
化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－1 ｵﾘｰﾌﾞﾏﾉﾝ　ﾌｧﾝﾃﾞｪﾙ

ﾌ　ﾅﾁｭﾗﾙE　ﾓｲｽﾄｴｯ
日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 胎盤／

皮膚
ﾌﾟﾗｾﾝﾀ／ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ／ドイツ 着手済み

ロ－2 ｵﾘｰﾌﾞﾏﾉﾝ　ﾌｧﾝﾃﾞｪﾙ
ﾌ　ﾅﾁｭﾗﾙE　ｱｲﾘﾌﾄ

日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 脳／胎
盤

脳脂質／プラセンタ ドイツ／アメリカ 着手済み

ロ－3 ｵﾘｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ　ﾅﾁｭﾛﾊﾞ
ｴｯｾﾝｽ

日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 胎盤 ﾌﾟﾗｾﾝﾀ ドイツ 着手済み

ロ－4 MｲｵﾝASR 日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 血液／
胎盤／

除蛋白液／ﾌﾟﾗｾﾝﾀ／
脾臓ｴｷｽ

ドイツ／日本／ド
イツ

着手済み

ロ－5 ｱｸﾃｨｵﾆﾝASR 日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 血液／
胎盤／

除蛋白液／ﾌﾟﾗｾﾝﾀ／
脾臓ｴｷｽ

ドイツ／日本／ド
イツ

着手済み

ロ－6 ﾓｲｽﾄｳｫｯｼｭｼｰﾄ （株）ｶﾅｴﾃｸﾉｽ 胎盤 ﾌﾟﾗｾﾝﾀ ドイツ
ロ－7 ﾒｲｸﾋﾞｭｰﾃｨAX （株）ｶﾅｴﾃｸﾉｽ 胎盤 ﾌﾟﾗｾﾝﾀ ドイツ
ロ－8 ｴｽﾃｨｶﾙUVﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮ 東色ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ（株） 脾臓 脾臓ｴｷｽ ドイツ
ロ－9 ｽﾑｰｽｸﾚﾝｻﾞｰ　ﾌｫｰ

ﾎﾞﾃﾞｨN
東色ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ（株） 靱帯／

胎盤
加水分解ｴﾗｽﾁﾝ／ﾌﾟﾗ
ｾﾝﾀ

ドイツ／ドイツ

ロ－10 ﾄｰﾋﾞｼ　すっとうるお
いますく

東和化学（株） 脾臓 ｽｲｽ

ロ－11 ﾄｰﾋﾞｼ　ﾘﾊﾟｾﾙ　ＳＰ－
Ｊ

東和化学（株） 胎盤／
脾臓、血
液、脳

日本／ｽｲｽ

ロ－12 ﾄｰﾋﾞｼ　ﾘﾊﾟｾﾙ　ＳＰ－
Ｃ

東和化学（株） 胎盤／
脾臓、血
液、脳

日本／ｽｲｽ

ロ－13 アジィンコンディショ
ニングパックＳ

（株）ミルボン 胎盤／
骨髄

ドイツ／日本 着手済み

ロ－14 ＹＢマイルドウォッシ
ングフォーム

（株）ピーエス・ラボ 胎盤／
血液／

ドイツ／ドイツ／
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ロ－15 ＹＢスキンケアロー
ション

（株）ピーエス・ラボ 胎盤／
血液／

ドイツ／ドイツ／
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ロ－16 ＹＢスキンケアエッセ
ンス

（株）ピーエス・ラボ 胎盤／
血液／

ドイツ／ドイツ／
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ロ－17 ＹＢスキンケアクリー
ム

（株）ピーエス・ラボ 胎盤／
血液／

ドイツ／ドイツ／
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ロ－18 Ｂ１０００　ピュアエッ
センスＰ

（株）ピーエス・ラボ 胎盤 ドイツ

ロ－19 ラフィローズ　ホワイ
ティアエッセンス

（株）ハウスオブロー
ゼ

胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－20 コープ　スキンロー
ションさっぱり

ロゼット（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ、オースト
ラリア、アメリカ

着手済み

ロ－21 コープ　スキンロー
ションしっとり

ロゼット（株） 胎盤／ プラセンタエキス／ｺﾗｰ
ｹﾞﾝ

ドイツ、オースト
ラリア、アメリカ
／ドイツ

着手済み

ロ－22 コープ　クレンジング
クリームＵ

ロゼット（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ、オースト
ラリア、アメリカ

着手済み

ロ－23 コープ　ナリシングク
リームＵ

ロゼット（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－24 セイカツセンシャス
スキンローションさっ

ロゼット（株） 胎盤／ プラセンタエキス／ｺﾗｰ
ｹﾞﾝ

ドイツ／ドイツ 着手済み

ロ－25 セイカツセンシャス
スキンローションしっ

ロゼット（株） 胎盤／ プラセンタエキス／ｺﾗｰ
ｹﾞﾝ

ドイツ／ドイツ 着手済み

ロ－26 セイカツセンシャス
ミルクローション

ロゼット（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ、オースト
ラリア、アメリカ

着手済み

ロ－27 セイカツセンシャス
ナリシングクリーム

ロゼット（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－28 コープ　ＵＶベースミ
ルク

ロゼット（株） 胎盤／ プラセンタエキス／ｺﾗｰ
ｹﾞﾝ

ドイツ／ドイツ 着手済み

ロ－29 トーコガリーヌ　頭皮
エッセンス２０００

（株）ノブレス プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－30 デルムターン　ホワイ
トエッセンスローショ
ンＥＸ

（株）桃谷順天館 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－31 はるの馬油 （株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ
ロ－32 グランデビュー　クレ

ンジングオイル
（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－33 ＥＳ２１エッセンシャル
フェイスマスク

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－34 ナチュラルモイス

チャーローション
（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－35 ＥＳ２１フレッシュクリ
アシート

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－36 プロンドハーブＢＨ
アップジェル

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－37 プロンドＨＬフェイシャ
ルパック

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－38 プロンドＣＧフォーム （株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ
ロ－39 プロンドオリエンタル

ピーリング
（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－40 カンタカブラン艶水 （株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ
ロ－41 パーフェクトビュー

デイエッセンスロー
（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－42 グランデビュー　フ
レッシュミルク

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－43 グランデビューフレッ
シュエッセンス

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－44 グランデビュー　フェ
イシャルフォーム

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－45 クオリカモイスチュア
エッセンス

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－46 プラスターマイルド
シャンプー

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－47 プラスターマイルドコ
ンディショナー

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－48 ビューティーエッセン
スローションＴ

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－49 プレムナチュールＳ
－５

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－50 センシティブクレンジ
ング

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－51 アクトゥーレナチュラ
ルクレンジング

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－52 アンレディーアクア
ハーバルローション

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－53 アンレディーアクア
セッセンスジェリー

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－54 アンレディーイクレン
ジングミルク

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－55 美 （株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ
ロ－56 ＣＩＰフェイシャルミル

クＤＳ
（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－57 ＣＩＰフェイシャルロー
ションＤＳ

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－58 ＣＩＰフェイシャルエッ
センスＤＳ

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－59 ニューバースクレンジ
ングモイスト

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－60 ニューバースミルクモ
イスト

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－61 ニューバースエッセン
スモイスト

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－62 ニューバースクリアラ
イザーモイスト

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－63 ニューバースローショ
ンモイスト

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－64 ニューバースモイチュ
アクリーム

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－65 スパ寿鶴モイスチュ
アクリーム

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－66 スパ寿鶴ナチュラル
クレンジング

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－67 フコティアラマイルド
スキンローション

（株）アップワード 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－68 ベルジュバンス　ベル
ヴェルテジュレ

松村薬品工業（株） 脾臓 ウシ脾臓抽出液 ドイツ



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－69 フェイシャリスト　デュ

アルモイストローショ
（株）シーボン 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－70 VITALFIRMING
EYEMASK

（株）シーボン 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－71 ＳＱＡ系列
MILDSUNSHIELD

（株）シーボン 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－72 レベッカ　プラセルミ
ルクローション

モンルナ製薬（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－73 レベッカ　インプルー
ブローション

モンルナ製薬（株） 脳 脳脂質 ドイツ

ロ－74 モンアスレイ　プラセ
ルミルクローション

モンルナ製薬（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－75 ｴｽﾃｨｶﾙﾓｲｽﾁｬｰｺﾝﾄ
ﾛｰﾙﾛｰｼｮﾝ

同和薬粧（株） 脾臓 脾臓エキス ドイツ 着手済み

ロ－76 エスティカル　クレン
ジングフォーム

同和薬粧（株） 脾臓 脾臓エキス ドイツ 着手済み

ロ－77 エスティカル　リフレッ
シュトーナーＬ１

同和薬粧（株） 脾臓 脾臓エキス ドイツ 着手済み

ロ－78 エスティカル　クレン
ジングローション

同和薬粧（株） 脾臓 脾臓エキス ドイツ 着手済み

ロ－79 クレムドロイヤル ハリウッド（株） 脳 ムコ多糖体液 ドイツ
ロ－80 ビューティライフ　ス

キンセラム
ハリウッド（株） 脾臓 ウシ脾臓抽出液 ドイツ

ロ－81 エクセレント　リキッド
サンガードＲ　０２

ハリウッド（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－82 ハリウッド　クリーム
コンセントレート

ハリウッド（株） 胸腺／
胎盤

ウシ胸腺エキス／ﾌﾟﾗｾ
ﾝﾀ

ブラジル／ドイツ

ロ－83 ハリウッド　スキンコ
ンセントレート

ハリウッド（株） 胸腺／
胎盤

ウシ胸腺エキス／ﾌﾟﾗｾ
ﾝﾀ

ブラジル／ドイツ

ロ－84 アクシア　ホワイトク
リーム

ハリウッド（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－85 デルフィー　エモリエ
ントクリーム

ハリウッド（株） 脳 ムコ多糖体液 ドイツ

ロ－86 ロベール　ホワイト
エッセンス

ハリウッド（株） 脳 ムコ多糖体液 ドイツ

ロ－87 ロベール　リファイン
クリーム

ハリウッド（株） 胎盤 プラセンタエキス ドイツ

ロ－88 ロベール　リファイン
ローション

ハリウッド（株） 胸腺／
脳

ウシ胸腺エキス／ムコ
多糖

ブラジル／ドイツ

ロ－89 ポーラ　エバンジル
コールドクリーム

ポーラ化成工業
（株）

胎盤／
血液

プラセンタエキス／ｳｼ
血液除ﾀﾝﾊﾟｸ液

ドイツ／ドイツ 着手済み

ロ－90 ポーラ　エバンジル
クレンジングクリーム

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－91 ポーラ　エバンジル
アクワクリーン

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－92 ポーラ　ポリシマ　ア
クワクリーン

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－93 ポーラ　ポリシマ　ク
レンジングクリーム

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－94 ポーラ　コールドク
リームＮ

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－95 ポーラ　エクセルＳ．
Ｃベルフォーム

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－96 ポーラ　アフルースス
キンミルク

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－97 ポーラ　アイモイス
チャー

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－98 ポーラ　デュオセラク ポーラ化成工業 胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み
ロ－99 ポーラ　アイモイスト

Ｂ．Ａ
ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－100 ポーラ　ギャラントム
Ⅱ　スキンクリーム

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－101 ラフィーネ　エッセン
スＵＶ

ポーラ化成工業
（株）

胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み

ロ－102 kaneboフェイシャルト
リートメントマスク

（株）コスミール 胎盤 プラセンタエキス ドイツ 着手済み



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－103 クレ・ド・ポー　ロー

ションアドシサントⅠ
（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－104 クレ・ド・ポー　ロー
ションアドシサントⅡ

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－105 クレ・ド・ポー　エマル
ションフォルムデュ
コール

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－106 クレ・ド・ポー　クレー
ムフォルムデュコー

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－107 リバイタル　トリートメ
ントプレメークロー
ション

（株）資生堂 胎盤/脾
臓

不明/ドイツ 着手済み

ロ－108 リバイタル　トリートメ
ントプレメーククリー

（株）資生堂 胎盤/脾
臓

不明/ドイツ 着手済み

ロ－109 リバイタル　トリートメ
ントヘアエッセンスＮ

（株）資生堂 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－110 リバイタル　デュアル
コンセントレート

（株）資生堂 胎盤/脾
臓

不明/ドイツ 着手済み

ロ－111 資生堂ドルックス　フ
レ－シュボーテ

（株）資生堂 胎盤 ドイツ

ロ－112 資生堂ドルックス
オーデュベール

（株）資生堂 胎盤 ドイツ

ロ－113 エリクシール　クリー
ムアクティブ

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－114 エリクシール　トリート
メントマスク

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－115 エリクシール　リンク
ルケア

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－116 コスメティックハウス
フレッシュターンマス
クEX(P1)

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－117 クレ・ド・ポー　プール
ドルコンパクト

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－118 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
(PO10)

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－119 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
(OC00)

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－120 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
(OC10)

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－121 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
(OC20)

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－122 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
(OC30)

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－123 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
(PK10)

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－124 クレ・ド・ポー　プード
ルトランスパラン

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－125 クレ・ド・ポー　SIエサ
ンス

（株）資生堂 胎盤/胸
腺

ドイツ/不明 着手済み

ロ－126 スペシャル　フレッ
シュモイスチャーロー

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－127 スペシャル　フレッ
シュローションＮ

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－128 リバイタル　アロマ
ティックボディーミル

（株）資生堂 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－129 リバイタル　フェイス
パウダー

（株）資生堂 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－130 リバイタル　クレアセ
ラム

（株）資生堂 脾臓 ドイツ 着手済み



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－131 リバイタル　トリートメ

ント　パウダーパクト
(ｻﾝｽｸﾘｰﾝ)(AM10)

（株）資生堂 胎盤/脾
臓

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－132 リバイタル　トリートメ
ント　パウダーパクト
(ｻﾝｽｸﾘｰﾝ)(OC00)

（株）資生堂 胎盤/脾
臓

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－133 リバイタル　トリートメ
ント　パウダーパクト
(ｻﾝｽｸﾘｰﾝ)(OC10)

（株）資生堂 胎盤/脾
臓

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－134 リバイタル　トリートメ
ント　パウダーパクト
(ｻﾝｽｸﾘｰﾝ)(OC20)

（株）資生堂 胎盤/脾
臓

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－135 リバイタル　トリートメ
ント　パウダーパクト
(ｻﾝｽｸﾘｰﾝ)(PK10)

（株）資生堂 胎盤/脾
臓

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－136 エリクシール　モイス
チャーエッセンス

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－137 クレ・ド・ポー　コレク
チュールヴィサージュ
(ﾌﾟｰﾙﾚﾀｯｼｭ)(AM)

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－138 クレ・ド・ポー　コレク
チュールヴィサージュ
(ﾌﾟｰﾙﾚﾀｯｼｭ)(OC)

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－139 クレ・ド・ポー　コレク
チュールヴィサージュ
(ﾌﾙﾚﾎﾟｰﾙ)

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－140 リバイタル　ファーミ
ングアップマッサージ

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－141 リバイタル　トリートメ
ントリンス（しっとりし
なやか）

大阪資生堂（株） 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－142 リバイタル　トリートメ
ントリンス（ふんわりし
なやか）

大阪資生堂（株） 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－143 リバイタル　トリートメ
ントムース(しっとりし
なやか)

大阪資生堂（株） 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－144 リバイタル　トリートメ
ントムース（ふんわり
しなやか）

大阪資生堂（株） 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－145 リバイタル　エマル
ジョンパクト(OC00)

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－146 リバイタル　エマル
ジョンパクト(OC10)

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－147 リバイタル　エマル
ジョンパクト(OC20)

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－148 リバイタル　エマル
ジョンパクト(PK10)

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－149 リバイタル　エマル
ジョンパクト(PO10)

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－150 Qi　マスク２ 大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み
ロ－151 ドルックス　オーデュ

ベールＮ
（株）資生堂 胎盤 ドイツ

ロ－152 ドルックス　フレー
ジュボーテＮ

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－153 クレ・ド・ポー　クレー
ルパルフェ(70)

資生堂化工（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－154 クレ・ド・ポー　クレー
ルパルフェ(72)

資生堂化工（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－155 リバイタル　フェース
パウダー

資生堂化工（株） 脾臓 ドイツ

ロ－156 リバイタル　ブローラ
イナー(ｶｰﾄﾘｯ
ｼﾞ)(BR612)

資生堂化工（株） 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－157 リバイタル　ブローラ
イナー(ｶｰﾄﾘｯ
ｼﾞ)(BR712)

資生堂化工（株） 脾臓 ドイツ 着手済み



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－158 リバイタル　ブローラ

イナー(ｶｰﾄﾘｯ
ｼﾞ)(GY902)

資生堂化工（株） 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－159 リバイタル　ブローラ
イナー(ｶｰﾄﾘｯ
ｼﾞ)(GY909)

資生堂化工（株） 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－160 リバイタル　トリートメ
ントパウダーパクト
(AM10)

資生堂化工（株） 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－161 リバイタル　トリートメ
ントパウダーパクト
(OC00)

資生堂化工（株） 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－162 リバイタル　トリートメ
ントパウダーパクト
(OC10)

資生堂化工（株） 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－163 リバイタル　トリートメ
ントパウダーパクト
(OC20)

資生堂化工（株） 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－164 リバイタル　トリートメ
ントパウダーパクト
(PK10)

資生堂化工（株） 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－165 マサカラーズ　フェー
スカラーA1

資生堂化工（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－166 マサカラーズ　フェー
スカラーB1

資生堂化工（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－167 マサカラーズ　フェー
スカラーC1

資生堂化工（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－168 アスプリール　アイ
パックシート

（株）資生堂ビュー
テック

胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－169 リバイタル　アイマス
ク

（株）資生堂ビュー
テック

脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－170 ディシラ　ボディーフ
レッシュアップウェア

（株）エトバス 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－171 ディシラ　ボディー　リ
ファイニング

（株）エトバス 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－172 ディシラ　ボディー
スポッツコンディショ
ニング

（株）エトバス 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－173 ディシラ　ボディー　コ
ンフィックス

（株）エトバス 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－174 ディシラ　ボディーフ
レッシュアップウェア

（株）エトバス 脾臓/胎
盤

ドイツ/ドイツ 着手済み

ロ－175 ディシラ　スーペリア
シャンプー

（株）エトバス 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－176 Qiマスク　2 （株）エトバス 胎盤 ドイツ 着手済み
ロ－177 イシス　ビューティ

エッセンス
東陽化成（株） 脾臓 ドイツ

ロ－178 ノエビアスペシャルク
リームＮＥ

（株）ノエビア 胎盤 プラセンタ ドイツ 着手済み

ロ－179 ノエビア　モイスチュ
アアイクリーム

（株）ノエビア 胎盤／
脾臓

プラセンタ／脾臓抽出
液

ドイツ／ドイツ

ロ－180 ノエビア５　トリートメ
ントリキッドファン
デーション　１３

（株）ノエビア 脾臓 脾臓抽出液 ドイツ

ロ－181 ノエビア５　トリートメ
ントリキッドファン
デーション　５４

（株）ノエビア 脾臓 脾臓抽出液 ドイツ

ロ－182 ノエビア５　トリートメ
ントリキッドファン
デーション　５６

（株）ノエビア 脾臓 脾臓抽出液 ドイツ

ロ－183 ノエビア５　トリートメ
ントリキッドファン
デーション　３３

（株）ノエビア 脾臓 脾臓抽出液 ドイツ

ロ－184 ノエビア５　トリートメ
ントリキッドファン
デーション　３４

（株）ノエビア 脾臓 脾臓抽出液 ドイツ



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－185 ノエビア５　トリートメ

ントリキッドファン
デーション　３６

（株）ノエビア 脾臓 脾臓抽出液 ドイツ

ロ－186 バイオゼムゲル （株）カレン 胎盤／ プラセンタ／コラーゲン ドイツ／スペイン
ロ－187 バイオゼムクリーム （株）カレン 皮 コラーゲン スペイン
ロ－188 コロジンマスク （株）カレン 胎盤／ プラセンタ／コラーゲン ドイツ／スペイン
ロ－189 コロジンクリーム （株）カレン 皮 コラーゲン スペイン
ロ－190 サンビイム　ユース

ローション
（株）ユニティジャパ
ン

胎盤 プラセンタ ドイツ

ロ－191 サンビーム　マイン
ソープ

（株）ユニティジャパ
ン

胎盤 プラセンタ ドイツ 着手済み

ロ－192 パーフェクトレディ
ビューティーエッセン
スローション

（株）法輪産業 胎盤 プラセンタ ドイツ 着手済み

ロ－193 マリークワント　スキ
ンプログラムゲルナ
イト　モイスチュア

（株）クラブコスメ
チックス

胎盤 ドイツ

ロ－194 フィランソア　モイスト
クリームローション

（株）コスミール 胎盤 プラセンタ ドイツ 着手済み

ロ－195 リファイン　アルファク
リーム

（株）デリシャスエー
シー

胎盤 プラセンタ ドイツ 着手済み

ロ－196 ＴＰピュアローション （株）デリシャスエー
シー

胎盤 プラセンタ ドイツ 着手済み

ロ－197 ＴＰマッサージクリー
ム

（株）デリシャスエー
シー

胎盤 プラセンタ ドイツ 着手済み

ロ－198 ﾌﾟﾗｾﾝﾋﾞｭｰﾃｨ　ﾓｲｽ
ﾁｬｰﾛｰｼｮﾝ　しっとりﾀ
ｲﾌﾟ

ﾆｺｽﾀｰ（株） 胎盤／ ﾌﾟﾗｾﾝﾀ／ｺﾗｰｹﾞﾝ アメリカ／ドイツ

ロ－199 エム・シー　ジェル 同和薬粧（株） 眼、軟骨 ムコ多糖体液 ドイツ
ロ－200 チャタレー　エクスト

ラエッセンスＮ
ハリウッド（株） 脳 ムコ多糖体液 ドイツ

ロ－201 コンプリメント　クリ
ミィエマルジョン

（株）デリシャスエー
シー

胎盤 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－202 ナチュラル５モイスト
ローション

（株）デリシャスエー
シー

胎盤 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－203 ノエビアＡＣマスク （株）ノエビア 胎盤／
脾臓

プラセンタ／脾臓抽出
液

アメリカ／ドイツ 着手済み

ロ－204 アミノミネラル　バラン
スウォーターレギュ

ケミプロ化成（株） 胎盤 プラセンタ ドイツ

ロ－205 アミノミネラル　バラン
スゼリー

ケミプロ化成（株） 胎盤 プラセンタ ドイツ

ロ－206 アミノミネラル　バラン
スウォーターレギュ
ラー（ツーデイズ

ケミプロ化成（株） 胎盤 プラセンタ ドイツ

ロ－207 アミノミネラル　バラン
スゼリー（ツーデイズ
ハーフ）

ケミプロ化成（株） 胎盤 プラセンタ ドイツ

ロ－208 フルベール　７７エッ
センシャルローション

（株）クラブコスメ
チックス

胎盤／
皮膚

ドイツ／ドイツ

ロ－209 ビューティライフ　ナ
イトクリーム

ハリウッド（株） 脾臓 ドイツ

ロ－210 エクセレント　リキッド
サンガードＲ　０１

ハリウッド（株） 胎盤 プラセンタ ドイツ

ロ－211 ラニメス　トーニング
ローションＲ

ハリウッド（株） 胎盤 プラセンタ ドイツ

ロ－212 アクシア　ホワイト
ローション

ハリウッド（株） 胎盤 プラセンタ 日本

ロ－213 アクシア　ホワイトミ
ルク

ハリウッド（株） 胎盤 プラセンタ 日本

ロ－214 ロベールコンセント
レート

ハリウッド（株） 胸腺／
胎盤

　　／プラセンタ ブラジル／ドイツ

ロ－215 ロベール　ホワイト
ローション

ハリウッド（株） 胎盤 プラセンタ ドイツ

ロ－216 ロベール　トラベル
セット（Ｗ）ホワイト

ハリウッド（株） 胸腺／
胎盤

　　／プラセンタ ブラジル／ドイツ

ロ－217 ロベール　トラベル
セット（Ｒ）リファイン

ハリウッド（株） 胸腺／
胎盤体

　　／プラセンタ／ムコ
多糖／糖タンパク

ブラジル／ドイツ
／ドイツ／ドイツ



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－218 ドルックス　オーデュ

ベールＮ
大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－219 ドルックス　フレー
シュボーテＮ

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－220 リバイタルトリートメン
ト　シャンプーＮ

大阪資生堂（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－221 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
（ＯＣ００）

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－222 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
（ＯＣ１０）

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－223 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
（ＯＣ２０）

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－224 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
（ＯＣ３０）

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－225 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
（ＰＫ１０）

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－226 クレ・ド・ポー　タンナ
チュレールプードルＮ
（ＰＯ１０）

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－227 クレ・ド・ポー　プード
ルコンパクト

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－228 エリクシール　モイス
チャーエッセンス

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－229 クレ・ド・ポー　プード
ルトランスパラン

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－230 クレ・ド・ポー　プード
ルトランスパラン（レ
フィル）

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－231 プリージングケア　ネ
イルリムーバー

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－232 スペシャルフレッシュ
ﾓｲｽﾁｬｰﾛｰｼｮﾝ

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－233 ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾚｯｼｭﾛｰｼｮﾝ
N

（株）資生堂 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－234 クレ・ド・ポー　クレー
ルパルフェ(71)

資生堂化工（株） 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－235 ハピネスパール’８８ （株）ノブレス 胎盤 コラーゲン ドイツ 着手済み
ロ－236 ナチュラル　ミルキー

ローション
（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 胎盤 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－237 ナチュラル　エモリエ
ントクリーム

（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 胎盤 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－238 ナチュラル　マッサー
ジクリーム

（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 胎盤 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－239 ヴィガークリーム （株）ラフィネ 胎盤 コラーゲン ドイツ 着手済み
ロ－240 ビノコーラル　ホワイ

トジェル
（株）ラフィネ 胎盤/腱

/胎盤
コラーゲン/エラスチン/
プラセンタ

ドイツ/ドイツ/ア
メリカ、オーストラ
リア

着手済み

ロ－241 ビノコーラル　ネック
ジェル

（株）ラフィネ 胎盤/腱
/胎盤

コラーゲン/エラスチン/
プラセンタ

ドイツ/ドイツ/ア
メリカ、オーストラ
リア

着手済み

ロ－242 ビノコーラル　アク
ティバ

（株）ラフィネ 胎盤/腱
/胎盤

コラーゲン/エラスチン/
プラセンタ

ドイツ/ドイツ/ア
メリカ、オーストラ
リア

着手済み

ロ－243 コンティニューツゥ （株）ラフィネ 胎盤/腱
/胎盤

コラーゲン/エラスチン/
プラセンタ

ドイツ/ドイツ/ア
メリカ、オーストラ
リア

着手済み

ロ－244 ﾒｰｷｬｯﾌﾟｷﾞｬﾗﾘｰ ｸﾘｰ
ﾐｰFD 101

（株）資生堂 脳／胎
盤

ヒアルロン酸／プラセン
タ

インド／ドイツ 着手済み

ロ－245 ﾒｰｷｬｯﾌﾟｷﾞｬﾗﾘｰ ｸﾘｰ
ﾐｰFD 102

（株）資生堂 脳／胎
盤

ヒアルロン酸／プラセン
タ

インド／ドイツ 着手済み

ロ－246 ﾒｰｷｬｯﾌﾟｷﾞｬﾗﾘｰ ｸﾘｰ
ﾐｰFD 103

（株）資生堂 脳／胎
盤

ヒアルロン酸／プラセン
タ

インド／ドイツ 着手済み



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－247 ﾒｰｷｬｯﾌﾟｷﾞｬﾗﾘｰ ｸﾘｰ

ﾐｰFD 104
（株）資生堂 脳／胎

盤
ヒアルロン酸／プラセン
タ

インド／ドイツ 着手済み

ロ－248 ﾒｰｷｬｯﾌﾟｷﾞｬﾗﾘｰ ｽﾎﾟｯ
ﾂﾍﾞｰﾙ 121

（株）資生堂 脳／胎
盤

ヒアルロン酸／プラセン
タ

インド／ドイツ 着手済み

ロ－249 ﾒｰｷｬｯﾌﾟｷﾞｬﾗﾘｰ ｽﾎﾟｯ
ﾂﾍﾞｰﾙ 122

（株）資生堂 脳／胎
盤

ヒアルロン酸／プラセン
タ

インド／ドイツ 着手済み

ロ－250 ｽﾏﾘｱﾄｩｰﾚ　ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 住友商事（株） 胎盤 ﾌﾟﾗｾﾝﾀ イタリア 着手済み
ロ－251 ﾃﾞﾙﾓｸﾘｰﾑ 住友商事（株） 胎盤 ﾌﾟﾗｾﾝﾀ イタリア 着手済み
ロ－252 エム　シー　ジェル （株）ファインケメ

ティックス
眼 ドイツ 着手済み

ロ－253 リバイタル　プレスト
パウダー（ピンク００）

資生堂化工（株） 脾臓 ドイツ 着手済み

ロ－254 SLエッセンス ハーバー（株） 胎盤 ドイツ 着手済み
ロ－255 コンプリメント　ミル

キィエマルジョン
（株）デリシャスエー
シー

胎盤 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－256 ＳＲ　コンディショニン
グシャンプー

（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－257 ＳＲ　コンディショニン
グリンス

（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－258 ビノコーラル　ヘア
エッセンス

（株）ラフィネ 胎盤 ドイツ 着手済み

ロ－259 ポーラ　エスティナア
クティブアイクリーム

ポーラ化成工業
（株）

血液 血液除タンパク液 ドイツ 着手済み

ロ－260 リバイタル　トリートメ
ントヘアクリーム

（株）資生堂 血液 血液除タンパク液 ドイツ 着手済み

ロ－261 マシェリ　ウオーター
キュア

大阪資生堂（株） 靱帯 エラスチン ドイツ 着手済み

ロ－262 マシェリ　ミルキー
キュア

大阪資生堂（株） 靱帯 エラスチン ドイツ 着手済み

ロ－263 ﾒﾅｰﾄﾞ　ｱﾌﾞｿﾙﾃ　ｾﾙ
ﾗｰｸﾘｰﾝ

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

気管 水溶性プロテオグリカ
ン

ドイツ 着手済み

ロ－264 ﾒﾅｰﾄﾞ　ｱﾌﾞｿﾙﾃ　ｾﾙ
ﾗｰｻﾌﾟﾗｲ

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

気管 水溶性プロテオグリカ
ン

ドイツ 着手済み

ロ－265 ﾒﾅｰﾄﾞ　ｽｰﾊﾟｰｺﾗｯｸｽ 日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

コラーゲン ドイツ

ロ－266 パルテール　エッセン
ス

（株）シャンソン化粧
品

腱 エラスチン ドイツ 着手済み

ロ－267 ﾌﾟﾛｰﾗ　ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞＳ ﾕｰｽｷﾝ製薬（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ
ロ－268 ﾌﾟﾛｰﾗ　ＵＶ　ﾌﾟﾛﾃｸﾄＳ ﾕｰｽｷﾝ製薬（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ
ロ－269 ｵﾘｰﾌﾞﾏﾉﾝ　ﾌｧﾝﾃﾞｪﾙ

ﾌ　ﾅﾁｭﾗﾙE　ﾓｲｽﾄﾐﾙ
日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 皮膚 ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－270 ｵﾘｰﾌﾞﾏﾉﾝ　ﾌｧﾝﾃﾞｪﾙ
ﾌ　ﾅﾁｭﾗﾙｺﾗｽﾁﾝﾏｽｸ

日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 皮膚 ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－271 ﾉｳﾞｪﾙ･ﾓｲｱｲﾌﾞﾛｳｴｯｾ
ﾝｽ

日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 血液 ｱﾙﾌﾞﾐﾝ／除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－272 ﾉｳﾞｪﾙ･ﾓｲ００１ﾍｱｼｬ
ﾝﾌﾟｰ

日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 血液 ｱﾙﾌﾞﾐﾝ／除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－273 ﾉｳﾞｪﾙ･ﾓｲ００２ﾍｱｺﾝ
ﾃﾞｨｼｮﾅｰ

日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 血液 ｱﾙﾌﾞﾐﾝ／除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－274 ﾉｳﾞｪﾙ･ﾓｲ００３ﾍｱｴｯ
ｾﾝｽ

日本ｵﾘｰﾌﾞ（株） 血液 ｱﾙﾌﾞﾐﾝ／除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－275 ｼｬﾈﾙﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾚｸﾃｨ
ﾌｨｱﾝｽ

ｴｽ・ｱﾝﾄﾞ･ｴﾇ（株） 血液 血漿ﾀﾝﾊﾟｸ質 フランス

ロ－276 ｼｬﾈﾙﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾚｸﾃｨ
ﾌｨｱﾝｽｸﾘｰﾑ

ｴｽ・ｱﾝﾄﾞ･ｴﾇ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ フランス

ロ－277 ｾﾞｰｹﾞﾙ　ﾏｰｽｼｬﾝﾌﾟｰ 合資会社　三協新
栄社

ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ、日本 着手済み

ロ－278 ｾﾞｰｹﾞﾙ　ﾓﾝﾄｼｬﾝﾌﾟｰ 合資会社　三協新
栄社

ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ、日本 着手済み

ロ－279 AS　ｾﾚﾊﾟｯｸL ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ　（株） 血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み
ロ－280 ｾﾚｷｬｯﾌﾟ　L ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ　（株） 血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み
ロ－281 ﾙﾍﾞﾙ　AS　ｾﾚｸﾞﾚｰｽﾞ ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ　（株） 血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み
ロ－282 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾌｪｱｸﾞﾚｲｽ　ｺ

ﾗｰｼﾞｭｼｰﾊﾟｸﾄ　ﾊﾟｳ
ﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ　５１

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－283 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾌｪｱｸﾞﾚｲｽ　ｺ

ﾗｰｼﾞｭｼｰﾊﾟｸﾄ　ﾓｲｽﾄ
ﾀｲﾌﾟ５１

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－284 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾌｪｱｸﾞﾚｲｽ　ｺ
ﾗｰｼﾞｭｼｰﾊﾟｸﾄ　ﾊﾟｳ
ﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ　５３

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－285 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾌｪｱｸﾞﾚｲｽ　ｺ
ﾗｰｼﾞｭｼｰﾊﾟｸﾄ　ﾓｲｽﾄ
ﾀｲﾌﾟ５３

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－286 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾌｪｱｸﾞﾚｲｽ　ｺ
ﾗｰｼﾞｭｼｰﾊﾟｸﾄ　ﾊﾟｳ
ﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ　５２

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－287 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾌｪｱｸﾞﾚｲｽ　ｺ
ﾗｰｼﾞｭｼｰﾊﾟｸﾄ　ﾊﾟｳ
ﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ　２３

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－288 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾌｪｱｸﾞﾚｲｽ　ｺ
ﾗｰｼﾞｭｼｰﾊﾟｸﾄ　ﾓｲｽﾄ
ﾀｲﾌﾟ２３

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－289 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾌｪｱｸﾞﾚｲｽ　ｺ
ﾗｰｼﾞｭｼｰﾊﾟｸﾄ　ﾊﾟｳ
ﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ４１Y

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－290 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾌｪｱｸﾞﾚｲｽ　ｺ
ﾗｰｼﾞｭｼｰﾊﾟｸﾄ　ﾓｲｽﾄ
ﾀｲﾌﾟ４１Y

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－291 ｼｰﾍﾞﾇ　ｼﾞｭｱﾝｽ　ﾊﾟｳ
ﾀﾞｰ　ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

東色ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ（株） 加水分解ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ

ロ－292 ﾅﾁｭｰﾙﾍﾞﾗ　UVﾃﾞｭｱﾙ
ｹｰｷ　ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

東色ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ（株） 加水分解ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ

ロ－293 ｸﾚｰﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾚｯｼｭｶ
ﾊﾞｰｺﾝﾊﾟｸﾄ

東色ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ（株） 靱帯 加水分解ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ

ロ－294 たかの友梨UVﾊﾟｳ
ﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

東色ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ（株） 靱帯 加水分解ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ

ロ－295 ﾒﾋﾞｵｽ　UVﾃﾞｭｱﾙｹｱ 東色ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ（株） 靱帯 加水分解ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ
ロ－296 ﾒﾋﾞｵｽ　UVﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝ

ﾃﾞｰｼｮﾝ
東色ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ（株） 靱帯 加水分解ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ

ロ－297 ｱﾙﾋﾞｵﾝ　ｸﾗｽﾃﾞｨｾ
ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟ　ｽﾌﾟﾚｰ

（株）ｱﾙﾋﾞｵﾝ 靱帯 ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ 着手済み

ロ－298 ｲｸﾞﾆｽ　ｴｸｽﾄﾗ　ﾗｲﾝ
ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ　ﾏｽｸ

（株）ｱﾙﾋﾞｵﾝ 靱帯 ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ 着手済み

ロ－299 ｱﾙﾋﾞｵﾝ　ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾄﾛｰ
ﾙ　ｼｰﾊﾞﾑ　ﾊﾞｽｴｯｾﾝ

（株）ｱﾙﾋﾞｵﾝ 皮膚 ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－300 ﾋﾟｭｱｺﾗｰｹﾞﾝｴｯｾﾝｽ （株）ｺｽﾓﾋﾞｭｰﾃｨ ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ
ロ－301 ﾙｲ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾛｰｲ　ｸﾘｰﾑ （株）玉樹製薬 ｴﾗｽﾁﾝ／糖ﾀﾝﾊﾟｸ質 ドイツ／ドイツ
ロ－302 ﾗｲﾌﾃｯｸｽ　ｼﾞｪﾝﾄﾙ

ﾊﾞｽ
ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト

ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－303 ﾗｲﾌﾃｯｸｽ　ﾅﾘｼﾝｸﾞﾊﾞ
ｽ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－304 ﾗｲﾌﾃｯｸｽ　ｶﾗｰｼｬｲﾝ
ﾊﾞﾗﾝｽ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

ロ－305 ﾗｲﾌﾃｯｸｽ　ｶｰﾙ＆ﾊﾟｳ
ﾝｼｰﾊﾞｽ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－306 ﾗｲﾌﾃｯｸｽ　ｼﾞｪﾝﾄﾙ
ﾊﾟｰﾑ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－307 ﾗｲﾌﾃｯｸｽ　ﾅﾘｼﾝｸﾞﾏｽ
ｸ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－308 ﾗｲﾌﾃｯｸｽ　ｶｰﾙ＆ﾊﾟｳ
ﾝｼｰ　ﾏｽｸ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－309 ＳＰﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞ
ｳｫｰﾀｰ３．Ｍ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－310 ＳＰﾌﾟﾛﾃｲﾝ　ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ

３．２
ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト

ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

ロ－311 ＳＰﾌﾟﾛﾃｲﾝ　ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ
３．２Ｊ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－312 ｳｪﾗ　ｻﾛﾝ　ｼｬﾝﾌﾟｰ
ｴｲﾎﾞﾝ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－313 ｳｪﾗ　ﾍｱｶﾗｰした髪の
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－314 ｳｪﾗ　ｴｸｾﾚﾝﾄ　ｼｬﾝ
ﾌﾟｰ　１０Ｉ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－315 ｳｪﾗ　ｼﾞｪﾝﾄﾙｹｱ　ｼｬﾝ
ﾌﾟｰ　Ｄ／Ｎｆ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－316 ﾌﾟﾗｾﾝﾋﾞｭｰﾃｨ　ﾓｲｽ
ﾁｬｰﾐﾙｸ

ﾆｺｽﾀｰ（株） 胎盤／ ﾌﾟﾗｾﾝﾀ／ｺﾗｰｹﾞﾝ アメリカ／ドイツ

ロ－317 ﾅﾃｨｰｸ　ｽｷﾝ　ﾄﾘｰﾄﾒ
ﾝﾄ　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ（株） 胎盤／
血液／

ﾌﾟﾗｾﾝﾀ／血液除蛋白
／ｴﾗｽﾁﾝ

アメリカ／ドイツ
／ドイツ

着手済み

ロ－318 ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ　ｱｲﾘﾍﾟｱ
ｴｯｾﾝｽ

ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ（株） ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ 着手済み

ロ－319 ﾛﾓｺｰﾄ　ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ （株）味の素ﾀｶﾗｺｰ
ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ

ロ－320 ﾜｺｰﾙ　ﾏﾐｨ　ﾌｧｰﾐﾝｸﾞ
ｼﾞｪﾙＭＷＳ

（株）ｺｽﾒﾃｨｯｸｼﾞｬﾊﾟ
ﾝ

胎盤／ ﾌﾟﾗｾﾝﾀ／ｴﾗｽﾁﾝ アメリカ／ドイツ 着手済み

ロ－321 ﾜｺｰﾙ　ﾏﾐｨ　ｴﾓﾘｴﾝﾄ
ｸﾘｰﾑ

（株）ｺｽﾒﾃｨｯｸｼﾞｬﾊﾟ
ﾝ

胎盤／ ﾌﾟﾗｾﾝﾀ／ｴﾗｽﾁﾝ アメリカ／ドイツ 着手済み

ロ－322 ｿﾌﾄﾏﾑ　ﾏｯｻｰｼﾞｸﾘｰ （株）ｺｽﾒﾃｨｯｸｼﾞｬﾊﾟ 靱帯 ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ 着手済み
ロ－323 ニゼル　エッセンスエ

マルジョン
（株）ミルボン 腱 ドイツ 着手済み

ロ－324 ニゼル　スタリルス
ムーサー

（株）ミルボン 腱 ドイツ 着手済み

ロ－325 ニゼル　ファンデー
ションフォームＡ

（株）ミルボン 腱 ドイツ 着手済み

ロ－326 グランダムール　ボ
ディソープ

（株）伊勢丹 牛脂 フランス

ロ－327 オードシャルロット
ボディソープ

（株）伊勢丹 牛脂 フランス

ロ－328 オーダドリアン　ボ
ティソープ

（株）伊勢丹 牛脂 フランス

ロ－329 リフレッシュ　ローショ
ン

（株）ノブレス コラーゲン／ＳＲ７１ ドイツ／オースト
ラリア

ロ－330 ポシェラ　ロイヤルク
リーム

（株）ノブレス 胎盤／ プラセンタエキス／ＳＲ
７１

ドイツ／オースト
ラリア

ロ－331 レスペア　バイタル
ローションＡＢ

木下製薬（株） 真皮 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－332 ヤマノ　フェイシャル
マスク　ＣＬ　２４

（株）ヤマノビュー
ティケミカル

皮膚 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－333 アバウス　コンディ
ショニング　ローショ

御木本製薬（株） 血液 ｳｼ血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ処理ｼｺ
ﾆﾝ

ドイツ

ロ－334 アバウス　スタイリン
グ　フォーム

御木本製薬（株） 皮膚 コラーゲン イタリア 着手済み

ロ－335 プローラ　クレンジン
グＳ

ユースキン製薬
（株）

コラーゲン ドイツ

ロ－336 プローラ　ＵＶプロテ
クトＳ

ユースキン製薬
（株）

コラーゲン ドイツ

ロ－337 イオナ　ドゥーエッセ
ンス

イオナ　インターナ
ショナル（株）

　　／腱 コラーゲン／ｴﾗｽﾁﾝ ｽﾍﾟｲﾝ／ドイツ 着手済み

ロ－338 レベッカ　ホワイトゲ モンルナ製薬（株） 腱 エラスチン ドイツ
ロ－339 スキナベープローショ

ン
（株）味の素タカラ
コーポレーション

コラーゲン ｽﾍﾟｲﾝ 着手済み

ロ－340 ナチュラル　スペシャ
ルローションＥ

（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 皮膚／
臍帯

コラーゲン／サイタイ抽
出液

ドイツ／日本



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－341 ルモン　エッセンシャ

ルローション
（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 靱帯 エラスチン ＥＵ 着手済み

ロ－342 エステ　エステロー
ション

（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 皮膚／
靱帯

コラーゲン／ｴﾗｽﾁﾝ アメリカ／ＥＵ 着手済み

ロ－343 トイレタリー　ＣＤシャ
ンプー

（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 皮膚／
臍帯

コラーゲン／サイタイ抽
出液

ドイツ／日本 着手済み

ロ－344 トイレタリー　ＣＤリン
ス

（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 皮膚／
臍帯

コラーゲン／サイタイ抽
出液

ドイツ／日本 着手済み

ロ－345 トイレタリー　ＴＲリン （株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 皮膚 コラーゲン イタリア 着手済み
ロ－346 トイレタリー　キュア

シャンプー
（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 皮膚 コラーゲン イタリア 着手済み

ロ－347 トイレタリー　キュア
パック

（株）ｾﾙｼｰｱﾝﾄﾞﾙﾓﾝ 皮膚 コラーゲン イタリア 着手済み

ロ－348 ビセプター　ゲルロー
ション

同和薬粧（株） コラーゲン ドイツ

ロ－349 フェイシャルクリーム （株）ラフィネ コラーゲン ドイツ
ロ－350 エスエスティ　ヘア

ローション
（株）ラフィネ 腱/胎盤 エラスチン/プラセンタ ドイツ/アメリカ、

オーストラリア
ロ－351 ホワイトクリスタル （株）ラフィネ 腱/胎盤 エラスチン/プラセンタ ドイツ/アメリカ、

オーストラリア
ロ－352 ブエナスエルテリンク

ルエッセンス
（株）ラフィネ 　　/腱/

胎盤
コラーゲン/エラスチン/
プラセンタ

ドイツ/ドイツ/ア
メリカ、オーストラ
リア

ロ－353 ブエナスエルテ　ホワ
イトエッセンス

（株）ラフィネ 　　/胎盤 コラーゲンス/プラセン
タ

ドイツ/アメリカ、
オーストラリア

ロ－354 ティアラ　ダメージヘ
アシャンプー(S)

（株）資生堂 皮膚 ドイツ、フランス、
ｵｰｽﾄﾘｱ､ｽｶﾝｼﾞﾅ
ﾋﾞｱ

ロ－355 ティアラ　ダメージヘ
アシャンプー(H)

（株）資生堂 皮膚 ドイツ、フランス、
ｵｰｽﾄﾘｱ､ｽｶﾝｼﾞﾅ
ﾋﾞｱ

ロ－356 資生堂パーフェクト
ネールエッセンス

（株）資生堂 皮膚 ドイツ、フランス、
ｵｰｽﾄﾘｱ､ｽｶﾝｼﾞﾅ
ﾋﾞｱ

着手済み

ロ－357 ディグニータ　プロテ
クションエクストラ

（株）資生堂 皮膚 ドイツ、フランス、
ｵｰｽﾄﾘｱ､ｽｶﾝｼﾞﾅ
ﾋﾞｱ

着手済み

ロ－358 資生堂　クイックエナ
メルリムーバー

（株）資生堂 皮膚 ドイツ、フランス、
ｵｰｽﾄﾘｱ､ｽｶﾝｼﾞﾅ
ﾋﾞｱ

着手済み

ロ－359 資生堂トリートメント
エナメルリムーバー

（株）資生堂 皮膚 ドイツ、フランス、
ｵｰｽﾄﾘｱ､ｽｶﾝｼﾞﾅ
ﾋﾞｱ

着手済み

ロ－360 アクエア　水分ヘア
パック　ウォーターク
リーム

（株）ｴﾌﾃｨ資生堂 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－361 アクエア　水分ヘア
パック　ウォーター
エッセンス

（株）ｴﾌﾃｨ資生堂 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－362 セレイド　モイストヘ
アパック

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－363 セレイド　エンドプロ
テクトヘアパック

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－364 セレイド　ヘアスムー
スアップムース

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－365 セレイド　ヘアナリシ
ングムース

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－366 セレイド　シャンプー
モイストフィニッス

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－367 セレイド　シャンプー
EXダメージ

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－368 セレイド　リンスモイ
ストフィニッシュ

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－369 セレイド　リンスEXダ
メージ

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－370 ヌーヴ　ネールエッセ
ンス

大阪資生堂（株） 皮膚 ドイツ、ｵｰｽﾄﾘｱ､
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ

着手済み



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－371 Qi　サンプロテクト 大阪資生堂（株） 皮膚 ドイツ、ｵｰｽﾄﾘｱ､

ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ
着手済み

ロ－372 ゾートス　シナジーリ
バイタライズシャン

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－373 ゾートス　シナジー
リバイタライズパック

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－374 ゾートス　シナジー
エクストラリッチムー

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－375 ゾートス　シナジーリ
バイタライズシャン
プー（ライト）

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－376 ゾートス　シナジー
リバイタライズパック
（ライト）

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－377 リシェール　キュー
ティクルメイク

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－378 リバイタル　トリートメ
ントシャンプーＮ

（株）資生堂　舞鶴
工場

靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－379 セレイド　シャンプー
モイストフィニッシュ

（株）資生堂　舞鶴
工場

靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－380 セレイド　ハンプーEX
ダメージ

（株）資生堂　舞鶴
工場

靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－381 セレイド　リンスモイ
ストフィニッシュ

（株）資生堂　舞鶴
工場

靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－382 セレイド　リンスEXダ
メージ

（株）資生堂　舞鶴
工場

靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－383 マシェリ　ウォーター
キュア

（株）資生堂　舞鶴
工場

靱帯 ドイツ

ロ－384 マシェリ　ミルキー
キュア

（株）資生堂　舞鶴
工場

靱帯 ドイツ

ロ－385 ゾートス　シナジース
ムージングクリーム

資生堂ホネケーキ
工業（株）

靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－386 ゾートス　シナジーヘ
アエマルジョン30

資生堂ホネケーキ
工業（株）

靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－387 ゾートス　シナジース
ムージングローション

資生堂ホネケーキ
工業（株）

靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－388 プリージングケア
キューティクルエッセ
ンス

資生堂ホネケーキ
工業（株）

皮膚 ドイツ、ｵｰｽﾄﾘｱ､
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ

着手済み

ロ－389 ディシラ　コンディショ
ニングマスクⅡ

（株）エトバス 皮膚 ドイツ 着手済み

ロ－390 セザンヌマスカラ　ブ
ラック

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－391 セザンヌマスカラ　ブ
ラウン

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－392 セザンヌマスカラ　ブ
ルー

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－393 セザンヌマスカラ
ベース

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－394 セザンヌクリアマスカ （株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ
ロ－395 セザンヌ　グットラッ

シュマスカラ　ブラッ
（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－396 セザンヌ　グットラッ
シュマスカラ　ラベン
ダー

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－397 セザンヌ　グットラッ
シュマスカラ　スカイ
ブルー

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－398 キャンメイクカール
キープマスカラ０１

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－399 キャンメイクカール
キープマスカラ０２

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－400 キャンメイクロング
ラッシュマスカラ０１

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－401 キャンメイクロング
ラッシュマスカラ０２

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－402 キャンメイクマスカラ

１１
（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－403 キャンメイクマスカラ
１２

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－404 フィアンセアフター
ファイブマスカラＡＭ０

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－405 フィアンセアフター
ファイブマスカラＡＭ０

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－406 フィアンセアフター
ファイブマスカラＡＭ０

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－407 フィアンセアフター
ファイブマスカラＡＭ０

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－408 フィアンセアフター
ファイブマスカラＡＭ０

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－409 フィアンセ　ファイ
バーボリューマーマ
スカラＦＭ０１

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－410 フィアンセ　ファイ
バーボリューマーマ
スカラＦＭ０２

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－411 フィアンセ　ファイ
バーボリューマーマ
スカラＦＭ０３

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－412 フィアンセ　ファイ
バーボリューマーマ
スカラＦＭ０４

（株）インターコスメ 皮 コラーゲン ドイツ

ロ－413 プロショップジェル 東陽化成（株） 項靱帯 エラスチン ドイツ
ロ－414 メナードエステ専用

マッサージパック
日本メナード化粧品
（株）

胎盤／ プラセンタ／コラーゲン アメリカ／ドイツ 着手済み

ロ－415 メナード　スーパーコ
ラックス　アイ

日本メナード化粧品
（株）

コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－416 メナード　スーパーコ
ラックス　＜さっぱり

日本メナード化粧品
（株）

コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－417 メナード　フェアグレ
イス　リップスティック
１４

日本メナード化粧品
（株）

血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－418 メナード　フェアグレ
イス　リップスティック
１６

日本メナード化粧品
（株）

血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－419 メナード　フェアグレ
イス　リップスティック
１７

日本メナード化粧品
（株）

血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－420 メナード　フェアグレ
イス　リップスティック
３４

日本メナード化粧品
（株）

血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－421 メナード　フェアグレ
イス　リップスティック
３６

日本メナード化粧品
（株）

血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－422 メナード　フェアグレ
イス　リップスティック
４３

日本メナード化粧品
（株）

血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－423 メナード　フェアグレ
イス　リップスティック

日本メナード化粧品
（株）

血液 血液除蛋白液 ドイツ 着手済み

ロ－424 クリーマクストリートメ
ントＴ

（株）アバンス 頬靱帯 エラスチン ドイツ 着手済み

ロ－425 トリートメントミックス
ケー・シィー・イー

（株）アバンス 頬靱帯 エラスチン ドイツ 着手済み

ロ－426 クリーマクスシャン
プーＳ

（株）アバンス 皮 コラーゲン ドイツ、アメリカ、
フランス

着手済み

ロ－427 クラブ　モイスチュア
クリームＲ

（株）クラブコスメ
チックス

皮膚／
胎盤

ドイツ／アメリカ

ロ－428 コロナハイシロックス
Ｒ

（株）クラブコスメ
チックス

胎盤／
皮膚

日本／ドイツ

ロ－429 ミルクエッセンスＲ （株）クラブコスメ
チックス

胎盤／
皮膚

アメリカ／ドイツ

ロ－430 ミルクエッセンスＳ （株）クラブコスメ
チックス

胎盤／
皮膚

アメリカ／ドイツ



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－431 薬用ホワイトニング

ローション（しっとり）
（株）クラブコスメ
チックス

胎盤／
皮膚

アメリカ／ドイツ

ロ－432 薬用ホワイトニング
ローション（さっぱり）

（株）クラブコスメ
チックス

胎盤／
皮膚

アメリカ／ドイツ

ロ－433 薬用ホワイトニングミ
ルク

（株）クラブコスメ
チックス

胎盤／
皮膚

アメリカ／ドイツ

ロ－434 マリークワント　スキ
ンプログラムマイルド
スキンフレッシュナー

（株）クラブコスメ
チックス

皮膚 ドイツ

ロ－435 フルベール　７７ク
リーム

（株）クラブコスメ
チックス

胎盤／
皮膚

日本／ドイツ

ロ－436 フルベール　ロワイユ
クラブ　ＲＣローション

（株）クラブコスメ
チックス

皮／胎
盤、臍帯

イタリア／アメリ
カ、日本

ロ－437 フルベール　ロワイユ
クラブ　ＲＣクレンイジ
ング

（株）クラブコスメ
チックス

皮 イタリア

ロ－438 フルベール　ロワイユ
クラブ　ＲＣエマルジョ
ン

（株）クラブコスメ
チックス

皮／胎
盤、臍帯
／骨髄

イタリア／アメリ
カ、日本／日本

ロ－439 フルベール　ロワイユ
クラブ　ＲＣクリーム

（株）クラブコスメ
チックス

皮／胎
盤、臍帯
／骨髄

イタリア／アメリ
カ、日本／日本

ロ－440 フルベール　リテイン
ヘアーローション

（株）クラブコスメ
チックス

皮 ドイツ

ロ－441 フルベール　フリンデ
ル　パウダーアイブロ
ウ

（株）クラブコスメ
チックス

皮 イタリア

ロ－442 アルティマＩＩザネール
カラーリムーバー

レブロン（株） 皮膚 コラーゲン イタリア

ロ－443 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ　１
７

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

骨髄／
血液

骨髄脂／血液除蛋白
液

アメリカ／ドイツ

ロ－444 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ　３
４

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

骨髄／
血液

骨髄脂／血液除蛋白
液

アメリカ／ドイツ

ロ－445 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ　３
６

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

骨髄／
血液

骨髄脂／血液除蛋白
液

アメリカ／ドイツ

ロ－446 ﾒﾅｰﾄﾞ　ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ　５
６

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

骨髄／
血液

骨髄脂／血液除蛋白
液

アメリカ／ドイツ

ロ－447 ヘチマコロンの透明
クリーム

四ツ葉油化（株） 項靱帯 エラスチン ドイツ 着手済み

ロ－448 ケンラックス　ファイ
バーミルク

（株）エー・ダブ
リュー・アイ・ゾル

項靱帯 エラスチン ドイツ

ロ－449 コープスタイリング
フォーム

シボレー（株） 靱帯 エラスチン ドイツ

ロ－450 コープトリートメント
フォーム

シボレー（株） 靱帯 エラスチン ドイツ

ロ－451 コープスタイリング
ジェル

シボレー（株） 靱帯 エラスチン ドイツ

ロ－452 コープスタイリング
ローション

シボレー（株） 靱帯 エラスチン ドイツ

ロ－453 コープトリートメント
ローション

シボレー（株） 靱帯 エラスチン ドイツ

ロ－454 パールクイーンスキ
ンコンディショナーＡ

パール化研（株） 胎盤／
項靱帯

プラセンタ／エラスチン 日本、アメリカ／
ドイツ

ロ－455 ＷＰアルテルシャン
プー

パール化研（株） 項靱帯 エラスチン ドイツ

ロ－456 ＷＰアルテルヘアー
エステパックＥＸ

パール化研（株） 項靱帯 エラスチン ドイツ

ロ－457 バイオモイスチュア
ローション

パール化研（株） コラーゲン ドイツ

ロ－458 エステミネラリア　エッ
センスウォーター

パール化研（株） コラーゲン ドイツ

ロ－459 エステミネラリア　エッ
センス

パール化研（株） コラーゲン ドイツ

ロ－460 エフ　エッセンスロー
ション

パール化研（株） コラーゲン ドイツ



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－461 ナチュレール　イオン

ブランド　エテナク
リーム

パール化研（株） 胎盤 プラセンタエキス／コ
ラーゲン

アメリカ、オース
トラリア／ドイツ

ロ－462 バイオモイスチュアク
リームフルーレゾン

パール化研（株） 胎盤／ プラセンタエキス／コ
ラーゲン

アメリカ、オース
トラリア／ドイツ

ロ－463 エレンス　ジューシー
セブン　クレンジング
ジェル

（株）マーナーコス
メッチックス

　　／胎
盤

エラスチン／プラセンタ ドイツ／日本 着手済み

ロ－464 エレンス　ジューシー
セブン　ソープ

（株）マーナーコス
メッチックス

　　／胎
盤

エラスチン／プラセンタ ドイツ／日本 着手済み

ロ－465 エレンス　ジューシー
セブン　フルーツマス
ク

（株）マーナーコス
メッチックス

　　／胎
盤

エラスチン／プラセンタ ドイツ／日本 着手済み

ロ－466 エレンス　ジューシー
セブン　ローション

（株）マーナーコス
メッチックス

　　／胎
盤

エラスチン／プラセンタ ドイツ／日本 着手済み

ロ－467 エレンス　ジューシー
セブン　エッセンス

（株）マーナーコス
メッチックス

　　／胎
盤

エラスチン／プラセンタ ドイツ／日本 着手済み

ロ－468 エクセレント　リキッド
メイクアップ　１０

ハリウッド（株） エラスチン／コラーゲン ドイツ

ロ－469 エクセレント　リキッド
メイクアップ　１１

ハリウッド（株） エラスチン／コラーゲン ドイツ

ロ－470 エクセレント　リキッド
メイクアップ　１２

ハリウッド（株） エラスチン／コラーゲン ドイツ

ロ－471 エクセレント　リキッド
メイクアップ　２１

ハリウッド（株） エラスチン／コラーゲン ドイツ

ロ－472 エクセレント　リキッド
メイクアップ　３２

ハリウッド（株） エラスチン／コラーゲン ドイツ

ロ－473 ﾗｲﾌﾃｯｸｽ　ｶﾗｰｼｬｲﾝ
ﾏｽｸ

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－474 ライフテックス　カラー
シャイン　バス

ｳｪﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ、オースト
ラリア、フランス、
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ諸国

着手済み

ロ－475 メナードアイレスビー
クルＥ

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－476 メナードエステ専用
マッサージパック

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－477 メナードエモリエント
ローション

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－478 メナードフェアグレイ
スコラージェンシーパ
クト＜パウダータイプ

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－479 メナードフェアグレイ
スコラージェンシーパ
クト＜モイストタイプ

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－480 メナードフェアグレイ
スコラージェンシーパ
クト＜モイストタイプ

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－481 メナードフェアルーセ
ントクリアローション

日本ﾒﾅｰﾄﾞ化粧品
（株）

ｺﾗｰｹﾞﾝ ドイツ 着手済み

ロ－482 セレイド　リンスEXダ
メージ（６０ｍＬ）

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－483 セレイド　リンスEXダ
メージ（８００ｍＬ）

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－484 セレイド　リンスEXダ
メージ（８００ｍＬ、レ
フィル）

大阪資生堂（株） 靱帯 ドイツ 着手済み

ロ－485 エルチェ　トリートメン
トローション　Ⅰ

御木本製薬（株） 皮膚 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－486 エルチェ　トリートメン
トローション　Ⅱ

御木本製薬（株） 皮膚 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－487 ｾﾗﾑ　ﾘﾌﾄ　ﾎﾟｰ （株）ﾋﾞｭｰｺｰｽ 腱 ｴﾗｽﾁﾝ ドイツ 着手済み
ロ－488 ビセプター　ゲルロー

ション
（株）ファインケメ
ティックス

皮膚 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－489 ランポス 木下製薬（株） 真皮 コラーゲン ドイツ 着手済み
ロ－490 マイコスパンチゴー

ルド
（株）伊勢半 心臓 フランス 着手済み



化粧品 製品名 会社名 　　　　　使　　用　　部　　位 原産国 回収着手 回収等終了
ロ－491 アールピィ　ヘアコン

ディショナー
（株）サプロス 真皮 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－492 アールピィ　ヘアコン
ディショナー２１

（株）サプロス 真皮 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－493 アールピィ　ヘアコン
ディショナーＳ

（株）サプロス 真皮 コラーゲン ドイツ 着手済み

ロ－494 ケンラックスファイバ
リーミルク

柏化学（株） 靱帯 エラスチン ドイツ 着手済み


