
Design Recipe

＃1＃2＃27＃28
先太 × 先細 0.1 ㎜

5 分割法で目頭から表記

ポイントアイライン

　③から　J5　J5　C6　　25 本

アイデザイン

　J6　J7　J8　J7　J7　  35 本

先太 × 先細 0.12 ㎜

＃3＃4

＃5＃6＃29＃30
先太 × 先細 0.15 ㎜

アイライン

J5　J5　J6　J6　J7　    45 本

アイデザイン

J8　J9　J9　J10　J11　35 本

アイライン

C6　C6　C6　C6　J7　     45 本

アイデザイン

C7　C9　C10　C10　J9　 40 本

まずは初級編

アイデザインを薄く作る事でアイラインがはっきり！

まつ毛が繊細な方にも

まずは初級編

アイデザインを薄く作る事でアイラインがはっきり！

まつ毛が繊細な方にも

まつ毛にハリがあり、 目のラウンドが大きい方には

アイデザインに先細 0.15 を使用するのも〇
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Design Recipe

＃15＃16
先太 ×volume0.06 ㎜

5 分割法で目頭から表記

＃7＃8＃9＃10
silkprotein× 先細

アイライン

　　　　　　　　C6　C6　J6　J7　J7　　   50 本　

アイデザイン

　　　　　C7　C8　C9　AC9　AC9　　25 本　

＃11＃12＃13＃14
先太 ×UV

アイライン

　　　　　　C6　C6　C6　C6　C6　 ４０本

アイデザイン

　0.15/C8　C9　C10　J10    30 本

+SMART　  20 本

アイライン

C６　C6　C6　C6　C6　               ４５本

アイデザイン 0.06/3D　

C8　C9　C10　C11　C10　C9　　  20Fun

まつ毛が繊細な方はアイラインに

　　　silkprotein ！！

アイデザインにも少し濃さを求める方には UVLASH

目のラウンドが大きく、 密度がつくりにくいまたは地まつ毛が

抜けている箇所がある方には Volumelash!

“”
“”

“” “”

“”
“”



Design Recipe

＃17＃18
先太 ×volume brown

＃20
silkprotein×silkprotein

5 分割法で目頭から表記

アイライン

C6　C6　C6　C6　C6

下まつげ

J5　J6　J6　J6　J6

アイライン

④から C6　J6　　　　　　　　　　15 本

アイデザイン

volumebrown0.06/ 3D

C7 C8 C10 C10 C10   25Fun  

アイデザイン　Volume/0.06

SC8　SC9　SC10　C10　J11

目元の印象は残したいけど大人な抜け感も欲しい方には

アイデザインに Brown で Volumelash

shortMIX の JC 両方あれば

下まつげにも
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アイライン

C6　C6　C6　C6　C6  30 本

アイデザイン　

SC8　SC9　SC10　SC10　C8　　45 本

＃33＃34

軽さの中にも存在感“” “”

先太 ×FLAT LASER



Design Recipe

＃21＃24 chocolat
        　　　× vintagewine
                 　　　　　　× orientalblue

ポイントアイライン

先太 J6　J6　J6　ｵﾘｴﾝﾀﾙﾌﾞﾙｰ　J7　J8　４０本

＃22＃25
scarlett
      × paradisepink
                 × forestgreen

＃23＃26
pansy
　　　　　　× lemonade
　　　　　　　　　　　　　　× chocolate

5 分割法で目頭から表記

アイライン

先太 C5　C6　C6　ｽｶｰﾚｯﾄC6　C7　C8

アイデザイン　0.06/0.07MIX　2D-3D

C8　C9　C10　C11

下まつげ

ｼﾙｸﾌﾟﾛﾃｲﾝ/0.15　all　C5

ポイント目尻アイライン

ﾊﾟﾝｼﾞｰ　J6　　　　　　　　　 15 本

アイデザイン　先細 /0.15

C7　C8　C9　AC8　　　65 本

下まつげ

ｼﾙｸﾌﾟﾛﾃｲﾝ0.09/J6　ﾊﾟﾝｼﾞｰJ6　MIX

＃1　19321　  先太 × 先細 0.1　J

＃2　19322　  先太 × 先細 0.1　C

＃3　19323　  先太 × 先細 0.12　J

＃4　19324　  先太 × 先細 0.12　C

＃5　19325　  先太 × 先細 0.15　J

＃6　19326　  先太 × 先細 0.15　C

＃7　19327　  silkprotein× 先細 0.1　J

＃8　19328　  silkprotein× 先細 0.1　C

＃9　19329　  silkprotein× 先細 0.12　J

＃10　19330　silkprotein× 先細 0.12　C

＃11　19331　先太 ×UV0.09　J

＃12　19332　先太 ×UV0.09　C

＃13　19333　先太 ×UV0.15　J

＃14　19334　　先太 ×UV0.15　C

＃15　19335　　先太 ×Volume0.06　J

＃16　19336　　先太 ×Volume0.06　C

＃17　19337　　先太 ×Brown0.06　J

＃18　19338　　先太 ×Brown0.06　C

＃19　19339　　先太 short J×C Mix

＃20　19340　 　silkprotein short J×C Mix

#21　19341　 　chocolat×vintagewine×orientalblue J

＃24　19344　 　chocolat×vintagewine×orientalblue　C

＃22　19342　 　scarlett×paradisepink×forestgreen　J

＃25　19345　 　scarlett×paradisepink×forestgreen　C　

＃23　19343　 　pansy×lemonade×chocolat　J

＃26　19346　 　pansy×lemonade×chocolat　C

アイデザイン

先細 /0.1　J8　J9　J10　AC11　AC12

メイクに遊びがある方にはアイラインにカラーを使って

アイラインにカラーで魅力的な目元に

アイシャドウーのように上下にカラーを使って
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＃27　19347　　先太 ×GV0.1　J

＃28　19348　　先太 ×GV0.1　C

＃29　19349　　先太 ×GV0.15　J

＃30　19350　　先太 ×GV0.15　C

＃31　19351　　先太 ×FLAT(L)0.1　J

＃32　19352　　先太 ×FLAT(L)0.1 C

＃33　19353　　先太 ×FLAT(L)0.15 J

#34　19354　　先太 ×FLAT(L)0.15 C

商品コード /アイライン用×アイデザイン用商品コード /アイライン用×アイデザイン用商品コード /アイライン用×アイデザイン用

商品 ・ 商品コード一覧


