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（株）カネボウ化粧品、（株）リサージ及び（株）エキップ 
の薬用化粧品の自主回収について （クラスⅡ） 

 

 

 

本日東京都より、別添のとおり、株式会社カネボウ化粧品、株式会社リサージ

及び株式会社エキップが製造販売するロドデノールという成分を配合した薬用化

粧品について、使用後に白斑（肌がまだらに白くなった状態）になったとの報告

が寄せられたことから、自主回収に着手した旨の情報提供がなされましたので、

お知らせいたします。 

消費者の皆様におかれましては、対象となる製品の使用を中止し、製造販売業

者の実施する自主回収にご協力いただけますようお願いします。 

また、製造販売業者におきましても同日付で報道発表を実施するほか、社告を

実施する予定です。 

平成 25 年７月４日 

【照会先】 

医薬食品局 安全対策課 

安全使用推進室長 広瀬 誠 （内線 2755） 

課長補佐     黒羽 真吾（内線 2752） 

（直通電話） 03(3595)2435 

（代表電話） 03(5253)1111 



                                                           平成 25 年 7 月 4日作成 

 

医薬部外品回収の概要 

（クラス II） 

 

1. 販売名 

販売名： (1)suisai ホワイトニングエッセンス 
         (2)カネボウ ホワイトニング エッセンスＳ 
         (3)インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩ 
         (4)インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩＩ 
         (5)インプレス ローションｂ 
         (6)インプレス ＩＣ ＷＴマスク 
         (7)インプレス ＩＣ ＷＴローションｃ 
         (8)インプレス ＩＣ ＷＴローションｅ 
         (9)カネボウ ＣＮローションＩ 
         (10)カネボウ ＣＮローションＩＩ 
         (11)トワニー エスティチュードホワイト ローションＩ 
         (12)トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩ 
         (13)トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩＩ 
         (14)トワニー エスティチュードホワイト ＵＶプロテクトセラム 
         (15)トワニー エスティチュードホワイト マスク 
         (16)カネボウＢ ホワイトニングローションｍ 
         (17)カネボウＢ ホワイトニングローションｒ 
         (18)カネボウＢ ホワイトニングローション 
         (19)カネボウＢ ホワイトニングミルクｍ 
         (20)カネボウＢ ホワイトニングミルク 
         (21)カネボウＢ ホワイトニングクリームＧ 
         (22)カネボウＢ ホワイトニングクリームＣ 
         (23)カネボウＢ ホワイトニングクリーム 
         (24)カネボウＢ ホワイトニングクリームｍ 
         (25)カネボウＢ ホワイトニングＵＶエッセンス 
         (26)カネボウＢ ホワイトニングマスク 

 

 

2. 対象ロット、数量及び出荷時期 

（１）－１ suisai ホワイトニングエッセンス ４５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１４９，１９４個  
    出荷時期 ：平成２４年３月１日～平成２５年７月３日 
（１）－２ suisai ホワイトニングエッセンス ０．４ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１，０９１，５１８個   
    出荷時期 ：平成２５年６月１日～平成２５年７月３日 
 
（２） カネボウ ホワイトニング エッセンスＳ ５０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６０，７０９個   
    出荷時期 ：平成２０年９月１６日～平成２５年７月３日 
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（３）－１ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩ １２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１８，４４２個   
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
（３）－２ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩ ５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４７，１４８個   
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
（３）－３ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩ １ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２２２，７６８個   
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
（３）－４ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩ ２０００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２５０個   
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
 
（４）－１ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩＩ １２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４２，９６１個  
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
（４）－２ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョＩＩ ３０ｍｌ     
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１０，２０４個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 
（４）－３ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩＩ １５ｍｌ     
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４５，１３３個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 
（４）－４ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩＩ ５ｍｌ     
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：７１，０７６個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 
（４）－５ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩＩ １ｍｌ     
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５２８，８１６個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 
（４）－６ インプレス ＩＣ ホワイトエマルジョンＩＩ ２０００ｍｌ     
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３２３個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 
 
（５）－１ インプレス ローションｂ １５０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２０，９８２個   
    出荷時期 ：平成２２年１１月１日～平成２５年７月３日 
（５）－２ インプレス ローションｂ ４０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：７，２２５個   
    出荷時期 ：平成２２年１１月１日～平成２５年７月３日 
（５）－３ インプレス ローションｂ ２０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１３，８１９個   
    出荷時期 ：平成２２年１１月１日～平成２５年７月３日 
 



（５）－４ インプレス ローションｂ ３ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２６３，８６８個   
    出荷時期 ：平成２２年１１月１日～平成２５年７月３日 
（５）－５ インプレス ローションｂ ４００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１，５６４個   
    出荷時期 ：平成２２年１１月１日～平成２５年７月３日 
 
（６）－１ インプレス ＩＣ ＷＴマスク ６枚入り 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６，５８８個   
    出荷時期 ：平成２４年６月１日～平成２５年７月３日 
（６）－２ インプレス ＩＣ ＷＴマスク １枚 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９５，７３７個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 
 
（７）－１ インプレス ＩＣ ＷＴローションｃ ２００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２５，０５７個  
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
（７）－２ インプレス ＩＣ ＷＴローションｃ １５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４７，４８４個  
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
（７）－３ インプレス ＩＣ ＷＴローションｃ ３ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２２２，８４０個  
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
（７）－４ インプレス ＩＣ ＷＴローションｃ ２０００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３９１個  
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
 
（８）－１ インプレス ＩＣ ＷＴローションｅ ２００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９７，４８０個   
    出荷時期 ：平成２３年３月４日～平成２５年７月３日 
（８）－２ インプレス ＩＣ ＷＴローションｅ ３０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２４，７１９個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 
（８）－３ インプレス ＩＣ ＷＴローションｅ １５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：７５，５６４個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 
（８）－４ インプレス ＩＣ ＷＴローションｅ ３ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５６０，５６８個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 
（８）－５ インプレス ＩＣ ＷＴローションｅ ２０００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５３６個   
    出荷時期 ：平成２４年３月２日～平成２５年７月３日 



（９）－１ カネボウ ＣＮローションＩ １５０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９，６２６個   
    出荷時期 ：平成２３年１０月６日～平成２５年７月３日 
（９）－２ カネボウ ＣＮローションＩ ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３７，９４４個   
    出荷時期 ：平成２３年１０月６日～平成２５年７月３日 
（９）－３ カネボウ ＣＮローションＩ ４００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：８７９個   
    出荷時期 ：平成２３年１０月６日～平成２５年７月３日 
 
（１０）－１ カネボウ ＣＮローションＩＩ １５０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２７，８０９個   
    出荷時期 ：平成２３年１０月～平成２５年７月３日 
（１０）－２ カネボウ ＣＮローションＩＩ ６０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：７，２９１個 
    出荷時期 ：平成２３年１０月～平成２５年７月３日 
（１０）－３ カネボウ ＣＮローショＩＩ ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１１９，２６０個 
    出荷時期 ：平成２３年１０月～平成２５年７月３日 
（１０）－４ カネボウ ＣＮローションＩＩ ４００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９６１個 
    出荷時期 ：平成２３年１０月～平成２５年７月３日 
 
（１１）－１ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩ １８０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１００，４８９個   
    出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
（１１）－２ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩ ２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１３，００４個   
    出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
（１１）－３ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩ ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：７９，７７６個   
    出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
（１１）－４ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩ ３ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１６０，８７２個   
    出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 
（１２）－１ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩ １８０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２５８，２４９個   
    出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
（１２）－２ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩ ２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５８，５５０個   
    出荷時期 ：平成２４年１月６日～平成２５年７月３日 



（１２）－３ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩ ２０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９０，５８０個   
    出荷時期 ：平成２４年１月６日～平成２５年７月３日 
（１２）－４ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩ １５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１２０，１７０個   
    出荷時期 ：平成２４年１月６日～平成２５年７月３日 
（１２）－５ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩ ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３２３，５３８個   
    出荷時期 ：平成２４年１月６日～平成２５年７月３日 
（１２）－６ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩ ３ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６１３，５９６個   
    出荷時期 ：平成２４年１月６日～平成２５年７月３日 
 
（１３）－１ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩＩ １８０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６６，３３０個   
    出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
（１３）－２ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩＩ ２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９，２２４個   
    出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
（１３）－３ トワニー エスティチュードホワイト ローションＩＩＩ ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：７０，５３０個   
    出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 
（１４）－１ トワニー エスティチュードホワイト ＵＶプロテクトセラム ４０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６３，０４０個   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
（１４）－２ トワニー エスティチュードホワイト ＵＶプロテクトセラム １．７ｍ
ｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：７８，７８０個   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
 
（１５）－１ トワニー エスティチュードホワイト マスク ５枚入り 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２７，３１３個   
    出荷時期 ：平成２３年６月２日～平成２５年７月３日 
（１５）－２ トワニー エスティチュードホワイト マスク １枚 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６４，０１０個   
    出荷時期 ：平成２３年６月２日～平成２５年７月３日 
 
（１６）－１ カネボウＢ ホワイトニングローションｍ ２８０ｍｌ  
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６２５，４７０個   
    出荷時期 ：平成２３年４月１日～平成２５年７月３日 
 
 



（１６）－２ カネボウＢ ホワイトニングローションｍ １７０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２４７，４２７個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１６）－３ カネボウＢ ホワイトニングローションｍ ２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６５８，１７０個   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
（１６）－４ カネボウＢ ホワイトニングローションｍ ２０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１０４，４３０個   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
（１６）－５ カネボウＢ ホワイトニングローションｍ １５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：８２，５５５個   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
（１６）－６ カネボウＢ ホワイトニングローションｍ ９ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３１１，２６８個   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
（１６）－７ カネボウＢ ホワイトニングローションｍ ３ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：７，９５７，０７８個   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
（１６）－８ カネボウＢ ホワイトニングローションｍ ２０００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１，１１６個   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
 
（１７）－１ カネボウＢ ホワイトニングローションｒ ２８０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１８０，７６９個   
    出荷時期 ：平成２４年１２月１日～平成２５年７月３日 
（１７）－２ カネボウＢ ホワイトニングローションｒ １７０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１２０，１２１個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１７）－３ カネボウＢ ホワイトニングローションｒ ２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１５１，３８６個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１７）－４ カネボウＢ ホワイトニングローションｒ ２０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１８，９３２個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１７）－５ カネボウＢ ホワイトニングローションｒ ９ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１１７，３９６個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１７）－６ カネボウＢ ホワイトニングローションｒ ３ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３，７３７，１９４個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
 
 



（１７）－７ カネボウＢ ホワイトニングローションｒ ２０００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６１８個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
 
（１８）－１ カネボウＢ ホワイトニングローション ２８０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２１４，１７４個   
    出荷時期 ：平成２２年４月１日～平成２５年７月３日 
（１８）－２ カネボウＢ ホワイトニングローション １７０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１０８，８３９個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１８）－３ カネボウＢ ホワイトニングローション ２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９５，７８４個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１８）－４ カネボウＢ ホワイトニングローション ２０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３７，７１５個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１８）－５ カネボウＢ ホワイトニングローション ９ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１７５，９４４個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１８）－６ カネボウＢ ホワイトニングローション ３ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１，２３８，８７８個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１８）－７ カネボウＢ ホワイトニングローション ２０００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９７２個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
 
（１９）－１ カネボウＢ ホワイトニングミルクｍ １００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４４５，９２１個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１９）－２ カネボウＢ ホワイトニングミルクｍ ２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６０６，２６４個   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
（１９）－３ カネボウＢ ホワイトニングミルクｍ ２０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９７，６９８個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１９）－４ カネボウＢ ホワイトニングミルクｍ １５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１３５，９１８個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１９）－５ カネボウＢ ホワイトニングミルクｍ ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１１０，９００個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
 



（１９）－６ カネボウＢ ホワイトニングミルクｍ ５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３７０，７１６個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１９）－７ カネボウＢ ホワイトニングミルクｍ 1ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：８，９７９，８４２個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（１９）－８ カネボウＢ ホワイトニングミルクｍ ５００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５１３個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
 
（２０）－１ カネボウＢ ホワイトニングミルク １００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２３４，９８１個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（２０）－２ カネボウＢ ホワイトニングミルク ２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９４，２７２個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（２０）－３ カネボウＢ ホワイトニングミルク ２０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３７，７１５個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（２０）－４ カネボウＢ ホワイトニングミルク １５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２，１６０個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（２０）－５ カネボウＢ ホワイトニングミルク ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３８，７４８個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（２０）－６ カネボウＢ ホワイトニングミルク ５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２１０，０００個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（２０）－７ カネボウＢ ホワイトニングミルク １ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１，２３８，８７８個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（２０）－８ カネボウＢ ホワイトニングミルク ５００ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５３４個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
 
（２１）－１ カネボウＢ ホワイトニングクリームＧ ４５ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：９４，４３１個   
    出荷時期 ：平成２４年１０月２日～平成２５年７月３日 
（２１）－２ カネボウＢ ホワイトニングクリームＧ ２．８ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２０，３７１個   
    出荷時期 ：平成２５年３月３１日～平成２５年７月３日 
 



（２１）－３ カネボウＢ ホワイトニングクリームＧ ０．５ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５２５，５７０個   
    出荷時期 ：平成２５年３月３１日～平成２５年７月３日 
 
（２２）－１ カネボウＢ ホワイトニングクリームＣ ４５ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１５２，３２５個   
    出荷時期 ：平成２４年１０月２日～平成２５年７月３日 
（２２）－２ カネボウＢ ホワイトニングクリームＣ ５ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３２，１６８個   
    出荷時期 ：平成２４年１２月１日～平成２５年７月３日 
（２２）－３ カネボウＢ ホワイトニングクリームＣ ２．８ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２０，３８８個   
    出荷時期 ：平成２４年１２月１日～平成２５年７月３日 
（２２）－４ カネボウＢ ホワイトニングクリームＣ ０．５ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５２５，５７０個   
    出荷時期 ：平成２４年１２月１日～平成２５年７月３日 
 
（２３）－１ カネボウＢ ホワイトニングクリーム ４５ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６６，７７０個   
    出荷時期 ：平成２５年３月３１日～平成２５年７月３日 
（２３）－２ カネボウＢ ホワイトニングクリーム ２．８ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２８，２２４個   
    出荷時期 ：平成２５年３月３１日～平成２５年７月３日 
（２３）－３ カネボウＢ ホワイトニングクリーム ０．５ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４３３，８５２個   
    出荷時期 ：平成２５年３月３１日～平成２５年７月３日 
（２３）－４ カネボウＢ ホワイトニングクリーム ３００ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２９７個   
    出荷時期 ：平成２５年３月３１日～平成２５年７月３日 
 
（２４）－１ カネボウＢ ホワイトニングクリームｍ ４５ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１２７，９０３個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２３年１０月１日 
（２４）－２ カネボウＢ ホワイトニングクリームｍ ９ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６５，４５３個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２３年１０月１日 
（２４）－３ カネボウＢ ホワイトニングクリームｍ ２．８ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２１，００８個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２３年１０月１日 
（２４）－４ カネボウＢ ホワイトニングクリームｍ ０．５ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：７８０，８７２個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２３年１０月１日 



（２４）－５ カネボウＢ ホワイトニングクリームｍ ３００ｇ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２７３個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２３年１０月１日 
 
（２５）－１ カネボウＢ ホワイトニングＵＶエッセンス ６０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１７２，３８９個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（２５）－２ カネボウＢ ホワイトニングＵＶエッセンス ２０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６，５７０個   
    出荷時期 ：平成２４年３月１日～平成２５年７月３日 
（２５）－３ カネボウＢ ホワイトニングＵＶエッセンス １０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１３０，９５２個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 
（２５）－４ カネボウＢ ホワイトニングＵＶエッセンス ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６４個   
    出荷時期 ：平成２４年３月１日～平成２５年７月３日 
（２５）－５ カネボウＢ ホワイトニングＵＶエッセンス ０．６ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２９９，１９０個   
    出荷時期 ：平成２４年３月１日～平成２５年７月３日 
 
（２６）－１ カネボウＢ ホワイトニングマスク １枚 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５６９，４４１   
    出荷時期 ：平成２３年３月２日～平成２５年７月３日 
（２６）－２ カネボウＢ ホワイトニングマスク ６枚入り 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：８３，６６２個   
    出荷時期 ：平成２３年４月７日～平成２５年７月３日 

 

 

3. 製造販売業者等名称 

製造販売業者の名称  ： 株式会社カネボウ化粧品 

製造販売業者の所在地： 東京都港区虎ノ門５－１１－２ 

許可の種類          ： 医薬部外品製造販売業 

許可番号            ： 13D0X00255 

 

 

4. 回収理由 

有効成分 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノールを配合した製品を使用された方で、肌

がまだらに白くなったとの報告を、現時点で３７例受けています。本成分と上記症状との

関連性が否定できませんので、本成分を配合した全製品、全ロットを自主回収することと

致しました。 



5. 危惧される具体的な健康被害 

肌がまだらに白くなった事例が報告されていますが、いずれも重篤ではなく、今後も重

篤な健康被害が生じるおそれはまず考えられません。 

 

 

6. 回収開始年月日 

平成 25 年 7 月 4 日 

 

 

7. 効能・効果又は用途等 

（１）（７）（８）（９）（１０）（１１）（１２）（１３）（１７）（１８）  

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを

与える。 

（２）（１６） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。 

（３）（２３） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

をひきしめる。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保

護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 

（４）（１９）（２１）（２２）（２４） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾

燥を防ぐ。 

（５） 

肌あれ・あれ性。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後の

ほてりを防ぐ。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを

与える。 

（６）（１５）（２６） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

をなめらかにする。肌を清浄にする。 

（１４）（１５） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚の乾燥を防ぐ。皮膚を

保護する。皮膚をひきしめる。日やけ・雪やけを防ぐ。 

 



（２０） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

あれ・あれ性。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 

 

 

8. その他 

すべての出荷先は把握しております。社告、回収する旨の通知により、速やかに回収い

たします。 

 

 

9. 担当者及び連絡先 

担当者  ： 荻野 和男、佐藤 佳一 

連絡先  ： 東京都港区虎ノ門５－１１－２ 

電話番号： （１）お客様窓口：0120-137-411 

            （２）その他：03-6430-5151 

 

 



                                                           平成25年 7月 4日作成 

 

医薬部外品回収の概要 

（クラス II） 

 

 

1. 販売名 

販売名： (1)リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｎ》 
         (2)リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《ＯＤ》 
         (3)リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｄ》 
         (4)リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｏ》ｐ 
         (5)リサージ ホワイト ホワイトニング リペアクリーム 
         (6)リサージ ボーテ サーキュリードａ 

 

 

2. 対象ロット、数量及び出荷時期 

  （１）－１ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｎ》 １８０ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：１３８，６０３個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （１）－２ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｎ》 ４５ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：３３，５５５個  
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
  （１）－３ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｎ》 ８ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：４６，０２０個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （１）－４ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｎ》 ３ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：９６２，４３６個  
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
  
 （２）－１ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《ＯＤ》 １８０ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：１４３，３５２個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （２）－２  リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《ＯＤ》 ４５ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：３６，５２９個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （２）－３ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《ＯＤ》 ８ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：４３，００２個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （２）－４  リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《ＯＤ》 ３ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：９６２，４３６個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
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 （３）－１ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｄ》 １８０ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：１９６，９９１個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （３）－２ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｄ》 ４５ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：３８，２３５個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （３）－３ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｄ》 ８ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：４７，８８６個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （３）－４ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｄ》 ３ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：１，５８９，０５２個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 
 （４）－１ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｏ》ｐ １８０ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：４４，１５８個  
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （４）－２ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｏ》ｐ ４５ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：１０，４３７個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （４）－３ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｏ》ｐ ８ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：５２，８３０個  
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 （４）－４ リサージ ホワイト スキンメインテナイザー 《Ｏ》ｐ ３ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：３３５，８２０個   
   出荷時期 ：平成２２年３月１６日～平成２５年７月３日 
 
 （５）－１ リサージ ホワイト ホワイトニング リペアクリーム ３０ｇ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：８６，８５６個   
   出荷時期 ：平成２３年２月２日～平成２５年７月３日 
 （５）－２ リサージ ホワイト ホワイトニング リペアクリーム ８ｇ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：４４，１７２個   
   出荷時期 ：平成２３年２月２日～平成２５年７月３日 
 （５）－３ リサージ ホワイト ホワイトニング リペアクリーム ０．５ｇ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：６８０，３７６個   
   出荷時期 ：平成２３年２月２日～平成２５年７月３日 
 
 （６）－１ リサージ ボーテ サーキュリードａ ５０ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：２３，１６２個   
   出荷時期 ：平成２５年３月５日～平成２５年７月３日 
 
 



 （６）－２ リサージ ボーテ サーキュリードａ ０．６ｍｌ 
   ロット番号：すべてのロット 
      出荷数量 ：９９７，３４４個   
   出荷時期 ：平成２５年３月５日～平成２５年７月３日 

 

 

3. 製造販売業者等名称 

製造販売業者の名称  ： 株式会社リサージ 

製造販売業者の所在地： 東京都港区虎ノ門５－１１－２ 

許可の種類          ： 医薬部外品製造販売業 

許可番号            ： 13D0X00214 

 

 

4. 回収理由 

有効成分 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノールを配合した製品を使用された方で、

肌がまだらに白くなったとの報告を、現時点で２例受けています。本成分と上記症状との

関連性が否定できませんので、本成分を配合した全製品、全ロットを自主回収することと

致しました。 

 

 

5. 危惧される具体的な健康被害 

肌がまだらに白くなった事例が報告されていますが、いずれも重篤ではなく、今後も重

篤な健康被害が生じるおそれはまず考えられません。 

 

 

6. 回収開始年月日 

平成 25 年 7 月 4 日 

 

 

7. 効能・効果又は用途等 

（１）（２）（４） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを

与える。 

（３） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。 



（５） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

をひきしめる。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保

護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 

（６） 

肌あれ，あれ性。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後の

ほてりを防ぐ。肌をひきしめる。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを

与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 

 

 

8. その他 

すべての出荷先は把握しております。社告、回収する旨の通知により、速やかに回収い

たします。 

 

 

9. 担当者及び連絡先 

担当者  ： 佐田 雅宏 

連絡先  ： 東京都港区虎ノ門５－１１－２ 

電話番号： （１）お客様窓口：0120-137-411 

           （２）その他：03-6430-5151  

 



                                                           平成 25 年 7 月 4日作成 

 

医薬部外品回収の概要 

（クラス II） 

 

1. 販売名 

販売名： (1)ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング ライト 
         (2)ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング モイスト 
         (3)ＳＵＱＱＵ ホワイトニング ローション 
         (4)ＳＵＱＱＵ ホワイトニング バリア エマルジョン 
         (5)ＳＵＱＱＵ ホワイトニング リペア エッセンス 
         (6)ＲＭＫ インテンシブ ブライトニング エッセンス 

 

 

2. 対象ロット、数量及び出荷時期 

（１）－１ ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング ライト １５０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２５，７８７個 
    出荷時期 ：平成２４年２月２３日～平成２５年７月３日  
 
（１）－２ ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング ライト ３０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６，０４８個   
    出荷時期 ：平成２４年２月２３日～平成２５年７月３日 
        
（１）－３ ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング ライト ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：８，６７６個   
    出荷時期 ：平成２４年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（１）－４ ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング ライト ２．５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１２２，３４０個   
    出荷時期 ：平成２４年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（２）－１ ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング モイスト １５０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：８４，４０９個   
    出荷時期 ：平成２４年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（２）－２ ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング モイスト ３０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１７，００８個   
    出荷時期 ：平成２４年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（２）－３ ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング モイスト ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５，００４個   
    出荷時期 ：平成２４年２月２３日～平成２５年７月３日 
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（２）－４ ＲＭＫ スキンチューナー ブライトニング モイスト ２．５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２５９，８２４個   
    出荷時期 ：平成２４年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（３）－１ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング ローション １５０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３，６６５個   
    出荷時期 ：平成２５年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（３）－２ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング ローション ３０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４，３５６個   
    出荷時期 ：平成２５年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（３）－３ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング ローション １５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４，２９６個   
    出荷時期 ：平成２５年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（３）－４ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング ローション ２．５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１８，１６８個   
    出荷時期 ：平成２５年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（４）－１ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング バリア エマルジョン １２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３，１８４個   
    出荷時期 ：平成２５年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（４）－２ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング バリア エマルジョン ２５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４，３５６個   
    出荷時期 ：平成２５年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（４）－３ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング バリア エマルジョン １０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：４，２９６個   
    出荷時期 ：平成２５年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（４）－４ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング バリア エマルジョン １．５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１８，２１６個   
    出荷時期 ：平成２５年２月２３日～平成２５年７月３日 
 
（５）－１ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング リペア エッセンス ５０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：６，９５９個   
    出荷時期 ：平成２５年１月２６日～平成２５年７月３日 
 
（５）－２ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング リペア エッセンス １５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１７，２６８個   
    出荷時期 ：平成２５年１月２６日～平成２５年７月３日 
  



（５）－３ ＳＵＱＱＵ ホワイトニング リペア エッセンス １ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：２９，１１２個  
    出荷時期 ：平成２５年１月２６日～平成２５年７月３日  
  
（６）－１ ＲＭＫ インテンシブ ブライトニング エッセンス ３０ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３７，６７４個   
    出荷時期 ：平成２５年３月１日～平成２５年７月３日 
 
（６）－２ ＲＭＫ インテンシブ ブライトニング エッセンス ８ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：３９６個   
    出荷時期 ：平成２５年３月１日～平成２５年７月３日 
 
（６）－３ ＲＭＫ インテンシブ ブライトニング エッセンス ５ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：１１，６７６個   
    出荷時期 ：平成２５年３月１日～平成２５年７月３日 
 
（６）－４ ＲＭＫ インテンシブ ブライトニング エッセンス ０．６ｍｌ 
    ロット番号：すべてのロット 
       出荷数量 ：５００，４７２個   
    出荷時期 ：平成２５年３月１日～平成２５年７月３日 

 

 

3. 製造販売業者等名称 

製造販売業者の名称  ： 株式会社エキップ 

製造販売業者の所在地： 東京都品川区大崎１－６－３ 

許可の種類          ： 医薬部外品製造販売業 

許可番号            ： 13D0X00254 

 

 

4. 回収理由 

本品は、有効成分 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノールを配合しています。本成分を

配合した当社グループ会社の製品を使用された方で、肌がまだらに白くなった事例がある

ことが報告されています。本品については、現在までに上記症状の報告はありませんが、

予防的措置として本成分を配合した全製品、全ロットを自主回収することと致しました。 

 

 

5. 危惧される具体的な健康被害 

本品に配合している有効成分 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノールによって、当社グ

ループ会社の製品で肌がまだらに白くなった事例が報告されていますが、いずれも重篤で

はなく、本品でも重篤な健康被害が生じるおそれはまず考えられません。 

 



6. 回収開始年月日 

平成 25 年 7 月 4 日 

 

 

7. 効能・効果又は用途等 

（１）（３） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを

与える。 

（２） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。 

（４） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。肌あれ，あれ性。日やけ・雪やけ後の

ほてりを防ぐ。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保

護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 

（５） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。肌あれ，あれ性。日やけ・雪やけ後の

ほてりを防ぐ。肌をひきしめる。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを

与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 

（６） 

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌

をひきしめる。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保

護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 

 

 

8. その他 

すべての出荷先は把握しております。社告、回収する旨の通知により、速やかに回収い

たします。 

 

 

9. 担当者及び連絡先 

担当者  ： 高橋 直人 

連絡先  ： 東京都品川区大崎１－６－３ 

電話番号： （１）お客様窓口：0120-137-411 

            （２）その他：03-5435-2171 


