
 

 

 

 

機能性マスク×秋冬トレンドメイク 

マスクの色に左右されずトレンドメイクを楽しむポイント 

～「毎日、マスクといい関係」vol.5～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資生堂は、生活者のマスク着用状況を調査したところ、2020 年はファッションの一部としてマスクを取り入れ

たい要望がみられたー方で、新型コロナウイルス感染症流行継続の影響から、2021 年は機能性を重視する傾

向になり、不織布マスクの使用率が圧倒的に高いことがわかりました。※1 また、普段使用するマスクの色は男

女ともに白が 1位、次いで黒系が 2位で、カラーよりモノトーンがよく使われている結果となりました。※2  

そこで資生堂から、毎日の不安やストレスを少しでも軽減し、自分のための小さな変化を楽しんで過ごしてい

ただけるような、マスクメイクをご紹介します。 

※1 2021年 4月 資生堂調べ WEB調査 15～69歳 男性 洗顔料を週 5日以上使用者 n=1,000 女性 洗顔料・化粧水を週５日以上使用者 n＝

1,500（出現構成比に合わせてWB集計） 

※2 2021 年 4 月 資生堂調べ WEB 調査 15～69 歳 男性 洗顔料を週 5 日以上使用者 n=978 女性 洗顔料・化粧水を週５日以上使用者 n＝

1,482（出現構成比に合わせてWB集計） 

 

マスク着用状況 
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秋冬マスクのトレンドメイク 

 マスクの色に左右されない、トレンドを取り入れたマスクメイクをご紹介します。 

 

【『テラコッタの囲み目』と『ふんわり眉』がポイント】洗練された優しい印象へ。 

春夏から人気継続中のテラコッタやオレンジをワントーンで上下まぶたに効かせた「ソフト囲み目」は 

トレンド感抜群で洗練された印象かつ相手に優しい印象も与える万能メイクです。 眉も輪郭をぼかした『ふん

わり眉』に仕上げます。 

 

 

 

 

 

アイテム メイクのポイント 

アイブロウ 自眉の形や長さを活かした自然な太眉がトレンド。無理に太くしようとせず、自眉

よりやや太めに描くことを意識しましょう。 

ペンシルやパウダーアイブロウで全体を描いた後、スクリューブラシで輪郭を軽く

ぼかすとふんわりと優しい印象に。 

アイブロウマスカラで軽くトーンアップさせるのも効果的。（優しい印象にするた

め、眉頭は近づけないように） 

アイシャドウ 

 

テラコッタやオレンジのアイシャドウを単色使いします。上まぶたのキワに太めに

アイラインを入れるように重ねた後、アイホールに向かってぼかし、グラデーショ

ンをつくります。下まぶた全体にもぼかしましょう。 

アイライナー 

 

アイシャドウで締め色を使わないため、アイラインはマストアイテム。 

ブラックやブラウンのアイライナーを目のキワに極細に入れて、自然に目もとを

引き締めましょう。（マスクにより目もとの湿度は高い状態なので、ウォータープル

ーフなど水・汗に強いタイプがおすすめ） 

マスカラ 

 

まつ毛をアイラッシュカーラーでしっかりとカールした後、ブラックやブラウンのマ

スカラを上下のまつげに重ねます。（マスクにより目もとの湿度は高い状態なの

で、ウォータープルーフなど水・汗に強いタイプがおすすめ） 

チーク 

 

自然な血色感を与える程度に、コーラルや黄みよりのレッドのチークをほおの中

央に薄めに入れましょう。 

リップ 

 

マスクに付きづらい、マットリップやティントリップがおすすめ。 

テラコッタや黄みよりのレッドなどの、鮮やかなカラーが目もととの相性◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホワイト(淡い色)マスク着用時の 

仕上がりイメージ 

ブラック(濃い色)マスク着用時の 

仕上がりイメージ 

マスク着脱時の仕上がりイメージ 



 

 

 

【『レッドブラウンシャドウ』と『くっきり眉』がポイント】知的で色っぽい印象へ。 

ベーシックなブラウンシャドウにスパイスを効かせます。 

肌なじみがよく洗練された印象のあるレッド系カラーを目もとに与えれば、それだけで即トレンド顔に仕上がりま

す。輪郭をくっきりめに描いた眉＆ノーズシャドウを合わせましょう。 

 

 

 

 

 

 

アイテム メイクのポイント 

アイブロウ 自眉の形や長さを活かした自然な太眉がトレンド。無理に太くしようとせず、自眉

よりやや太めに描くのを意識しましょう。 

ペンシルやパウダーアイブロウで輪郭をぼかさずにくっきりめに描くのがポイン

ト。きりっとした印象にするために、眉頭も少しだけ近づけるように描きます。最後

に眉頭と鼻筋をつなげるようにノーズシャドウを入れて彫深な印象に。 

アイシャドウ 

 

明るめのレッドブラウンのアイシャドウを上下まぶたになじませた後、最初のカラ

ーよりも鮮やかなレッドブラウンを目のキワにライン状になじませます。ブラックや

ブラウンの締め色カラーは使わないのが、今っぽく仕上げるポイント。 

アイライナー 

 

ブラックやブラウンのアイライナーを目のキワに極細に入れて、自然に目もとを

引き締めましょう。 

（マスクにより目もとの湿度は高い状態なので、ウォータープルーフなど水・汗に

強いタイプがおすすめ） 

マスカラ 

 

まつ毛をアイラッシュカーラーでしっかりとカールした後、ブラックやブラウンのマ

スカラを上下のまつげに重ねましょう。（マスクにより目もとの湿度は高い状態な

ので、ウォータープルーフなど水・汗に強いタイプがおすすめ） 

チーク 

 

自然な血色感を与える程度に、ピンクや青みよりのレッドのチークをほおの中央

に薄めに入れましょう。 

リップ 

 

マスクに付きづらい、マットリップやティントリップがおすすめ。 

トレンドのベージュ系カラーやモデレートなレッドなど、なじみのいいカラーをセレ

クトして、目もとを活かした仕上がりに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホワイト(淡い色)マスク着用時の 

仕上がりイメージ 

ブラック(濃い色)マスク着用時の 

仕上がりイメージ マスク着脱時の仕上がりイメージ 



 

 

 

秋冬マスクの好印象メイク 

テカりを抑え色ムラをカバーした肌と、形を整えた眉は、マスク着脱時も好印象を与えます。マスクの色別にメ

イクのポイントをご紹介します。 

 

【ホワイト（淡い・明るいマスクカラー）マスク】ソフト・優しいイメージへ。 

 

 

 

 

 

アイテム メイクのポイント 

化粧下地/BBクリーム  

ファンデーション 

顔の中央に塗布し、外側は軽くなじませるようにします。 

テカりすい肌には、テカり防止の機能がある下地を選び、額や鼻回りに塗布しま

しょう。 

コンシーラー 

 

ファンデーションでカバーしきれない場合はコンシーラーを活用します。ニキビ

跡・シミのような狭い範囲は指でトントンとなじませ、広範囲のシミ・クマをカバー

する場合は肌にのせた後、境目を指先でポンポンとなじませます。 

ルースパウダー 顔全体に軽く塗布し、特に額、鼻先などのテカりやすい部分はしっかり押さえま

す。 

アイブロウ 

 

丸みのある優しげな印象の眉に仕上げるため、眉尻は眉頭と高さを合わせ（線

①）、眉山は目尻の真上（線②）に来るよう、眉頭より３㎜ほど 

上あたりが目安。 

眉山から眉尻にかけて 1本 1本軽いタッチで眉を描き足し、 

その後眉頭から眉山に向かって足りない部分を同様に描きます。 

リップ 

 

リップクリームを使い、唇が乾燥して見えないように仕上げます。 

ほんのりと色づくリップを使えば、自然に健康的な印象に。ツヤが出すぎないタイ

プを選びましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Before Before After After 

マスク着用時の仕上がりイメージ マスク着脱時の仕上がりイメージ 



 

 

 

【ブラック（濃い・落ち着いた）マスク】クール・スタイリッシュなイメージへ。 

 

 

 

 

アイテム メイクのポイント 

化粧下地/BB クリーム 

または 

ファンデーション 

顔の中央に塗布し、外側は軽くなじませるようにします。 

テカりやすい肌には、テカり防止の機能がある下地を選び、額や鼻回りに塗布す

るだけでも印象がアップ。 

コンシーラー ファンデーションでカバーしきれない場合はコンシーラーを活用します。ニキビ

跡・シミのような狭い範囲は指でトントンとなじませ、広範囲のシミ・クマをカバー

する場合は肌にのせた後、境目を指先でポンポンとなじませます。 

ルースパウダー 顔全体に軽く塗布し、特に額、鼻先などのテカりやすい部分はしっかり押さえま

す。 

アイブロウ 

 

直線的な眉に仕上げ、クールな印象に近づけるよう、眉尻は線①より 5 ㎜ほど、

眉山は線②より 7㎜ほど高くなるように描きましょう。 

眉山から眉尻にかけて 1本 1本軽いタッチで眉を描き足し、 

その後眉頭から眉山に向かって足りない部分を同様に描ｊきます。 

※眉が薄い方はさらにアイブロウパウダーを使い、濃さを調整 

するのがおすすめ。 

リップ 

 

リップクリームを使い、唇が乾燥して見えないように仕上げます。 

ほんのりと色づくリップを使えば、自然に健康的な印象に。ツヤが出すぎないタイ

プを選びましょう。 

 

トレンドを取り入れたメイク 

 さらにトレンド感を演出したい場合、まぶたの際にパールの少ないブラウン系のアイシャドウを塗布し、目もと

に陰影を与える事で、一層スタイリッシュな印象を与えます。 

 

 

 

 

 

 

 

マスク着用時の仕上がりイメージ マスク着脱時の仕上がりイメージ 

Before Before After After 

Before Before After After 

マスク着用時の仕上がりイメージ マスク着脱時の仕上がりイメージ 



 

 

 

ヘアメイク提案 資生堂ヘアメイクアップアーティスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイト「毎日、マスクといい関係」について 

マスクが生活の必需品となった今、資生堂は、誰もがマスク生活を健やかに生きる

ための美容やファッション、生活の知恵等のさまざまな情報を WEB サイト・店頭等で発

信しています。毎日のマスク生活をポジティブに明るく過ごせるよう、WEBサイト「毎日、

マスクといい関係」特設サイトを開設し、生活者のマスクライフを応援しています。

https://www.shiseido.co.jp/sp/cms/onlineshop/campaign/i/withmask 

 

 

 

 

 

 

 

  

レディース担当  

ヘアメイクアップアーティスト：向井  志臣  Muka i  Sh iomi  

ロジカルなメイク技でキレイを引き出す。  

資生堂ではさまざまなメイクアップブランドを担当したのち、2015 年から「マキアージュ」を担当。  

商品開発や宣伝広告のヘアメイクなどに携わる。  

2017 年から、美容誌 『VoCE』による番組 『BeauTV VoCE』（テレビ朝日 ）にレギュラー出演中。  

マネジメントオフィス「ThreePEACE」所属。  

h t tps ://hma.sh ise ido .com/ jp/member/muka i  

 

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お客さま窓口 フリーダイヤル 0120-81-4710」でお受けしています。  

      

 

― 資生堂からのお願い － 

スキンケアやメイクをする前には必ず、石鹸やハンドソープなどで手を洗い清潔に保つとともに、 

洗浄済みのスポンジ・ブラシ・チップなどの清潔な用具を使用することをおすすめいたします。 

 

 

メンズ担当  

ヘアメイクアップアーティスト：中村  潤  Nakamura  Jun 

CM、雑誌などのヘアメイクとして、またパリメンズコレクションでは多数のブランドでヘッドアーティスト

として活動している。  

資生堂では主に宣伝広告のヘアメイク、メンズビューティーの研究を担当。  

YOUTUBE「メンズグルーミングチャンネル」でメンズメイクやメンズ美容テクニックを発信。  

h t tps ://hma.sh ise ido .com/ jp/member/nakamura/  

メンズ グルーミング チャンネル - YouTube 

 

 

https://www.shiseido.co.jp/sp/cms/onlineshop/campaign/i/withmask
https://hma.shiseido.com/jp/member/mukai
https://hma.shiseido.com/jp/member/nakamura/
https://www.youtube.com/channel/UCEk8dVVZfct40WYywuzuo0g


 

 

 

＜ご参考＞参考商品一覧              ※参考小売価格は、店舗によって異なる場合があります。 

 

 

『テラコッタの囲み目』と『ふんわり眉』がポイント】洗練された優しい印象のメイク 

アイブロウ アイシャドウ 

マキアージュ  

アイブロースタイリング ３D 

全3色 

参考小売価格 

(レフィル)1,980円 

(ケース)770円 

(どちらも税込)  

インテグレート 

ニュアンスアイブローマスカラ 

全 5色 

参考小売価格 

880円(税込) 

マジョリカ マジョルカ 

シャドーカスタマイズ OR300 

全24色 

希望小売価格 

550円(税込) 

アイシャドウ アイライナー 

マキアージュ 

ドラマティック  スタイリングアイズ 

OR303  

全 5色  

参考小売価格 

3,080円（税込） 

プリオール 

美リフトアイライナー 

全 2色 

参考小売価格 

1,980円(税込) 

 

インテグレート 

スナイプジェルライナー  

全 2色 

参考小売価格 

1,045円 (税込) 

マスカラ チーク 

SHISEIDO 

インペリアラッシュ 

マスカラインク 

ウォータープルーフ 

参考小売価格 

4,180円（税込） 

マジョリカ マジョルカ 

ラッシュエキスパンダー  

ロングロングロング EX 

全 4色 

希望小売価格 

1,210円(税込)  

SHISEIDO 

インナーグロウ  

チークパウダー 05 

全 8色  

参考小売価格 

4,400円（税込) 

チーク リップ 

インテグレート 

メルティーモードチーク OR381 

全 4色 

参考小売価格 

1,320円 (税込) 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル マット 103 

全 8色 

参考小売価格 

6,600円(税込) 

SHISEIDO 

モダンマット パウダーリップスティック  

509 

全 28色 

参考小売価格 

3,960円 (税込)  

  

https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=803501&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=803501&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=779201&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=779201&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=052501&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=052501&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=798601&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=798601&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=677301&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=677301&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=667401&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=667401&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=880701&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065773&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE8JfHW_ya0ITEnsCjHUKDbaeTBxOtfHgY40BPJXdSnl-rqHwBeCpPBoCJT8QAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=880701&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065773&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE8JfHW_ya0ITEnsCjHUKDbaeTBxOtfHgY40BPJXdSnl-rqHwBeCpPBoCJT8QAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=880701&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065773&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE8JfHW_ya0ITEnsCjHUKDbaeTBxOtfHgY40BPJXdSnl-rqHwBeCpPBoCJT8QAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=880701&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065773&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE8JfHW_ya0ITEnsCjHUKDbaeTBxOtfHgY40BPJXdSnl-rqHwBeCpPBoCJT8QAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=F74001&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00148679&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE6TDsD91D9GFdioxtxSG_tVxoG-rzZIkotaPZIQEWiUaQTRCj1N5fhoCJKUQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=F74001&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00148679&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE6TDsD91D9GFdioxtxSG_tVxoG-rzZIkotaPZIQEWiUaQTRCj1N5fhoCJKUQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=F74001&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00148679&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE6TDsD91D9GFdioxtxSG_tVxoG-rzZIkotaPZIQEWiUaQTRCj1N5fhoCJKUQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881801&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065782&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE3IGw7hnbRiOMnNEejAaCZ33fQlhFI90VuWwTU6bsYugsWdLug1pEhoCKgQQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881801&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065782&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE3IGw7hnbRiOMnNEejAaCZ33fQlhFI90VuWwTU6bsYugsWdLug1pEhoCKgQQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881801&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065782&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE3IGw7hnbRiOMnNEejAaCZ33fQlhFI90VuWwTU6bsYugsWdLug1pEhoCKgQQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=742601&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066410&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbExrR7Nn9XyDXhb79b9zYo1463eUBPPVOKre8yDb9JBCeVXMvu3tuFBoCq5gQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=742601&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066410&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbExrR7Nn9XyDXhb79b9zYo1463eUBPPVOKre8yDb9JBCeVXMvu3tuFBoCq5gQAvD_BwE
https://www.cledepeau-beaute.com/jp/F69501.html
https://www.cledepeau-beaute.com/jp/F69501.html
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881001&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881001&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881001&online_shohin_ctlg_kbn=1


 

 

 

 

 

 

【『レッドブラウンシャドウ』と『くっきり眉』がポイント】知的で色っぽい印象へ。 

アイブロウ アイシャドウ 

SHISEIDO 

ブロウインク トリオ 

全4色 

参考小売価格 

3,300円 (税込)  

インテグレート  

ビューティートリック  

アイブロー 

全 2色 

参考小売価格 

1,100円(税込) 

マキアージュ 

ドラマティック スタイリングアイズS 

RD332 

全5色 

参考小売価格 

3,080円(税込) 

アイシャドウ アイライナー 

インテグレート 

トリプルレシピアイズ RD706 

全 7色  

参考小売価格 

3,080円（税込） 

インテグレート 

スナイプジェルライナー 

全 2色 

参考小売価格 

1,045円(税込) 

マジョリカ マジョルカ 

ラインマニア PK777  

全 3色 

参考小売価格 

1,045円 (税込) 

マスカラ チーク 

プリオール 

美リフトマスカラ 

全 1色 

参考小売価格 

2,420円（税込） 

マジョリカ マジョルカ 

ラッシュエキスパンダー  

リキッドエクステ EX 

全 1色 

希望小売価格 

1,320円(税込)  

SHISEIDO 

インナーグロウ チークパウダー 02 

全 8色  

参考小売価格 

4,400円（税込) 

チーク リップ 

インテグレート グレイシィ 

チークカラー PK300 

全 4色 

参考小売価格 

1,650円(税込) 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル マット 114 

全 8色 

参考小売価格 

6,600円(税込) 

SHISEIDO 

モダンマット パウダーリップスティック 

502 

全 28色 

参考小売価格 

3,960円 (税込)  

  

https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=880901&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=880901&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=727401&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066317&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE2mtj8CLc60pNj3I1y-Z45ZKP8boSrXuczdYhhZleY0w4M-tXa830hoCo5wQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=727401&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066317&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE2mtj8CLc60pNj3I1y-Z45ZKP8boSrXuczdYhhZleY0w4M-tXa830hoCo5wQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=727401&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066317&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE2mtj8CLc60pNj3I1y-Z45ZKP8boSrXuczdYhhZleY0w4M-tXa830hoCo5wQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E37101&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00067379&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE0tEwyn9nesf5PiSA96g47NxQDugk6iSEawhCh4sv0b7yn3aIDhQFhoCtIUQAvD_BwE#argument=qmMDZaNT&ai=[adp_ad]10613209
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E37101&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00067379&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE0tEwyn9nesf5PiSA96g47NxQDugk6iSEawhCh4sv0b7yn3aIDhQFhoCtIUQAvD_BwE#argument=qmMDZaNT&ai=[adp_ad]10613209
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E37101&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00067379&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE0tEwyn9nesf5PiSA96g47NxQDugk6iSEawhCh4sv0b7yn3aIDhQFhoCtIUQAvD_BwE#argument=qmMDZaNT&ai=[adp_ad]10613209
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=742701&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066411&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbExfhQb6K9Yu5V384g_iCm2aUrAVx7j6_KMvV-6a9nFM4u2BlKg-UfBoCKWgQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=742701&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066411&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbExfhQb6K9Yu5V384g_iCm2aUrAVx7j6_KMvV-6a9nFM4u2BlKg-UfBoCKWgQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=667401&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=667401&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=798802&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066473&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE2SZfEK0r6J68zXyMH7gEq4ZY3je-t3rRyOOd7bxxSB5WRNBqsoxLRoCEdkQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=798802&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066473&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE2SZfEK0r6J68zXyMH7gEq4ZY3je-t3rRyOOd7bxxSB5WRNBqsoxLRoCEdkQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=677501&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00067163&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613210&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE7a9xfQ43-05F14bMgK-5Wd0rTGWnyosghqNsSqGbOyJWMW55FnGYhoCegkQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=677501&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00067163&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613210&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE7a9xfQ43-05F14bMgK-5Wd0rTGWnyosghqNsSqGbOyJWMW55FnGYhoCegkQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=775601&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066272&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE4D6NxzxO5mhPAUW6fRGWcQ26339NqdGOrDYe2EByG2dtSBY64WZ9RoCTDYQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=775601&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066272&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE4D6NxzxO5mhPAUW6fRGWcQ26339NqdGOrDYe2EByG2dtSBY64WZ9RoCTDYQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=775601&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00066272&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE4D6NxzxO5mhPAUW6fRGWcQ26339NqdGOrDYe2EByG2dtSBY64WZ9RoCTDYQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881801&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065782&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE3IGw7hnbRiOMnNEejAaCZ33fQlhFI90VuWwTU6bsYugsWdLug1pEhoCKgQQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881801&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065782&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE3IGw7hnbRiOMnNEejAaCZ33fQlhFI90VuWwTU6bsYugsWdLug1pEhoCKgQQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=065001&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=065001&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.cledepeau-beaute.com/jp/F69501.html
https://www.cledepeau-beaute.com/jp/F69501.html
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881001&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881001&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=881001&online_shohin_ctlg_kbn=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホワイト（淡い・明るいマスクカラー）マスク】ソフト・優しいイメージ 

化粧下地 BBクリーム 

SHISEIDO 

シンクロスキン トーンアップ 

プライマーコンパクト 

参考小売価格 

5,280円 (税込)  

ｄ プログラム 

アレルバリア エッセンス BB N 

全 2色 

参考小売価格 

2,860円(税込) 

SHISEIDO メン 

ヴァイブラント BBモイスチャーライザー 

参考小売価格 

4,400円(税込) 

BBクリーム ファンデーション 

ウーノ 

フェイスカラー クリエイター(カバー) 

カラーレベル３ 

全 2色  

参考小売価格 

1,298円（税込） 

SHISEIDO サンケア 

BB コンパクト フォー スポーツ QD 

全 3色 

参考小売価格 

(レフィル)3,520円 

(ケース)1,320円 

(どちらも税込) 

 

アネッサ 

パーフェクト UV スキンケア BB 

ファンデーション a 

全 2 色 

参考小売価格 

2,200円 (税込) 

コンシーラー ルースパウダー アイブロウ 

SHISEIDO メン 

ターゲティッド ペンシル コンシーラー 

全 3色 

参考小売価格 

3,850円（税込） 

ｄ プログラム 

薬用 エアリー スキンケアヴェール 

(医薬部外品) 

希望小売価格 

3,520円(税込)  

ウーノ 

バランスクリエイター  

参考小売価格 

880円（税込) 

アイブロー リップ 

SHISEIDO メン 

アイブロウ フィクサー デュオ 

全 2色 

希望小売価格 

2,750円(税込) 

ウーノ 

オールイワン リップクリエイター 

参考小売価格 

990円(税込) 

SHISEIDO メン 

モイスチャライジング  

リップ クリエイター ティント 

参考小売価格 

2,750円 (税込)  

  

https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E67202&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00086958&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE-FMMJIlHZB3aVWeyKg4cz06USj0S5meCmgdz-rNx5CqDsqIOIC3JBoCnOcQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E67202&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00086958&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE-FMMJIlHZB3aVWeyKg4cz06USj0S5meCmgdz-rNx5CqDsqIOIC3JBoCnOcQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E67202&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00086958&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE-FMMJIlHZB3aVWeyKg4cz06USj0S5meCmgdz-rNx5CqDsqIOIC3JBoCnOcQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=F39801&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00100965&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613208&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE5ES9msz0aLy6v9eLo7BQUi9Q5UrKWoLJP8cTsC4LthGKSrKUuAtThoCIioQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=F39801&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00100965&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613208&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE5ES9msz0aLy6v9eLo7BQUi9Q5UrKWoLJP8cTsC4LthGKSrKUuAtThoCIioQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=F54201&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00104965&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE-RaO-nHTbnZq3rkQUiundlDVqERqUy1Lvfg3CxScbJe1s2ArlQIhRoCAusQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=F54201&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00104965&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbE-RaO-nHTbnZq3rkQUiundlDVqERqUy1Lvfg3CxScbJe1s2ArlQIhRoCAusQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E84401&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00088226&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbEzJQt9ZgHacPxIPLKb51kDppVQbpt9rh2eIKnwyJE5IVnokBiBIY4BoCGoUQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E84401&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00088226&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbEzJQt9ZgHacPxIPLKb51kDppVQbpt9rh2eIKnwyJE5IVnokBiBIY4BoCGoUQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E84401&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00088226&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613213&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbEzJQt9ZgHacPxIPLKb51kDppVQbpt9rh2eIKnwyJE5IVnokBiBIY4BoCGoUQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E26201&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065963&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbEz-NmECYDci_0nt6bdBZ9NJeHDoRm4U1HhaPRZIsZ8ZgNq8slPoogRoCgIsQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E26201&online_shohin_ctlg_kbn=1&inflowcd=ad_sem_00065963&argument=qmMDZaNT&dmai=%5badp_ad%5d10613211&gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbEz-NmECYDci_0nt6bdBZ9NJeHDoRm4U1HhaPRZIsZ8ZgNq8slPoogRoCgIsQAvD_BwE
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E80801&online_shohin_ctlg_kbn=1
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=E80801&online_shohin_ctlg_kbn=1
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【ブラック（濃い・落ち着いた）マスク】クール・スタイリッシュなイメージ 

化粧下地 BBクリーム 

SHISEIDO 

シンクロスキン トーンアップ 

プライマーコンパクト 

参考小売価格 

5,280円 (税込)  

ｄ プログラム 

アレルバリア エッセンス BB N 

全 2色 

参考小売価格 

2,860円(税込) 

SHISEIDO メン 

ヴァイブランド BBモイスチャーライザー 

参考小売価格 

4,400円(税込) 

BBクリーム ファンデーション 

ウーノ 

フェイスカラー クリエイター(カバー) 

カラーレベル３ 

全 2色  

参考小売価格 

1,298円（税込） 

SHISEIDO サンケア 

BB コンパクト フォー スポーツ QD 

全 3色 

参考小売価格 

(レフィル)3,520円 

(ケース)1,320円 

(どちらも税込) 

 

アネッサ 

パーフェクト UV スキンケア BB 

ファンデーション a 

全 2 色 

参考小売価格 

2,200円 (税込) 

コンシーラー ルースパウダー アイブロウ 

SHISEIDO メン 

ターゲティッド ペンシル コンシーラー 

全 3色 

参考小売価格 

3,850円（税込） 

ｄ プログラム 

薬用 エアリー スキンケアヴェール 

(医薬部外品) 

希望小売価格 

3,520円(税込)  

ウーノ 

バランスクリエイター  

参考小売価格 

880円（税込) 

アイブロー リップ 

SHISEIDO メン 

アイブロウ フィクサー デュオ 

全 2色 

希望小売価格 

2,750円(税込) 

ウーノ 

オールイワン リップクリエイター 

参考小売価格 

990円(税込) 

SHISEIDO メン 

モイスチャライジング  

リップ クリエイター ティント 

参考小売価格 

2,750円 (税込)  

  

アイシャドウ 

SHISEIDO 

ポップ パウダージェル アイシャドウ 8 

全 16色 

参考小売価格 

3,080円(税込) 

マジョリカ マジョルカ 

シャドーカスタマイズ 

BR583 

全 24色 

希望小売価格 

550円(税込) 

インテグレート 

トゥインクルバーム アイズ BR382 

全 4色 

参考小売価格 

1,078円(税込) 
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