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製品番号 ジェル剤 顆 粒 剤

 開発/発売元 被告ネオケミア

製造販売元 被告コスメプロ

総販売元 ネイチャーラボ

発売元 レバンテ

製造販売元 エスコ

 総販売元 ネイチャーラボ

製造販売元 アクネスラボ

 開発元 被告ネオケミア

製造販売元 アクネスラボ

 発売元 被告アイリカ

製造販売元 被告キアラマキアート

被告製品６ 発売元 セフィーヌ

水，ＢＧ，ペンチレングリコール，セルロースガム，グル
コース，アルギン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，アルゲエキス，リ
ン酸アスコルビルＭｇ，加水分解卵殻膜，アルテミアエキ
ス，オタネニンジンエキス，クチナシ青，フェノキシエタ
ノール

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

 発売元 ワム

製造販売元 スハダコスメチックス

発売元 被告リズム

製造販売元 被告アンプリー

被告製品９ 発売元 被告ＳＨＩＮ
水，ＢＧ，ペンチレングリコール，セルロースガム，アルギ
ン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，シコンエキス，フェノキシエタ
ノール

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

製造販売元 被告ジャパンコスメ

発売元 （株）エル・イー・シモン

水，ＢＧ，グリセリン，ペンチレングリコール，セルロース
ガム，アルギン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，カンゾウ根エキス，
チャカテキン，フェノキシエタノール，トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル，オレンジ油，ラベンダー油，ユー
カリ油，チョウジ油，ウイキョウ油，ＥＤＴＡ-３Ｎａ

水，ＢＧ，グリセリン，ペンチレングリコール，セルロース
ガム，アルギン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，フェノキシエタノー
ル，オレンジ油，ラベンダー油，ユーカリ油，チョウジ油，
ウイキョウ油

製造販売元等

被告製品１

被告製品２

被告製品３

被告製品一覧表

水，ＢＧ，ペンチレングリコール，アルギン酸Ｎａ，ホホバ
油，セルロースガム，炭酸水素Ｎａ，フェノキシエタノー
ル，ＥＤＴＡ－３Ｎａ

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

水，ＢＧ，グリセリン，ペンチレングリコール，セルロース
ガム，アルギン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，プラセンタエキス，
カラスムギ穀粒エキス，ダイズエキス，エチルヘキシルグリ
セリン，フェノキシエタノール

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

水，ＢＧ，ペンチレングリコール，セルロースガム，アルギ
ン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，ムラサキ根エキス，フェノキシエ
タノール

水，ＢＧ，グリセリン，ペンチレングリコール，セルロース
ガム，アルギン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，ムラサキ根エキス，
ヒアルロン酸Ｎａ，水溶性コラーゲン，マグワ根皮エキス，
カミツレ花エキス，グリチルリチン酸２Ｋ，グアイアズレン
スルホン酸Ｎａ，アラントイン，フラーレン，フェノキシエ
タノール，ＰＶＰ

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

水，ＢＧ，ペンチレングリコール，アルギン酸Ｎａ，ホホバ
種子油，セルロースガム，炭酸水素Ｎａ，フェノキシエタ
ノール，ローヤルゼリーエキス

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

水，ＢＧ，ペンチレングリコール，セルロースガム，アルギ
ン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，シコンエキス，フェノキシエタ
ノール

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

被告製品４

被告製品５

被告製品７

被告製品８

被告製品１１
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 被告製品１２ 発売元 エイボン・プロダクツ
水，ＢＧ，ペンチレングリコール，セルロースガム，アルギ
ン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，シコンエキス，フェノキシエタ
ノール

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

発売元 被告ウインセンス

製造販売元 被告コスメボーゼ

開発元 被告ネオケミア

製造販売元 被告コスメプロ

発売元 被告クリアノワール

製造販売元 被告コスメプロ

製造販売元 エスコ

発売元 （株）シンデレラジャパン

製造販売元 被告ジャパンコスメ

 イー・サー・ホワイト（株）

（株）コスメテックジャパン

製造販売元 被告コスメプロ

被告製品１８
乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

水，ＢＧ，ペンチレングリコール，セルロースガム，アルギ
ン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，フェノキシエタノール

発売元

水，グリセリン，ペンチレングリコール，ＢＧ，セルロース
ガム，アルギン酸Ｎａ，ホホバ種子油，ラベンダー油，ユー
カリ葉油，チョウジ葉油，ウイキョウ果実油，オレンジ油，
スクワラン，炭酸水素Ｎａ，フェノキシエタノール

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

ゴールドラッシュ（株）（店舗
名：アヴィナスビューティー）

被告製品１７
水，ＢＧ，ペンチレングリコール，セルロースガム，アルギ
ン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，シコンエキス，フェノキシエタ
ノール

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

水，グリセリン，ペンチレングリコール，ＢＧ，アルギン酸
Ｎａ，セルロースガム，ホホバ油，炭酸水素Ｎａ，フェノキ
シエタノール，プラセンタエキス，キサンタンガム，オレン
ジ油，ラベンダー油，ウイキョウ油，ユーカリ油，チョウジ
油

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

水，ＢＧ，ペンチレングリコール，セルロースガム，アルギ
ン酸Ｎａ，炭酸水素Ｎａ，フェノキシエタノール

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

乳糖，リンゴ酸，バレイショデンプン，
デキストリン

水，ＢＧ，グリセリン，ペンチレングリコール，アルギン酸
Ｎａ，ホホバ油，セルロースガム，炭酸水素Ｎａ，クレイミ
ネラルズ，フェノキシエタノール，ＥＤＴＡ－３Ｎａ

被告製品１６
発売元

被告製品１５

被告製品１３

被告製品１４
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別 紙 

被告各製品の商流 

 

１．被告製品１ 

被告コスメプロ ［製造販売元］ 5 

 ↓（最終製品を販売）     

被告ネオケミア ［発売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           

 10 

 

２．被告製品２ 

被告ネオケミア       

 ↓（顆粒を販売）    

エスコ ［製造販売元］ 15 

 ↓（最終製品を販売）     

レバンテ ［発売元］       

 ↓（最終製品を販売）      

ネイチャーラボ ［総販売元］       

 ↓（最終製品を販売）       20 

小売店・一般消費者           
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３．被告製品３ 

被告ネオケミア       

 ↓（最終製品を販売）    

トラストウイングス 

  ↓（最終製品を販売）     5 

アクネスラボ ［製造販売元］       

 ↓（最終製品を販売）      

ネイチャーラボ ［総販売元］       

   ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           10 

 

 

４．被告製品４ 

被告ネオケミア       

   ↓（最終製品を販売）    15 

 アクネスラボ ［製造販売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           
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５．被告製品５ 

被告ネオケミア       

   ↓（顆粒を販売）    

訴外会社（会社名不明） 

   ↓（最終製品を販売）     5 

被告キアラマキアート ［製造販売元］       

   ↓（最終製品を販売）      

被告アイリカ ［発売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           10 

 

 

６．被告製品６ 

被告ネオケミア       

   ↓（顆粒を販売）    15 

訴外会社（会社名不明） 

   ↓（最終製品を販売）     

セフィーヌ ［製造販売元］       

   ↓（最終製品を販売）      

小売店・一般消費者           20 
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７．被告製品７ 

被告ネオケミア       

   ↓（顆粒を販売）    

訴外会社（会社名不明） 

   ↓（最終製品を販売）     5 

スハダコスメチックス ［製造販売元］       

   ↓（最終製品を販売）      

ワム ［発売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           10 

 

 

８．被告製品８ 

被告ネオケミア       

   ↓（最終製品を販売）     15 

被告アンプリー ［製造販売元］       

   ↓（最終製品を販売）      

被告リズム ［発売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           20 
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９．被告製品９ 

被告ネオケミア       

   ↓（顆粒を販売）    

訴外会社（会社名不明） 

   ↓（最終製品を販売）     5 

被告ＳＨＩＮ ［製造販売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           

 

 10 

１０．被告製品１１ 

被告ネオケミア       

   ↓（顆粒を販売）    

訴外会社（会社名不明） 

   ↓（最終製品を販売）     15 

被告ジャパンコスメ ［製造販売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

株式会社エル・イー・シモン ［発売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           20 
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１１．被告製品１２ 

被告ネオケミア       

   ↓（顆粒を販売）    

訴外会社（会社名不明） 

   ↓（最終製品を販売）     5 

エイボン・プロダクツ ［製造販売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           

 

 10 

１２．被告製品１３ 

被告ネオケミア       

   ↓（顆粒を販売）    

被告コスメボーゼ ［製造販売元］       

 ↓（最終製品を販売）       15 

被告ウインセンス ［発売元］       

 ↓（最終製品を販売）       

小売店・一般消費者           
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１３．被告製品１４ 

被告ネオケミア       

   ↓（顆粒を販売）    

被告コスメプロ ［製造販売元］ 

 ↓（最終製品を販売）     5 

小売店・一般消費者           

 

 

１４．被告製品１５ 

被告コスメプロ ［製造販売元］ 10 

 ↓（最終製品を販売）       

被告ネオケミア       

   ↓（最終製品を販売）    

被告クリアノワール ［発売元］       

  ↓（最終製品を販売）  15 

小売店・一般消費者           

 

 

１５．被告製品１６ 

被告ネオケミア       20 

 ↓（顆粒を販売）    

エスコ ［製造販売元］ 

 ↓（最終製品を販売）     

ゴールドラッシュ株式会社 ［発売元］       

 ↓（最終製品を販売）      25 

小売店・一般消費者           
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１６．被告製品１７ 

被告ネオケミア       

 ↓（顆粒を販売）    

訴外会社（会社名不明） 

   ↓（最終製品を販売）     5 

被告ジャパンコスメ ［製造販売元］ 

 ↓（最終製品を販売）     

株式会社シンデレラジャパン ［発売元］       

 ↓（最終製品を販売）      

小売店・一般消費者           10 

 

 

１７．被告製品１８ 

被告ネオケミア       

 ↓（顆粒を販売）    15 

被告コスメプロ ［製造販売元］ 

   ↓（最終製品を販売）     

訴外会社（会社名不明） 

 ↓（最終製品を販売）     

イー・サー・ホワイト株式会社 ［発売元］       20 

 ↓（最終製品を販売）      

小売店・一般消費者           

以 上 



- 155 ～ 161 - 

別紙請求額一覧表（原告の主張）  

●（省略）●  

別紙売上・経費一覧表（被告らの主張）  

●（省略）●  

別紙裁判所認定額一覧表  

●（省略）●  
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