
「機能性表示食品」 
適正広告自主基準について 

平成28年12月8日 

健康食品取扱事業者講習会 

 

健康食品産業協議会 専門部会 

 表示・広告分科会（D分科会） 
 

健康食品産業協議会ＨＰ：http://www.jaohfa.com/ 

適正広告自主基準ＰＤＦ：http://www.jaohfa.com/pdf/criteria_for_advertise.pdf 

 

http://www.jaohfa.com/
http://www.jaohfa.com/pdf/criteria_for_advertise.pdf
http://www.jaohfa.com/pdf/criteria_for_advertise.pdf


１期  ：会長;木村毅   副会長;末木一夫 事務局長;加藤博 

2~4期：会長;関口洋一 副会長;河原有三、青山 充 事務局長:小田嶋文彦 

健康食品産業協議会とは 
 ・目的：健康食品が正しく使われ、業界が健全に発展すること 

 ・発足：健食業界主要8団体の合意の元、2009年に発足、業界団体連合会 

 ・主な活動(機能性表示食品関連) 

      ① 内閣府規制改革会議(平成25年度)で意見陳述 

      ② 消費者庁検討会(平成25～26年)に産業界側委員として参加 

      ③ 消費者庁検討会(平成28年1～11月)に産業界側委員として参加 

 参加団体名 会員企業数＊ 活動主体又は活動内容 

健康と食品懇話会(健食懇） 36社 大手食品企業 

全日本健康自然食品協会 400社 自然食品の店舗販売企業 

薬業健康食品研究会 29社 製薬企業 

国際栄養食品協会(AIFN) 72社 規制の国際的調和推進活動 

日本栄養評議会(CRN･JAPAN) 120社 素材販売企業､受託加工企業 

未来食品技術研究会＊＊ 20社 健食企業間の情報交換 

サプリメント･エグゼクティブ会議 47社 健食制度のあり方の論議に 
集まった有志企業 

日本健康･栄養食品協会(日健
栄協） 

702社 保健機能食品の普及啓発 
JHFA､GMP､安全性認証 

＊：重複あり  ＊＊：対外活動中止に伴い2016年5月末退会 
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・ 機能性表示食品制度の課題抽出と業界案策定 

  ① 専門部会の設置：2015年6月に末木氏（AIFN）をリーダーとして設置 

  ② 実際の検討は4分科会で推進（下表） 

  ③ 2016年1月25日に中間報告会を開催。 

  ④ 中間報告会以降の活動：B分科会、D分科会に傾注 

    ・B分科会：消費者庁検討会のテーマそのもの 

    ・D分科会：「機能性表示食品適正広告自主基準」の早期完成ニーズ 

分科会 リーダー（敬称略） 主要テーマ 

安全性･GMP分科会 
（A分科会） 

廣田(CRN) ・安全性業界自主基準作成 
・GMP取得推進 

機能性成分規定分科会 
（B分科会） 

天ヶ瀬(AIFN） ・関与成分不明確素材の取扱 
・栄養成分の取扱い 

機能性評価分科会 
（C分科会） 

森下(健食懇) ・病者データの取扱い 
・サプリメント形状で観察研究の取
扱い 

表示･広告分科会 
（D分科会） 

川久保(健食懇) ・適正広告自主基準作成 

2015年度の主な活動 
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自主基準作成の背景 

１.特定保健用食品(トクホ)の広告自主基準は存在したが、機能性
表示食品は特有の義務表示等があるため*、そのまま流用にするこ
とができなかった。＊「機能性表示食品」の明記、「届出表示」、「国の許可でない旨」の表記、
研究レビューデータの取扱い等 

２.消費者庁から機能性表示食品の広告に関する留意事項が発出
されたが、当初は総論的な内容であったため、各企業の個別事例
に適応することが難しかった。 

３.機能性表示食品の広告に関する一律の基準がなかったため、事
業者側も、媒体者側も同じ視点で評価することができなかった。 

             

              広告自主基準作成へ 
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作成時の留意点及び作成方法 

１．作成時の留意点 

・法令遵守の明確化 

・科学的根拠を逸脱しない広告作成の考え方 

・わかりやすい広告基準（二律背反しがちな要素のバランスを考慮） 

 

２．作成方法 

・『「特定保健用食品」適正広告自主基準１) 』 (日健栄協)がベース 

・機能性表示食品独自の要素を盛り込む 

・更に「不実証広告規制(消費者庁)｣2)、「特保Q&A(消費者庁)」3)  
 の要素を加味 

             5 



1)｢特定保健用食品｣適正広告自主基準(平成27年3月；公益財団法人日本健康･栄
養食品協会)    http://www.jhnfa.org/topic80a.pdf  

2)｢不当景品類及び不当表示防止法第７条第２項の運用指針 －不実証広告規制に関
する指針－（平成15年10月28日公正取引委員会；一部改正 平成28年4月1日消
費者庁）
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_34.pdf 

3)｢特定保健用食品に関する質疑応答集について（平成28年1月8日消食表第5号）別
添  http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1525.pdf  

参考資料 
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適正広告自主基準の主な内容 
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         １.はじめに 

 機能性表示食品の広告等については、「不当景品類及び不当表示防止法（以下、景表
法）第7条第2項の運用指針(平成15年10月28日 公正取引委員会 一部改正 平成
28年4月1日 消費者庁)（別添資料）」の中で以下に示す合理的根拠の考え方が重要で
あるため、本内容を十分に理解した上で作成することが必要である。また、「特定保健用食品
に関する質疑応答集について(平成28年1月8日消食表第5号）」の通知も本『「機能性表
示食品」適正広告自主基準』（以下、自主基準）内の必要な箇所で引用している。 

 

 

 

機能性表示食品の広告作成においては、本運用指針等の内容を十分理解してお
くことが重要である。よって、本自主基準の冒頭の「はじめに」でその旨を明記し、巻
末に運用指針の原文を掲載している。 
また、その他の自主基準に作成にあたり、参考にした資料は、都度随所に引用元を
明記した。 

【景表法第7条第2項の運用指針における合理的根拠 】 
合理的根拠を示すものであると認められるためには、次の二つの要件を満たす必要がある。 
①提出資料が客観的に実証された内容のものであること。 
②表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。 
景表法の本科学的根拠を広告として満たしているかがポイントとなる。 
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自主基準１頁 



２.自主基準作成の目的 

 機能性表示食品は、事業者の責任のもと、消費者庁に届出することにより健康の維持及
び増進に資する特定の保健の目的（疾病リスクの低減に係るものを除く。）が期待できる旨
を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する商品であり、民間企業等により国の健康増
進政策に基づき、国民（以下、「消費者」）の健康の維持・増進に寄与すべく開発されたも
のである。 

 従って、適正な範囲内での広告表現によって機能性表示食品の普及を図ることは、消費
者の食への関心や食生活の改善に貢献すると考えられる。 

 その広告にあっては、法令を遵守し参考1)、正確な情報を伝達するとともに、健康の維持・増
進効果による利益を消費者に、よりわかりやすい表現で伝達することも重要である。 

・・・・（中略）・・・・・ 

 なお、本自主基準は、機能性表示食品の広告作成における基本的な考え方を示し
たものである。最終的には、広告全体を通して消費者に誤認を与える内容とならないよ
う、留意して広告を作成する必要がある。  

景表法(優良誤認)及び健増法(誇大広告)の取り締まりは、広告に記載されている
言葉のみでなく、広告全体を見て法抵触の有無を判断されるため、注意が必要。 
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自主基準１頁 



３.対象者の範囲 

 本自主基準は、機能性表示食品の届出者及び販売者を対象者とする。 

 なお、広告が実施される流通或いは媒体等に対しては、対象者が自らの責任に
おいて、適切な情報を提供すること。 
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自主基準2頁 



（１）具体例 

１）商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物によ

る広告その他の表示 

２）見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告

その他の表示（ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。）及び口

頭による広告その他の表示（電話によるものを含む。） 

３）ポスター、看板（プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたもの

を含む。）、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広

告その他の表示及び陳列物又は実演による広告その他の表示 

４）新聞紙、雑誌その他の出版物、放送（有線電気通信設備又は拡声機に

よる放送を含む。）、映写、演劇又は電光による広告その他の表示 

５）情報処理の用に供する機器による広告その他の表示（インターネット、パソ

コン通信等によるものを含む。） 

４.広告の具体例と広告と 
       判断されるもの 
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（２）実質的に広告と判断されるもの 
  次に掲げる１）～３）全てに該当するものは広告等と判断する。 
  １）顧客を誘引する（顧客の購入意欲を昂進させる）意図が明確にあること。 
  ２）特定食品の商品名等が明らかにされていること。 
  ３）一般人が認知できる状態であること。 
 なお、上記１）～３）に該当することを回避したものであっても、以下のような場合は、広告として取り
扱われるため十分に注意すること。 

 
（ア） 「これは広告ではありません。」や「これは顧客を誘引することを目的としているものではありませ

ん。」、「特定商品名や商品金額の掲載はありません」、「表示しているのは物質名であって、商
品名に該当しないため法に抵触しません。」といった表示をしているが、具体的な商品名及び期
待される効果等を一般消費者が容易に認知できる形で記載されている。 

  
（イ）特定の食品又は成分の健康保持増進効果等に関する書籍や冊子、ホームページ等の形態を

とっているが、その説明の付近に当該食品の販売業者の連絡先やホームページへのリンクを一般
消費者が容易に認知できる形で記載している。   

４.広告の具体例と広告と 
       判断されるもの 

従来の薬機法に基づく規制で、広告の３要件を外した広告(例：バイブル商法)を機能性表
示食品でも行ってはならない。 
機能性表示食品であっても、届出している機能性と異なる機能を想起させるような広告を前
述の方法で行った場合は該当する。 
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A）食品表示法、健康増進法（以下、健増法）、食品衛生法及び景表法等の法律や消費
者庁から出される通知等を遵守すること。 

B ）広告表現は、機能性表示食品届出資料に基づいた範囲内で行うこと。消費者に、よりわ
かりやすい情報を提供する等の目的で、広告表現において届出表示及びキャッチコピー内
容の一部省略・簡略化・言い換え・追加説明をする場合は、届出表示を誤認させることの
ないよう、また、届出表示と大きく表現が逸脱しないよう十分に注意すること。  

C ）届出資料の記載において摂取をする上での注意事項に基づいて「治療中の方は医師に相
談してください」、「多量摂取により疾病が治癒したり健康がより増進したりするものではありま
せん」を記載する等、正しい摂取方法や目安量の範囲で適切な摂取がなされるよう十分に
注意するとともに、医薬品や特定保健用食品と誤認されないように留意すること。 

D ）広告に関しては、広告が実施される流通或いは媒体等に対象者が適切な情報を提供し、
本自主基準が守られるよう努めること。また、作成された広告については、自ら最終確認を
行うこと。 

E ）広告には「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の一文を表示する
等し、バランスのよい食生活の啓発に努めること。 

５.対象者の責務 

 B）の対応は十分注意が必要。E）はトクホでも記載を求められている文言であるが、重要で
あるため、本自主基準では「責務」とした。 13 

自主基準3頁 



（１）広告作成において記載が必要な要件① 

  以下の5項目は、機能性表示食品の広告を作成する場合に記載することを推奨する。  

６.留意事項（１） 

あくまで推奨であるため、本5項目を「必ず記載しなければならない」ということではない。広告の
大きさ、媒体によってどこまで記載するかは企業で判断する必要がある。 
一方、これら全てを記載していても文字が小さい等、視認性が悪ければ、記載していることと認
められないため、十分注意が必要である。 

１）「機能性表示食品」である旨の表示 
２）「届出表示」 
３）「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」 
４）「国の許可を受けたものではない」旨の表示 
５）「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」 
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（１）広告作成において記載が必要な要件② 

・「２）届出表示」はスペース等に限りがある広告においては、短縮又は省略、キャッチコピー等
で代用することも可能だが、代用することにより、広告全体を見て、商品の内容について著しく
優良であると誤認されることとなれば景表法・健増法の観点から問題となることがあるので十分
に注意すること。新聞や雑誌広告、インターネット等で、スペースに余裕があるものには、届出
表示を原文で明瞭に記載することが望ましい。 

・「３）食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」は、該当商品だけを偏って
摂取することを推奨するような広告とならないよう記載する。 

・「４）国の許可を受けたものではない」旨の表示は、国の許可を受けた特定保健用食品との
区別が記載の意図であるため、以下の例のように短縮しても構わない。 

・「５）本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」は、病者等が機能
性表示食品を治療目的等で誤って摂取することがないように記載するものである。  

  

６.留意事項（２） 

本記載は何故これらの記載が必要かを解説した文章である。記載する意味合いを理解した上
で用いてもらいたいため明記することとした。 
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（１）広告作成において記載が必要な要件③ 

 「国の許可を受けたものではない」旨の表示の短縮例  

  

６.留意事項（３） 

上記表現について、どこまで短縮してよいか不明瞭であったため、本自主基準に例示を示した。     
「なお書き」は、機能性を謳わない広告の場合は、企業で適切に判断することが必要であること
を示している。 

例１：「本品は国の許可を受けたものではありません。」 
例２：「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたも
のではありません。」 

 なお、機能性を広告に謳わない場合は、上記5項目の記載は個々の事業者が判断するこ
と。  

<参考(原文)> 
本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長
官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたも

のではありません。 
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（２）その他の留意事項 

 １）「届出表示」の引用 

    広告へ届出表示を記載する場合は、届出資料に基づき正確に記載すること。 

  

 ２）「届出表示」の直接引用以外の広告表現について 

    広告で商品を説明する場合、消費者に、よりわかりやすい情報を提供する等の目的で、
届出表示の内容を一部省略・簡略化・言い換え・追加説明をする場合には、届出表示
の内容が強調・誤認されることのないよう十分に注意すること。 

    広告において届出の表示の一部のみを表示することは、表示内容によっては、届出表示
を超える過大な機能を消費者に期待させる可能性があるため十分に注意すること。  

 

 ３）届出資料に用いた論文の引用について 

    届出資料に用いた論文を広告に引用する場合、届出表示及びその根拠となる論文から
逸脱した表現を行った際には、景表法の不実証広告規制の対象となり、表示の裏付け
となる合理的根拠を示す資料を有していないものとして、優良誤認表示に該当するとみ
なされるおそれがあるため、十分に注意すること。 

  

６.留意事項（４） 
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<表示例> 

・例１（機能性関与成分に関する研究レビューによる届出商品の場合） 

 ○：「△△（機能性関与成分）には、体脂肪を減らす機能があることが報告されています。」 

 ×：「△△を含む○○(商品名)は体脂肪の燃焼を助け、スッキリしたボディラインを作ります。」 

 理由：研究レビューの届出であるにもかかわらず、商品そのものに機能があると誤認させている
こと、及び届出された機能性を超える過大な機能があるかのように誤認を与えるため。 

  

・例２ 

 ○：「血圧が高めな方の健康な血圧をサポートする」 

 ×：「健康な血圧をサポートする」 

 理由：×のように省略すると、血圧が高めの方の血圧を低くする機能、血圧が低めの方の血圧
を高くする機能の両方が含まれるような誤認を与えかねないため。 

  

６.留意事項（５） 

18 

自主基準5頁 



４）その他の表現について 

①作用機序 

その商品の作用機序について消費者の理解を助けるような表現（文章、イラスト、動画等）を使
用することは差し支えない。ただし、作用機序を表現する場合は、原則、届出資料の範囲内とす
る。また、内容は誤認されないよう留意すること。 

さらに、機能性関与成分に関する作用機序でのみ考察し、届出した商品の場合は、あくまでも機
能性関与成分の作用機序であって商品の効果を保証するような内容にならないよう十分に注意
すること。 

 

②安全性 

その商品の届出資料に記載された安全性に関する表現をすることは差し支えない。 

 〈表示例〉 

 ○：この商品はヒトでの安全性試験を行っており、その安全性が確認されています。 

 ×：この商品は、機能性表示食品としての届出により安全であることを確認しております。 

 

６.留意事項（６） 

 広告の中で作用機序を強調しすぎると、機能性表示食品の特性を医薬品と誤認させる恐れが

あるため、十分に注意すること。安全性に関してもあくまで企業責任であることの認識が必要。 
19 

自主基準5~６頁 



④ アンケート・モニター結果 

 その商品について実施したアンケート・モニター結果は、嗜好・食感・感想等に限り、広告に使
用することは差し支えない。 

 ただし、調査結果の回答を引用する場合は、消費者に誤認させることや商品の機能性を保証
する印象を与えることがないよう十分に注意すること。（また、・・・（略）） 

 

⑤ 個人の感想等 

 その商品について、事実に基づく「個人の感想等」を広告に使用することは差し支えない。 

  ただし、届出表示の範囲を超える表現を用いること、機能性表示食品は疾病を持つ人を対
象とするものではないため、医療が必要でないかのような（ 治療の機会を失わせる） 表現を用
いること、届出の範囲を逸脱し、効果を過度に強調したり、断定的な表現を用いて効果の確実
性を保証したりすることのないよう留意すること。 

 「あくまでも個人の感想であり、効果を保証するものではない」旨を記載したとしても、感想等の
内容によっては消費者に誤認を与える場合があるため十分に注意すること。 

６.留意事項（７） 

「ただし」以降はポイントである。 
20 

自主基準6~７頁 



⑥ 研究者・医師等の専門家による説明等 

 商品の機能性(効果）､作用機序、統計データ等の説明を研究者、医師等の専門家が行う
ことは可能ではあるが、効果及び作用機序に関しては届出資料の範囲内で説明すること。 

 なお、広告においてアンケート・モニター調査の結果、個人の感想等の使用及び専門家による
説明等により、届出した保健の用途を超えて過大な効果があるかのような印象を消費者に与え
る場合には、誇大表示に該当するおそれが生じるため注意が必要である。 

 例えば、以下のような場合には、誇大表示に該当するおそれがある。 

 

<例> 

・アンケートやモニター調査の調査条件(質問内容、対象者、人数等)を適切に表示しないもの。 

・特定の疾病を示し、予防・治癒効果があるかのような内容を記載したもの。 

・医療関係者、大学教授など権威のある者による感想文や推薦文で、効果を保証するような内
容を記載したもの。 

・「あくまでも個人の感想です」、「効果を保証するものではありません」等の表示。（結果的に消
費者が誤認すれば、誇大表示に該当することとなる。） 

６.留意事項（８） 
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自主基準７頁 



（３）届出表示の効果を示すデータ（ グラフ等） の取扱いについて 

 消費者の正しい商品選択に資することを目的に、届出表示を行った機能性を示すデータ（ グ
ラフ等） を広告に使用する場合は、効果の強調や、効果を保証するような表現にならないよう
以下の点について十分注意すること。 

 

１ ） 臨床試験による届出の場合 

 ① 広告に使用するデータの出典（ 引用元の資料） は、届出資料として提出したものとする
こと。 

 ② 広告にデータを使用する場合は、必ずデータの出典を記載すること。 

 ③ 広告にデータを使用する場合は、試験条件、摂取期間、対象者の属性等試験の概要を
記載すること。 

 〈例〉 

  被験者数、年齢、性別、BMI(体脂肪関連の機能性表示食品の場合）、血圧(血圧関
連の機能性表示食品の場合）等。 

 ④ データやグラフに説明・解説を追記する場合は、消費者に内容を誇大解釈させ、誤認させ
ることがないよう十分に注意すること。また、論文の掲載には著作権の許諾を確認しておくこ
と。  

６.留意事項（９） 
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自主基準8頁 



２）研究レビューによる届出の場合 

 届出に使用した論文からデータ（グラフ等）を広告に使用する場合は、消費者が機能性表
示の科学的根拠を正しく理解できるようにするとともに、その内容について消費者に誤認を与えな
いよう、十分な配慮が必要である。 

 また、広告表現上都合のよい特定のデータを強調して表現することにより、虚偽誇大広告とな
る可能性があるので十分に注意すること。 

機能性関与成分に関する研究レビューによる届出の場合、データ（グラフ等）の抽出に際して
は、引用するグラフ・図が最終製品を用いた試験のデータであると誤認されないよう十分に配慮
すること（成分或いは原料のデータであることの明記）とともに、その選択理由＊を明確に記載
すること。それ以外の基準は、「１）臨床試験による届出の場合」と同様とする。 

  

＊選択理由例：「研究レビューの対象となった論文のうち、代表的な１報を事例として提示して
います」等  

  なお、１）及び２）に関しては、参考3）「特定保健用食品に関する質疑応答集について
(平成28年1月8日消食表第5号)」問46に、誇大表示に該当する恐れがある事例が記載され
ているため、以下を参考にされたい。 

   

６.留意事項（10） 

研究レビューのグラフ等の使用については、不実証広告規制等に抵触がないよう注意深く広告を
作成することが必要である。 23 

自主基準8頁 



２）研究レビューによる届出の場合（２） 

<例> 

・出典や試験条件（対象者、人数、摂取方法等）を適切に表示しないもの。 

・極端なグラフのトリミング（スケール調整等）や、作為的なデータの抽出を行ったもの。 

・グラフ内やその周辺に、試験内容と関係のない表示を行ったもの。  

・視認性が十分に確保されない短時間のテレビコマーシャル等の広告における試験結果やグラフ
の使用。  

・国の統計データに自社で作成したデータを結び付け、自社データが国の統計データの一部であ
るかのように表示したもの。  

・複数の試験結果があるにもかかわらず、特定の試験結果（有意差の大きい試験結果）のみ
を使用する場合。 

６.留意事項（11） 
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自主基準8~9頁 



【グラフを使用する場合の注意事項】 

① 消費者に誤認を与えるような極端な軸のスケール変更・トリミングは避けること。 

② 見やすさに配慮して、目盛単位の変更・エラーバーの削除・線の太さの変更・色の変更等は
差し支えない。 

③ 消費者の理解を助けるために、グラフ内・その近くに試験内容と結果の説明・時間経過を表
す矢印・事実に基づく解説を加えることは、差し支えない。 

④ 表からグラフへの変更・グラフの種類の変更（棒グラフを折れ線グラフに変更する等）は、差
し支えない。 

⑤ 層別解析の結果に男女で差がある等の場合は、効果を大きく見せるために一方のみを取り
上げる等はしないこと。 

⑥ 試験内容に関係ない説明は記載しないこと。 

⑦ データの出典、試験の概要等についても、見やすく、分かりやすくなるよう文字の大きさ等をよ
く考慮すること。 

６.留意事項（12） 
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自主基準9頁 



【テレビ等の映像媒体においてグラフを使用する場合の注意事項】 

テレビを使用した広告については、瞬間的にグラフが出ることで優良誤認を招く恐れがあるため、
以下のことに十分に配慮すること。 

① 試験結果、試験条件、摂取期間、対象者の属性等の試験概要を消費者に分かりやすく表
示すること。 

② グラフの内容は映像だけでなく、ナレーション(音声)で説明することが望ましい。 

③ 15 秒や30 秒など瞬時に流れてしまうコマーシャルでグラフを使用する場合は、消費者がデー
タを理解できるよう工夫した表現とすること。なお、上記① に示した試験概要等を記載するこ
とで消費者の視認性が悪くなる場合は、詳細な情報を掲載している媒体(Webサイト等） 
も明示すること。 

６.留意事項（13） 
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自主基準9頁 



６.留意事項（14） 

良い例 悪い例 

＜グラフの例＞ 
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自主基準10~11頁 



（４）複数商品の同時広告について 

機能性表示食品と特定保健用食品及び栄養機能食品を並べて広告する場合は、機能
性表示食品と特定保健用食品の区別を明確にし、誤認されることがないよう十分に配慮する
こと。 

また、一般の食品と並べて広告する場合にも、両者の区別を明確にし、誤認されることがな
いように十分に配慮すること。 

  

 〈誤認を避けるための表現例〉 

 ○：機能性表示食品の広告写真、又はその周辺に「機能性表示食品」と表示する。 

 ○：機能性表示食品と特定保健用食品（又は一般商品）とを明確に線で区切る、或いは   
機能性表示食品と特定保健用食品（又は一般製品）とを上下、又は左右に配置す
る等して分ける。 

 ×：機能性表示食品と特定保健用食品（又は一般商品）とを明確に区切る線などが無い
状態で、効果の表現が両商品にかかるように表記する。 

６.留意事項（15） 
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自主基準12頁 



１．自主基準説明会 
   以下について既に説明会を実施した。 
 １）健康食品産業協議会、健食懇、日健栄協等（業界) 

 ２）新聞協会 

 ３）日本広告審査機構(JARO) 東日本・中部・西日本 

 ４）日本民間放送連盟(民放連) 

 ５）雑誌広告協会 

 ６）医薬品産業情報研究会(PIフォーラム） 

 

２．自主基準の運用について 
  日健栄協機能性表示食品研究会と機能性表示食品広告審査会実施を検   
 討中。 

自主基準の運用について 

29 


