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テレビ朝日系列局“スーパーモーニング”の放送内容について 
 

 

 

拝啓 皆様ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 

平成19年６月1２日にテレビ朝日系列局 番組名“スーパーモーニング”の中で 『”足裏から毒素“は大嘘！デトックス便乗商法。も

うダマされないぞ！』のタイトルにてデトックスフットバスが取り上げられました。その報道内容について多大なご不安、ご不明な点が

生じているかと存じます。 

今回の報道についてテレビ朝日側は、あくまで中国製の商品ならびに色＝毒（毒については重金属に限る）ではない。また、色による診

断行為について、足から毒素（重金属に限る）が排出される。ということを指摘した報道であるとの事。ただ、今回の報道は、中国製の

商品のみならずすべてのデトックスフットバスに対して強く影響を与えています。 

この件でテレビ朝日の火曜日スーパーモーニングの総責任者の方と２時間にわたりお話をさせていただきました。 

上記について、皆様にご理解いただけますようメーカーとして報道内容に準じて回答させていただきます。海外他社の販売方法に対して

は以前より危惧するところではありましたが、弊社商品をご愛用していただいております皆様が被害をこうむる理由がないものと確信し

ております。 

今回の件については事実確認を早急に済ませ、引き続きテレビ朝日に対し提訴も視野に含め断固たる抗議を行っていく所存でございます。 

報道内容にご不安やご不明な点がございましたら、弊社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

今回の一連報道に対し皆様の貴重なご意見、ご支援ご声援を社員一同、心より感謝申し上げます。            
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内  容 ・ 結  果 弊  社  見  解  および  報  告 

 
検証について 
デトックスフットバス 

25 万円の中国製のデトックスフットバスを使い、足を入れ
て実験。 
スプーンで実験 
  足の変わりにスプーンを入れて実験。 
水質検査の結果 

２つのお湯を専門機関にて分析。 

 

足を入れた状態と足を入れないスプーンを

入れた状態でのお湯の成分に差がほとんど

無く、重金属(鉛、砒素、カドミウム、クロ

ム等)も鉄分以外ほとんど出ない。 

効果が期待できないとの結論でした。 

 

 
弊社は発売当初から重金属類の排出効果は認めておりませ

ん。 
弊社は従来より、財団法人“野口医学研究所ほか第三者機関

による検査結果に基づくデータを公表しています。 
① 脳波検査におけるθ（シーター）波の出現。 
② 使用後の湯の分析結果に基づく、乳酸・酢酸・尿酸の検

出。 
③ 足裏から有害金属が出るか出ないかの結論として、弊社

もでないと発売時より認識。 
※ 足を入れても入れなくても同じ結果になる事の証明、ま

た足を入れた後のお湯の検証は重金属に限る為、変化が

ないのが当然です。 
 
 
 
 

 
 
デトックスフットバスの購入者へ取材 
番組では見過ごせない現状！として『湯の色の変化で体調

診断』に注目。 

 
７0万定価の中国製機器を 20万で 1台購
入。知り合いから 1台（中国製機器）頂く。 
出た水の色の変化により肝臓、婦人科系等

の悪いところが解ると言われ購入。 

 
弊社商品は医療機器ではありません。またその様な機能は持

ち合わせておりませんので発売時より以下のように説明させ

て頂いております。 
① 色の変化による診断行為はできません。 

又、医師法に抵触しますので診断行為はいけないことで

す。 
② 色は毒素（足から出た重金属）ではありません。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デトックスフットバスを販売するエステサロンへの取材 

 
エステサロンの説明他 
① 出てくる毒素(重金属)の色により
体調診断ができる。 

② 汗と一緒に出た毒素がイオンアダ

プターと反応して色が変わる。 
③ 色と体調の早見表を活用。 
④ 中国製機器の輸入代理店よりの説

明により効果を確信していたとの

事。 
 

 

①について 
上記で申し上げた通り弊社の商品ではその様な診断はできま

せん。 
②について 
汗が出る事により塩分濃度が上がる為、多少の変化は考えら

れます。 
③について 
弊社ではその様な資料は存在いたしません。弊社としてもそ

の様な根拠のない資料の使用には強い憤りを感じます。 
④について 
弊社においてはその様な説明は一切していません。弊社はラ

ディカルデトック発売時より一貫して色＝毒素（重金属）、色

による診断行為、足裏より毒素（重金属）が排出される。等

の説明に対して否定しています。この度の報道においては一

部の悪徳業者が色＝毒素(重金属)、色による診断行為、色が人
体より排出された重金属、この３つの行為を行っている業者、

サロンを対象にしている為、正当なやり方をされているサロ

ンには取材は必要ないと判断したとのことでした。 
（テレビ朝日より） 

 
 
 
中国製デトックスフットパスの輸入代理店への取材 
 

輸入代理店の見解・発言 
①「そこまで言うと言い過ぎです。言い過

ぎないで下さい。」とお願いしている。「そ

れは指導といっていいんではないかと思

う。ディーラーには常々申し上げている。」 
②「エステサロンが客の勧誘の為に行き過

ぎた説明をしている。」 
③「メーカーからの説明により毒素(色)が
出ると認識している。今後も継続して販売

していく。」 

 
①②に対しては認識を理解できませんのでコメントはありま

せんがエステサロンだけの責任ではないと思いますが？ 
③について 
弊社はラディカルデトック発売時より一貫して、色＝毒素（重

金属）、色による診断行為、足裏より毒素（重金属）が排出さ

れる。等の説明に対しては完全否定しています。 
 
 
 



 
 
中国製デトックスフットバスのメーカーへの取材 
 

 
２つのメーカーへの取材依頼も連絡不能 

 
弊社とは全く関わりのない会社（メーカーの製品）であり、コ

メントはありません。 
 
 
 
 

 
 
他のエステサロン店経営者への取材 

 
エステサロン経営者の発言 
①「お仲間の先生が、あれは毒素（重金属）

なんか出るわけがないのに、お客がくるか

ら辞められない。」 
②「集客の為、新しいメニューを考える。

デトックスフットバスはきっかけで次に

何かを売る手段にしか過ぎない。」 
 
 
 

 
実名を公表して頂いたのは信憑性を増す為との事です。（テレ

ビ朝日） 

 
 
 
大森医師のコメント 

 
全文 
「足の表面の部分に電気的な変化を起こ

す事で表面の部分は汚れとして出てくる

可能性はあるが皮膚の内部、血管の中を流

れている血液の部分とかの色々なミネラ

ル、そういう風なものが外に出る事はま

ず、ありえない。というのは、皮膚の表面

というのはバリアがあって、体の中を守っ

ています。体の中の毒素を出すのは非常に

難しい事。」 

 
大森医師は、デトックスにも詳しい事は存じ上げています。テ

レビ朝日の取材は毒素（重金属）が出るか出ないかという事に

限っています。 
大森医師は、当社のデータの存在をご存知ないとの事です。 
（テレビ朝日 スーパーモーニング 総責任者の言葉より） 
 
 
 
 
 



                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
京都女子大学 小波教授のコメント 

＜体の毒素(重金属)を出せるものか？＞ 
「出ませんね。これは出るわけがない。そ

もそも分析結果で言ったらここに出てき

ている物は金属のイオンだけですからね。

金属のイオンが体の内から外から通り抜

ける事は絶対にありませんから。そんなも

のは全くの嘘っぱちです。」毒素なんか出

ていないと断言。 
色の変化は・・・ 
＜毒素(重金属)が溶け出したわけではない
＞ 
「全く違います。単なるステンレスが科学

変化したもの。」金属イオンが持つ色が出

たもの。体を入れようが入れまいが変化す

る。 
※ クロム・・・緑色 
※ 鉄・・・薄緑から赤(酸化により変化) 
※ ニッケル・・・ほぼ無色 

 
この意見は言われるまでもなく、弊社がラディカルデトック

を発売した当時から説明してきた事です。このコメントに対

しては弊社も同じ考えで、重金属類の排出効果は認めており

ません。 
弊社は以前より財団法人“野口医学研究所ほか第三者機関に

よる検査結果に基づくデータを所持しています。 
データに基づいている製品です。 
① 脳波検査におけるθ（シーター）波の出現。 
② 使用後の湯の分析結果に基づく、乳酸・酢酸・尿酸の検
出。 

③ ノイロメーター（自律神経）による測定の結果。他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
木内 希アナウンサーのコメント 

 
「中国のこのメーカーの物に限って言え

ばドロドロしたものは体内から出た毒素

(重金属)では無いと言う事がわかった。」と
まとめられた。 

 
中国製のみならずドロドロしたものは全ての機器から出ま

す。問題はそれを体内から出た毒素(重金属)と断言する事で
す。また足を入れないと機器が作動しないという機械が存在

する事が問題であるという事です。弊社商品は足を入れなく

ても色が変化します。そこに足を入れる事によりデータに見

られるような結果がでます。テレビ朝日の今回の報道は毒素

（重金属）について標準を絞った結果によるものです。弊社

はラディカルデトックの発売時より重金属の排出を認めて

いません。よって重金属に絞った報道は大変遺憾でありテレ

ビ朝日に対しても抗議しているところです。 
弊社では問題となった説明(色＝毒素（重金属）、色による診
断行為、足裏より毒素（重金属）が排出される)等は発売時
より一切行っておりませんし指導もしておりません。また責

任を持って製造販売しております。 
どうかご安心いただきまして、継続使用をお願い申し上げま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
デトックスフットバスの仕組みの再現 

およびクロム有害発言と出演者の反応について 

 
木内 希アナウンサーがビーカー内の食

塩水でステンレス電極に通電して実演。 
この仕組みさえあれば足が入ろうが入る

まいが関係なく鉄のサビのような物が出

る。また、クロムは有害物質と発言。 
 
出演者が詐欺ではないか？医師法違反の

恐れもあると発言。 

実験に対して 
足を入れても入れなくてもお湯が変色するのはラディカル

デトック発売時から申し上げています。 
色＝毒素(重金属)について弊社は認めておりません。 
クロムについて 
※ クロムは必須の栄養素です。電極に使用されているステ

ンレスに含まれるクロムは全くの無害です。これは科学

的に立証されています。 
 
＜身近にあるクロムを含む製品例＞ 

ステンレス包丁・スプーン・フォーク等があります。 
※ クロムが有害なものとの事で出演者の方が逆に体に害が

あるのではないかと話した事について、テレビ朝日“ス

ーパーモーニング”総責任者は「あくまで金属アレルギ

ーの方に対して害がある可能性があると言っただけで健

康に対して害があるとは決して言っていない。」との事。 
 
当然ラディカルデトックは体に害があるものではありませ

ん。ラディカルデトックは野口医学研究所の医師団によって

体に良いものと認められた製品です。どうぞ安心して引き続

き御使用下さい。 
クロムに限らず鉄、ニッケルにおいても金属です。極度の金

属アレルギーの方に関しての御使用は控えて頂く様に弊社

パンフレットにて記載さけていただいています。 
色＝毒素(重金属)および色による診断行為をしているなら
ば、詐欺師と呼ばれても、医師法違反と言われても反論でき

ないものと認識します。 
弊社商品のご愛用者には該当することは無いと確信してお

ります。 



 
 
国内大手Ａ社の認識 
 

 
Ａ社の認識 
・ 沈殿物は毒素ではない。 
・ 自社調査で酢酸、尿素、尿酸等の有機

物がでたデータがある。 
沈殿物が毒素でないと認めたと発言。 

このＡ社は弊社のことです。 
番組内では弊社が認めたと言っていましたが、それは全く違

います。弊社は一貫して発売時より沈殿物に対しては毒素で

はありませんと申し上げています。また、今回の報道に対し

ての取材は放送前日の夜にＴＥＬにての問い合わせのみで

した。内容についても 5分程度の通話の中で第三機関にての
調査であることを伝えましたが反映されておりません。尿素

の検出についての記載がありましたが弊社の検査では尿素

は検出されていません。（こちらもあわせてテレビ朝日に抗

議しています） 
テレビで報道される事も事前に全く知らされておりません

でした。 
※ 弊社にとっての毒素の認識 
たとえば薬も量によっては毒になるように弊社データの有

機物も量によっては体にとって必要な栄養素です。ただ過剰

に摂取されたものは健康を損なう可能性のある毒(不要なも
の、不必要なもの)と認識しています。 

 
国内Ｂ社の認識 

 
Ｂ社の認識 
・ 重金属がでたデータがある。 
・ 足裏から排出したものと認識してい

る。 

 
こちらは弊社とは全く関係ございませんので、コメントは控

えさせていただきます。 
 
 

 
 
日本エステティック業協会 
   山本孝夫事務局長の見解 

見解内容 
・ 毒素を足裏から排出する機能は疑わし

いと考えている。 
・ 景品表示法に触れる恐れがあるので止

めるよう会員に周知徹底していく。 

 
① 色＝毒素（重金属） 
② 色による診断行為 
③ 足裏より毒素（重金属）が排出される 
以上３点の質問に限るコメントです。 
（テレビ朝日 スーパーモーニング 総責任者よりの発言） 
 


