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　この度、弊社が輸入し、ダイソー店舗で販売いたしました化粧品75商品にて、成分表

示の一部に誤りがあることが、弊社による自主検査にて判明いたしました。表示に不備

があった成分は、いずれも厚生労働省が定める化粧品基準を満たしており、品質上の問

題はございませんが、弊社として大創産業と協議の上、下記対象製品を自主回収させて

いただきますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

　また、お手元に該当する商品がございましたら、大変お手数ではございますが、下記

送付先まで料金着払いでお送りください。後日、商品代金を郵便小為替にて返金させて

いただきます。

　該当商品をお買い求めのお客様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご

心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

今回、本件の結果を重く受け止め、現在、弊社が製造を行っている化粧品の全商品につ

いて安全確認を進めております。また、全国のダイソー各店舗で取り扱っている、弊社全

商品の販売停止をお願いしております。

　また、今後より一層の品質管理を強化、徹底するため、成分検査を定期に行い、再発

防止に努めてまいります。

当社製造化粧品75商品成分誤表記による
自主回収に関するお詫びとお知らせ

2018年4月13日
サンパルコ株式会社お客様各位

1.対象商品
記

商品名BOX名商品画像JANコード

4974172025603 

4974172025597 

4974172022589 

エルファー－肌メイク－ １１

エルファー－肌メイク－ １０

化粧－目もとメイク－９６２

エルファープロフェッショナル フェイスアップカラー オークル

エルファープロフェッショナル フェイスアップカラー ベージュ

エルファーフラットアイブローＣブラウン
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商品名BOX名商品画像JANコード

エルファー－目もとメイ－ ８

エルファー－目もとメイ－ ７

エルファー－目もとメイ－ ６

エルファー－目もとメイ－ ５

エルファー－目もとメイ－ ４

エルファー－目もとメイ－ １１

エルファー－目もとメイ－ １０

エルファー－肌メイク－ １３

エルファー－肌メイク－ １２

エルファー－口もとメイ－ ６

エルファー－口もとメイ－ ５

エルファー－口もとメイ－ ４

エルファー－口もとメイ－ ３

エルファー－口もとメイ－ ２

エルファー－口もとメイ－ １

エルファープロフェッショナルマスカラ ブラック

エルファープロフェッショナルアイライナー  ブラウン

エルファープロフェッショナルアイライナー ブラック

エルファープロフェッショナルアイブロー  ブラウン

エルファープロフェッショナルアイブロー ダークブラウン

エルファープロフェッショナルアイブロー パウダー ライトブラウン

エルファープロフェッショナルアイブロー パウダー ダークブラウン

エルファープロフェッショナルコンシーラー オークル

エルファープロフェッショナルコンシーラー ベージュ

エルファープロフェッショナルリップカラー  ローズ

エルファープロフェッショナルリップカラー コーラル

エルファープロフェッショナルリップカラー ピンクベージュ

エルファープロフェッショナルリップグロス ローズ

エルファープロフェッショナルリップグロスピンクベージュ

エルファープロフェッショナルリップグロス ヌーディー

化粧Ｅ－口もとメイク－１３６

化粧２００円－目もとメ－ １

エルファー－目もとメイ－ ９

ダイヤモンドリップＦローズ

エルファーフェルトアイライナーＡブラック

エルファープロフェッショナルマスカラ ダークブラウン

4974172018445 

4974172022244 

4974172025726 

4974172025719 

4974172025689 

4974172025672 

4974172025702 

4974172025696 

4974172025658 

4974172025641 

4974172025580 

4974172025573 

4974172025528 

4974172025511 

4974172025504 

4974172025559 

4974172025542 

4974172025535 



サンパルコ株式会社・ST3 / 6

商品名BOX名商品画像JANコード

4974172020134 

4974172021384 

4974172021377 

4974172021360 

4974172021353 

4974172024620 

4974172024613 

4974172024590 

4974172019718 

4974172019701 

4974172014010 

4974172010463 

4974172010920 

4974172010913 

4974172010906 

化粧Ｅ－肌メイク－３８８

化粧Ｅ－肌メイク－１７４

化粧Ｅ－肌メイク－１７３

化粧Ｅ－肌メイク－１７２

化粧Ｅ－肌メイク－１７１

化粧Ｅ－肌メイク－１６４

化粧Ｅ－肌メイク－１６３

化粧Ｅ－肌メイク－１６１

化粧Ｅ－肌メイク－ ８６

化粧Ｅ－肌メイク－ ８５

化粧Ｅ－肌メイク－ ８１

化粧Ｅ－肌メイク－ ６

化粧Ｅ－肌メイク－ ２３

化粧Ｅ－肌メイク－ ２２

化粧Ｅ－肌メイク－ ２１

エバビレーナコンシーラーオークル

エルファーパウダーファンデーションＤライトベージュ

エルファーパウダーファンデーションＣライトオークル

エルファーパウダーファンデーションＢベージュ

エルファーパウダーファンデーションＡオークル

エルファーマルチチークＤ－Ｎピンク

エルファーマルチチークＣオレンジ

エルファーマルチチークＡ－Ｎベージュ

エルファーノーズシャドウＢ小麦肌系

エルファーノーズシャドウＡノーマル肌系

エバビレーナスムーズベース

エバビレーナカバーファンデーション

エバビレーナリキッドファンデーションＣベージュ

エバビレーナリキッドファンデーションＢオークル

エバビレーナリキッドファンデーションＡライトオークル

4974172024422 

4974172024293 

4974172019725 

化粧Ｅ－目もとメイク－ ２５

化粧Ｅ－肌メイク－９３８

化粧Ｅ－肌メイク－３８９

エルファーアイライナーコート

エバビレーナチークカラーＳ－Ａピンク

エバビレーナコンシーラーライトオークル
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商品名BOX名商品画像JANコード

4974172022879 

4974172022862 

4974172019770

4974172025498 

4974172025481 

4974172025474 

4974172023371 

4974172023364 

4974172023357 

4974172023623 

4974172020967 

4974172020950 

4974172020943 

4974172020936 

4974172021001 

化粧－肌メイク－ ４４

化粧－肌メイク－ ４３

化粧－ヘアメイク－ ９

化粧－ヘアメイク－ ８

化粧－ヘアメイク－ ７

化粧Ｅ－目もとメイク－３０３

化粧Ｅ－目もとメイク－３０２

化粧Ｅ－目もとメイク－３０１

化粧Ｅ－目もとメイク－１８６

化粧Ｅ－目もとメイク－１２６

化粧Ｅ－目もとメイク－１２５

化粧Ｅ－目もとメイク－１２３

化粧Ｅ－目もとメイク－１２２

化粧Ｅ－目もとメイク－ ７３

エルファーハナ高パウダーＢパールピンク

エルファーハナ高パウダーＡパールホワイト

エルファー白髪隠しスティックＣブラウン

エルファー白髪隠しスティックＢダークブラウン

エルファー白髪隠しスティックＡブラック

エルファーパールインアイシャドウＣエレガンスパープル

エルファーパールインアイシャドウＢクールブルー

エルファーパールインアイシャドウＡナチュラルブラウン

エルファーリキッドライナーＡブラック

エルファーアイライナーペンシルＢブラウン（替芯付）

エルファーアイライナーペンシルＡブラック（替芯付）

エルファーアイブローペンシルＣダークブラウン（替芯付）

エルファーアイブローペンシルＢブラウン（替芯付）

エバビレーナリキッドアイライナーＡブラック

4974172023081 

4974172023074 

4974172023050 

化粧－肌メイク－ ６０

化粧－肌メイク－ ５９

化粧－肌メイク－ ５７

エルファープリンセスパウダーファンデーションＤピンクオークル

エルファープリンセスパウダーファンデーションＣベージュオー

エルファープリンセスパウダーファンデーションＡオークル

エバビレーナ　アイブローパウダー（まゆずみ）ブラウン化粧Ｅ－目もとメイク－８２７
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商品名BOX名商品画像JANコード

4974172022572 

4974172023180 

4974172023104 

4974172023098 

4974172022947 

4974172022299 

4974172022640 

4974172022596 

4974172024514 

4974172024491 

4974172024484 

4974172024477 

4974172023173 

4974172023166 

4974172023159 

化粧－目もとメイク－９６１

化粧－目もとメイク－１１９

化粧－目もとメイク－１１３

化粧－目もとメイク－１１２

化粧－目もとメイク－１１１

化粧－目もとメイク－ ８５

化粧－目もとメイク－ ５９

化粧－目もとメイク－ ５４

化粧－目もとメイク－ １６

化粧－目もとメイク－ １４

化粧－目もとメイク－ １３

化粧－目もとメイク－ １２

化粧－肌メイク－ ６３

化粧－肌メイク－ ６２

化粧－肌メイク－ ６１

エルファーフラットアイブローＢダークブラウン

エルファープリンセスリキッドアイライナーＡブラック

エルファープリンセスボリュームマスカラＢダークブラウン

エルファープリンセスボリュームマスカラＡブラック

エルファーベルベットアイライナーＮベリーブラック

エルファーツインサイドマスカラＡブラック

エルファーシャインカラーアイズＣゴールド

エルファーマジカルアイライナーＡブラック

エルファーグリッターアイシャドウＥコーラル

エルファーグリッターアイシャドウＣブラウン

エルファーグリッターアイシャドウＢブルー

エルファーグリッターアイシャドウＡライラック

エルファープリンセスデュオカラーチークＣオレンジ

エルファープリンセスデュオカラーチークＢピーチ

エルファープリンセスデュオカラーチークＡストロベリー

4974172012566 

4974172025634 

化粧Ｅ－目もとメイク－１３２

エルファー－目もとメイ－ １２

エバビレーナ アイブローコート

エルファープロフェッショナル アイブローコート

4974172020882 化粧Ｅ－目もとメイク－１７６ エバビレーナ クリアマスカラ
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サンパルコ株式会社　京都市東山区福稲上高松町64－2
2.化粧品製造販売元

3.商品送付先

4.お問い合わせ先
サンパルコ株式会社 お客様相談係
受付開始：4月13日（金）午前9時より
フリーダイヤル　0120-434-332
受付時間：土日祝日を除く 平日午前9時より午後5時まで
※但し、4月14日（土）・15日（日）は受付いたします

以 上


