セ

「血色がアップして元気に見える！
だからファンデは薄づきで十分」

これで
解決！

Say コントロールメイクアップベース

オレンジ色の下地＋
ファンデーション

OK!

橋本里江子さん
（55歳・埼玉県）

ファンデーションのみ

予約の取れない
中高年専門メイク教室
「Say」主宰
あ さ か じゅんこ
セ

結論

黄ぐすみやシミを隠し
肌に血色をプラスする
「オレンジ色」の下地を！

「若い頃の肌にあって、今の

肌にないものは『血色』です。

ピンク色の下地

黄色人種でもともと黄色っぽい

私たちの肌ですが、年齢を重ね

て血行が悪くなると血色が悪く

なり、リンパの流れも滞って老

オレンジ色の下地

廃物がたまるため、黄色く暗く

くすんでしまいます。隠そうと

明るい色のファンデを厚くぬる

のはしわが目立ち逆効果。お面

のように不自然で老けて見えま

手の甲に 2cm ほど
出したら、中指と薬
指の第 2 関節くらい
までつけます。

す。だからまず、黄色に血色の

1

赤を足した『オレンジ色』の下

2019 年 8 月号

顔の中 心 部から外
側に向かって、指の
腹を使って力を入れ
ずにスーッとやさしく
のばしましょう。

地で肌色をコントロールしまし
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2

必要なのは
血色です

ょう。
無理なく肌に溶け込み、
血

●日本製

無香料／合成着色料不使用／アルコール不使用／パラベン
不使用
※上下によく振ってからお使いください。 ※商品に価格表示
があります。
ギフトをご利用の際はお気をつけください。

原因は黄ぐすみ。
ファンデで肌を隠すより

色のいい元気な顔になれますよ」

01オレンジ

「黄ぐすんだ肌になじみ、血色

●色番号

●内容量／30ɡ

よく元気に見せるこのオレンジ

2,700円／本体 2,500円

使い方
中指と薬指でやさしく
顔全体につけます。

商品番号 202-57678

色の下地。何度も色を調整し、

SPF35 PA＋+

Say コントロール
メイクアップベース

どんなくすんだ肌にも溶け込む

絶妙な色に仕上げました。肌の

凹凸を埋めてつやを出し、シミ

やしわを目立ちにくくするカバ

ー効果もあります。上にファン

デーションをうっすら重ねるだ

けで、ほんのり血色が生まれ、

肌そのものが若返って見えます。

年齢肌に不足するヒアルロン

酸などの美容液成分もたっぷり

配合しました。夏の強い紫外線

や冷房の風を受けても肌が乾燥

ヒアルロン酸
カミツレ花
Na
エキス
（すべて保湿成分）

せず、
メイクくずれを防ぎます」

スクワラン

NG!

“ファンデをぬっても疲れて
見えることはありませんか？
"

厚ぬりすると、自然な血色が消
えてお面のよう。しわに入り込
むと老け見えします。

血色がよく見え、肌のトーンも
上がるのでファンデーションも
薄づきで十分に。

肌がうるおい続ける
スキンケア効果も。

イ

予約の取れないメイク教室Sayの
「老け顔脱出メイク」誌上講座

イ

浅香純子さん

1955（昭和 30）年生まれ。大
手化粧品会社勤務を経て、大人
向けブランド「Say」を設立。
中高年向けのスキンケア＆メイ
クを学ぶ「若創り学教室」をオ
ープンし、NHKなどテレビでも
たびたび取り上げられ話題に。

「オレンジ色」は
このカバー力！
ピンク色だと、茶色いシミが透
けて見えてしまいますが、オレ
ンジ色だと黄ぐすんだ肌によく
なじみ、シミも自然にカバーで
きます。

お申し込みはお電話で（無料）

0120-771-194

月～土 ／ 9時〜19時受付
日・祝日／9時～18時受付

すべての商品に ハルメク ポイント3％ おつけしています。
詳しくは別冊「ご利用ガイド」をご覧ください。

2019 年 8 月号
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セ

濃いパープル色だから自然！
白目もキレイに見えます。

これで
解決！

“目ヂカラが弱くなったと
感じていませんか？
"

Say アイライナーペンシル

メイク後

メイク前

有光直子さん
（66歳・茨城県）

目もとがくっきり！

イ

予約の取れないメイク教室Sayの
「老け顔脱出メイク」誌上講座

目もとがぼんやり……。

まつ毛が少なく、短く、
細くなることが原因。
大人こそアイラインを

セ

結論

まつ毛とまつ毛の間の
すき間を埋めるだけで
目ヂカラがアップ！

目ヂカラがなくなった原因の

１つは「まつ毛の減少」です。

若い頃はまつ毛がすき間なく生

えているため、目の輪郭がくっ

きりと見えます。しかし年齢を

重ねるとまつ毛が少なく、細く

なるため、毛と毛の間にすき間

ができて輪郭がぼやけた目もと

に見えるのです。このすき間を

アイラインで埋めることが、目

ヂカラをよみがえらせる最大の

目尻の3mm外側から描き始めます。
この時、目線を下げまぶたが目に
かぶさらないように、指でこめかみ
あたりを外側に引っ張ると描きやす
いです。

ポイントです。
「アイラインが

1

うまく引けない」という相談を

2019 年 5 月号

1本の線ではなく、
少しずつ描くイメー
ジで黒目の内側の上までラインをつ
なげます。目尻は少し太めに描くと
上まぶたのたるみが目立ちにくいです。

よく受けますが、１本の線を描

105

2

く必要はありません。
「ちょん

無香料／石油系界面活性剤不使用／アルコール不使用／
パラベン不使用
※色名はボルドーブラックです。 ※商品に価格表示がありま
す。
ギフトをご利用の際はお気をつけください。

ちょん」とまつ毛のすき間を少

●付属品／シャープナー ●日本製

しずつ埋めるだけで、自然に目

2,160円／本体 2,000円

使い方
線を引くのではなく
点で少しずつ
埋めるイメージで。

商品番号 202-57895

がぱっちりして見えますよ。

なめらかに描けて
初心者でも
失敗しません！

大人の目もとに目ヂカラを生

むために、
「 濃いパープル色 」

のアイライナーを作りました。

実は、
この色がとても重要です。

黒はくっきりしすぎて怖い顔に

なりやすく、茶色では大人の目

もとを引き締めきれません。濃

いパープルは、ほどよい濃さで

目もとを引き締めて見せること

ができるのに加え、濁って黄み

がかる白目を明るくクリアに見

せる効果もある色なのです。

さらに「しわやたるみでヨレ

てうまく描けない」という声に

応え、ペンシルの芯のやわらか

さにもこだわりました。まつ毛

の間に「ちょんちょん」と置くだ

けで描けるため、アイライナー

が初めてでも久しぶりでも、簡

単にまつ毛を濃く見せられます。

Say アイライナーペンシル

予約の取れない
中高年専門メイク教室
「Say」主宰
あ さ か じゅんこ
イ

浅香純子さん

1955（昭和 30）年生まれ。大
手化粧品会社勤務を経て、大人
向けブランド「Say」を設立。
中高年向けのスキンケア＆メイ
クを学ぶ「若創り学教室」をオ
ープンし、NHKなどテレビでも
たびたび取り上げられ話題に。

まつ毛が減り、 細くなるため、

目周りのラインが曖昧に。
黒目が薄くなり、白目が濁る。

表情筋の衰えで目尻が下がり、

目が小さく見えがちに。

50代以降の目もと

30代の目もと

2019 年 5 月号
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