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2013年7月23日 「医薬部外品有効成分“ロドデノール” 配合製品 」自主回収状況、並びに弊社の対応について

2013年7月23日 お詫びと自主回収発表後の状況、並びに弊社の対応について（第2報）

2013年7月18日 医療関係者の皆様へのページを更新しました。

2013年7月4日 お詫びと自主回収についてのお知らせ （第1報）

> よくあるお問い合わせ > 白斑様症状があるお客様へ > 医療関係者の皆様へ

2013年7月23日

お詫びと自主回収発表後の状況、並びに弊社の対応について（第2報）

７月４日の「医薬部外品有効成分“ロドデノール” 配合製品」の自主回収発表以降、お客様窓口に数多くのお問い合わせをいた

だいております。

お問い合わせの中には、返品・返金のお問い合わせとともに「白斑様症状」を含む不安の声も多数寄せられております。

現在、お申し出があったお客様を弊社社員が訪問し、お詫びを申し上げるとともに、治療等のご相談をさせていただいております。

長期フォローが必要な方を含む、お客様の支援体制を整え、お一人おひとりへの対応に全社を挙げて取り組んでまいります。

また、この度、日本皮膚科学会のご協力により、学会内に、松永佳世子教授（藤田保健衛生大学）を委員長とする「ロドデノール

含有化粧品の安全性に関する特別委員会」を７月１７日に設置、発症されたお客様の治療を最優先に、実態把握と原因究明、

診断と治療法の確立、皮膚科医への情報提供などを推進していただいています。

お客様はじめ関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。

ニュースリリース

更新情報

対象製品は、下記をご覧ください。

ご不明な点につきましては、こちらもご覧ください。
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記

1. 対象製品名

【株式会社カネボウ化粧品】

●カネボウブランシール スペリア

ホワイトディープ クリアコンディショナー 全7品

ホワイトディープ ミルキィコンディショナー 全3品

ホワイトディープ ナイトコンディショナー 全4品

ホワイトディープ マスク

ホワイトディープ ＵＶデイプロテクター

＞商品リスト詳細へ

●suisai

ホワイトニングエッセンス

＞商品リスト詳細へ

●トワニー

エスティチュードホワイト ローション 全6品

エスティチュードホワイト ＵＶプロテクトセラム

エスティチュードホワイト クリアタイトマスク

センチュリー ザ・ローション 全2品

＞商品リスト詳細へ

●インプレス

IC ホワイトローション 全2品

IC ホワイトエマルジョン 全2品

IC ホワイトフィットマスク3Ｄ

グランミュラローション

＞商品リスト詳細へ

●アクアリーフ

ＭＣＴホワイトニングエッセンス

＞商品リスト詳細へ

【株式会社リサージ】

●リサージ

ホワイト スキンメインテナイザー 全8品

ホワイト ホワイトニング リペアクリーム

ホワイト トライアルセット 全4品

http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_blanchirsuperior.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_suisai.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_twany.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_impress.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_aqualeaf.html
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ボーテ サーキュリードa

＞商品リスト詳細へ

【株式会社エキップ】

●RMK

インテンシブ ブライトニング エッセンス

スキンチューナー ブライトニング 全2品

＞商品リスト詳細へ

●SUQQU

ホワイトニング リペア エッセンス

ホワイトニング ローション

ホワイトニング バリア エマルジョン

＞商品リスト詳細へ

※当該製品の各種サイズ並びにサンプルが、回収の対象となります。

2. 商品送付先

〒254－0013 神奈川県平塚市田村9－8－7

株式会社カネボウ化粧品 お客様受付係

電話：0120-137-411

3. お問い合わせ先

株式会社カネボウ化粧品 お客様窓口

 0120-137-411
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

受付時間：

午前9時〜午後9時（7月12日まで、土日を含む）

午前9時〜午後5時（7月13日〜7月31日、土日祝日を含む）

午前9時〜午後5時（8月1日以降、土日祝日を除く）

※なお、お客様のお名前、住所等の個人情報は、本件の目的以外には使用いたしません。

2013年7月4日

株式会社カネボウ化粧品

株式会社リサージ

株式会社エキップ

http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_lissage.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_rmk.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_suqqu.html
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＞株式会社カネボウ化粧品トップに戻る

http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/index.html


 

２０１３年７月２３日 

報道関係各位 

株式会社カネボウ化粧品 

株式会社リサージ 

株式会社エキップ 

 

「医薬部外品有効成分“ロドデノール” 配合製品 」 

自主回収状況、並びに弊社の対応について 

 
 

株式会社カネボウ化粧品並びに株式会社リサージ、株式会社エキップ（以下、３社を総

称して「カネボウ化粧品」とする）は、７月４日に、「医薬部外品有効成分“ロドデノール” 

４‐(４‐ヒドロキシフェニル)‐２‐ブタノール」の配合された美白製品をご使用された方

に、「肌がまだらに白くなった（以下、白斑様症状）」ケースを確認したことを受け、当該

製品の自主回収を発表しました。 

 

以降、お客様窓口には１０万人を超えるお客様より自主回収についてのお問い合わせを

いただきました。 

お問い合わせの中でも、「白斑様症状」を含む不安の声は６，８０８名（７月１９日現在）

より寄せられています。そのうち、「３箇所以上の白斑」「５ｃｍ以上の白斑」「顔に明らか

な白斑」のいずれかの症状についてお申し出があった方が２，２５０名いらっしゃいまし

た。 

 

カネボウ化粧品では、代表取締役 社長執行役員を本部長とする「ロドデノール対策本部」

を設置し、「当該製品を使用し、白斑様症状を発症したお客様には、完治するまで責任をも

って対応する」という基本方針を掲げ、お申し出があった方全員を訪問すべく活動を開始、

７月１９日までに３，１８１名のお客様を訪問いたしました。 

発症されたお客様には、ただちに当該製品の使用を中止し、回復していただくことを最

優先に皮膚科での治療をお願いしておりますが、現在までのところ因果関係や診断、治療

に関して不明な点も多く、皮膚科の先生方にも多大なご負担をおかけしております。 

この度、日本皮膚科学会のご協力により、学会内に、松永佳世子教授（藤田保健衛生大

学）を委員長とする「ロドデノール含有化粧品の安全性に関する特別委員会」を７月１７

日に設置、発症されたお客様の治療を最優先に、診断法や治療法に関する皮膚科医への情

報提供、実態把握などを推進していただいています。 

加えて、治療が長期化されるお客様に対しては、美容部門が中心となり、全国各地に専

任担当者を配置し、治療についてのご相談、お肌の状態の確認、メイクアドバイスなどの

継続的なフォローを行ってまいります。 

 

お客様はじめ関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳なく心よりお

詫び申し上げます。 

 

記 

 

1． お客様から寄せられたお問い合わせ（７月１９日時点） 

・専用フリーダイヤル：１０４，９８４人 

・店頭でのお問い合わせ：５８，６６５人 

 

 



2． 対象製品の回収状況（７月１９日時点） 

・お客様からの回収：１６４，３３４人 約３６万個  

回収率８０.０％ ※推定家庭内在庫４５万個をもとに算出 

・取引店在庫の回収 :１３，８３１店  約５０.３万個 

回収率８６.８％ ※推定取引店在庫５８万個をもとに算出 

※合計回収数：約８６.３万個（当該製品の累計出荷数：約４３６万個）  

      

3． 白斑様症状に関するお申し出数（７月１９日時点） 

お申し出者総数（不安を感じる方を含む）：６，８０８名 

※「３箇所以上の白斑」「５ｃｍ以上の白斑」「顔に明らかな白斑」のいずれかの症状

についてお申し出があった方が２，２５０名。 

 

4．カネボウ化粧品の対応 

1) ロドデノール対策本部の設置 

「当該製品を使用し、白斑様症状を発症したお客様には、完治するまで責任をもっ

て対応する」を基本方針とする「ロドデノール対策本部（本部長：代表取締役 社長執

行役員 夏坂 真澄）」を設置しました。 

 

2) お申し出の方全員を訪問 

白斑様症状や不安を訴えるお申し出があった方全員を弊社社員が訪問し、お詫びと

治療等のご相談をさせていただくべく、全社を挙げて活動しております。７月１９日

までに３，１８１名のお客様を訪問いたしました。 

 

3) 「医療サポート」体制の構築 

日本皮膚科学会にご協力をいただき、７月１７日に松永佳世子教授（藤田保健衛生

大学）を委員長とする「ロドデノール含有化粧品の安全性に関する特別委員会」を設

置していただきました。本特別委員会では、発症されたお客様の治療を最優先に、症

例の実態調査を行い、医療者（皮膚科医）と患者の方に向け正しい情報を提供してい

ただきます。また、その病態究明を行い、診断と治療方法を早急に確立するべく活動

していただきます。 

なお、７月１７日に、日本皮膚科学会ホームページ上に「美白成分ロドデノール含

有化粧品使用後に生じた色素脱失症例 医療者（皮膚科医）向けの診療の手引き」を、

１９日には「診療対応可能施設」を掲載していただきました（※）。これらは新しい情

報を基に順次改定される予定です。 

また、１９日には第１回特別委員会も開催され、活動方針が確認されました。 

（※）http://www.dermatol.or.jp/info/news.html?id=108 

 

4)「長期フォロー」体制の構築 

  美容部門が中心となり、全国各地に専任担当者を配置し、お客様のご相談に対応して

まいります。治療についてのご相談、お肌の状態の確認、メイクアドバイスなどの継

続的なフォローを行ってまいります。 

以 上 
 

 

http://www.dermatol.or.jp/info/news.html?id=108
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2013年7月4日 「医薬部外品有効成分“ロドデノール” 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノール」

配合製品自主回収のお知らせ

2013年7月4日

お詫びと自主回収についてのお知らせ

日頃より当社製品をご愛用いただき、厚く御礼申し上げます。

さてこのたび、株式会社カネボウ化粧品並びに株式会社リサージ、株式会社エキップの製造販売する美白製品のうち、「医薬部外

品有効成分“ロドデノール” 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノール」の配合された製品をご使用された方に、「肌がまだらに白くなっ

た」ケースが確認されました。

“ロドデノール”は、様々な安全性試験を実施して厚生労働省より薬事法に基づく承認を得た、医薬部外品有効成分です。しかし

ながら、“ロドデノール”と上記症状との関連性が懸念されるため、自主回収が適切であると判断をいたしました。

お手元に当該製品がございましたら、ご使用を中止していただき、誠にお手数ですが、下記の送付先まで料金着払いにてお送りくだ

さいますようお願い申し上げます。後日、商品代金をお送りさせていただきます。

お客様はじめ関係各位に多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。

ニュースリリース

＞最新情報へ戻る

http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/company/pdf/20130704-01.pdf
http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/company/pdf/20130704-01.pdf


お詫びと自主回収についてのお知らせ ¦ よくあるお問い合わせ ¦ カネボウ化粧品

http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/faq.html[2013/07/24 6:39:48]

多くのお客様にご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

対象製品のご送付方法について

送料着払いにて下記までご送付ください。

ご送付先

〒254－0013 神奈川県平塚市田村9－8－7
株式会社カネボウ化粧品 お客様受付係
電話：0120-137-411

商品代金を確実にお送りさせていただくため、必ずお客様の郵便番号、ご住所、お名前、

お電話番号をお書き添えいただきますようお願いいたします。

返金方法ついて

参考小売価格（税込）で、ご返金させていただきます。

ご送付いただいた製品を確認させていただきましたら、郵便為替でのご返金とさせていただ

きます。当初ご返金までの期間を３週間とご案内しておりましたが、早期にご返送くださった

お客様が想定以上に多かったことから処理に時間を要しております。誠に恐縮ではございま

すが、製品の到着確認からご返金までに４～５週間を要するケースが想定されます。ご了

承のほど宜しくお願いいたします。

郵便為替がお手元に届きましたら、お手数をおかけし申し訳ございませんが、お近くの郵便

局・ゆうちょ銀行にて現金に交換してください。

■対象製品、成分について

Q. 今回、回収となっている製品は何ですか？

対象製品は、こちらをご覧ください。

Q. 使用していてとくに問題がない場合、このまま使い続けてもよいのですか？

対象製品は、全て回収させていただいております。お手数をおかけし申し訳ございませんが、ご使

用は中止していただき、ご返送のお手続きをお願いいたします。

Q. 対象となった成分「ロドデノール」は、どのような成分なのですか？

化学名称は「4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノール」で、“ロドデノール”はカネボウ化粧品が付け

た呼び方です。

カネボウ化粧品が開発し、厚生労働省の承認を得た美白の有効成分です。ロドデノールは、メラ

ニン生成反応にかかわる酵素「チロシナーゼ」と結合し反応を阻害するタイプの美白有効成分で

す。

Q. 「ロドデノール」の安全性は確認していたのですか？

当社の自主基準においても様々な安全性の試験を実施して安全性を確認し、厚生労働省より

承認を得た成分です。「肌がまだらに白くなった」というケースとの関連性が懸念されるため、自主回



お詫びと自主回収についてのお知らせ ¦ よくあるお問い合わせ ¦ カネボウ化粧品

http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/faq.html[2013/07/24 6:39:48]

収が適切であると判断しました。

Q. ブランシールは商品がたくさんあり、見分けがつかないのですが・・・

お手数をおかけしますが、 一覧表をご確認ください。記載している製品以外は対象外ですので、製

品名をご確認ください。

■対象製品の返送について

Q. 現在、使用している製品は、返品できるのですか？

ご使用になられている商品でも、まだ中身が残っている製品は、お手数をおかけし申し訳ございま

せんが、着払いにてご返送ください。

Q. 使い終わった製品は、返品できるのですか？

大変申し訳ございませんが、既にご使用いただき使い終わった製品は、対象ではございませんの

で、ご了承いただきますよう宜しくお願いいたします。

http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_blanchirsuperior.html
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白斑様症状があるお客様へ

このたびは、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳なく心よりお詫び申し

上げます。

当該製品の使用を中止いただければ、回復する例が確認されております。まずは、

ご使用を中止し、皮膚科を受診いただき、経過を観察ください。

カネボウ化粧品では、「当該製品を使用し、白斑様症状を発症したお客様には、

完治するまで責任をもって対応する」という基本方針を掲げ、全社を挙げて活動を

開始しております。

また、日本皮膚科学会のご協力により、診断法や治療法の早期確立に向けた取り

組みも始まっております。

引き続き、カネボウ化粧品は、総力を挙げて、今回の事態解決にあたってまいりま

す。

ご不明な点は、カネボウ化粧品お客様窓口（０１２０‐１３７‐４１１）までお問い合わ

せください。

お客様のサポート体制について

■活動内容

1. お申し出の方全員を訪問

白斑様症状や不安を訴えるお申し出があった方全員を弊社社員が訪問し、お詫びと

治療等のご相談をさせていただいています。

2. 「医療サポート」体制

日本皮膚科学会にご協力をいただき、７月１７日に松永佳世子教授（藤田保健衛生

大学）を委員長とする「ロドデノール含有化粧品の安全性に関する特別委員会」を設

置していただきました。発症されたお客様の治療を最優先に、皮膚科医と患者の方に

向けて情報を提供していただきます。また、その病態究明を行い、診断と治療方法を早

急に確立するべく活動していただきます。

なお、日本皮膚科学会ホームページ上に「診療対応可能施設リスト」が掲載されていま

す。

●診療対応可能施設リスト ： http://www.dermatol.or.jp/upfile/1374205064_4.pdf

3. 「長期フォロー」体制

カネボウ化粧品美容部門が中心となり、全国各地に専任担当者を配置し、お客様の

ご相談に対応してまいります。治療についてのご相談、お肌の状態の確認、メイクアド

バイスなどの継続的なフォローを行ってまいります。

http://www.dermatol.or.jp/upfile/1374205064_4.pdf
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■補償について

当該製品を使用して白斑様症状が見られるお客様の医療費（診察・治療・薬代）及び医

療機関への交通費につきましては、過去からの分も含め、回復するまで、カネボウ化粧品に

て負担させていただきます。慰謝料等については、実態を確認した上で基準を定め、回復

時にお支払いする方針です。
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医療関係者の皆様へ

今回の自主回収に関連して、皮膚科の先生方にはご負担をおかけ

し大変申し訳ございません。

日本皮膚科学会にご協力いただき、該当製品の使用により「肌がま

だらに白くなった」という症状を訴えられる患者様に向けた、診療の手

引きを作成いただきました。日本皮膚科学会のホームページに掲載

されていますので、ぜひ診療の参考にしていただきますようお願い申し

上げます。

「ロドデノール含有化粧品の使用後に生じた皮膚障害に対する診療

の手引き及び一次調査表について」

また、弊社からの関連情報は下記に掲載しておりますので、併せて

参考にしていただきますようお願い申し上げます。

■ロドデノール

カネボウ化粧品が独自に開発した美白有効成分です。化学名称は「4-(4-ヒドロキシフェニ

ル)-2-ブタノール（4-(4-hydroxyphenyl)-2-butanol）」で、メグスリノキなど様々な植物にも

含まれる天然由来の成分です（カネボウ化粧品は合成品を使用、純度99％以上）。メラニ

ン生成に関わる酵素「チロシナーゼ」に結合し、その活性を阻害することで、メラニン生成を

抑制、シミ・そばかすを防ぐ働きがあります。阻害様式は拮抗阻害であると推定していま

す。

カネボウ化粧品は、2008年1月に、厚生労働省から新規医薬部外品有効成分としての承

認を取得しました。

http://www.dermatol.or.jp/info/news.html?id=108
http://www.dermatol.or.jp/info/news.html?id=108
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■症例

肌に白い斑点が1個又は複数個生じるケースや、白い斑点が重なってまだらに白くなるケー

スなどがあります。

今回の場合、製品を塗ったと考えられる顔や首、手で発症し、炎症が起こった後の部分が

白くなるケースと、炎症なしに(自覚症状がなく)白くなるケースがあります。

前者のケースは、比較的スポット的に白くなる症状（広報発表時に使用した写真）になりま

すが、後者のケースは、まだら状態や境界が不明瞭に白抜けする症状が多くあります。

こうした症状は、医学用語で「白斑」と言われていますが、お客様にもわかりやすくご理解い

ただくために、「まだらに白くなる」と表現しています。

＜患者さんから申し出の多い発症部位＞

顔（こめかみ、口回り、小鼻）、首、手の甲、指などで、化粧品を塗布した場所及び塗布す

るために使用する部位

■回復例

報道発表時の39症例では、14例が回復および回復傾向、発症直後の方も含め15例が未

回復、10例が未確認でした。化粧品使用を止めるだけで自然回復するケースもありまし

た。また、細胞診を行った症例において、白斑部位にメラノサイトが残存している例がありま

した。阻害形式（拮抗阻害）を考慮しても、化粧品の使用を中止することが治療の第一と

考えております。

■対象商品リスト

当社WEBサイトに、写真入りで公開してあります。

http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/

カネボウブランシール スぺリアのように、化粧水、乳液、クリームのシリーズ使い（重ね塗りを

する）を推奨するブランドもあり、一人のお客様で複数のアイテムを同時にご使用されている

場合もあります。
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2013年7月23日 「医薬部外品有効成分“ロドデノール” 配合製品 」自主回収状況、並びに弊社の対応について

2013年7月23日 お詫びと自主回収発表後の状況、並びに弊社の対応について（第2報）

2013年7月18日 医療関係者の皆様へのページを更新しました。

2013年7月4日 お詫びと自主回収についてのお知らせ （第1報）

> よくあるお問い合わせ > 白斑様症状があるお客様へ > 医療関係者の皆様へ

2013年7月23日

お詫びと自主回収発表後の状況、並びに弊社の対応について（第2報）

７月４日の「医薬部外品有効成分“ロドデノール” 配合製品」の自主回収発表以降、お客様窓口に数多くのお問い合わせをいた

だいております。

お問い合わせの中には、返品・返金のお問い合わせとともに「白斑様症状」を含む不安の声も多数寄せられております。

現在、お申し出があったお客様を弊社社員が訪問し、お詫びを申し上げるとともに、治療等のご相談をさせていただいております。

長期フォローが必要な方を含む、お客様の支援体制を整え、お一人おひとりへの対応に全社を挙げて取り組んでまいります。

また、この度、日本皮膚科学会のご協力により、学会内に、松永佳世子教授（藤田保健衛生大学）を委員長とする「ロドデノール

含有化粧品の安全性に関する特別委員会」を７月１７日に設置、発症されたお客様の治療を最優先に、実態把握と原因究明、

診断と治療法の確立、皮膚科医への情報提供などを推進していただいています。

お客様はじめ関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。

ニュースリリース

更新情報

対象製品は、下記をご覧ください。

ご不明な点につきましては、こちらもご覧ください。
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記

1. 対象製品名

【株式会社カネボウ化粧品】

●カネボウブランシール スペリア

ホワイトディープ クリアコンディショナー 全7品

ホワイトディープ ミルキィコンディショナー 全3品

ホワイトディープ ナイトコンディショナー 全4品

ホワイトディープ マスク

ホワイトディープ ＵＶデイプロテクター

＞商品リスト詳細へ

●suisai

ホワイトニングエッセンス

＞商品リスト詳細へ

●トワニー

エスティチュードホワイト ローション 全6品

エスティチュードホワイト ＵＶプロテクトセラム

エスティチュードホワイト クリアタイトマスク

センチュリー ザ・ローション 全2品

＞商品リスト詳細へ

●インプレス

IC ホワイトローション 全2品

IC ホワイトエマルジョン 全2品

IC ホワイトフィットマスク3Ｄ

グランミュラローション

＞商品リスト詳細へ

●アクアリーフ

ＭＣＴホワイトニングエッセンス

＞商品リスト詳細へ

【株式会社リサージ】

●リサージ

ホワイト スキンメインテナイザー 全8品

ホワイト ホワイトニング リペアクリーム

ホワイト トライアルセット 全4品

http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_blanchirsuperior.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_suisai.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_twany.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_impress.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_aqualeaf.html
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ボーテ サーキュリードa

＞商品リスト詳細へ

【株式会社エキップ】

●RMK

インテンシブ ブライトニング エッセンス

スキンチューナー ブライトニング 全2品

＞商品リスト詳細へ

●SUQQU

ホワイトニング リペア エッセンス

ホワイトニング ローション

ホワイトニング バリア エマルジョン

＞商品リスト詳細へ

※当該製品の各種サイズ並びにサンプルが、回収の対象となります。

2. 商品送付先

〒254－0013 神奈川県平塚市田村9－8－7

株式会社カネボウ化粧品 お客様受付係

電話：0120-137-411

3. お問い合わせ先

株式会社カネボウ化粧品 お客様窓口

 0120-137-411
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

受付時間：

午前9時〜午後9時（7月12日まで、土日を含む）

午前9時〜午後5時（7月13日〜7月31日、土日祝日を含む）

午前9時〜午後5時（8月1日以降、土日祝日を除く）

※なお、お客様のお名前、住所等の個人情報は、本件の目的以外には使用いたしません。

2013年7月4日

株式会社カネボウ化粧品

株式会社リサージ

株式会社エキップ

http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_lissage.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_rmk.html
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/list_suqqu.html
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＞株式会社カネボウ化粧品トップに戻る

http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/index.html
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