ 

・「ココナッツは万能の効能を持った魔法のアイテム！」 

・「動脈硬化や生活習慣病といった病気の予防にも役立ちます。」 

・「ココナッツにはビタミン、ミネラルなど栄養素が豊富に含まれ

ていますので美容や健康だけでなく病気の予防にも効能がありま

す。」 

・「特にビタミンＥは抗酸化作用が強いことで知られており、肌や

髪を健康で美しいものにしてくれます。ケトン体が含まれている

ことでアルツハイマー病の予防にもなるといわれており、」 

・「中鎖脂肪酸は体内への吸収と消化のスピードが早く、脂肪燃焼

やデトックスの効果もありダイエットにも最適です。」 

・「ココナッツオイルはインスリンの働きを正常化させる効能があ

り、エネルギーの吸収消化が早いため体内脂肪を蓄積させずに脂

肪を即燃焼してくれます。そのため肥満や糖尿病の予防にもな

別 添 

写し３ 

別表 
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ウェブ

ページ名 
表示内容（ウェブページ） 

備考 

り、ダイエット効果もあります。」 

・「ココナッツオイルを摂取するだけでアルツハイマー病の予防と

治療になります。ウイルスの抗体としても活躍してくれますの

で、毎日の食事に積極的に取り入れたい食材です。」 

（http://www.coconutjapan.jp/351） 

ココナッツ

オイルには

整腸作用が

ある！？ 

・「ココナッツオイルには整腸作用がある！？」 

・「ココナッツオイルが便秘解消に効果的な秘密」 

・「ココナッツオイルが便秘解消に効果的なのは、優れた整腸作用

があるからです。 

体内に溜まってしまった便を除去し、弱っている腸の動きを活

発にしてくれます。オイルを摂取すると太るのではないかと不安

になりますが、ココナッツオイルに含まれるのは中鎖脂肪酸です

から、すぐにエネルギーとなってくれるため体内に溜まることは

ありません。むしろ体内に溜まっている脂肪をエネルギーに換え

てくれるので、便秘だけでなく、ダイエットにも効果を期待する

ことができます。」 

・「ココナッツオイルで便秘を解消するためには『口から摂取す

る』という方法が効果的です。 

便秘解消のためには、無精製、無添加、非加熱抽出のヴァージ

ンココナッツオイルを使うようにしましょう。」 

・「ココナッツオイルを使って便秘を解消することで、お腹周りが

すっきりするのはもちろん、便秘が原因となっていた肌荒れなど

も改善することができます。」 

・「ココナッツオイルには天然の中鎖脂肪酸が含まれていますの

で、中性脂肪になりにくく、エネルギーの代謝を活発にしてくれ

ます。それにより、ダイエットの効果も得ることができます。 

コレステロールを下げる働きもあり、インスリンの分泌を改善

してくれますので糖尿病予防の効果も得ることができます。」 

（http://www.coconutjapan.jp/333） 

別 添 

写し４ 

ココナッツ

オイルで認

知 症 の 予

防・改善 

・「ココナッツオイルで認知症の予防・改善」 

・「アルツハイマー病の原因の一つとして、脳の神経細胞がブドウ糖

（グルコース）をエネルギーとして消費出来なくなることが挙げ

られます。その様な場合のエネルギーの代替となる存在が、ココ

ナッツオイルを摂取することで体内に生成される『ケトン体』で

す。」 

別 添 

写し５ 
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ウェブ

ページ名 
表示内容（ウェブページ） 

備考 

・「ココナッツオイルを摂取した場合、ケトン体が肝臓で作り出さ

れ、脳へと配給されることになります。これは、ココナッツの中

に含まれている天然成分である中鎖脂肪酸がケトン体の基となる

物質であるためです。コオナッツオイルを数年間に渡って摂取し

続けることで、認知症の悪化の阻止に成功した例などもありま

す。」 

・「この様な、ブドウ糖（グルコース）に替わって脳細胞の壊死を

防ぎ、補ってくれるという効果から、ココナッツオイルは認知症

の予防や改善に最適なオイルとして注目される様になりまし

た。」 

（http://www.coconutjapan.jp/316） 

ココナッツ

オイルでガ

ン予防 

・「ココナッツオイルでガン予防」 

・「細胞がガン化する背景のひとつには、トランス脂肪酸などの悪

質な油の摂りすぎが考えられます。 

精製した植物油は、免疫機能を低下させ、体内でガン細胞を作

り出すフリーラジカル(活性酸素)を作ります。 

フリーラジカルはその強い酸化力で、中性脂肪やコレステロー

ルなどの脂質を酸化させ、過酸化脂質という物質を作り出しま

す。 

この過酸化脂質がガンや老化、動脈硬化などを引き起こしま

す。」 

・「ココナッツオイルは植物性の飽和脂肪酸を９０％も含みます。

飽和脂肪酸は酸化しにくい特性があるため、通常の植物油に比べ

て、脂質の過酸化を抑制する点で優れています。 

また、ビタミンＥやポリフェノール類などの抗酸化物質を豊富

に含みますので、強い酸化力を持つフリーラジカルからカラダを

守り 

体内で過酸化物質が発生するのを防ぎます。」 

・「ガン細胞はブドウ糖の消費が多いため、ガン細胞がブドウ糖を

利用できなくすれば、がん細胞の増殖を抑え死滅させることもで

きます。 

『ココナッツオイルがアルツハイマー病に効果がある理由』の

記事で書いたケトン食療法が有効だそうです。 

ケトン食がガンの増殖速度を遅くし、生存期間を延ばす効果が

あることが報告されています。 

別 添 

写し６ 
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ウェブ

ページ名 
表示内容（ウェブページ） 

備考 

ココナッツオイルに含まれる、中鎖脂肪酸トリグリセリドでケ

トン体を手軽にとることができます。」 

（http://www.coconutjapan.jp/147） 

ココナッツ

オイルでウ

イルス感染

を防ぐ 

・「ココナッツオイルでウイルス感染を防ぐ」 

・「ココナッツオイルに含まれる、中鎖脂肪酸にはラウリン酸とい

う成分が５０％含まれています。 

このラウリン酸は、体内で抗ウイルス物質のモノラウリンとい

う成分に変化します。」 

・「モノラウリンはウイルスを覆う膜を破壊することで、ウイルス

を消滅させます。 

またシグナル伝達(細胞と細胞が情報交換すること)を阻害する

ことで、ウイルスの増殖も抑制します。」 

・「風邪予防にココナッツオイル」 

（http://www.coconutjapan.jp/145） 

別 添 

写し７ 

ココナッツ

オイルが心

臓病を予防

する理由 

・「ココナッツオイルが心臓病を予防する理由」 

・「ココナッツオイルで血液サラサラ」 

・「ココナッツオイルは９０％以上飽和脂肪酸を含みますが、その

半分は中鎖脂肪酸です。 

中鎖脂肪酸は体内ですぐに燃焼してエネルギーになるので、他

の油ほど体脂肪やコレステロールに変換されません。  

それどころか、他の脂肪まで燃焼しますので、コレステロール

や中性脂肪の値が下がりドロドロ血を改善できます。」 

・「コレステロールは血管壁にたまって酸化すると、動脈硬化の原

因になります。 

ココナッツオイルの抗酸化力でコレステロールの酸化を抑制す

ることが分かっています。」 

・「ココナッツオイルを摂ることで、コレステロールや中性脂肪の

値を下げ、血液をサラサラにします。」 

（http://www.coconutjapan.jp/139） 

別 添 

写し８ 

ココナッツ

オイルがア

ル ツ ハ イ

マー病に効

果がある理

由 

・「ココナッツオイルがアルツハイマー病に効果がある理由」 

・「アルツハイマー病の根本的な原因は、脳がブドウ糖をうまく利

用できず、エネルギーに変換できないため、脳細胞が飢餓状態に

なり、急激に老化をしてしまうことです。」 

・「アルツハイマー病にはケトン食療法が効果がある」 

・「ケトンとは脳に栄養を与えるために肝臓でつくられる、特別な

別 添 

写し９ 
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備考 

種類の高エネルギー燃料のことです。 

脳には常に、ブドウ糖かケトンのどちらかが供給されています

が、アルツハイマー病になるとブドウ糖をエネルギーに変換でき

ませんのでケトンのエネルギーを継続的に供給することが必要で

す。 

しかし、ケトンはブドウ糖濃度（血糖値）が低いときだけし

か、つくりだされませんので、炭水化物の摂取を非常に少なくし

て、必要なカロリーとタンパク質を脂肪から得る食事療法で

す。」 

・「ケトン食療法は難しい！？」 

・「通常１日のカロリー摂取の６０％が炭水化物ですが、ケトン食

療法では、炭水化物の摂取量を２％前後に抑えなければなりませ

ん。 

そして他の栄養素を、脂肪かタンパク質で補わなければなりま

せん。 

その食事療法を続けることは非常に難しいとも言われていま

す。」 

・「ココナッツオイルでケトン食療法」 

・「ココナッツオイルに含まれる、中鎖脂肪酸トリグリセリドは、

血糖値や食事中の炭水化物の量に関係なく、体内でケトンに変換

されます。 

つまり、どんな食事でも、適切な量の中鎖脂肪酸トリグリセリ

ドを加えることで、ケトン食療法をすることができます。」 

・「アルツハイマー病予防にココナッツオイル」 

・「臨床研究では、中鎖脂肪酸トリグリセリド(原料はココナッツオ

イル)は、現在の医療科学で知られているほかのどんなアルツハイ

マー病の治療法より良い結果を出しているとか。 

（http://www.coconutjapan.jp/123） 
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