
正 誤

アールエムケー ＲＭＫ スポンジ（３Ｄ） 2017/9/1～2019/4/3 マレーシア 日本

アディクション アイライナー　ペンシル 2011/8/17～2019/4/3 イタリア 日本

ラヴィッシンググロウ　フェイスブラッシュ 2012/9/5～2019/4/3

フラッシュブラッシュ　パウダーブラシＮ 2016/12/21～2019/4/3

グッチ バイ グッチ　メイド・トゥ・メジャー オードトワレ 2018/11/1～2019/4/3 スペイン イギリス

グッチ ブルーム　オードパルファム　ギフトセット 2018/11/14～2019/1/22

オードパルファン
：ドイツ

ボディローション
：モナコ

オードパルファン
：イギリス

ボディローション
：ドイツ

グッチ ブルーム　アクア ディ フィオーリ　ギフトセット 2018/11/14～2019/1/22 ドイツ イギリス

ダブル フィックスマスカラ 2018/4/1～2019/4/3 日本

フォーカラー アイパレット 2016/8/3～2019/4/3

スーパー ボリュームマスカラ 2017/8/1～2019/4/3

クリード クリード オードパルファム　アバントゥスl 2017/9/13～2019/4/3 フランス アメリカ

クリニーク ハッピー スイス アメリカ

リンス オフ　クレンジングフォーム ベルギー イギリス

クロエ クロエ アブソリュ　ドゥ　パルファム 2017/10/25～2019/4/3 スペイン フランス

フィト タン エクラ コンパクト 2012/1/18～2019/4/3

フィト スルシル パーフェクト 2013/5/22～2019/4/3

フィト レーブル パーフェクト 2015/7/1～2019/4/3 ドイツ フランス

ソーカール マスカラ 2016/2/17～2019/4/3

シスレイヤ ル タン 2016/10/7～2019/4/3

インスタント エクラ 2017/10/25～2019/4/3

タン・クチュール・フルイド 2015/1/28～2019/4/3 フランス イタリア

メイクアップ・ブレンダ― 2017/3/1～2019/4/3 中国 フランス

ルクルブ シル 2014/2/1～2019/4/3 日本

オンブル プルミエール プードゥル 2017/7/14～2019/4/3 イタリア

N°5　バスジェル 2018/3/6～2019/4/3

N°5　ボディ ローション 2016/12/14～2019/4/3

ココ マドモアゼル　シャワージェル 2016/11/25～2019/4/3 

ココ マドモアゼル　フレッシュ ボディ クリーム 2017/1/10～2019/4/3 

ココ マドモアゼル　ボディローション 2017/1/10～2019/4/3 

チャンス スウィート シャワー ジェル 2017/5/29～2019/4/3 

チャンス　クリーム　サテン 2017/1/19～2019/4/3 

チャンス ボディ モイスチャー 2017/4/11～2019/4/3 

チャンス オー フレッシュ シャワー ジェル 2017/4/11～2019/4/3 

チャンス オー フレッシュ　ボディ クリーム 2017/5/1～2019/4/3 

チャンス オー フレッシュ ボディ モイスチャー 2017/3/3～2019/4/3 

チャンス オー タンドゥル シャワー ジェル 2017/3/3～2019/4/3 

チャンス オー タンドゥル ボディ モイスチャー 2016/11/24～2019/4/3 

ココ ヌワール　シャワージェル 2017/5/29～2019/4/3 

ココ ヌワール　ボディローション 2017/3/16～2019/4/3 

ココ　ボディクリーム 2017/3/3～2019/4/3 

アリュール　バスジェル 2017/4/27～2019/4/3 

アリュール　ボディエマルジョン 2017/4/27～2019/4/3 

ブルー ドゥ シャネル　アフターシェイヴモイスチャライザー 2016/12/14～2019/4/3 

ブルー ドゥ シャネル　ボディウォッシュ 2017/2/22～2019/4/3 

アリュール オム　アフターシェイヴエマルジョン 2017/6/26～2019/4/3 

アリュール オム　バスウォッシュ 2017/4/24～2019/4/3 

アリュール オム スポーツ　アフターシェイヴエマルジョン 2017/2/9～2019/4/3 

アリュール オム スポーツ　ヘア＆ボディウォッシュ 2017/3/15～2019/4/3 

アリュール オム エディシオン ブランシュ　ヘア＆ボディウォッシュ 2017/7/21～2019/4/3 

N°5 ボディ クリーム 2017/1/10～2019/4/3 

チャンス オー タンドゥル ボディ クリーム 2017/5/29～2019/4/3 

ジバンシイ

シスレー

フランス

フランス

フランス イタリア

シャネル

原産国・生産国　又は　原産国
ブランド 商品名

キッカ 中国 日本

グッチ

クラランス フランス
イタリア

クリニーク 2013/2/6～2019/4/3

イタリア

誤表記期間

フランス アメリカ



正 誤

ココ ヌワール ボディクリーム 2017/7/26～2019/4/3 フランス アメリカ

クレイヨン スルスィル 2017/6/28～2019/4/3 フランス イタリア

ジュリーク ローズフレグランスオイル　ロールオン 2015/8/26～2019/4/3 アメリカ オーストラリア

セント サラウンドＴＭ　ルームスプレー 2014/10/15～2019/4/3 フランス イギリス

ジョジアンヌロール ＣＨトリートメント 2014/2/19～2019/4/3 日本 フランス

クリスタルブルーム オードパルファン 2014/8/20～2019/4/3 フランス

ジルスチュアート コンパクトミラーⅢ 2017/8/4～2019/4/3 台湾

スリー THREE ペンシルシャープナー　Ｎ 2016/7/27～2019/4/3 ドイツ 日本

セルヴォーク ファンデーションブラシ 2018/6/20～2019/4/3 中国 日本

サンク　クルール　デザイナー 2012/10/26～2015/5/30 日本

ディオールショウブロウ　スタイラー 2012/10/26～2015/7/14 日本

バックステージ　ミニ　ブラシセット 2012/10/26～2013/2/27 中国

ディオールショウライナー　ウォータープルーフ 2012/10/26～2014/3/20 イタリア

ツイン　セット　アイシャドウ 2013/1/9～2013/11/13 日本

スノー　クーリング　ジェルマスク 2015/2/9～2015/7/14 日本

ジェリー　リップペン 2013/4/24～2013/10/11 イタリア

カプチュール　リフト　マスク　Ｌ 2015/2/9～2015/7/9 日本

ディオールショウブロウ　ジェル 2016/1/26～2016/1/27 ドイツ

ディオールショウヒート　カーラー 2013/8/2～2014/3/14 中国

フレンチ　マニキュア　ペン 2013/9/27～2016/1/28 日本

ディオール　リトルブラック　コレクション　ミニ　ブラシセット 2013/10/23～2014/3/20 中国

ディオールショウアート　ペン 2014/2/19～2018/6/1 日本

ディオールスキンヌード　トランザット　パウダー 2014/4/30～2014/12/30 イタリア

スター　フルイド　スポンジ 2014/8/20～2016/4/23 日本

クレヨン　コントゥール　レーブル 2014/10/3～2017/8/9 ドイツ

スノー　レインボー　パウダー 2015/2/25～2015/7/9 イタリア

ディオール　チークスティック 2015/7/31～2016/1/28 イタリア

スルシィル　プードル 2015/7/31～2019/2/14 ドイツ

サンク　クルール 2015/12/25～2018/3/20 イタリア

ディオールスキン　ヌード　エアー　パウダー　コンパクト 2015/12/25～2018/3/20 イタリア

ディオールショウカラー＆コントゥール　デュオ 2015/12/25～2017/9/1 イタリア

スノー ブルーム パーフェクト クッション コンプリート SPF50／PA+++ 2016/2/24～2018/12/28 韓国

スノー ブルーム パーフェクト クッション SPF50／PA+++ リフィル 2016/2/24～2017/1/25 韓国

バックステージ ブレンディング スポンジ 2016/5/18～2019/2/14 韓国

ディオール スキン ヌードエアー ルミナイザー パウダー

ディオール ブラッシュ ライト＆コントゥール

ディオールショウ ブロウ チョーク 2016/7/27～2016/11/1 日本

ディオールショウ モノ グロス 2016/7/27～2019/2/14 韓国

カプチュール トータル ドリームスキン クッション

カプチュール トータル ドリームスキン クッション　リフィル

オールデイ クチュール ブラシセット 2016/10/19～2017/9/1 中国

ディオールスキン フォーエヴァー クッション

ディオールスキン フォーエヴァー クッション リフィル

ディオール ブラッシュ＜カラー グラデーション＞

ルージュ グラディエント

スノー ブルーム パーフェクト クッション 2017/2/24～2018/1/1 韓国

ディオールショウ コール ライナー ウォータープルーフ 2017/6/2～2019/2/14 ドイツ

ディオール ブラッシュ カラー＆ライト 2017/8/4～2017/10/1

ディオールスキン ヌード エアー ルミナイザー パウダー 2017/8/4～2017/9/1

ジルスチュアート

ブランド 商品名 誤表記期間

韓国

2016/12/22～2019/2/14 韓国

2016/12/22～2018/9/1 イタリア

ディオール

イタリア

ジョー マローン ロンドン

ポメグラネートノアールセントサラウンドＴＭ　ディフューザー　ライム
バジル＆マンダリン　セントサラウンドＴＭ　ルームスプレー（ギフト）

2015/2/25～2019/4/3

ディフューザー
：イギリス

ルームスプレー
：フランス

イギリス

シャネル

原産国・生産国　又は　原産国

2016/7/27～2016/11/1 イタリア

2016/7/27～2018/6/1

フランス

日本



正 誤

ディオールショウ メタライザー 2017/8/4～2017/9/1 イタリア

カラー クチュール ブラシ セット(限定品) 2017/10/20～2017/12/1 中国

プレステージ ル クッション タン ドゥ ローズ

プレステージ ル クッション タン ドゥ ローズ リフィル

スノー ブルーム パーフェクト サン クッション 2018/2/9～2019/2/1 韓国

バックステージ フルイド ファンデーション ブラシ フルカバー 2018/3/2～2019/2/14 モーリシャス

ディオールショウ クーリング スティック 2018/5/2～2018/5/10 イタリア

バックステージ カブキ ブラシ 2018/5/2～2019/2/14 中国

ディオールショウ オンステージ ライナー

カプチュール ドリームスキン モイスト クッション

カプチュール ドリームスキン モイスト クッション（リフィル）

ディオールスキン ミネラル ヌード ルミナイザー パウダー 2018/8/1～2019/2/14 イタリア

ルージュ ディオール インク リップ ライナー 2018/9/7～2018/12/28 ドイツ

ドゥ・ラ・メール ザ・トニック 2015/5/1～2019/4/3 イギリス アメリカ

ドルチェ＆ガッバーナ ザ・ワン　オードパルファム 2018/3/1～2019/4/3

ドルチェ＆ガッバーナ ドルチェ　オードパルファム 2018/7/1～2019/4/3

ミュウミュウ シャワージェル

ミュウミュウ ボディローション

ミュウミュウ ボディクリーム

メゾン　フランシス　クル
ジャン

ア ラ ローズ　センティッド　ハンドクリーム 2018/10/24～2019/3/14 イタリア フランス

インディアンクレス　シャンプー

クムドゥ　コンディショナー

タンミラク ルース パウダー 2017/11/27～2019/4/3

アプソリュ パウダー 2016/09/14～2019/4/3

オンブル イプノスティロ 2015/1/30～2019/4/3 ドイツ

オンブル イプノ 2017/11/27～2019/4/3 イタリア

レネルジー M アイクリームG 2016/8/17～2019/4/3

ガラテイス ドゥスール 2018/3/1～2019/4/3

ジェニフィック アドバンスト ハイドロジェル　メルティングマスク 2017/12/20～2019/4/3 韓国

フェースパウダーパフ

ファンデーションブラシ

フェースカラー用ブラシ 中国

ペンシルシャープナー ドイツ

誤表記期間ブランド

ランコム

日本
フランス

フランス

日本

ミュウミュウ 2018/2/7～2019/4/3 モナコ フランス

モルトンブラウン イギリス ドイツ

ドルチェ＆ガッバーナ フランス イギリス

2017/12/20～2019/2/14 韓国

原産国・生産国　又は　原産国

ディオール フランス

商品名

ルナソル

中国

日本

2018/7/6～2019/2/14 韓国

2019/1/19～2019/4/3

2018/2/7～2019/4/3

2012/4/18～2019/4/3


