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「毎朝のメイクが安定しない」 

今日はうまくいったと思っても、 
なぜかうまくいかない日があって。 

なぜメイクが安定しないのかを 
探求した結果 

『理論が不明瞭』 

な場合が多いのでは？ 

と、仮説を立ててみました。 

完璧なメイクは存在しない 

でも、できるだけ、 
“なぜかうまくいかない日“ 
を減らすことができたら。 

毎日じゃなくても 
メイクに行き詰まった時、 

辞書としてお使いいただければ嬉しいです。 
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about	Make	Recipe		
魅力的なメイクの秘訣は　コスメ選びと使い方

Mapping	Base	Makeup

こだわるのは“全部塗らない“	

Eyes
それぞれの“役割“を理解すれば　印象は自由自在

Lips
“ただ塗る“を卒業して　美意識を感じる唇へ

Cheeks
女度を決める　チークレス“風“テクニック

006 Eyebrow
構造を理解して　“いつまでも旬な人“へ　

007
Balance		Check

最終チェックで“シーンに溶け込む“美人になる　
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同じ白のTシャツでも、 

素材、デザイン、サイズ感、合わせ方などによって、 
随分とイメージが変わるように。 

メイクはコスメやブラシの使い方によって 
無限に表情を変えることができます。 

『今の』あなたにフォットする 
世界に1枚のメイクレシピは 

ブランドに制約なく、厳選されたコスメたちの 
ブランド名・品番・使い方のコツを記載。 

あなたのためだけに 
完全オーダーメイドで作成いたします。 

R辞典は、そのテキストとしてお使いくださいませ。 

001  about Make Recipe
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002  Mapping Base Makeup  

肌は、生き方を表現します。 

満たされているひとの肌は 
みずみずしく、ツヤがあり、 

覚悟を決めたひとの肌は 
ハリがあり引き締まっています。 

atelierR  が目指すのは 

幸福感がありながら 
誰にも媚びない、凛とした肌。 

さらに、 
メイクしていることを忘れるほどに軽やかなフィット感を 

ご体感くださいませ。 
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002  Mapping Base Makeup  

“全部塗らない“ ベースメイクで 
素肌のような　ツヤ・透明感・立体感のある肌へ 

atelierR  Mapping Base Makeupは 
5stepを丁寧に。 

さらに、 

極限まで量を減らして 
メイクしていることを忘れるほどの 
軽さと密着感を実現します。 
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002  Mapping Base Makeup  

2 / Control color 

・目の周り 
・特にクマの上に

3 / Foundation 

・フェイスラインにはのせない 
・中から外へ中指で伸ばす 
・擦らず滑らせるように 

・カバーしたいところは少量ずつ重ねる

1 /Makeup base 

・フェイスラインにはのせない 
・中から外へ中指で伸ばす 
・擦らず滑らせるように 

❶

❷

❸
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002  Mapping Base Makeup  

4-2 / Concealer(light) 

・高さを出したいところに 
・特に目の下のVの字 

・できるだけ小さな面積で

4-1 /  Concealer(dark) 

・目・鼻・口の周りをカバー 
・特にクマ 

・シミそばかすも 

5 / Face  powder 

・コンシーラー後、7分置いてから 
・少量ずつ3回に分けて 
・ブラシで磨くように

❹-1

❹-2

❺
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『今日はどんな気分？』 

毎朝、メイクの前に必ず 

鏡の中のあなたに聞いてみてください。 

今日の予定を確認して 

在りたいあなたのイメージを想像してみる。 

誰に会う？ 
どんな女性だと表現したい？ 

どこに行く？ 
コーディネートは？ 

ヘアは？ 

そして、メイクは？ 

さぁ、今日はどんなあなたに着替えますか？ 

STYLE
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さて、ここからのポイントメイクは、 

Fresh or Elegant 

2パターンをそれぞれ解説していきます。 

すべて同じスタイルで統一する必要はありません。 

あなたの素顔を生かして、 

そして、 

その日のメイクのテーマに合わせて 

自由に組み合わせてくださいね。 

FRESH / ELEGANT
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003  Eyes

目は、その人の意思を表します。 

愛する誰かがいる人の目は 
リラックスしてふんわりと優しく、 

成し遂げたい何かがあるひとの目は 
きりりと引き締まり、力があります。 

一番見られるパーツだからこそ、 
どうデザインするのかは最重要。 

ステップも多く複雑なアイメイクは 

ついつい挑戦を諦めて、 
“いつもおなじ“になりがちですが 

理論がわかればアレンジは自由自在。 

今日のあなたの意思表示 

アイメイクに手伝ってもらいましょう。 
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003  Eyes  -eyeshadow- 

1 /  eyeshadow(A) 

上）際からアイホールに向かってワイパー状に広げていく。 
＊ブラシ大、寝かせる 

下)目頭から目尻まで細く。 
＊ブラシ小、立てる

2/  eyeshadow(b) 

上）まぶたの際からアイホールに向かってワイパー上に広げていく。 
＊ブラシ小、寝かせる 

下）は目頭から目尻まで細く。 
＊ブラシ小、立てる

横：目頭から目尻まで

横：目頭から目尻は少しオーバーに

　step1

　step2

縦：二重→二重幅を少し超える範囲 
　　　　　一重・奥二重→目を開けて1mm見える範囲 
横：上）目頭から目尻まで 
　　下）黒目幅のみ

縦：二重→二重幅を少し超える範囲 
　　　一重・奥二重→目を開けて1mm見える範囲 
横：上）目尻を少しオーバーに目頭もしっかり 
　　下）黒目幅のみ

PONT 

2色とも、“透けるように“のせる。 
色を出そうと思うとのっぺりします。 

色を感じる程度でOK

FRESH

ELEGANT

　step1 　step2
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003  Eyes  -eyeliner- 

1/ 

外から中に向かって描き、 
中央でつなげる。

2/ 

“アイフレームの延長線を描く“ようなイ
メージで角度を決める

目頭から中央・目尻から中央へ。 まっすぐ鏡を見ながら、 
目尻から横へ伸ばす。 
長くしない。

PONT 

ペンシル/リキッド 
ブラック/ブラウン/グレー/カラー 

その日のメイクのテーマやバランスで自由に選びましょう 

今季は下のアイライナーなしが◎

目頭から中央・目尻から中央へ。

まっすぐ鏡を見ながら、 
目尻からこめかみの方向へ。 
やや長くてもOK

　step1 　step2

FRESH

ELEGANT

　step1 　step2

A:アウトサイドライン 
まつ毛の上側に。まつ毛に沿って。 
リキッドが◎ 
→透明感

B:インサイドライン 
まつ毛の内側に。まつ毛の隙間を埋めるように。 
ペンシルが◎ 
→引き締まる

A

B
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003  Eyes  -mascara- 

1/ eye rush curler 

スクリューブラシで毛流れを整えてから 
ビューラーでまつ毛をカールさせる。 
優しい力で、複数回繰り返し、 
丁寧にカールさせる。

2/  mascara 

マスカラ液がブラシにたまらない様に、 
マスカラ本体の入り口でブラシをしごき、 
少量ずつ、乾かしながら重ねる。

ビューラーは根本から丁寧に。 
根本から毛先まで丁寧にカールさせる。

PONT 

基本的は、”カールタイプ“を使用。 
ボリュームは重ね付けすることで、 
長さはプレスしながら塗ることで。 

マスカラをぬるごとに、スクリューブラシでとかす一手間を。

マスカラを根本から毛先に向かってジグザグせずに 
黒目幅部分を重ね塗り。

ビューラーは根本は軽く。 
まつ毛の中央から毛先をしっかりカールさせる。

マスカラを根本から毛先に向かってジグザグせずに 
目尻、目頭部分を重ね塗り。

　step2
FRESH

ELEGANT

　step1

　step1 　step2 　step3

　step3
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004  Lips

唇は、その人の美意識を表します。 

見えないパーツに手をかけているかどうか。 
こまめにメイク直ししているか。 

また、 
グラスに色移りさせない気遣いも。 

主役にも引き立て役にもなることができる 
自由自在なパーツだからこそ、 

“なんとなく“メイクしない。 

唇を見られる機会が、 

“特別な関係の人“だけに限定された 

今の時代。 

ランジェリーを選ぶように、 
リップ選びも、楽しんでくださいね。 
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004  Lips

1/  

上下唇の中央部分から 
先にのせる。

2/ 

アウトラインはなりたいイメージで 
アレンジする。

中央を先に。 口角から内に向かって描く。 
アウトラインを自然に馴染ませる。

PONT 

保湿ケアは、スキンケアのタイミングで済ませておく。 
（リップメイク直前にすると滑って密着しないため） 

仕上げにはティッシュオフして 
余分な油分をオフすると崩れにくくなります 

レストランに入る前は、 
ティッシュオフして席につくのがマナー。

中央を先に。 口角から内に向かって描く。 
アウトラインはブラシで丁寧に描く。

FRESH

ELEGANT

　step1 　step2

　step1 　step2
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005  Cheeks

頬は、その人の体温と湿度を表します。 

愛されているひとの頬は 
ほんのり血色がよく潤んでいて 

何かに夢中なひとの頬は 
目を引くほどの存在感が。 

シンプルに生きているひとの頬は、 
色ではなく、美しい陰影がだけが際立ちます。 

“目や唇ほどに物を言わない“ 
のになぜか 

そのひとの印象を大きく左右する 
チークメイク。 

大人の品格が媚びない協調性に表れるように、 

目と唇の間で 
主張せずとも存在感を発揮する 

大人の余裕を見せられる 
唯一無二のパーツです。 
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005  Cheeks

1/  

『い』の口をして高くなるところがトップ 

2/   

トップから外に向かって広げていく。 
ブラシを往復させ、“磨くように“広げていく。

トップから横へ流すように。

黒目の下部分にもほんのり広げる。 
アウトラインをしっかりんぼかし、頬全体に馴染ませる。

PONT 

ふんわりした毛質でラウンド型のブラシが◎ 
チークをブラシにからめたら、手の甲やティッシュの上で 

ブラシの中に粉を含ませてから肌にのせる。 

しっかり馴染ませることで 
トレンドのチークレス（風）が完成します。 

肌に触れているかどうかのギリギリの弱さで。

トップからチークボーンに沿って少し引き上げる。 黒目の外端のラインよりも内側に入らないように広げる。 
上側のアウトラインのみぼかし、ハイライトゾーンに馴染ませる。 

FRESH

ELEGANT

　step1 　step2

　step1 　step2
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006 Eyebrow

眉は、その人の知性を表します。 

その“構造“の複雑さゆえ、 

いかにその構造を理解しているのかが 
一目で伝わってしまいます。 

なんとなくでやり過ごせない 
唯一のパーツだからこそ、 

毎朝、 
静かな心でメイク時間を確保できているのか 

自分を知っているかどうか 
俯瞰して見ることができているのか 

大人は愛嬌だけでは生きていけません。 
知性を磨く努力の結果は 
他でもない、眉に表れます。 

今更聞けない、眉の基本から 
もう一度。 
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006 Eyebrow

1/  
毛流れをスクリューブラシで整えてから、 

黒目の上部分からスタート 

2/ 
毛流れに沿って、1本1本描き足すように

3/ 
アウトラインをスクリューブラシでぼかす

4/ 
毛流れに沿ってマスカラで色を馴染ませる
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×左右対称 
◎それぞれの目に合わせる

　step1

　step２

黒目の上部分からスタート。 
この部分が一番濃くなるように。

隙間を埋めるように。力を入れない

　step3

淡色で馴染ませったり、スクリューブラシでぼかす。

　1 　2 　3

　4

基本のデザイン

1 ：眉頭　＞＞　鼻筋と目頭の中間 
2： 眉山　＞＞　黒目外端と目尻の中間 
3:   眉尻　 ＞＞　口角と目尻の延長線上 
4:   高さ　 ＞＞　眉尻が眉頭より高い位置



006 Eyebrow

淡く、太く、短く。

　濃く、細く、長く。

基本のデザインよりも、抜けを意識。 
明るめの色、太め・短めのデザインで。 
アウトラインはあえて曖昧に。

PONT 

パウダー/ペンシルは好みでOK 
（推奨はパウダー） 

マスカラは垢抜けに必須 
肌に触れているかどうかギリギリの弱さで。 

とにかく毛流れ通りに 
1本1本描き足す。 

眉だけを見ずに、全体のバランスを 
細かくチェックしながら進める。 

基本のデザインよりも、きちんと感を意識。 
落ち着いた色、細め、長めのデザインで。 
アウトラインは丁寧に表現する。

FRESH

ELEGANT

色・密度・デザイン 
を変えればアレンジは自由自在
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007   Check

寄りと引きを行き来することで、 
どんな時も美しいひとに。 

15分間、鏡の中の自分の顔に集中したら、 
仕上げは、自分ではない他の誰かになって 

あなたを見てみてください。 

その誰かは、あなたとどの距離で、 
どこを見ていますか？ 

通勤中歩いているシーンなら、 
数メートル先から全身を。 

女友達とのランチなら、 
1mの距離で正面と横顔を。 

特別な人との時間なら？ 

相手の気持ち、目線になって、 
その距離で、メイクの最終チェックを。 
そしてそこからメイクの足し引きを。 

バランス上手こそ、エレガント。 
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PRODUCTS & TOOLS
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1・RMK  メイクアップベース 

2・RMK  ベーシックコントロールカラー04 

3・Amplitude ロングラスティングリキッドファンデーション 

4・NOEVIR コンシーラー 

5・THREE アルティメイトダイアフェネス ルースパウダー（グロー）

1

2
3

4

5



PRODUCTS & TOOLS
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1・celvoke ヴォランタリーアイズ10 
2・SUQQU トーンタッチアイズ11 

3・THREE インディストラクティブルアイライナー08 
4・RMK セパレートカールマスカラ02 

5・THREE アライジングスピリットリップグロー04 

6・RMK インジーニアスパウダーチークス05 

7・celvoke インディケイトパウダーアイブロウ05 
8・celvoke インディケイトアイブロウマスカラC01

1 2

3 4
5

6
7 8

FRESH



PRODUCTS & TOOLS
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1・celvoke ヴォランタリーアイズ10 
2・SUQQU トーンタッチアイズ07 

3・THREE インディストラクティブルアイライナー03 
4・RMK セパレートカールマスカラ01 

5・THREE アライジングスピリットリップグロー03 

6・THREE チーキーシークブラッシュ09 

7・celvoke インディケイトパウダーアイブロウ01 
8・RMK Wアイブロウカラーズ　03

1 2

3 4
5

6
7

8

ELEGANT



PRODUCTS & TOOLS
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1・RMK フェイスパウダーブラシ 
2・RMK チークブラシ 

3・THREE コンシーラーブラシM 
4・RMK アイシャドウブラシA 

5・アイシャドウブラシD  +クリームアイシャドウブラシ 
6・RMK スクリューブラシ 
7・RMK アイブロウブラシ 

8・RMK リップブラシ（携帯用） 
9・RMK アイラッシュカーラー

1 2 3 4 5 6 7
8

9



Message

『メイクは8割で進める』 

実は、これを最も大切にしています。 

肌悩みを全部隠そうとした肌は、 
厚ぼったく、隙もなく、頑なに見えます。 

重ねすぎたアイメイクは、 
若さへの執着を感じます。 

塗りつぶされたアイブロウは、 
過度な自己主張を感じます。 

メイクは、別の誰かになるためではなく、 
あなたそのものを素敵に表現するためのツールです。 

また、一つひとつにこだわると、 
それを重ねて仕上がったお顔は、必ず　 too muchに。 

お料理と同じく、 
迷ったら薄いかな？で進めましょう。 

全工程が終わったあと、寂しいところにプラスする。 

そんな『8割』の気持ちが 
しなやかな女性のオーラーをつくってくれます。 

完璧を求めると、完璧から遠のきます。 

頑張りたい時ほど、 
肩の力を抜いてメイクしてみてくださいね。 
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Instagram

R辞典を手に取っていただき、ありがとうございます。 

メイクは、楽しくもあり、 

時に 

苦しくもあります。 

それでも毎日しなければならないメイクですが、 

このR辞典が、 

メイクは楽しいと思える時間が少しでも増える 

そんな小さなきっかけになれば光栄です。 

そして、イラストやテキストだけでは 
イメージしにくい部分は 

Instagramの 
atelierR  Membership 限定アカウントにて 
ライブ配信など解説動画を配信していきます。 

R辞典とInstagramを 
お好みに組み合わせてご活用くださいませ。 

＃世界に1枚のメイクレシピ　が 
あなたの毎日をますます素敵に彩りますように。 
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＃Personal Make Lesson  
＃Online Personal Make Recipe  

人の数だけ、 
そしてその人のシーンの数だけ 

フィットするメイクレシピが存在します。 

メイクは自分のためにするもの。 

あなたのためだけに作られた 

＃世界に1枚のメイクレシピ 

atelierR  にご提案させていただければ光栄です。 

noriko 

illustration by KAZU.


