
令和元年６月２８日 

ふるさと和漢堂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、ふるさと和漢堂株式会社（以下「ふるさと和漢堂」といいます。）

に対し、同社が供給する「ドクター・フトレマックス」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九州事務所）の調査の

結果を踏まえ、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（別添参照）を

行いました。 

１ 違反行為者の概要 

名 称 ふるさと和漢堂株式会社（法人番号 5290001078762） 

  所 在 地 福岡市中央区舞鶴一丁目５番６号 

  代 表 者 代表取締役 新竹 政宏 

設立年月 平成２９年８月 

  資 本 金 ７００万円（令和元年６月現在） 

２ 措置命令の概要 

(1) 対象商品 

「ドクター・フトレマックス」と称する食品（以下「本件商品」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 

別表１「表示期間」欄記載の期間 

(ｳ) 表示内容（表示例：別紙） 

 例えば、平成２９年８月２７日から平成３０年１月２３日までの間、「長

年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！」、「太る専用

プロテイン！」等と表示するなど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、

同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、食物の

栄養素を十分に吸収できない者であっても、本件商品を摂取することによ

り、約２か月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が

得られるかのように示す表示をしていた。 
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イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基づ

き、ふるさと和漢堂に対し、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、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 

前記アの表示のうち、本件商品の摂取前及び摂取後の比較写真や体験談の表

示において、例えば、平成２９年８月２７日から平成３０年１月２３日までの

間、「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」等

と表示するなど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄

記載のとおり表示していたが、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) 命令の概要 

 ア 前記(2)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、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）９２３３ 

 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 

 

公正取引委員会事務総局九州事務所取引課 

電    話 ０９２（４３１）６０３１ 

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

表示期間 表示内容 

平成２９年８

月２７日から

平成３０年１

月２３日まで

の間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！」 

・ 「太る専用プロテイン！」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真実。」 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の人物の体重が増加し

た前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：１

６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言を付

した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレマ

ックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文言を付

した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「    年齢：  歳 身

長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文言を

付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレ

マックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との文言

を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立たな

くなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「見た目が･･･ 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えます！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重が

５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ一般

的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の写真と

共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみんなと同じ

ように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるのです。これは摂

取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力から見直す必要が

あったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン（プ

ロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて消化吸

収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を効率的に

摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは最高値の１
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表示期間 表示内容 

００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も高いタンパク

質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水化

物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的に吸

収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配合。果

糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、「太

る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリンには

栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さらに余す

ことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満腹

感に影響を与えない果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配合。ぐ

ったり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたくなる好循

環を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く乳

酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと配合。

もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバランスが崩

れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応えて、整え

ます。」 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ体

型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さゆえ

に、太れない！」 

・ 「そこで 外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件商

品に含まれる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポート 

■低分子化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン ■国産

生姜 ■有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノール ■

発芽玄米ＧＡＢＡ」と記載 

・ 「⑥ ストレスに対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダー）」、「ココア

やチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。カカオに豊富に含

まれるポリフェノールで様々なストレスに対抗します。」、「⑦ ストレスと闘

う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発芽玄米により悩みやイ

ライラからくるストレスと闘い、リラックスした状態へと導きます。」 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ．フトレマックスは管理栄養士監修によ

り商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「２ヶ月で＋４．１ｋ

ｇを達成！」と記載 
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表示期間 表示内容 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇドクター・フト

レマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私たち

は自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分の身

体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にすること

はとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリシーで

す。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質で

す。」 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフト

レマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった自分

が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．１

ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、「太

るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、「食欲 

国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン ※黒コショ

ウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲンペプチド 

※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミン類不使用 ア

セロラ」及び「管理栄養士監修」 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平気

になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前で裸

になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太ってきて

食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観まで変わ

りました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと諦

めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然太れ

なくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていました。フト

レマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少しづつ女性ら

しい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので健

康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない体質

でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美味しく

て癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、頑張りま

す。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づく

り！！」 
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表示期間 表示内容 

平成３０年１

月２４日から

同年４月２５

日までの間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！※」 

・ 「太る専用プロテイン」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「１．３５ｋｇ増量！」

と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真実。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「   様 年齢：  歳 身

長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文言を

付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレ

マックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との文言

を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立たな

くなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の人物の体重が増加し

た前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：１

６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言を付

した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレマ

ックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文言を付

した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 「       様（  代 女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 

毎年、夏バテをしていたので体力づくりの為、体重を増やして運動をしようと思

ってフトレマックスを飲み始めました。体重は４３キロで夏になると４１．５～

４２キロの間になってしまいます。３ヶ月間、朝・夜の２回飲み現在は４８キロ

になり、会社から帰って体がしんどいなと感じても４５キロをキープできていま

す。味もココアで美味しく飲めて、続ける事ができました。とても感謝していま

す。今まで色々試しましたが、結果が出ませんでした。フトレマックスは私にと

てもあっていて良かったです。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「       様（  代 男性）」の体験談として、「子供の頃からいろん

な人に褒め言葉として『細いね～羨ましい』と言われ続けて、でもそれを褒め言

葉とは受け入れられずコンプレックスになっていました。太るためにプロテイン

を買ったりトレーニングをしたりして自分なりに努力はしたのですが、もともと

胃腸も強くなく、すぐ飲めなくなり飲欲も無くなり、結局太れず辞めるパターン

6



表示期間 表示内容 

の繰り返し。もう本当に諦めかけてたんですが、ある時フッと太る専用プロテイ

ンと検索してみたら『Ｄｒ．フトレマックス』が出てきて、とりあえずＨＰを見

てみたら、これはもしかしたら太れるかもしれないと思い一か八かダメ元で買っ

てみようと購入しました。結論！！マジで本当に太った！！マジで！！個人差は

あると思うけど俺は半年で８ｋｇ！！この十数年どんなに頑張っても無理だっ

たのにこの『Ｄｒ．フトレマックス』のお陰で変れました。本当に感謝してます。

これからも飲み続けていこうと思います。」と記載 

・ 「       様（女性）」の体験談として、「常々痩せていることにコンプ

レックスを抱いていた妻にとってフトレマックスはどれだけ嬉しく期待した商

品だったことでしょう。始めてからすぐに３キロ程太ったようでものすごい実感

したようです。その後、あまり変化は見られないようですが３キロ増は維持して

います。出来る事ならまだまだ実感があらわれ、定期購入を継続していきたいと

考えておりますのでアドバイスがございましたら、ご教授いただければ幸いに存

じます。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「        様（女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 いつ

もお世話になっております。今年の６月中旬から飲み始めてから１ヶ月に１ｋｇ

のペースで体重が増え３８ｋｇだったのが１１月には目標だった４３ｋｇにな

りました。低体重で体の調子が悪かったのですが今はすっかり良くなり、とても

調子良いです。何を食べてもどれだけ食べても１キロも増えなかったのに、こん

なに早く結果が出て嘘みたいです。フトレマックス様々です。一気に太った為、

ウエスト周りが若干気になり出してます（笑）少しその辺を引き締めたら再び飲

み始めようと思っています。（次の）目標は４５ｋｇです。本当に良いものを開

発して下さって有難うございます。また料金などもこの度ご配慮下さり感謝致し

ます。太りたい人にとっては夢の様な商品です。この商品と出会えてラッキーだ

ったなと思います。これからも沢山の人を救って下さい。それではこれから寒さ

が増しますのでご自愛下さい。有難うございました。」と記載 

・ 「見た目がコンプレックス 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えま

す！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重が

５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ一般

的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の写真と

共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみんなと同じ

ように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるのです。これは摂

取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力から見直す必要が

あったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン（プ
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表示期間 表示内容 

ロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて消化吸

収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を効率的に

摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは最高値の１

００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も高いタンパク

質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水化

物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的に吸

収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配合。果

糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、「太

る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリンには

栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さらに余す

ことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満腹

感に影響を与えない果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配合。ぐ

ったり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたくなる好循

環を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く乳

酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと配合。

もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバランスが崩

れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応えて、整え

ます。」 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ体

型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さゆえ

に、太れない！」 

・ 「そこで」、「⑥ ストレスに対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダー）」、

「ココアやチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。カカオに

豊富に含まれるポリフェノールで様々なストレスに対抗します。」、「⑦ ストレ

スと闘う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発芽玄米により悩

みやイライラからくるストレスと闘い、リラックスした状態へと導きます。」 

・ 「外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件商品に含ま

れる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポート ■低分子

化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン ■国産生姜 ■

有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノール ■発芽玄米

ＧＡＢＡ」と記載 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ．フトレマックスは管理栄養士監修によ
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表示期間 表示内容 

り商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 「手軽に理想体重を達成！」 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フト

レマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私たち

は自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分の身

体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にすること

はとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリシーで

す。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質で

す。」 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフト

レマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった自分

が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．１

ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、「太

るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、「食欲 

国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン ※黒コショ

ウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲンペプチド 

※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミン類不使用 ア

セロラ」及び「管理栄養士監修」 

・ 「美容と健康の専門家にも沢山ご紹介を頂いています。」、「ボディバランスス

タイリスト      様」、「引き締まりながら女性らしいまあるい愛されボデ

ィに最短で！」、「元  客室乗務員・食生活アドバイザー      様」、「老

若男女関係なく太れなくて悩んでいる方におすすめしたい。」、「スーパーフード

マイスター・ヨガインストラクター      様」及び「柔らかさと筋肉が共

存する“美ボディ”を目指す方に！」 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平気

になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前で裸

になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太ってきて

食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観まで変わ

りました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと諦

めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然太れ

なくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていました。フト

レマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少しづつ女性ら
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表示期間 表示内容 

しい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので健

康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない体質

でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美味しく

て癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、頑張りま

す。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づく

り！！」 

平成３０年４

月２６日から

同年６月１７

日までの間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！※」 

・ 「太る専用プロテイン」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「１．３５ｋｇ増量！」

と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真実。」 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の人物の体重が増加し

た前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：１

６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言を付

した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレマ

ックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文言を付

した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「  様 年齢：   歳 身

長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文言を

付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレ

マックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との文言

を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立たな

くなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「       様（  代 女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 

毎年、夏バテをしていたので体力づくりの為、体重を増やして運動をしようと思

ってフトレマックスを飲み始めました。体重は４３キロで夏になると４１．５～

４２キロの間になってしまいます。３ヶ月間、朝・夜の２回飲み現在は４８キロ

になり、会社から帰って体がしんどいなと感じても４５キロをキープできていま
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表示期間 表示内容 

す。味もココアで美味しく飲めて、続ける事ができました。とても感謝していま

す。今まで色々試しましたが、結果が出ませんでした。フトレマックスは私にと

てもあっていて良かったです。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「       様（  代 男性）」の体験談として、「子供の頃からいろん

な人に褒め言葉として『細いね～羨ましい』と言われ続けて、でもそれを褒め言

葉とは受け入れられずコンプレックスになっていました。太るためにプロテイン

を買ったりトレーニングをしたりして自分なりに努力はしたのですが、もともと

胃腸も強くなく、すぐ飲めなくなり飲欲も無くなり、結局太れず辞めるパターン

の繰り返し。もう本当に諦めかけてたんですが、ある時フッと太る専用プロテイ

ンと検索してみたら『Ｄｒ．フトレマックス』が出てきて、とりあえずＨＰを見

てみたら、これはもしかしたら太れるかもしれないと思い一か八かダメ元で買っ

てみようと購入しました。結論！！マジで本当に太った！！マジで！！個人差は

あると思うけど俺は半年で８ｋｇ！！この十数年どんなに頑張っても無理だっ

たのにこの『Ｄｒ．フトレマックス』のお陰で変れました。本当に感謝してます。

これからも飲み続けていこうと思います。」と記載 

・ 「       様（女性）」の体験談として、「常々痩せていることにコンプ

レックスを抱いていた妻にとってフトレマックスはどれだけ嬉しく期待した商

品だったことでしょう。始めてからすぐに３キロ程太ったようでものすごい実感

したようです。その後、あまり変化は見られないようですが３キロ増は維持して

います。出来る事ならまだまだ実感があらわれ、定期購入を継続していきたいと

考えておりますのでアドバイスがございましたら、ご教授いただければ幸いに存

じます。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「        様（女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 いつ

もお世話になっております。今年の６月中旬から飲み始めてから１ヶ月に１ｋｇ

のペースで体重が増え３８ｋｇだったのが１１月には目標だった４３ｋｇにな

りました。低体重で体の調子が悪かったのですが今はすっかり良くなり、とても

調子良いです。何を食べてもどれだけ食べても１キロも増えなかったのに、こん

なに早く結果が出て嘘みたいです。フトレマックス様々です。一気に太った為、

ウエスト周りが若干気になり出してます（笑）少しその辺を引き締めたら再び飲

み始めようと思っています。（次の）目標は４５ｋｇです。本当に良いものを開

発して下さって有難うございます。また料金などもこの度ご配慮下さり感謝致し

ます。太りたい人にとっては夢の様な商品です。この商品と出会えてラッキーだ

ったなと思います。これからも沢山の人を救って下さい。それではこれから寒さ

が増しますのでご自愛下さい。有難うございました。」と記載 

・ 「見た目がコンプレックス 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えま

す！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重が

５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ一般
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表示期間 表示内容 

的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の写真と

共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみんなと同じ

ように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるのです。これは摂

取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力から見直す必要が

あったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン（プ

ロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて消化吸

収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を効率的に

摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは最高値の１

００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も高いタンパク

質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水化

物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的に吸

収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配合。果

糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、「太

る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリンには

栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さらに余す

ことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満腹

感に影響を与えない果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配合。ぐ

ったり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたくなる好循

環を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く乳

酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと配合。

もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバランスが崩

れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応えて、整え

ます。」 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ体

型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さゆえ

に、太れない！」 

・ 「そこで」、「⑥ ストレスに対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダー）」、

「ココアやチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。カカオに

豊富に含まれるポリフェノールで様々なストレスに対抗します。」、「⑦ ストレ

スと闘う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発芽玄米により悩
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表示期間 表示内容 

みやイライラからくるストレスと闘い、リラックスした状態へと導きます。」 

・ 「外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件商品に含ま

れる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポート ■低分子

化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン ■国産生姜 ■

有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノール ■発芽玄米

ＧＡＢＡ」と記載 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ.フトレマックスは管理栄養士監修により

商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 「手軽に理想体重を達成！」 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フト

レマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私たち

は自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分の身

体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にすること

はとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリシーで

す。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質で

す。」 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフト

レマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった自分

が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．１

ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、「太

るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、「食欲 

国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン ※黒コショ

ウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲンペプチド 

※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミン類不使用 ア

セロラ」及び「管理栄養士監修」 

・ 「美容と健康の専門家にも沢山ご紹介を頂いています。」、「ボディバランスス

タイリスト      様」、「引き締まりながら女性らしいまあるい愛されボデ

ィに最短で！」、「元   客室乗務員・食生活アドバイザー      様」、「老

若男女関係なく太れなくて悩んでいる方におすすめしたい。」、「スーパーフード

マイスター・ヨガインストラクター      様」及び「柔らかさと筋肉が共

存する“美ボディ”を目指す方に！」 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平気
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表示期間 表示内容 

になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前で裸

になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太ってきて

食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観まで変わ

りました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと諦

めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然太れ

なくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていました。フト

レマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少しづつ女性ら

しい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので健

康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない体質

でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美味しく

て癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、頑張りま

す。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づく

り！！」 

平成３０年６

月１８日から

同年７月３０

日までの間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！※」 

・ 「太る専用プロテイン」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「１．３５ｋｇ増量！」

と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真実。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「  様 年齢：  歳 身

長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文言を

付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレ

マックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との文言

を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立たな

くなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の男性の体重が増加し

た前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：１

６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言を付

した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレマ

ックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文言を付

した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 
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表示期間 表示内容 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 「       様（  代 女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 

毎年、夏バテをしていたので体力づくりの為、体重を増やして運動をしようと思

ってフトレマックスを飲み始めました。体重は４３キロで夏になると４１．５～

４２キロの間になってしまいます。３ヶ月間、朝・夜の２回飲み現在は４８キロ

になり、会社から帰って体がしんどいなと感じても４５キロをキープできていま

す。味もココアで美味しく飲めて、続ける事ができました。とても感謝していま

す。今まで色々試しましたが、結果が出ませんでした。フトレマックスは私にと

てもあっていて良かったです。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「       様（  代 男性）」の体験談として、「子供の頃からいろん

な人に褒め言葉として『細いね～羨ましい』と言われ続けて、でもそれを褒め言

葉とは受け入れられずコンプレックスになっていました。太るためにプロテイン

を買ったりトレーニングをしたりして自分なりに努力はしたのですが、もともと

胃腸も強くなく、すぐ飲めなくなり飲欲も無くなり、結局太れず辞めるパターン

の繰り返し。もう本当に諦めかけてたんですが、ある時フッと太る専用プロテイ

ンと検索してみたら『Ｄｒ．フトレマックス』が出てきて、とりあえずＨＰを見

てみたら、これはもしかしたら太れるかもしれないと思い一か八かダメ元で買っ

てみようと購入しました。結論！！マジで本当に太った！！マジで！！個人差は

あると思うけど俺は半年で８ｋｇ！！この十数年どんなに頑張っても無理だっ

たのにこの『Ｄｒ．フトレマックス』のお陰で変れました。本当に感謝してます。

これからも飲み続けていこうと思います。」と記載 

・ 「       様（女性）」の体験談として、「常々痩せていることにコンプ

レックスを抱いていた妻にとってフトレマックスはどれだけ嬉しく期待した商

品だったことでしょう。始めてからすぐに３キロ程太ったようでものすごい実感

したようです。その後、あまり変化は見られないようですが３キロ増は維持して

います。出来る事ならまだまだ実感があらわれ、定期購入を継続していきたいと

考えておりますのでアドバイスがございましたら、ご教授いただければ幸いに存

じます。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「         （女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 いつ

もお世話になっております。今年の６月中旬から飲み始めてから１ヶ月に１ｋｇ

のペースで体重が増え３８ｋｇだったのが１１月には目標だった４３ｋｇにな

りました。低体重で体の調子が悪かったのですが今はすっかり良くなり、とても

調子良いです。何を食べてもどれだけ食べても１キロも増えなかったのに、こん

なに早く結果が出て嘘みたいです。フトレマックス様々です。一気に太った為、

ウエスト周りが若干気になり出してます（笑）少しその辺を引き締めたら再び飲

み始めようと思っています。（次の）目標は４５ｋｇです。本当に良いものを開
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表示期間 表示内容 

発して下さって有難うございます。また料金などもこの度ご配慮下さり感謝致し

ます。太りたい人にとっては夢の様な商品です。この商品と出会えてラッキーだ

ったなと思います。これからも沢山の人を救って下さい。それではこれから寒さ

が増しますのでご自愛下さい。有難うございました。」と記載 

・ 「見た目がコンプレックス 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えま

す！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重が

５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ一般

的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の写真と

共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみんなと同じ

ように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるのです。これは摂

取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力から見直す必要が

あったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン（プ

ロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて消化吸

収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を効率的に

摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは最高値の１

００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も高いタンパク

質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水化

物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的に吸

収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配合。果

糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、「太

る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリンには

栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さらに余す

ことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満腹

感に影響を与えない果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配合。ぐ

ったり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたくなる好循

環を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く乳

酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと配合。

もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバランスが崩

れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応えて、整え

ます。」 
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表示期間 表示内容 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ体

型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さゆえ

に、太れない！」 

・ 「そこで」、「⑥ ストレスに対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダー）」、

「ココアやチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。カカオに

豊富に含まれるポリフェノールで様々なストレスに対抗します。」、「⑦ ストレ

スと闘う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発芽玄米により悩

みやイライラからくるストレスと闘い、リラックスした状態へと導きます。」 

・ 「外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件商品に含ま

れる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポート ■低分子

化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン ■国産生姜 ■

有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノール ■発芽玄米

ＧＡＢＡ」と記載 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ．フトレマックスは管理栄養士監修によ

り商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「医療従事者の観点から商品開発をサポート！」、

「国家資格 薬剤師     」及び「国家資格 看護師     」と記載 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「ふるさと和漢堂 専門医療チームが一丸とな

り本物品質の商品を開発！」、「[国家資格] 看護師」、「[国家資格] 精神保健福

祉士」、「[国家資格] 管理栄養士」、「[国家資格] 薬剤師」及び「[国家資格] 介

護福祉士」と記載 

・ 「低分子プロテイン（タンパク質）×果糖（炭水化物）×バイオペリン（吸収

力）」、「配合成分 特許申請中」及び「太るための最適成分配合を実現できるの

はフトレマックスだけ。」 

・ 「手軽に理想体重を達成！」 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フト

レマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私たち

は自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分の身

体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にすること

はとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリシーで

す。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質で

す。」 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフト
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表示期間 表示内容 

レマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった自分

が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．１

ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、「太

るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、「食欲 

国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン ※黒コショ

ウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲンペプチド 

※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミン類不使用 ア

セロラ」及び「管理栄養士監修」 

・ 「美容と健康の専門家にも沢山ご紹介を頂いています。」、「ボディバランスス

タイリスト      様」、「引き締まりながら女性らしいまあるい愛されボデ

ィに最短で！」、「元   客室乗務員・食生活アドバイザー     様」、「老

若男女関係なく太れなくて悩んでいる方におすすめしたい。」、「スーパーフード

マイスター・ヨガインストラクター      様」及び「柔らかさと筋肉が共

存する“美ボディ”を目指す方に！」 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平気

になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前で裸

になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太ってきて

食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観まで変わ

りました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと諦

めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然太れ

なくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていました。フト

レマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少しづつ女性ら

しい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので健

康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない体質

でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美味しく

て癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、頑張りま

す。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づく

り！！」 

平成３０年７

月３１日から

令和元年６月

２１日までの

間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！※」 

・ 「太る専用プロテイン」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「１．３５ｋｇ増量！」

と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」
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表示期間 表示内容 

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真実。」 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の人物の体重が増加し

た前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：１

６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言を付

した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレマ

ックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文言を付

した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物との上半身の比較写真 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「  様 年齢：  歳 身

長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文言を

付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フトレ

マックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との文言

を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立たな

くなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「       様（  代 女性）」の体験談として、「３ヶ月で＋５ｋｇ増

量！」及び「ふるさと和漢堂 様 毎年、夏バテをしていたので体力づくりの為、

体重を増やして運動をしようと思ってフトレマックスを飲み始めました。体重は

４３キロで夏になると４１．５～４２キロの間になってしまいます。３ヶ月間、

朝・夜の２回飲み現在は４８キロになり、会社から帰って体がしんどいなと感じ

ても４５キロをキープできています。味もココアで美味しく飲めて、続ける事が

できました。とても感謝しています。今まで色々試しましたが、結果が出ません

でした。フトレマックスは私にとてもあっていて良かったです。本当にありがと

うございました。」と記載 

・ 「       様（  代 男性）」の体験談として、「６ヶ月で＋８ｋｇ増

量！」及び「子供の頃からいろんな人に褒め言葉として『細いね～羨ましい』と

言われ続けて、でもそれを褒め言葉とは受け入れられずコンプレックスになって

いました。太るためにプロテインを買ったりトレーニングをしたりして自分なり

に努力はしたのですが、もともと胃腸も強くなく、すぐ飲めなくなり飲欲も無く

なり、結局太れず辞めるパターンの繰り返し。もう本当に諦めかけてたんですが、

ある時フッと太る専用プロテインと検索してみたら『Ｄｒ．フトレマックス』が

出てきて、とりあえずＨＰを見てみたら、これはもしかしたら太れるかもしれな

いと思い一か八かダメ元で買ってみようと購入しました。結論！！マジで本当に
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表示期間 表示内容 

太った！！マジで！！個人差はあると思うけど俺は半年で８ｋｇ！！この十数

年どんなに頑張っても無理だったのにこの『Ｄｒ．フトレマックス』のお陰で変

れました。本当に感謝してます。これからも飲み続けていこうと思います。」と

記載 

・ 「       様（女性）」の体験談として、「＋３ｋｇ増量！」及び「常々

痩せていることにコンプレックスを抱いていた妻にとってフトレマックスはど

れだけ嬉しく期待した商品だったことでしょう。始めてからすぐに３キロ程太っ

たようでものすごい実感したようです。その後、あまり変化は見られないようで

すが３キロ増は維持しています。出来る事ならまだまだ実感があらわれ、定期購

入を継続していきたいと考えておりますのでアドバイスがございましたら、ご教

授いただければ幸いに存じます。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「        様（女性）」の体験談として、「＋５ｋｇ増量！」及び「ふ

るさと和漢堂 様 いつもお世話になっております。今年の６月中旬から飲み始

めてから１ヶ月に１ｋｇのペースで体重が増え３８ｋｇだったのが１１月には

目標だった４３ｋｇになりました。低体重で体の調子が悪かったのですが今はす

っかり良くなり、とても調子良いです。何を食べてもどれだけ食べても１キロも

増えなかったのに、こんなに早く結果が出て嘘みたいです。フトレマックス様々

です。一気に太った為、ウエスト周りが若干気になり出してます（笑）少しその

辺を引き締めたら再び飲み始めようと思っています。（次の）目標は４５ｋｇで

す。本当に良いものを開発して下さって有難うございます。また料金などもこの

度ご配慮下さり感謝致します。太りたい人にとっては夢の様な商品です。この商

品と出会えてラッキーだったなと思います。これからも沢山の人を救って下さ

い。それではこれから寒さが増しますのでご自愛下さい。有難うございました。」

と記載 

・ 「見た目がコンプレックス 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えま

す！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重が

５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ一般

的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の写真と

共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみんなと同じ

ように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるのです。これは摂

取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力から見直す必要が

あったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン（プ

ロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて消化吸

収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を効率的に
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表示期間 表示内容 

摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは最高値の１

００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も高いタンパク

質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水化

物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的に吸

収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配合。果

糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、「太

る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリンには

栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さらに余す

ことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満腹

感に影響しにくい果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配合。ぐっ

たり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたくなる好循環

を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く乳

酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと配合。

もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバランスが崩

れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応えて、整え

ます。」 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ体

型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さゆえ

に、太れない！」 

・ 「そこで」、「⑥ 心の負担に対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダー）」、

「ココアやチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。カカオに

豊富に含まれるポリフェノールで様々な心の負担に対抗します。」、「⑦ 不安と

闘う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発芽玄米により悩みや

イライラからくる不安と闘い、リラックスした状態へと導きます。」 

・ 「外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件商品に含ま

れる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポート ■低分子

化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン ■国産生姜 ■

有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノール ■発芽玄米

ＧＡＢＡ」と記載 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ．フトレマックスは管理栄養士監修によ

り商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「医療従事者の観点から商品開発をサポート！」、
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表示期間 表示内容 

「国家資格 薬剤師     」及び「国家資格 看護師     」と記載 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「ふるさと和漢堂 専門医療チームが一丸とな

り本物品質の商品を開発！」、「[国家資格] 看護師」、「[国家資格] 精神保健福

祉士」、「[国家資格] 管理栄養士」、「[国家資格] 薬剤師」及び「[国家資格] 介

護福祉士」と記載 

・ 「低分子プロテイン（タンパク質）×果糖（炭水化物）×バイオペリン（吸収

力）」、「配合成分 特許申請中」及び「太るための最適成分配合を実現できるの

はフトレマックスだけ。」 

・ 「手軽に理想体重を達成！」 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フト

レマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私たち

は自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分の身

体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にすること

はとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリシーで

す。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質で

す。」 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフト

レマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった自分

が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．１

ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、「太

るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、「食欲 

国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン ※黒コショ

ウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲンペプチド 

※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミン類不使用 ア

セロラ」及び「管理栄養士監修」 

・ 「太るための最適成分配合 特許申請中 この組合せを実現できるのはフトレ

マックスだけ。」 

・ 「美容と健康の専門家にも沢山ご紹介を頂いています。」、「ボディバランスス

タイリスト      様」、「引き締まりながら女性らしいまあるい愛されボデ

ィに最短で！」、「元   客室乗務員・食生活アドバイザー     様」、「老

若男女関係なく太れなくて悩んでいる方におすすめしたい。」、「スーパーフード

マイスター・ヨガインストラクター      様」及び「柔らかさと力強さが

共存する“美ボディ”を目指す方に！」 
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表示期間 表示内容 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平気

になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前で裸

になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太ってきて

食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観まで変わ

りました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと諦

めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然太れ

なくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていました。フト

レマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少しづつ女性ら

しい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので健

康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない体質

でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美味しく

て癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、頑張りま

す。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づく

り！！」 
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別表２ 

表示期間 表示内容 

平成２９年８月２７

日から平成３０年１

月２３日までの間 

・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 

・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。※体重には

個人差があります。効果を保証するものではありません。」 

平成３０年１月２４

日から同年４月２５

日までの間 

・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。」 

・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 

・ 「※個人の体験であり効果の保証ではありません」 

平成３０年４月２６

日から同年６月１７

日までの間 

・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。」 

・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 

・ 「※個人の体験であり効果の保証ではありません」 

平成３０年６月１８

日から同年７月３０

日までの間 

・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。」 

・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 

・ 「※個人の体験であり効果の保証ではありません」 

平成３０年７月３１

日から令和元年６月

２１日までの間 

・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。」 

・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 

・ 「※個人の体験であり効果の保証ではありません」 
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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

（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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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、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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○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 

景
品
表
示
法 

第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 
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消 表 対 第 ２ ９ ３ 号 

令和元年６月２８日 

ふるさと和漢堂株式会社 

代表取締役 新竹 政宏 殿 

消費者庁長官 岡村 和美 

（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「ドクター・フトレマックス」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、自社ウェブサイトにおいて、

例えば、平成２９年８月２７日から平成３０年１月２３日までの間、「長年のコンプ

レックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！」、「太る専用プロテイン！」等と

表示するなど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとお

り表示することにより、あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない者であって

も、本件商品を摂取することにより、約２か月で、外見上身体の変化を認識できるま

での体重の増量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 
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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 ふるさと和漢堂株式会社（以下「ふるさと和漢堂」という。）は、福岡市中央区舞鶴

一丁目５番６号に本店を置き、健康食品等の販売業等を営む事業者である。 

⑵ ふるさと和漢堂は、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 ふるさと和漢堂は、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 本件商品は、通常の食事に加えて、牛乳に溶かした上で摂取することとされている食

品である。 

⑸ア ふるさと和漢堂は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト

において、例えば、平成２９年８月２７日から平成３０年１月２３日までの間、「長

年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！」、「太る専用プロテイ

ン！」等と表示するなど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄

記載のとおり表示することにより、あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない者

であっても、本件商品を摂取することにより、約２か月で、外見上身体の変化を認識

できるまでの体重の増量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、ふるさと和漢堂に対し、

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、ふるさと和漢堂は、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 なお、ふるさと和漢堂は、前記アの表示のうち、本件商品の摂取前及び摂取後の比

較写真や体験談の表示において、例えば、平成２９年８月２７日から平成３０年１

月２３日までの間、「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありま

せん。」等と表示するなど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」

欄記載のとおり表示していたが、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、ふるさと和漢堂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
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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。 

（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。 
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別表１ 

表示期間 表示内容 

平成２９年８

月２７日から

平成３０年１

月２３日まで

の間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！」 

・ 「太る専用プロテイン！」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真

実。」 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の人物の体重が増加

した前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：

１６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言

を付した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ

トレマックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文

言を付した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「    年齢：  歳 身

長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文言

を付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ

トレマックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との

文言を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「見た目が･･･ 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えます！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重

が５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ

一般的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の

写真と共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみん

なと同じように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるので

す。これは摂取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力か

ら見直す必要があったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、
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表示期間 表示内容 

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン

（プロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて

消化吸収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を

効率的に摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは

最高値の１００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も

高いタンパク質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水

化物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的

に吸収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配

合。果糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、

「太る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリ

ンには栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さ

らに余すことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満

腹感に影響を与えない果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配

合。ぐったり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたく

なる好循環を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く

乳酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと

配合。もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバラ

ンスが崩れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応

えて、整えます。」 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ

体型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さ

ゆえに、太れない！」 

・ 「そこで 外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件

商品に含まれる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポー

ト ■低分子化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン 

■国産生姜 ■有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノ

ール ■発芽玄米ＧＡＢＡ」と記載 

・ 「⑥ ストレスに対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダー）」、「ココ

アやチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。カカオに豊富

に含まれるポリフェノールで様々なストレスに対抗します。」、「⑦ ストレス
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表示期間 表示内容 

と闘う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発芽玄米により悩

みやイライラからくるストレスと闘い、リラックスした状態へと導きます。」 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ．フトレマックスは管理栄養士監修に

より商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「２ヶ月で＋４．１

ｋｇを達成！」と記載 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇドクター・フ

トレマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私た

ちは自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分

の身体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にす

ることはとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリ

シーです。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質

です。」 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフ

トレマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった

自分が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．

１ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、

「太るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、

「食欲 国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン 

※黒コショウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲ

ンペプチド ※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミ

ン類不使用 アセロラ」及び「管理栄養士監修」 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平

気になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前

で裸になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太っ

てきて食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観

まで変わりました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと

諦めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然
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表示期間 表示内容 

太れなくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていまし

た。フトレマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少し

づつ女性らしい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので

健康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない

体質でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美

味しくて癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、

頑張ります。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づ

くり！！」 

平成３０年１

月２４日から

同年４月２５

日までの間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！※」 

・ 「太る専用プロテイン」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「１．３５ｋｇ増

量！」と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真

実。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「   様 年齢：  歳 

身長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文

言を付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ

トレマックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との

文言を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の人物の体重が増加

した前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：

１６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言

を付した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ

トレマックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文

言を付した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物の上半身との比較写真 
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表示期間 表示内容 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 「       様（  代 女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 

毎年、夏バテをしていたので体力づくりの為、体重を増やして運動をしようと

思ってフトレマックスを飲み始めました。体重は４３キロで夏になると４１．

５～４２キロの間になってしまいます。３ヶ月間、朝・夜の２回飲み現在は４

８キロになり、会社から帰って体がしんどいなと感じても４５キロをキープで

きています。味もココアで美味しく飲めて、続ける事ができました。とても感

謝しています。今まで色々試しましたが、結果が出ませんでした。フトレマッ

クスは私にとてもあっていて良かったです。本当にありがとうございました。」

と記載 

・ 「       様（  代 男性）」の体験談として、「子供の頃からいろ

んな人に褒め言葉として『細いね～羨ましい』と言われ続けて、でもそれを褒

め言葉とは受け入れられずコンプレックスになっていました。太るためにプロ

テインを買ったりトレーニングをしたりして自分なりに努力はしたのですが、

もともと胃腸も強くなく、すぐ飲めなくなり飲欲も無くなり、結局太れず辞め

るパターンの繰り返し。もう本当に諦めかけてたんですが、ある時フッと太る

専用プロテインと検索してみたら『Ｄｒ．フトレマックス』が出てきて、とり

あえずＨＰを見てみたら、これはもしかしたら太れるかもしれないと思い一か

八かダメ元で買ってみようと購入しました。結論！！マジで本当に太った！！

マジで！！個人差はあると思うけど俺は半年で８ｋｇ！！この十数年どんな

に頑張っても無理だったのにこの『Ｄｒ．フトレマックス』のお陰で変れまし

た。本当に感謝してます。これからも飲み続けていこうと思います。」と記載 

・ 「       様（女性）」の体験談として、「常々痩せていることにコン

プレックスを抱いていた妻にとってフトレマックスはどれだけ嬉しく期待し

た商品だったことでしょう。始めてからすぐに３キロ程太ったようでものすご

い実感したようです。その後、あまり変化は見られないようですが３キロ増は

維持しています。出来る事ならまだまだ実感があらわれ、定期購入を継続して

いきたいと考えておりますのでアドバイスがございましたら、ご教授いただけ

れば幸いに存じます。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「        様（女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 い

つもお世話になっております。今年の６月中旬から飲み始めてから１ヶ月に１

ｋｇのペースで体重が増え３８ｋｇだったのが１１月には目標だった４３ｋ

ｇになりました。低体重で体の調子が悪かったのですが今はすっかり良くな

り、とても調子良いです。何を食べてもどれだけ食べても１キロも増えなかっ

たのに、こんなに早く結果が出て嘘みたいです。フトレマックス様々です。一
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表示期間 表示内容 

気に太った為、ウエスト周りが若干気になり出してます（笑）少しその辺を引

き締めたら再び飲み始めようと思っています。（次の）目標は４５ｋｇです。

本当に良いものを開発して下さって有難うございます。また料金などもこの度

ご配慮下さり感謝致します。太りたい人にとっては夢の様な商品です。この商

品と出会えてラッキーだったなと思います。これからも沢山の人を救って下さ

い。それではこれから寒さが増しますのでご自愛下さい。有難うございまし

た。」と記載 

・ 「見た目がコンプレックス 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えま

す！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重

が５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ

一般的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の

写真と共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみん

なと同じように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるので

す。これは摂取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力か

ら見直す必要があったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン

（プロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて

消化吸収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を

効率的に摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは

最高値の１００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も

高いタンパク質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水

化物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的

に吸収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配

合。果糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、

「太る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリ

ンには栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さ

らに余すことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満

腹感に影響を与えない果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配

合。ぐったり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたく
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表示期間 表示内容 

なる好循環を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く

乳酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと

配合。もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバラ

ンスが崩れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応

えて、整えます。」 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ

体型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さ

ゆえに、太れない！」 

・ 「そこで」、「⑥ ストレスに対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダ

ー）」、「ココアやチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。

カカオに豊富に含まれるポリフェノールで様々なストレスに対抗します。」、

「⑦ ストレスと闘う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発

芽玄米により悩みやイライラからくるストレスと闘い、リラックスした状態へ

と導きます。」 

・ 「外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件商品に含

まれる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポート ■低

分子化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン ■国産生

姜 ■有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノール ■

発芽玄米ＧＡＢＡ」と記載 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ．フトレマックスは管理栄養士監修に

より商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 「手軽に理想体重を達成！」 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フ

トレマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私た

ちは自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分

の身体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にす

ることはとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリ

シーです。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質

です。」 
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表示期間 表示内容 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフ

トレマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった

自分が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．

１ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、

「太るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、

「食欲 国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン 

※黒コショウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲ

ンペプチド ※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミ

ン類不使用 アセロラ」及び「管理栄養士監修」 

・ 「美容と健康の専門家にも沢山ご紹介を頂いています。」、「ボディバランス

スタイリスト      様」、「引き締まりながら女性らしいまあるい愛され

ボディに最短で！」、「元   客室乗務員・食生活アドバイザー      

様」、「老若男女関係なく太れなくて悩んでいる方におすすめしたい。」、「スー

パーフードマイスター・ヨガインストラクター      様」及び「柔らか

さと筋肉が共存する“美ボディ”を目指す方に！」 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平

気になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前

で裸になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太っ

てきて食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観

まで変わりました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと

諦めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然

太れなくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていまし

た。フトレマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少し

づつ女性らしい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので

健康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない

体質でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美

味しくて癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、

頑張ります。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づ

くり！！」 
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表示期間 表示内容 

平成３０年４

月２６日から

同年６月１７

日までの間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！※」 

・ 「太る専用プロテイン」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「１．３５ｋｇ増

量！」と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真

実。」 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の人物の体重が増加

した前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：

１６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言

を付した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ

トレマックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文

言を付した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「  様 年齢：   歳 

身長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文

言を付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ

トレマックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との

文言を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「       様（  代 女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 

毎年、夏バテをしていたので体力づくりの為、体重を増やして運動をしようと

思ってフトレマックスを飲み始めました。体重は４３キロで夏になると４１．

５～４２キロの間になってしまいます。３ヶ月間、朝・夜の２回飲み現在は４

８キロになり、会社から帰って体がしんどいなと感じても４５キロをキープで

きています。味もココアで美味しく飲めて、続ける事ができました。とても感

謝しています。今まで色々試しましたが、結果が出ませんでした。フトレマッ

クスは私にとてもあっていて良かったです。本当にありがとうございました。」

と記載 
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表示期間 表示内容 

・ 「       様（  代 男性）」の体験談として、「子供の頃からいろ

んな人に褒め言葉として『細いね～羨ましい』と言われ続けて、でもそれを褒

め言葉とは受け入れられずコンプレックスになっていました。太るためにプロ

テインを買ったりトレーニングをしたりして自分なりに努力はしたのですが、

もともと胃腸も強くなく、すぐ飲めなくなり飲欲も無くなり、結局太れず辞め

るパターンの繰り返し。もう本当に諦めかけてたんですが、ある時フッと太る

専用プロテインと検索してみたら『Ｄｒ．フトレマックス』が出てきて、とり

あえずＨＰを見てみたら、これはもしかしたら太れるかもしれないと思い一か

八かダメ元で買ってみようと購入しました。結論！！マジで本当に太った！！

マジで！！個人差はあると思うけど俺は半年で８ｋｇ！！この十数年どんな

に頑張っても無理だったのにこの『Ｄｒ．フトレマックス』のお陰で変れまし

た。本当に感謝してます。これからも飲み続けていこうと思います。」と記載 

・ 「       様（女性）」の体験談として、「常々痩せていることにコン

プレックスを抱いていた妻にとってフトレマックスはどれだけ嬉しく期待し

た商品だったことでしょう。始めてからすぐに３キロ程太ったようでものすご

い実感したようです。その後、あまり変化は見られないようですが３キロ増は

維持しています。出来る事ならまだまだ実感があらわれ、定期購入を継続して

いきたいと考えておりますのでアドバイスがございましたら、ご教授いただけ

れば幸いに存じます。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「        様（女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 い

つもお世話になっております。今年の６月中旬から飲み始めてから１ヶ月に１

ｋｇのペースで体重が増え３８ｋｇだったのが１１月には目標だった４３ｋ

ｇになりました。低体重で体の調子が悪かったのですが今はすっかり良くな

り、とても調子良いです。何を食べてもどれだけ食べても１キロも増えなかっ

たのに、こんなに早く結果が出て嘘みたいです。フトレマックス様々です。一

気に太った為、ウエスト周りが若干気になり出してます（笑）少しその辺を引

き締めたら再び飲み始めようと思っています。（次の）目標は４５ｋｇです。

本当に良いものを開発して下さって有難うございます。また料金などもこの度

ご配慮下さり感謝致します。太りたい人にとっては夢の様な商品です。この商

品と出会えてラッキーだったなと思います。これからも沢山の人を救って下さ

い。それではこれから寒さが増しますのでご自愛下さい。有難うございまし

た。」と記載 

・ 「見た目がコンプレックス 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えま

す！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重
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表示期間 表示内容 

が５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ

一般的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の

写真と共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみん

なと同じように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるので

す。これは摂取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力か

ら見直す必要があったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン

（プロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて

消化吸収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を

効率的に摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは

最高値の１００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も

高いタンパク質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水

化物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的

に吸収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配

合。果糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、

「太る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリ

ンには栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さ

らに余すことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満

腹感に影響を与えない果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配

合。ぐったり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたく

なる好循環を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く

乳酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと

配合。もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバラ

ンスが崩れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応

えて、整えます。」 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ

体型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さ

ゆえに、太れない！」 
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表示期間 表示内容 

・ 「そこで」、「⑥ ストレスに対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダ

ー）」、「ココアやチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。

カカオに豊富に含まれるポリフェノールで様々なストレスに対抗します。」、

「⑦ ストレスと闘う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発

芽玄米により悩みやイライラからくるストレスと闘い、リラックスした状態へ

と導きます。」 

・ 「外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件商品に含

まれる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポート ■低

分子化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン ■国産生

姜 ■有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノール ■

発芽玄米ＧＡＢＡ」と記載 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ.フトレマックスは管理栄養士監修によ

り商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 「手軽に理想体重を達成！」 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フ

トレマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私た

ちは自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分

の身体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にす

ることはとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリ

シーです。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質

です。」 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフ

トレマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった

自分が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．

１ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、

「太るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、

「食欲 国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン 

※黒コショウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲ

ンペプチド ※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミ
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表示期間 表示内容 

ン類不使用 アセロラ」及び「管理栄養士監修」 

・ 「美容と健康の専門家にも沢山ご紹介を頂いています。」、「ボディバランス

スタイリスト      様」、「引き締まりながら女性らしいまあるい愛され

ボディに最短で！」、「元    客室乗務員・食生活アドバイザー      

様」、「老若男女関係なく太れなくて悩んでいる方におすすめしたい。」、「スー

パーフードマイスター・ヨガインストラクター      様」及び「柔らか

さと筋肉が共存する“美ボディ”を目指す方に！」 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平

気になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前

で裸になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太っ

てきて食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観

まで変わりました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと

諦めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然

太れなくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていまし

た。フトレマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少し

づつ女性らしい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので

健康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない

体質でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美

味しくて癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、

頑張ります。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づく

り！！」 

平成３０年６

月１８日から

同年７月３０

日までの間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！※」 

・ 「太る専用プロテイン」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「１．３５ｋｇ増

量！」と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真

実。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「  様 年齢：  歳 身

長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文言

を付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ
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表示期間 表示内容 

トレマックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との

文言を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の男性の体重が増加

した前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：

１６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言

を付した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ

トレマックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文

言を付した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 「       様（  代 女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 

毎年、夏バテをしていたので体力づくりの為、体重を増やして運動をしようと

思ってフトレマックスを飲み始めました。体重は４３キロで夏になると４１．

５～４２キロの間になってしまいます。３ヶ月間、朝・夜の２回飲み現在は４

８キロになり、会社から帰って体がしんどいなと感じても４５キロをキープで

きています。味もココアで美味しく飲めて、続ける事ができました。とても感

謝しています。今まで色々試しましたが、結果が出ませんでした。フトレマッ

クスは私にとてもあっていて良かったです。本当にありがとうございました。」

と記載 

・ 「       様（  代 男性）」の体験談として、「子供の頃からいろ

んな人に褒め言葉として『細いね～羨ましい』と言われ続けて、でもそれを褒

め言葉とは受け入れられずコンプレックスになっていました。太るためにプロ

テインを買ったりトレーニングをしたりして自分なりに努力はしたのですが、

もともと胃腸も強くなく、すぐ飲めなくなり飲欲も無くなり、結局太れず辞め

るパターンの繰り返し。もう本当に諦めかけてたんですが、ある時フッと太る

専用プロテインと検索してみたら『Ｄｒ．フトレマックス』が出てきて、とり

あえずＨＰを見てみたら、これはもしかしたら太れるかもしれないと思い一か

八かダメ元で買ってみようと購入しました。結論！！マジで本当に太った！！

マジで！！個人差はあると思うけど俺は半年で８ｋｇ！！この十数年どんな

に頑張っても無理だったのにこの『Ｄｒ．フトレマックス』のお陰で変れまし
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表示期間 表示内容 

た。本当に感謝してます。これからも飲み続けていこうと思います。」と記載 

・ 「       様（女性）」の体験談として、「常々痩せていることにコン

プレックスを抱いていた妻にとってフトレマックスはどれだけ嬉しく期待し

た商品だったことでしょう。始めてからすぐに３キロ程太ったようでものすご

い実感したようです。その後、あまり変化は見られないようですが３キロ増は

維持しています。出来る事ならまだまだ実感があらわれ、定期購入を継続して

いきたいと考えておりますのでアドバイスがございましたら、ご教授いただけ

れば幸いに存じます。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「         （女性）」の体験談として、「ふるさと和漢堂 様 い

つもお世話になっております。今年の６月中旬から飲み始めてから１ヶ月に１

ｋｇのペースで体重が増え３８ｋｇだったのが１１月には目標だった４３ｋ

ｇになりました。低体重で体の調子が悪かったのですが今はすっかり良くな

り、とても調子良いです。何を食べてもどれだけ食べても１キロも増えなかっ

たのに、こんなに早く結果が出て嘘みたいです。フトレマックス様々です。一

気に太った為、ウエスト周りが若干気になり出してます（笑）少しその辺を引

き締めたら再び飲み始めようと思っています。（次の）目標は４５ｋｇです。

本当に良いものを開発して下さって有難うございます。また料金などもこの度

ご配慮下さり感謝致します。太りたい人にとっては夢の様な商品です。この商

品と出会えてラッキーだったなと思います。これからも沢山の人を救って下さ

い。それではこれから寒さが増しますのでご自愛下さい。有難うございまし

た。」と記載 

・ 「見た目がコンプレックス 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えま

す！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重

が５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ

一般的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の

写真と共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみん

なと同じように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるので

す。これは摂取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力か

ら見直す必要があったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン

（プロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて

消化吸収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を

18



表示期間 表示内容 

効率的に摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは

最高値の１００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も

高いタンパク質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水

化物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的

に吸収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配

合。果糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、

「太る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリ

ンには栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さ

らに余すことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満

腹感に影響を与えない果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配

合。ぐったり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたく

なる好循環を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く

乳酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと

配合。もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバラ

ンスが崩れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応

えて、整えます。」 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ

体型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さ

ゆえに、太れない！」 

・ 「そこで」、「⑥ ストレスに対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダ

ー）」、「ココアやチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。

カカオに豊富に含まれるポリフェノールで様々なストレスに対抗します。」、

「⑦ ストレスと闘う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発

芽玄米により悩みやイライラからくるストレスと闘い、リラックスした状態へ

と導きます。」 

・ 「外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件商品に含

まれる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポート ■低

分子化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン ■国産生

姜 ■有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノール ■

発芽玄米ＧＡＢＡ」と記載 
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表示期間 表示内容 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ．フトレマックスは管理栄養士監修に

より商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「医療従事者の観点から商品開発をサポー

ト！」、「国家資格 薬剤師     」及び「国家資格 看護師     」

と記載 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「ふるさと和漢堂 専門医療チームが一丸と

なり本物品質の商品を開発！」、「[国家資格] 看護師」、「[国家資格] 精神保

健福祉士」、「[国家資格] 管理栄養士」、「[国家資格] 薬剤師」及び「[国家

資格] 介護福祉士」と記載 

・ 「低分子プロテイン（タンパク質）×果糖（炭水化物）×バイオペリン（吸

収力）」、「配合成分 特許申請中」及び「太るための最適成分配合を実現でき

るのはフトレマックスだけ。」 

・ 「手軽に理想体重を達成！」 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フ

トレマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私た

ちは自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分

の身体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にす

ることはとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリ

シーです。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質

です。」 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフ

トレマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった

自分が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．

１ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、

「太るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、

「食欲 国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン 

※黒コショウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲ

ンペプチド ※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミ

ン類不使用 アセロラ」及び「管理栄養士監修」 
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表示期間 表示内容 

・ 「美容と健康の専門家にも沢山ご紹介を頂いています。」、「ボディバランス

スタイリスト      様」、「引き締まりながら女性らしいまあるい愛され

ボディに最短で！」、「元    客室乗務員・食生活アドバイザー     

様」、「老若男女関係なく太れなくて悩んでいる方におすすめしたい。」、「スー

パーフードマイスター・ヨガインストラクター      様」及び「柔らか

さと筋肉が共存する“美ボディ”を目指す方に！」 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平

気になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前

で裸になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太っ

てきて食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観

まで変わりました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと

諦めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然

太れなくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていまし

た。フトレマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少し

づつ女性らしい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので

健康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない

体質でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美

味しくて癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、

頑張ります。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づく

り！！」 

平成３０年７

月３１日から

令和元年６月

２１日までの

間 

・ 「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約２ヶ月で克服！※」 

・ 「太る専用プロテイン」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「１．３５ｋｇ増

量！」と記載 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「４．１ｋｇ増量！」

及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です！」と記載 

・ 「高カロリー・高タンパクで効率的に太る！フトレマックス約２ヶ月後の真

実。」 

・ 「自分史上最高体重達成！！」との文言を付した痩せ型の人物の体重が増加

した前後の比較写真、「ふるさと和漢堂代表 新竹政宏 年齢：３５歳 身長：

１６８ｃｍ 体重５６．１ｋｇ 過去５年間で＋０．５ｋｇの変動」との文言

を付した「４／１８ ５６．１０ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ
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表示期間 表示内容 

トレマックス飲用約２ヶ月後▶６０．２ｋｇ」及び「４．１ｋｇ増量！」との文

言を付した「６／２１ ６０．２０ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物との上半身の比較写真 

・ 「腕」と題し、痩せ型の人物の腕と中肉の人物の腕との比較写真 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真、「  様 年齢：  歳 身

長：１６２ｃｍ 体重４０．６ｋｇ 過去５年間で－２ｋｇの変動」との文言

を付した「４／１８ ４０．６５ｋｇ」と表示された体重計の写真並びに「フ

トレマックス飲用約２ヶ月後▶４２．０ｋｇ」及び「１．３５ｋｇ増量！」との

文言を付した「６／１７ ４２．００ｋｇ」と表示された体重計の写真 

・ 「鎖骨」と題し、鎖骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた鎖骨が目立た

なくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「あばら」と題し、肋骨の浮き出た人物の上半身と浮き出ていた肋骨が目立

たなくなった人物の上半身との比較写真 

・ 「       様（  代 女性）」の体験談として、「３ヶ月で＋５ｋｇ

増量！」及び「ふるさと和漢堂 様 毎年、夏バテをしていたので体力づくり

の為、体重を増やして運動をしようと思ってフトレマックスを飲み始めまし

た。体重は４３キロで夏になると４１．５～４２キロの間になってしまいます。

３ヶ月間、朝・夜の２回飲み現在は４８キロになり、会社から帰って体がしん

どいなと感じても４５キロをキープできています。味もココアで美味しく飲め

て、続ける事ができました。とても感謝しています。今まで色々試しましたが、

結果が出ませんでした。フトレマックスは私にとてもあっていて良かったで

す。本当にありがとうございました。」と記載 

・ 「       様（  代 男性）」の体験談として、「６ヶ月で＋８ｋｇ

増量！」及び「子供の頃からいろんな人に褒め言葉として『細いね～羨ましい』

と言われ続けて、でもそれを褒め言葉とは受け入れられずコンプレックスにな

っていました。太るためにプロテインを買ったりトレーニングをしたりして自

分なりに努力はしたのですが、もともと胃腸も強くなく、すぐ飲めなくなり飲

欲も無くなり、結局太れず辞めるパターンの繰り返し。もう本当に諦めかけて

たんですが、ある時フッと太る専用プロテインと検索してみたら『Ｄｒ．フト

レマックス』が出てきて、とりあえずＨＰを見てみたら、これはもしかしたら

太れるかもしれないと思い一か八かダメ元で買ってみようと購入しました。結

論！！マジで本当に太った！！マジで！！個人差はあると思うけど俺は半年

で８ｋｇ！！この十数年どんなに頑張っても無理だったのにこの『Ｄｒ．フト

レマックス』のお陰で変れました。本当に感謝してます。これからも飲み続け
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表示期間 表示内容 

ていこうと思います。」と記載 

・ 「       様（女性）」の体験談として、「＋３ｋｇ増量！」及び「常々

痩せていることにコンプレックスを抱いていた妻にとってフトレマックスは

どれだけ嬉しく期待した商品だったことでしょう。始めてからすぐに３キロ程

太ったようでものすごい実感したようです。その後、あまり変化は見られない

ようですが３キロ増は維持しています。出来る事ならまだまだ実感があらわ

れ、定期購入を継続していきたいと考えておりますのでアドバイスがございま

したら、ご教授いただければ幸いに存じます。本当にありがとうございまし

た。」と記載 

・ 「        様（女性）」の体験談として、「＋５ｋｇ増量！」及び「ふ

るさと和漢堂 様 いつもお世話になっております。今年の６月中旬から飲み

始めてから１ヶ月に１ｋｇのペースで体重が増え３８ｋｇだったのが１１月

には目標だった４３ｋｇになりました。低体重で体の調子が悪かったのですが

今はすっかり良くなり、とても調子良いです。何を食べてもどれだけ食べても

１キロも増えなかったのに、こんなに早く結果が出て嘘みたいです。フトレマ

ックス様々です。一気に太った為、ウエスト周りが若干気になり出してます

（笑）少しその辺を引き締めたら再び飲み始めようと思っています。（次の）

目標は４５ｋｇです。本当に良いものを開発して下さって有難うございます。

また料金などもこの度ご配慮下さり感謝致します。太りたい人にとっては夢の

様な商品です。この商品と出会えてラッキーだったなと思います。これからも

沢山の人を救って下さい。それではこれから寒さが増しますのでご自愛下さ

い。有難うございました。」と記載 

・ 「見た目がコンプレックス 健康が不安･･･ 健康的に太りたい！を叶えま

す！！」 

・ 「フトレマックスを開発したきっかけは半年間プロテインを毎日飲んで体重

が５００グラムすら増えなかった･･･という苦い経験からでした。」及び「なぜ

一般的なプロテインでは太れないのでしょうか？」と記載し、痩せ型の人物の

写真と共に、「その原因は 吸収力にありました。私たち痩せすぎ体型はみん

なと同じように三食きちんと食べてもそもそも太れないから悩んでいるので

す。これは摂取カロリーや栄養素だけの問題ではなく、私たち自身の吸収力か

ら見直す必要があったのです。」と記載 

・ 「吸収力にこだわった太る栄養バランス」 

・ 「① 低分子化プロテインＭＩＸ（コラーゲンペプチド＋ホエイペプチド）」、

「太る要素１ 微細化したタンパク質」及び「ホエイプロテインやコラーゲン

（プロテイン）を酵素分解し低分子化したことで一般的なプロテインと比べて
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表示期間 表示内容 

消化吸収性がアップしています。身体を作る重要な栄養素であるタンパク質を

効率的に摂取することを目的として配合。ホエイペプチドのアミノ酸スコアは

最高値の１００を達成。コラーゲンペプチドはホエイと比較して２０％以上も

高いタンパク質含有量を誇ります。」 

・ 「② てんさい由来果糖」、「太る要素２ 微細化した炭水化物」及び「炭水

化物の最小単位である糖は炭水化物摂取による分解の負担がないため、効率的

に吸収ができます。タンパク質と同様に身体を構成する重要な栄養素として配

合。果糖原料には、てんさいという大根に似た野菜を使っています。」 

・ 「③ さらに！ バイオペリン（黒コショウ抽出物）で吸収されやすく」、

「太る要素３ 吸収力サポート」及び「黒コショウから抽出されたバイオペリ

ンには栄養の吸収をサポートする働きがあります。低分子化された栄養を、さ

らに余すことなくスムーズに吸収させることで、太りやすくなるのです。」 

・ 「④ 食欲を促すスパイス国産生姜」、「太る要素４ 食欲を促す」及び「満

腹感に影響しにくい果糖に加えて、より食欲を刺激するよう国産生姜を配合。

ぐったり食欲がない日にもフトレマックスを飲むだけで、さらに食べたくなる

好循環を促します。（真夏のカレーと同じ原理を利用）」 

・ 「⑤ 有胞子性乳酸菌で働きをフォロー」、「太る要素５ 生きて腸まで届く

乳酸菌」及び「胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌をたっぷりと

配合。もともと働きが弱いという方や、何かあるとすぐにギュルギュルとバラ

ンスが崩れるという方など、栄養をとっても吸収しにくい悩みにしっかりと応

えて、整えます。」 

・ 「☑気配りしすぎる･･･ ☑心配性・不安が多い･･･ ☑落ち込みやすい･･･」、

「肉体的なサポートだけではありません。」、「太れない原因の１つとして痩せ

体型の方は、気疲れしやすい性格ということが多くあります。」及び「繊細さ

ゆえに、太れない！」 

・ 「そこで」、「⑥ 心の負担に対抗！カカオポリフェノール（ココアパウダ

ー）」、「ココアやチョコレートなどを飲んだときに感じるホッとした安心感。

カカオに豊富に含まれるポリフェノールで様々な心の負担に対抗します。」、

「⑦ 不安と闘う！発芽玄米ＧＡＢＡ」及び「ＧＡＢＡを含有した国産発芽玄

米により悩みやイライラからくる不安と闘い、リラックスした状態へと導きま

す。」 

・ 「外側からも内側からもしっかりサポート」との文言を付した本件商品に含

まれる成分が人をサポートするイメージ画像と共に、「肉体的サポート ■低

分子化プロテインＭＩＸ ■てんさい由来果糖 ■バイオペリン ■国産生

姜 ■有胞子性乳酸菌」及び「内面的サポート ■カカオポリフェノール ■
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表示期間 表示内容 

発芽玄米ＧＡＢＡ」と記載 

・ 「健康的に太ることに特化したサプリです！」 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「Ｄｒ．フトレマックスは管理栄養士監修に

より商品開発をしています。 管理栄養士     先生」と記載 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「医療従事者の観点から商品開発をサポー

ト！」、「国家資格 薬剤師     」及び「国家資格 看護師     」

と記載 

・ 白衣を着た人物の写真と共に、「ふるさと和漢堂 専門医療チームが一丸と

なり本物品質の商品を開発！」、「[国家資格] 看護師」、「[国家資格] 精神保

健福祉士」、「[国家資格] 管理栄養士」、「[国家資格] 薬剤師」及び「[国家

資格] 介護福祉士」と記載 

・ 「低分子プロテイン（タンパク質）×果糖（炭水化物）×バイオペリン（吸

収力）」、「配合成分 特許申請中」及び「太るための最適成分配合を実現でき

るのはフトレマックスだけ。」 

・ 「手軽に理想体重を達成！」 

・ 「太りたいなら太る専用サプリ Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フ

トレマックス」 

・ 「管理栄養士監修 太るための最適バランス配合！」 

・ 「中国産の原料や人工甘味料などを使えば安く作ることはできますが、私た

ちは自分が食べたくない物を売りたくありません。特に 太れない原因＝自分

の身体要因と考えたとき、安心できない原材料を使うこと、それを毎日口にす

ることはとても恐いと思えるのです。健康的に太ること、それが私たちのポリ

シーです。」 

・ 「飲みやすさと続けやすさの両立 太ることを徹底的に追及した 本物品質

です。」 

・ 「痩せすぎで悩み、どうしたらいいのか困っているあなたにこそ、どうかフ

トレマックスを試して欲しい。３５年間ガリガリで、何をしても太れなかった

自分が、実際に飲み続けて太ることに成功した、唯一の商品です。」 

・ 痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「→２ヶ月で＋４．

１ｋｇ！」と記載 

・ 「Ｄｒ．ＦｕｔｏｒｅＭａｘⓇ ドクター・フトレマックス オリジナル」、

「太るための最適栄養バランス配合」、「炭水化物 果糖 ※てんさい由来」、

「食欲 国産生姜」、「ストレス 発芽玄米ココア」、「吸収力 バイオペリン 

※黒コショウ抽出物」、「タンパク質 低分子化プロテインＭＩＸ ※コラーゲ

ンペプチド ※ホエイペプチド」、「働き 有胞子性乳酸菌」、「化学合成ビタミ
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表示期間 表示内容 

ン類不使用 アセロラ」及び「管理栄養士監修」 

・ 「太るための最適成分配合 特許申請中 この組合せを実現できるのはフト

レマックスだけ。」 

・ 「美容と健康の専門家にも沢山ご紹介を頂いています。」、「ボディバランス

スタイリスト      様」、「引き締まりながら女性らしいまあるい愛され

ボディに最短で！」、「元    客室乗務員・食生活アドバイザー     

様」、「老若男女関係なく太れなくて悩んでいる方におすすめしたい。」、「スー

パーフードマイスター・ヨガインストラクター      様」及び「柔らか

さと力強さが共存する“美ボディ”を目指す方に！」 

・ 「       さん（  歳男性）」の体験談として、「海でも温泉でも平

気になりました。人生観が変わるほどの体験です！」及び「骨ばっていて人前

で裸になることがずっと嫌でした。でもこの商品を飲んでからはどんどん太っ

てきて食事もしっかり食べられます。仕事にも女性にも積極的になれて人生観

まで変わりました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「何をしてもダメと

諦めていたのにふっくらとしてきました！」及び「プロテインを飲んでも全然

太れなくてちょっと疲れたり食事を抜くとすぐに痩せてしまい困っていまし

た。フトレマックスを試してからは１ヶ月で１ｋｇも太り、続けていくと少し

づつ女性らしい体つきになってきました！」と記載 

・ 「       さん（  歳女性）」の体験談として、「年齢も年齢なので

健康を考えて肉付きを良くしたかったです。」及び「遺伝的にあまり太れない

体質でしたが将来のために体力作りが必要だと考え飲み始めました。とても美

味しくて癖がなくて飲みやすいのが良いですね。目標＋５ｋｇまでもう少し、

頑張ります。」と記載 

・ 「＼次はあなた！／ 安心して飲み続けられる品質で健康的に太れる習慣づ

くり！！」 
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別表２ 

表示期間 表示内容 

平成２９年８月２７

日から平成３０年１

月２３日までの間 

・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 
・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。※体重には

個人差があります。効果を保証するものではありません。」 
平成３０年１月２４

日から同年４月２５

日までの間 

・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。」 

・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 

・ 「※個人の体験であり効果の保証ではありません」 

平成３０年４月２６

日から同年６月１７

日までの間 

・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。」 

・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 

・ 「※個人の体験であり効果の保証ではありません」 

平成３０年６月１８

日から同年７月３０

日までの間 

・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。」 

・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 

・ 「※個人の体験であり効果の保証ではありません」 

平成３０年７月３１

日から令和元年６月

２１日までの間 

・ 「※個人の感想であり効果を保証するものではありません。」 
・ 「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」 
・ 「※個人の体験であり効果の保証ではありません」 
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