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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  

 


