
ナチュラル
肌の地色を美しく見せるコンシーラーに、健康的でやわらかな色をのせた
シンプルなナチュラルメイク。

フェミニン
太めの眉とシャープなアイラインでメリハリをつけた大人のメイクアップ。
リップは指で置くようにして周りをぼかして仕上げます。

健康的な肌色をいかしながら、色合いで使い分ける2つのメイクスタイル

Cheek
リップ＆チーク
ローズ

Lip
リップグロス
レッド

Eye1
マスカラ・フィルムタイプ

ブラック

Eyebrow
アイブロー・ペンシル＆パウダー

ダークブラウン

Skin
コンシーラー
スティックタイプ
ナチュラル

Lip
リップスティック
ピンクベージュ

Eyebrow
アイブロ-・ペンシル＆パウダー

ナチュラルブラウン

Eye2
リキッドアイライナー

ブラック

肌を健康的にみせるメイクアップ

TYPE1

TYPE2

ナイロンメイクポーチ

細かいメイク用品を効率的に収納できるメイクポーチです。

汚れを拭きとりやすいナイロン素材。ポリプロピレンメイクボックスと組み合わせて使えます。

細かいメイク用品などの整理に便利なポーチです。

ナイロン手付ポーチ
黒・約12.5×20.5×10.5cm 税込1,290円38743804

細かいメイク用品などの整理に便利なポーチです。
持ち運びがコンパクトにできる薄型タイプ。

❶ナイロン手付ポーチ・薄型
黒・約12.5×20.5×6cm 税込990円38743811

大きく開くので中身が見やすく、取り出しやすいポー
チです。

❷ナイロン広口ラウンドポーチ
黒・約11×17×7cm 税込990円38743828

ナイロンブック型ポーチ

見開き出来るブック型のポーチです。

黒・約12×20.5×4cm 税込1,290円38743835

ナイロンメイクブラシポーチ 

メイクブラシの整理に便利なポーチです。ナイロン
手付ポーチ、ナイロン手付ポーチ・薄型と組み合
わせて使用できます。

収納例：BBクリーム（携帯用）/UVベースコントロールカラー/UVメイクアップベース/
アイカラー4色タイプ /チークカラー/ルースパウダー・小 /コンシーラー・スティックタ
イプ /リップスティック/マスカラ/リキッドアイライナー/アイブローペンシル・くり出し
式 /ヘアクリップ /携帯用チークブラシ/携帯用折りたたみヘアコーム/耳かき付綿棒

収納例：アイカラー4色タイプ /チークカラー/ルースパウダー・小 /リップスティック/
リップエッセンス/リキッドアイライナー/マスカラ/アイブロー・ペンシル＆パウダー/
アイラッシュカーラー/携帯用チークブラシ/ホホバオイル（携帯用）

黒・約19×8.5×0.5cm 税込390円38743842

ナイロンメイクボックスとポリプロピレンメイクボッ
クスはモジュールを合わせているので、中を自由
に仕切って自分だけのメイクボックスが作れます。

1泊2日の旅行に

毎日のメイク直しに

ブラシ部に肌あたりが柔らかく、くせのつきにくい植物由来のポリエステル繊維を使用したブラシです。

メイクブラシ

デュポン™およびソロナⓇは米国
デュポン社の商標または登録商
標です。ライセンスにより、株式
会社良品計画が使用しています。

チークカラーをのせる頬用のブラシ。携帯に便利
なコンパクトサイズです。チークブラシに最適な平
型に揃えました。

ポリエステル・携帯用チークブラシ
全長約153mm 税込1,290円15822799

D

メイクの仕上げにチークカラーやルースパウダーを
のせるフェイスブラシ。携帯に便利なコンパクトサ
イズです。

ポリエステル・携帯用フェイスブラシ
全長約146mm 税込1,490円15822805

D

アイカラーのベース色をのせるのに適したブラシ。

アイカラーブラシ
全長約126mm 税込590円15822812

D

適度なコシがあり、リキッドファンデーションをムラ
なくのばし、仕上げます。

ポリエステル・
リキッドファンデーション用ブラシ

全長約136mm 税込1,790円15822904

D

チークカラーをのせる頬用のブラシ。チークブラシ
に最適な平型に揃えました。

ポリエステル・チークブラシ
全長約164mm 税込1,790円15822829

D

フェイスブラシに最適なボリュームのある平型に揃
えました。

ポリエステル・フェイスブラシ
全長約168mm 税込2,490円15822836

D

やわらかな肌触りのポリウレタンチップを使用しまし
た。チップ部は取替式です。

アイカラーチップ
全長約129mm
取替用・2個入

税込490円
税込290円

15822867
15822881

眉の流れを整えたり、アイブローカラーをぼかすブ
ラシ。眉カットに便利なコーム付です。

アイブローブラシ・コーム付
全長約127.5mm 税込490円15822843

D …ブラシ：DuPont™ Sorona®製

適度なコシがあり、リップをムラなくきれいにのばし
仕上げます。

リップブラシ

大・全長約117mm 税込590円37385856

D

繰り出し式のアルミケースに入った携帯用のフェ
イスブラシ。

携帯用フェイスブラシ
全長約105mm 税込1,790円37385870

D D

繰り出し式のアルミケースに入った携帯用のチー
クブラシ。

携帯用チークブラシ
全長約93mm 税込1,490円37385887

小・全長約67mm 税込490円37385863

ナイロンメイクボックス

ナイロンメイクボックス・小
約16．5×19．5×12．5ｃｍ 税込1,490円15880584

ナイロンメイクボックス・大
約19．5×31×19．5ｃｍ 税込2,090円15880485

ナイロンメイクボックス・中
約16.5×23．5×16．5ｃｍ 税込1,890円15880577
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❷ナイロン広口ラウンドポーチ

ナチュラル
肌の地色を美しく見せるコンシーラーに、健康的でやわらかな色をのせた
シンプルなナチュラルメイク。

フェミニン
太めの眉とシャープなアイラインでメリハリをつけた大人のメイクアップ。
リップは指で置くようにして周りをぼかして仕上げます。

健康的な肌色をいかしながら、色合いで使い分ける2つのメイクスタイル

Cheek
リップ＆チーク
ローズ

Lip
リップグロス
レッド

Eye1
マスカラ・フィルムタイプ

ブラック

Eyebrow
アイブロー・ペンシル＆パウダー

ダークブラウン

Skin
コンシーラー
スティックタイプ
ナチュラル

Lip
リップスティック
ピンクベージュ

Eyebrow
アイブロ-・ペンシル＆パウダー

ナチュラルブラウン

Eye2
リキッドアイライナー

ブラック

肌を健康的にみせるメイクアップ

TYPE1

TYPE2

ナイロンメイクポーチ

細かいメイク用品を効率的に収納できるメイクポーチです。

汚れを拭きとりやすいナイロン素材。ポリプロピレンメイクボックスと組み合わせて使えます。

細かいメイク用品などの整理に便利なポーチです。

ナイロン手付ポーチ
黒・約12.5×20.5×10.5cm 税込1,290円38743804

細かいメイク用品などの整理に便利なポーチです。
持ち運びがコンパクトにできる薄型タイプ。

❶ナイロン手付ポーチ・薄型
黒・約12.5×20.5×6cm 税込990円38743811

大きく開くので中身が見やすく、取り出しやすいポー
チです。

❷ナイロン広口ラウンドポーチ
黒・約11×17×7cm 税込990円38743828

ナイロンブック型ポーチ

見開き出来るブック型のポーチです。

黒・約12×20.5×4cm 税込1,290円38743835

ナイロンメイクブラシポーチ 

メイクブラシの整理に便利なポーチです。ナイロン
手付ポーチ、ナイロン手付ポーチ・薄型と組み合
わせて使用できます。

収納例：BBクリーム（携帯用）/UVベースコントロールカラー/UVメイクアップベース/
アイカラー4色タイプ /チークカラー/ルースパウダー・小 /コンシーラー・スティックタ
イプ /リップスティック/マスカラ/リキッドアイライナー/アイブローペンシル・くり出し
式 /ヘアクリップ /携帯用チークブラシ/携帯用折りたたみヘアコーム/耳かき付綿棒

収納例：アイカラー4色タイプ /チークカラー/ルースパウダー・小 /リップスティック/
リップエッセンス/リキッドアイライナー/マスカラ/アイブロー・ペンシル＆パウダー/
アイラッシュカーラー/携帯用チークブラシ/ホホバオイル（携帯用）

黒・約19×8.5×0.5cm 税込390円38743842

ナイロンメイクボックスとポリプロピレンメイクボッ
クスはモジュールを合わせているので、中を自由
に仕切って自分だけのメイクボックスが作れます。

1泊2日の旅行に

毎日のメイク直しに

ブラシ部に肌あたりが柔らかく、くせのつきにくい植物由来のポリエステル繊維を使用したブラシです。

メイクブラシ

デュポン™およびソロナⓇは米国
デュポン社の商標または登録商
標です。ライセンスにより、株式
会社良品計画が使用しています。

チークカラーをのせる頬用のブラシ。携帯に便利
なコンパクトサイズです。チークブラシに最適な平
型に揃えました。

ポリエステル・携帯用チークブラシ
全長約153mm 税込1,290円15822799

D

メイクの仕上げにチークカラーやルースパウダーを
のせるフェイスブラシ。携帯に便利なコンパクトサ
イズです。

ポリエステル・携帯用フェイスブラシ
全長約146mm 税込1,490円15822805

D

アイカラーのベース色をのせるのに適したブラシ。

アイカラーブラシ
全長約126mm 税込590円15822812

D

適度なコシがあり、リキッドファンデーションをムラ
なくのばし、仕上げます。

ポリエステル・
リキッドファンデーション用ブラシ

全長約136mm 税込1,790円15822904

D

チークカラーをのせる頬用のブラシ。チークブラシ
に最適な平型に揃えました。

ポリエステル・チークブラシ
全長約164mm 税込1,790円15822829

D

フェイスブラシに最適なボリュームのある平型に揃
えました。

ポリエステル・フェイスブラシ
全長約168mm 税込2,490円15822836

D

やわらかな肌触りのポリウレタンチップを使用しまし
た。チップ部は取替式です。

アイカラーチップ
全長約129mm
取替用・2個入

税込490円
税込290円

15822867
15822881

眉の流れを整えたり、アイブローカラーをぼかすブ
ラシ。眉カットに便利なコーム付です。

アイブローブラシ・コーム付
全長約127.5mm 税込490円15822843

D …ブラシ：DuPont™ Sorona®製

適度なコシがあり、リップをムラなくきれいにのばし
仕上げます。

リップブラシ

大・全長約117mm 税込590円37385856

D

繰り出し式のアルミケースに入った携帯用のフェ
イスブラシ。

携帯用フェイスブラシ
全長約105mm 税込1,790円37385870

D D

繰り出し式のアルミケースに入った携帯用のチー
クブラシ。

携帯用チークブラシ
全長約93mm 税込1,490円37385887

小・全長約67mm 税込490円37385863

ナイロンメイクボックス

ナイロンメイクボックス・小
約16．5×19．5×12．5ｃｍ 税込1,490円15880584

ナイロンメイクボックス・大
約19．5×31×19．5ｃｍ 税込2,090円15880485

ナイロンメイクボックス・中
約16.5×23．5×16．5ｃｍ 税込1,890円15880577

メ
イ
ク
ア
ッ
プ

わ
た
し
の
顔

❶ナイロン手付ポーチ・薄型
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オレンジ・3.5g

ピーチ・3.5g

コーラル・3.5g

ローズ・3.5g

微粒子パウダーが肌にやさしくなじんで、ナチュラ
ルに仕上げます。

チークカラー マットタイプ

税込590円

税込590円

61397740

税込590円61414386

61397764

税込590円37318830
パールナチュラル・8.5g

ナチュラル・8.5g

ハニーベージュ・9.7g

ルーセントホワイト・9.7g

ルースパウダー・プレストタイプ

税込890円

税込990円

18960330

税込890円18960323

61289571

税込990円61289588

ローズ・2.6g

コーラル・2.6g

チークとしても使える一品二役のリップカラー。ク
リアな発色で自然な色づきとしっかりとツヤのある
仕上がりが特長です。

リップ&チーク

税込790円37287839

税込790円37287846

オレンジ・3.5g

ピンク・3.5g

ローズ・3.5g

パールの粒子が肌に立体感を与え、明るい表情
に仕上げます。

チークカラー クリスタルタイプ

税込590円61397788

税込590円61414379

税込590円61397795

肌になじみ、光沢を与えるハイライトカラーや、
まぶたにのせるだけで簡単に立体感のある

グラデーションメイクができる多色タイプもそろえました。

アイメイク

ケース用・アイカラーチップ
2個入 税込250円15822850

2個入 税込390円15822874

ケース用・アイカラーチップ・ブラシ付

アイカラー・チークカラー（角型）専用のケース。

アイカラーケース
約63×70×高さ13mm 税込790円37277458

アイカラーベース

まぶたの乾燥を防ぎくすみをカバーする、アイカラー
の発色と持ちを良くする専用下地です。

1.8g 税込550円61406107

アイカラー 4色タイプ

ブラウン×ゴールド・2.2g

プラム・2.2g
ブラウン×ピンク・2.2g

ブラウン・2.2g

税込750円

税込750円

税込750円

税込750円
税込750円

税込750円

税込750円

税込750円

61413761

61413792
61413785

61413808
ブラウン×オレンジ・2.2g

ライム×レモン・2.2g
ネイビー×グレー・2.2g

37277731

37277724
37277465

オリーブ×コーラル・2.2g37277571

ネイビー×グレー

ブラウン×ピンク

オリーブ×コーラル

プラム

ブラウン ブラウン×ゴールドブラウン×オレンジ

ライム×レモン

ケース用・チークブラシ
1個入 税込290円15822898

仕上げ用パウダー

メイクアップの仕上げにかかせないパウダー。肌の透明感を
アップしたり、メイクの持ちを良くしたり、使い方はいろいろです。

パウダーファンデーションがつけやすい、
スポンジパフと専用のケースです。

ファンデーションケース・パフ

やわらかスポンジパフ
2個入 税込290円38756422

スポンジパフ
4個入 税込450円38756439

キメが細かくやわらかな肌触りのパフ。パウダーの
含みがよく、毛足に適度な弾力があるので、メイク
アップをきれいに仕上げます。

ルースパウダー用パフ
小・直径約40mm・2個入

大・直径約75mm
中・直径約60mm

税込290円

税込390円
税込290円

61420387

61420363
61420370

無印良品のファンデーション（リフィール）とスポン
ジパフが収まる専用ケース。リフィールの付け替え
が簡単なワンタッチタイプです。

ファンデーションケース
約106×72×高さ14mm 税込990円37077188

リキッドファンデーション用
スポンジパフ

2個入 税込490円38756415

化粧下地・ファンデーションの使い方

のばす方向のせる分量

ルースパウダー
ナチュラル・小・6g

ナチュラル・大・18g

税込690円
税込1,290円

61388717

61388724
ナチュラル・詰替・18g 税込790円61175027

パールナチュラル・詰替・18g 税込790円61175058

メイクアップの仕上げ用パウダー。

パールナチュラル・小・6g

パールナチュラル・大・18g

税込690円
税込1,290円

61388731

61388748

紫外線から肌を守り、外出時の化粧直しにも便利
なプレストタイプの仕上げ用パウダーです。明るい
透明感を肌に与えます。

パールナチュラル　SPF30・PA+++
ナチュラル　SPF50・PA++++

発色や質感別に、豊富な種類が揃うチークカラーです。
つややかな肌、立体的な肌など、

お好みの仕上がりに合わせて選べます。

チーク

Tゾーン少なめ

鼻周り少なめ

頰中心多め

口周り少なめ

皮膚は部位によって厚
さが違うので、皮膚の厚
みに合わせて化粧下地、
ファンデーションの分量
を調整することで自然な
ベース作りができます。

オレンジ・3.5g

ピンク・3.5g

ローズ・3.5g

3色グラデーションが立体感のある肌色に仕上げ
ます。

チークカラー ミックスタイプ

税込650円61355849

税込650円61355856

税込650円61355863

ミックスタイプ・ラベンダー・3.5g

ホワイト・3.5g

パールの粒子が肌に立体感を与え、明るい表情
に仕上げます。

ハイライトカラー

税込650円61355870

税込590円61397771

パールナチュラル・10g

ナチュラル・10g

UVルースパウダー・プレストタイプ

税込1,190円15255672

税込1,190円38970675

オレンジ・3.6g

ローズ・3.6g

ローズベージュ・3.6g

パール入りの3つのカラーがマーブル状にミックス
され立体的に仕上げます。

チークカラー マーブルタイプ
税込790円61405766

税込790円61405773

税込790円61405780

ピンクゴールド・1.8g

ゴールド・1.8g

ホワイト・1.8g

肌になじみやすいハイライトカラー。マットとパール
の2つの質感を選べます。

アイベースカラー

税込550円15006205

税込550円15006199

税込550円15006182

メイクアップベース・BBクリーム

メイクアップのノリや持ちを良くするための必須アイテム。
化粧水などのお手入れの後にご使用ください。

ファンデーション

クリーム・リキッド・プレストをタイプ別に揃えています。
お好みの仕上がり感に合わせてお選びください。

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

37077195

税込990円37077249

37077232

ナチュラル 税込990円37077225

37179608

しっとりなめらかUVファンデーション

ベージュナチュラル

SPF32・PA++ 10.5g

紫外線から肌を守り、しっとりとツヤのある仕上が
りになります。うるおい成分としてヒアルロン酸Ｎａ
を配合しました。

コンシーラー

シミやソバカスなど気になる部分をしっかりカバーするコンシーラー。

ナチュラルフィットUVファンデーション

SPF31・PA+++ 10.5g

紫外線から肌を守り、気になる部分をナチュラル
にカバーします。肌にやさしいパラベンフリーです。

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

37077256

税込990円37077461

37077393

ナチュラル 税込990円37077386

37179653

ベージュナチュラル

BBクリーム
オークル・30g

オークル・10g

税込1,290円

税込690円
税込690円
税込690円

02124571

ピンクナチュラル・10g

ピンクナチュラル・30g

税込1,290円02124588

02124601

ナチュラル・30g

ナチュラル・10g

税込1,290円02124595

02124618

02124625

１本で下地、ファンデーション、ＵＶケア、保湿がで
きるオールインワンのクリームです。のびがよくなめ
らかで肌にしっとりなじみます。肌にうるおいを与え、
しっとりとした肌に仕上げます。

ＳＰＦ４０・ＰＡ+++

携帯用

NEW

肌色を補正し、紫外線から肌を守る化粧下地です。

イエロー 頬の赤みやシミ、色ムラをカバー
ピンク 顔色の悪さや青グマをカバー
ブルー 黄くすみや茶グマをカバー

UVベースコントロールカラー

SPF50+・PA+++ 30mL

イエロー

ピンク

ブルー

税込950円
税込950円
税込950円

02124762

02124755

02124779

NEW

肌の乾燥を防いでうるおいを与え、ファンデーショ
ンのノリを良くします。

ＳＰＦ27・ＰＡ++　

高保湿 UVメイクアップベース
30mL 税込990円02124786

NEW

皮脂によるテカリを抑え、毛穴をカバーします。

ＳＰＦ２8・ＰＡ++

毛穴カバー UVメイクアップベース
30mL 税込990円02124793

NEW

しっかりカバーするスティックタイプ。

コンシーラー スティックタイプ
オークル・3.5g 税込590円02124854

税込590円02124847 ナチュラル・3.5g

NEW

目元のクマ、くすみを自然にカバーする、乾燥しに
くいリキッドタイプ。

コンシーラー 目元用
6.5g 税込790円02124861

NEW

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

02124700

ピンクナチュラル

税込990円02124724

02124748

ナチュラル

税込990円02124717

02124731

リキッドUVファンデーション

ＳＰＦ27・ＰＡ++　３０ｍL

色ムラをカバーし、ナチュラルで透明感のある肌
色に仕上げます。うるおい成分を配合しました。

NEW

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込1,290円

税込1,290円
税込1,290円

02124656

ピンクナチュラル

税込1,290円02124663

02124687

ナチュラル

税込1,290円02124670

02124694

クリームUVファンデーション

ＳＰＦ31・ＰＡ+++　３０ｇ

気になる部分をしっかりカバーし、紫外線から肌を
守りしっとりとツヤのある仕上がりになります。

NEW

しっかりと色づくリップスティックや
発色がよくみずみずしい使い心地のリップグロス等、

お好みに合わせて選べます。

リップ

ペンシルとパウダーが 1本になった2WAYタイプや、
コンパクトなくり出しタイプ等、

なりたい目元の印象に合わせて色を選べます。

アイライナー・アイブロー

マスカラ

ブラック・8.6g 税込990円02124809

まつ毛を根元から持ち上げ、自然に長く見せるブ
ラシタイプのマスカラ。

マスカラ

ブラック・8.6g 税込990円02124816

NEW

NEWウォータープルーフタイプ

フィルムタイプ

ピンク01

ベージュ01

ベージュ02

ローズ01

保湿成分の植物性スクワラン、マカデミア種子油
配合で、唇をしっとりと保ちます。

SPF13・PA++ 1.6g

しっとりUVリップカラー
税込890円

税込890円

18643950

税込890円18643974

18643967

税込890円18643943

税込890円
税込890円

02125004

税込890円02124984

02124991

植物性うるおい成分配合でしっとりとした仕上がり。
唇の色になじみ、立体感を与えます。

リップグロス

ピンクベージュ・4.6g

ローズ・4.6g

レッド・4.6g

税込890円02125011 ピーチ・4.6g

NEW

ピンクベージュ・2.5g

レッド・2.5g

リップスティック

うるおい感のある仕上がりのリップスティック。

税込750円
ローズ・2.5g 税込750円02124946

税込750円02124953

02124977

ピーチ・2.5g 税込750円02124960

NEW

唇の乾燥を防ぎ、うるおいとツヤを与える美容液。

リップエッセンス

ピンク・10.5g

税込790円02124649

税込790円02124632

NEW

10.5g

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込450円02124922

税込450円02124939

芯が細く一定のため、1本1本が描きやすく自然な
眉に仕上がります。削らずに使えて便利なくり出し式。

アイブロー・くり出し式 NEW

ブラック

ブラウン

税込850円02124823

税込850円02124830

筆ペンタイプのため目尻まで、細く均一なラインが
簡単に描けます。皮脂や涙でにじみにくく、きれい
な目元を長時間キープします。

リキッドアイライナー NEW

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込1,190円02125028

税込1,190円02125035

アイブロー・ペンシル&パウダー NEW

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込590円02125066

税込590円02125073

パウダーリフィール

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込390円02125042

税込390円02125059

カートリッジ式ペンシルと、チップ式のパウダーが
1本になった2WAYタイプの眉用カラー。

ペンシルリフィール

株式会社 良品計画　〒170-8424 東京都豊島区東池袋
4丁目26番3号 ○掲載商品の仕様・価格・発売時期・デザ
イン等は予告無く変更する場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。○印刷の都合上、実物と多少色・仕様が
異なる場合がございます。○店舗によって品揃えが異なる
ことがあります。また、数量に限りのある商品もございます
ので、品切れの場合はご容赦ください。○サイズなどは多少
の個体差がございます。ご了承ください。○表示価格には
消費税が含まれております。　　カタログ発行：2018年5月

NEW

NEW

オレンジ・3.5g

ピーチ・3.5g

コーラル・3.5g

ローズ・3.5g

微粒子パウダーが肌にやさしくなじんで、ナチュラ
ルに仕上げます。

チークカラー マットタイプ

税込590円

税込590円

61397740

税込590円61414386

61397764

税込590円37318830
パールナチュラル・8.5g

ナチュラル・8.5g

ハニーベージュ・9.7g

ルーセントホワイト・9.7g

ルースパウダー・プレストタイプ

税込890円

税込990円

18960330

税込890円18960323

61289571

税込990円61289588

ローズ・2.6g

コーラル・2.6g

チークとしても使える一品二役のリップカラー。ク
リアな発色で自然な色づきとしっかりとツヤのある
仕上がりが特長です。

リップ&チーク

税込790円37287839

税込790円37287846

オレンジ・3.5g

ピンク・3.5g

ローズ・3.5g

パールの粒子が肌に立体感を与え、明るい表情
に仕上げます。

チークカラー クリスタルタイプ

税込590円61397788

税込590円61414379

税込590円61397795

肌になじみ、光沢を与えるハイライトカラーや、
まぶたにのせるだけで簡単に立体感のある

グラデーションメイクができる多色タイプもそろえました。

アイメイク

ケース用・アイカラーチップ
2個入 税込250円15822850

2個入 税込390円15822874

ケース用・アイカラーチップ・ブラシ付

アイカラー・チークカラー（角型）専用のケース。

アイカラーケース
約63×70×高さ13mm 税込790円37277458

アイカラーベース

まぶたの乾燥を防ぎくすみをカバーする、アイカラー
の発色と持ちを良くする専用下地です。

1.8g 税込550円61406107

アイカラー 4色タイプ

ブラウン×ゴールド・2.2g

プラム・2.2g
ブラウン×ピンク・2.2g

ブラウン・2.2g

税込750円

税込750円

税込750円

税込750円
税込750円

税込750円

税込750円

税込750円

61413761

61413792
61413785

61413808
ブラウン×オレンジ・2.2g

ライム×レモン・2.2g
ネイビー×グレー・2.2g

37277731

37277724
37277465

オリーブ×コーラル・2.2g37277571

ネイビー×グレー

ブラウン×ピンク

オリーブ×コーラル

プラム

ブラウン ブラウン×ゴールドブラウン×オレンジ

ライム×レモン

ケース用・チークブラシ
1個入 税込290円15822898

仕上げ用パウダー

メイクアップの仕上げにかかせないパウダー。肌の透明感を
アップしたり、メイクの持ちを良くしたり、使い方はいろいろです。

パウダーファンデーションがつけやすい、
スポンジパフと専用のケースです。

ファンデーションケース・パフ

やわらかスポンジパフ
2個入 税込290円38756422

スポンジパフ
4個入 税込450円38756439

キメが細かくやわらかな肌触りのパフ。パウダーの
含みがよく、毛足に適度な弾力があるので、メイク
アップをきれいに仕上げます。

ルースパウダー用パフ
小・直径約40mm・2個入

大・直径約75mm
中・直径約60mm

税込290円

税込390円
税込290円

61420387

61420363
61420370

無印良品のファンデーション（リフィール）とスポン
ジパフが収まる専用ケース。リフィールの付け替え
が簡単なワンタッチタイプです。

ファンデーションケース
約106×72×高さ14mm 税込990円37077188

リキッドファンデーション用
スポンジパフ

2個入 税込490円38756415

化粧下地・ファンデーションの使い方

のばす方向のせる分量

ルースパウダー
ナチュラル・小・6g

ナチュラル・大・18g

税込690円
税込1,290円

61388717

61388724
ナチュラル・詰替・18g 税込790円61175027

パールナチュラル・詰替・18g 税込790円61175058

メイクアップの仕上げ用パウダー。

パールナチュラル・小・6g

パールナチュラル・大・18g

税込690円
税込1,290円

61388731

61388748

紫外線から肌を守り、外出時の化粧直しにも便利
なプレストタイプの仕上げ用パウダーです。明るい
透明感を肌に与えます。

パールナチュラル　SPF30・PA+++
ナチュラル　SPF50・PA++++

発色や質感別に、豊富な種類が揃うチークカラーです。
つややかな肌、立体的な肌など、

お好みの仕上がりに合わせて選べます。

チーク

Tゾーン少なめ

鼻周り少なめ

頰中心多め

口周り少なめ

皮膚は部位によって厚
さが違うので、皮膚の厚
みに合わせて化粧下地、
ファンデーションの分量
を調整することで自然な
ベース作りができます。

オレンジ・3.5g

ピンク・3.5g

ローズ・3.5g

3色グラデーションが立体感のある肌色に仕上げ
ます。

チークカラー ミックスタイプ

税込650円61355849

税込650円61355856

税込650円61355863

ミックスタイプ・ラベンダー・3.5g

ホワイト・3.5g

パールの粒子が肌に立体感を与え、明るい表情
に仕上げます。

ハイライトカラー

税込650円61355870

税込590円61397771

パールナチュラル・10g

ナチュラル・10g

UVルースパウダー・プレストタイプ

税込1,190円15255672

税込1,190円38970675

オレンジ・3.6g

ローズ・3.6g

ローズベージュ・3.6g

パール入りの3つのカラーがマーブル状にミックス
され立体的に仕上げます。

チークカラー マーブルタイプ
税込790円61405766

税込790円61405773

税込790円61405780

ピンクゴールド・1.8g

ゴールド・1.8g

ホワイト・1.8g

肌になじみやすいハイライトカラー。マットとパール
の2つの質感を選べます。

アイベースカラー

税込550円15006205

税込550円15006199

税込550円15006182

メイクアップベース・BBクリーム

メイクアップのノリや持ちを良くするための必須アイテム。
化粧水などのお手入れの後にご使用ください。

ファンデーション

クリーム・リキッド・プレストをタイプ別に揃えています。
お好みの仕上がり感に合わせてお選びください。

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

37077195

税込990円37077249

37077232

ナチュラル 税込990円37077225

37179608

しっとりなめらかUVファンデーション

ベージュナチュラル

SPF32・PA++ 10.5g

紫外線から肌を守り、しっとりとツヤのある仕上が
りになります。うるおい成分としてヒアルロン酸Ｎａ
を配合しました。

コンシーラー

シミやソバカスなど気になる部分をしっかりカバーするコンシーラー。

ナチュラルフィットUVファンデーション

SPF31・PA+++ 10.5g

紫外線から肌を守り、気になる部分をナチュラル
にカバーします。肌にやさしいパラベンフリーです。

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

37077256

税込990円37077461

37077393

ナチュラル 税込990円37077386

37179653

ベージュナチュラル

BBクリーム
オークル・30g

オークル・10g

税込1,290円

税込690円
税込690円
税込690円

02124571

ピンクナチュラル・10g

ピンクナチュラル・30g

税込1,290円02124588

02124601

ナチュラル・30g

ナチュラル・10g

税込1,290円02124595

02124618

02124625

１本で下地、ファンデーション、ＵＶケア、保湿がで
きるオールインワンのクリームです。のびがよくなめ
らかで肌にしっとりなじみます。肌にうるおいを与え、
しっとりとした肌に仕上げます。

ＳＰＦ４０・ＰＡ+++

携帯用

NEW

肌色を補正し、紫外線から肌を守る化粧下地です。

イエロー 頬の赤みやシミ、色ムラをカバー
ピンク 顔色の悪さや青グマをカバー
ブルー 黄くすみや茶グマをカバー

UVベースコントロールカラー

SPF50+・PA+++ 30mL

イエロー

ピンク

ブルー

税込950円
税込950円
税込950円

02124762

02124755

02124779

NEW

肌の乾燥を防いでうるおいを与え、ファンデーショ
ンのノリを良くします。

ＳＰＦ27・ＰＡ++　

高保湿 UVメイクアップベース
30mL 税込990円02124786

NEW

皮脂によるテカリを抑え、毛穴をカバーします。

ＳＰＦ２8・ＰＡ++

毛穴カバー UVメイクアップベース
30mL 税込990円02124793

NEW

しっかりカバーするスティックタイプ。

コンシーラー スティックタイプ
オークル・3.5g 税込590円02124854

税込590円02124847 ナチュラル・3.5g

NEW

目元のクマ、くすみを自然にカバーする、乾燥しに
くいリキッドタイプ。

コンシーラー 目元用
6.5g 税込790円02124861

NEW

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

02124700

ピンクナチュラル

税込990円02124724

02124748

ナチュラル

税込990円02124717

02124731

リキッドUVファンデーション

ＳＰＦ27・ＰＡ++　３０ｍL

色ムラをカバーし、ナチュラルで透明感のある肌
色に仕上げます。うるおい成分を配合しました。

NEW

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込1,290円

税込1,290円
税込1,290円

02124656

ピンクナチュラル

税込1,290円02124663

02124687

ナチュラル

税込1,290円02124670

02124694

クリームUVファンデーション

ＳＰＦ31・ＰＡ+++　３０ｇ

気になる部分をしっかりカバーし、紫外線から肌を
守りしっとりとツヤのある仕上がりになります。

NEW

しっかりと色づくリップスティックや
発色がよくみずみずしい使い心地のリップグロス等、

お好みに合わせて選べます。

リップ

ペンシルとパウダーが 1本になった2WAYタイプや、
コンパクトなくり出しタイプ等、

なりたい目元の印象に合わせて色を選べます。

アイライナー・アイブロー

マスカラ

ブラック・8.6g 税込990円02124809

まつ毛を根元から持ち上げ、自然に長く見せるブ
ラシタイプのマスカラ。

マスカラ

ブラック・8.6g 税込990円02124816

NEW

NEWウォータープルーフタイプ

フィルムタイプ

ピンク01

ベージュ01

ベージュ02

ローズ01

保湿成分の植物性スクワラン、マカデミア種子油
配合で、唇をしっとりと保ちます。

SPF13・PA++ 1.6g

しっとりUVリップカラー
税込890円

税込890円

18643950

税込890円18643974

18643967

税込890円18643943

税込890円
税込890円

02125004

税込890円02124984

02124991

植物性うるおい成分配合でしっとりとした仕上がり。
唇の色になじみ、立体感を与えます。

リップグロス

ピンクベージュ・4.6g

ローズ・4.6g

レッド・4.6g

税込890円02125011 ピーチ・4.6g

NEW

ピンクベージュ・2.5g

レッド・2.5g

リップスティック

うるおい感のある仕上がりのリップスティック。

税込750円
ローズ・2.5g 税込750円02124946

税込750円02124953

02124977

ピーチ・2.5g 税込750円02124960

NEW

唇の乾燥を防ぎ、うるおいとツヤを与える美容液。

リップエッセンス

ピンク・10.5g

税込790円02124649

税込790円02124632

NEW

10.5g

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込450円02124922

税込450円02124939

芯が細く一定のため、1本1本が描きやすく自然な
眉に仕上がります。削らずに使えて便利なくり出し式。

アイブロー・くり出し式 NEW

ブラック

ブラウン

税込850円02124823

税込850円02124830

筆ペンタイプのため目尻まで、細く均一なラインが
簡単に描けます。皮脂や涙でにじみにくく、きれい
な目元を長時間キープします。

リキッドアイライナー NEW

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込1,190円02125028

税込1,190円02125035

アイブロー・ペンシル&パウダー NEW

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込590円02125066

税込590円02125073

パウダーリフィール

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込390円02125042

税込390円02125059

カートリッジ式ペンシルと、チップ式のパウダーが
1本になった2WAYタイプの眉用カラー。

ペンシルリフィール

株式会社 良品計画　〒170-8424 東京都豊島区東池袋
4丁目26番3号 ○掲載商品の仕様・価格・発売時期・デザ
イン等は予告無く変更する場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。○印刷の都合上、実物と多少色・仕様が
異なる場合がございます。○店舗によって品揃えが異なる
ことがあります。また、数量に限りのある商品もございます
ので、品切れの場合はご容赦ください。○サイズなどは多少
の個体差がございます。ご了承ください。○表示価格には
消費税が含まれております。　　カタログ発行：2018年5月

NEW

NEW



オレンジ・3.5g

ピーチ・3.5g

コーラル・3.5g

ローズ・3.5g

微粒子パウダーが肌にやさしくなじんで、ナチュラ
ルに仕上げます。

チークカラー マットタイプ

税込590円

税込590円

61397740

税込590円61414386

61397764

税込590円37318830
パールナチュラル・8.5g

ナチュラル・8.5g

ハニーベージュ・9.7g

ルーセントホワイト・9.7g

ルースパウダー・プレストタイプ

税込890円

税込990円

18960330

税込890円18960323

61289571

税込990円61289588

ローズ・2.6g

コーラル・2.6g

チークとしても使える一品二役のリップカラー。ク
リアな発色で自然な色づきとしっかりとツヤのある
仕上がりが特長です。

リップ&チーク

税込790円37287839

税込790円37287846

オレンジ・3.5g

ピンク・3.5g

ローズ・3.5g

パールの粒子が肌に立体感を与え、明るい表情
に仕上げます。

チークカラー クリスタルタイプ

税込590円61397788

税込590円61414379

税込590円61397795

肌になじみ、光沢を与えるハイライトカラーや、
まぶたにのせるだけで簡単に立体感のある

グラデーションメイクができる多色タイプもそろえました。

アイメイク

ケース用・アイカラーチップ
2個入 税込250円15822850

2個入 税込390円15822874

ケース用・アイカラーチップ・ブラシ付

アイカラー・チークカラー（角型）専用のケース。

アイカラーケース
約63×70×高さ13mm 税込790円37277458

アイカラーベース

まぶたの乾燥を防ぎくすみをカバーする、アイカラー
の発色と持ちを良くする専用下地です。

1.8g 税込550円61406107

アイカラー 4色タイプ

ブラウン×ゴールド・2.2g

プラム・2.2g
ブラウン×ピンク・2.2g

ブラウン・2.2g

税込750円

税込750円

税込750円

税込750円
税込750円

税込750円

税込750円

税込750円

61413761

61413792
61413785

61413808
ブラウン×オレンジ・2.2g

ライム×レモン・2.2g
ネイビー×グレー・2.2g

37277731

37277724
37277465

オリーブ×コーラル・2.2g37277571

ネイビー×グレー

ブラウン×ピンク

オリーブ×コーラル

プラム

ブラウン ブラウン×ゴールドブラウン×オレンジ

ライム×レモン

ケース用・チークブラシ
1個入 税込290円15822898

仕上げ用パウダー

メイクアップの仕上げにかかせないパウダー。肌の透明感を
アップしたり、メイクの持ちを良くしたり、使い方はいろいろです。

パウダーファンデーションがつけやすい、
スポンジパフと専用のケースです。

ファンデーションケース・パフ

やわらかスポンジパフ
2個入 税込290円38756422

スポンジパフ
4個入 税込450円38756439

キメが細かくやわらかな肌触りのパフ。パウダーの
含みがよく、毛足に適度な弾力があるので、メイク
アップをきれいに仕上げます。

ルースパウダー用パフ
小・直径約40mm・2個入

大・直径約75mm
中・直径約60mm

税込290円

税込390円
税込290円

61420387

61420363
61420370

無印良品のファンデーション（リフィール）とスポン
ジパフが収まる専用ケース。リフィールの付け替え
が簡単なワンタッチタイプです。

ファンデーションケース
約106×72×高さ14mm 税込990円37077188

リキッドファンデーション用
スポンジパフ

2個入 税込490円38756415

化粧下地・ファンデーションの使い方

のばす方向のせる分量

ルースパウダー
ナチュラル・小・6g

ナチュラル・大・18g

税込690円
税込1,290円

61388717

61388724
ナチュラル・詰替・18g 税込790円61175027

パールナチュラル・詰替・18g 税込790円61175058

メイクアップの仕上げ用パウダー。

パールナチュラル・小・6g

パールナチュラル・大・18g

税込690円
税込1,290円

61388731

61388748

紫外線から肌を守り、外出時の化粧直しにも便利
なプレストタイプの仕上げ用パウダーです。明るい
透明感を肌に与えます。

パールナチュラル　SPF30・PA+++
ナチュラル　SPF50・PA++++

発色や質感別に、豊富な種類が揃うチークカラーです。
つややかな肌、立体的な肌など、

お好みの仕上がりに合わせて選べます。

チーク

Tゾーン少なめ

鼻周り少なめ

頰中心多め

口周り少なめ

皮膚は部位によって厚
さが違うので、皮膚の厚
みに合わせて化粧下地、
ファンデーションの分量
を調整することで自然な
ベース作りができます。

オレンジ・3.5g

ピンク・3.5g

ローズ・3.5g

3色グラデーションが立体感のある肌色に仕上げ
ます。

チークカラー ミックスタイプ

税込650円61355849

税込650円61355856

税込650円61355863

ミックスタイプ・ラベンダー・3.5g

ホワイト・3.5g

パールの粒子が肌に立体感を与え、明るい表情
に仕上げます。

ハイライトカラー

税込650円61355870

税込590円61397771

パールナチュラル・10g

ナチュラル・10g

UVルースパウダー・プレストタイプ

税込1,190円15255672

税込1,190円38970675

オレンジ・3.6g

ローズ・3.6g

ローズベージュ・3.6g

パール入りの3つのカラーがマーブル状にミックス
され立体的に仕上げます。

チークカラー マーブルタイプ
税込790円61405766

税込790円61405773

税込790円61405780

ピンクゴールド・1.8g

ゴールド・1.8g

ホワイト・1.8g

肌になじみやすいハイライトカラー。マットとパール
の2つの質感を選べます。

アイベースカラー

税込550円15006205

税込550円15006199

税込550円15006182

メイクアップベース・BBクリーム

メイクアップのノリや持ちを良くするための必須アイテム。
化粧水などのお手入れの後にご使用ください。

ファンデーション

クリーム・リキッド・プレストをタイプ別に揃えています。
お好みの仕上がり感に合わせてお選びください。

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

37077195

税込990円37077249

37077232

ナチュラル 税込990円37077225

37179608

しっとりなめらかUVファンデーション

ベージュナチュラル

SPF32・PA++ 10.5g

紫外線から肌を守り、しっとりとツヤのある仕上が
りになります。うるおい成分としてヒアルロン酸Ｎａ
を配合しました。

コンシーラー

シミやソバカスなど気になる部分をしっかりカバーするコンシーラー。

ナチュラルフィットUVファンデーション

SPF31・PA+++ 10.5g

紫外線から肌を守り、気になる部分をナチュラル
にカバーします。肌にやさしいパラベンフリーです。

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

37077256

税込990円37077461

37077393

ナチュラル 税込990円37077386

37179653

ベージュナチュラル

BBクリーム
オークル・30g

オークル・10g

税込1,290円

税込690円
税込690円
税込690円

02124571

ピンクナチュラル・10g

ピンクナチュラル・30g

税込1,290円02124588

02124601

ナチュラル・30g

ナチュラル・10g

税込1,290円02124595

02124618

02124625

１本で下地、ファンデーション、ＵＶケア、保湿がで
きるオールインワンのクリームです。のびがよくなめ
らかで肌にしっとりなじみます。肌にうるおいを与え、
しっとりとした肌に仕上げます。

ＳＰＦ４０・ＰＡ+++

携帯用

NEW

肌色を補正し、紫外線から肌を守る化粧下地です。

イエロー 頬の赤みやシミ、色ムラをカバー
ピンク 顔色の悪さや青グマをカバー
ブルー 黄くすみや茶グマをカバー

UVベースコントロールカラー

SPF50+・PA+++ 30mL

イエロー

ピンク

ブルー

税込950円
税込950円
税込950円

02124762

02124755

02124779

NEW

肌の乾燥を防いでうるおいを与え、ファンデーショ
ンのノリを良くします。

ＳＰＦ27・ＰＡ++　

高保湿 UVメイクアップベース
30mL 税込990円02124786

NEW

皮脂によるテカリを抑え、毛穴をカバーします。

ＳＰＦ２8・ＰＡ++

毛穴カバー UVメイクアップベース
30mL 税込990円02124793

NEW

しっかりカバーするスティックタイプ。

コンシーラー スティックタイプ
オークル・3.5g 税込590円02124854

税込590円02124847 ナチュラル・3.5g

NEW

目元のクマ、くすみを自然にカバーする、乾燥しに
くいリキッドタイプ。

コンシーラー 目元用
6.5g 税込790円02124861

NEW

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

02124700

ピンクナチュラル

税込990円02124724

02124748

ナチュラル

税込990円02124717

02124731

リキッドUVファンデーション

ＳＰＦ27・ＰＡ++　３０ｍL

色ムラをカバーし、ナチュラルで透明感のある肌
色に仕上げます。うるおい成分を配合しました。

NEW

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込1,290円

税込1,290円
税込1,290円

02124656

ピンクナチュラル

税込1,290円02124663

02124687

ナチュラル

税込1,290円02124670

02124694

クリームUVファンデーション

ＳＰＦ31・ＰＡ+++　３０ｇ

気になる部分をしっかりカバーし、紫外線から肌を
守りしっとりとツヤのある仕上がりになります。

NEW

しっかりと色づくリップスティックや
発色がよくみずみずしい使い心地のリップグロス等、

お好みに合わせて選べます。

リップ

ペンシルとパウダーが 1本になった2WAYタイプや、
コンパクトなくり出しタイプ等、

なりたい目元の印象に合わせて色を選べます。

アイライナー・アイブロー

マスカラ

ブラック・8.6g 税込990円02124809

まつ毛を根元から持ち上げ、自然に長く見せるブ
ラシタイプのマスカラ。

マスカラ

ブラック・8.6g 税込990円02124816

NEW

NEWウォータープルーフタイプ

フィルムタイプ

ピンク01

ベージュ01

ベージュ02

ローズ01

保湿成分の植物性スクワラン、マカデミア種子油
配合で、唇をしっとりと保ちます。

SPF13・PA++ 1.6g

しっとりUVリップカラー
税込890円

税込890円

18643950

税込890円18643974

18643967

税込890円18643943

税込890円
税込890円

02125004

税込890円02124984

02124991

植物性うるおい成分配合でしっとりとした仕上がり。
唇の色になじみ、立体感を与えます。

リップグロス

ピンクベージュ・4.6g

ローズ・4.6g

レッド・4.6g

税込890円02125011 ピーチ・4.6g

NEW

ピンクベージュ・2.5g

レッド・2.5g

リップスティック

うるおい感のある仕上がりのリップスティック。

税込750円
ローズ・2.5g 税込750円02124946

税込750円02124953

02124977

ピーチ・2.5g 税込750円02124960

NEW

唇の乾燥を防ぎ、うるおいとツヤを与える美容液。

リップエッセンス

ピンク・10.5g

税込790円02124649

税込790円02124632

NEW

10.5g

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込450円02124922

税込450円02124939

芯が細く一定のため、1本1本が描きやすく自然な
眉に仕上がります。削らずに使えて便利なくり出し式。

アイブロー・くり出し式 NEW

ブラック

ブラウン

税込850円02124823

税込850円02124830

筆ペンタイプのため目尻まで、細く均一なラインが
簡単に描けます。皮脂や涙でにじみにくく、きれい
な目元を長時間キープします。

リキッドアイライナー NEW

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込1,190円02125028

税込1,190円02125035

アイブロー・ペンシル&パウダー NEW

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込590円02125066

税込590円02125073

パウダーリフィール

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込390円02125042

税込390円02125059

カートリッジ式ペンシルと、チップ式のパウダーが
1本になった2WAYタイプの眉用カラー。

ペンシルリフィール

株式会社 良品計画　〒170-8424 東京都豊島区東池袋
4丁目26番3号 ○掲載商品の仕様・価格・発売時期・デザ
イン等は予告無く変更する場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。○印刷の都合上、実物と多少色・仕様が
異なる場合がございます。○店舗によって品揃えが異なる
ことがあります。また、数量に限りのある商品もございます
ので、品切れの場合はご容赦ください。○サイズなどは多少
の個体差がございます。ご了承ください。○表示価格には
消費税が含まれております。　　カタログ発行：2018年5月

NEW

NEW

オレンジ・3.5g

ピーチ・3.5g

コーラル・3.5g

ローズ・3.5g

微粒子パウダーが肌にやさしくなじんで、ナチュラ
ルに仕上げます。

チークカラー マットタイプ

税込590円

税込590円

61397740

税込590円61414386

61397764

税込590円37318830
パールナチュラル・8.5g

ナチュラル・8.5g

ハニーベージュ・9.7g

ルーセントホワイト・9.7g

ルースパウダー・プレストタイプ

税込890円

税込990円

18960330

税込890円18960323

61289571

税込990円61289588

ローズ・2.6g

コーラル・2.6g

チークとしても使える一品二役のリップカラー。ク
リアな発色で自然な色づきとしっかりとツヤのある
仕上がりが特長です。

リップ&チーク

税込790円37287839

税込790円37287846

オレンジ・3.5g

ピンク・3.5g

ローズ・3.5g

パールの粒子が肌に立体感を与え、明るい表情
に仕上げます。

チークカラー クリスタルタイプ

税込590円61397788

税込590円61414379

税込590円61397795

肌になじみ、光沢を与えるハイライトカラーや、
まぶたにのせるだけで簡単に立体感のある

グラデーションメイクができる多色タイプもそろえました。

アイメイク

ケース用・アイカラーチップ
2個入 税込250円15822850

2個入 税込390円15822874

ケース用・アイカラーチップ・ブラシ付

アイカラー・チークカラー（角型）専用のケース。

アイカラーケース
約63×70×高さ13mm 税込790円37277458

アイカラーベース

まぶたの乾燥を防ぎくすみをカバーする、アイカラー
の発色と持ちを良くする専用下地です。

1.8g 税込550円61406107

アイカラー 4色タイプ

ブラウン×ゴールド・2.2g

プラム・2.2g
ブラウン×ピンク・2.2g

ブラウン・2.2g

税込750円

税込750円

税込750円

税込750円
税込750円

税込750円

税込750円

税込750円

61413761

61413792
61413785

61413808
ブラウン×オレンジ・2.2g

ライム×レモン・2.2g
ネイビー×グレー・2.2g

37277731

37277724
37277465

オリーブ×コーラル・2.2g37277571

ネイビー×グレー

ブラウン×ピンク

オリーブ×コーラル

プラム

ブラウン ブラウン×ゴールドブラウン×オレンジ

ライム×レモン

ケース用・チークブラシ
1個入 税込290円15822898

仕上げ用パウダー

メイクアップの仕上げにかかせないパウダー。肌の透明感を
アップしたり、メイクの持ちを良くしたり、使い方はいろいろです。

パウダーファンデーションがつけやすい、
スポンジパフと専用のケースです。

ファンデーションケース・パフ

やわらかスポンジパフ
2個入 税込290円38756422

スポンジパフ
4個入 税込450円38756439

キメが細かくやわらかな肌触りのパフ。パウダーの
含みがよく、毛足に適度な弾力があるので、メイク
アップをきれいに仕上げます。

ルースパウダー用パフ
小・直径約40mm・2個入

大・直径約75mm
中・直径約60mm

税込290円

税込390円
税込290円

61420387

61420363
61420370

無印良品のファンデーション（リフィール）とスポン
ジパフが収まる専用ケース。リフィールの付け替え
が簡単なワンタッチタイプです。

ファンデーションケース
約106×72×高さ14mm 税込990円37077188

リキッドファンデーション用
スポンジパフ

2個入 税込490円38756415

化粧下地・ファンデーションの使い方

のばす方向のせる分量

ルースパウダー
ナチュラル・小・6g

ナチュラル・大・18g

税込690円
税込1,290円

61388717

61388724
ナチュラル・詰替・18g 税込790円61175027

パールナチュラル・詰替・18g 税込790円61175058

メイクアップの仕上げ用パウダー。

パールナチュラル・小・6g

パールナチュラル・大・18g

税込690円
税込1,290円

61388731

61388748

紫外線から肌を守り、外出時の化粧直しにも便利
なプレストタイプの仕上げ用パウダーです。明るい
透明感を肌に与えます。

パールナチュラル　SPF30・PA+++
ナチュラル　SPF50・PA++++

発色や質感別に、豊富な種類が揃うチークカラーです。
つややかな肌、立体的な肌など、

お好みの仕上がりに合わせて選べます。

チーク

Tゾーン少なめ

鼻周り少なめ

頰中心多め

口周り少なめ

皮膚は部位によって厚
さが違うので、皮膚の厚
みに合わせて化粧下地、
ファンデーションの分量
を調整することで自然な
ベース作りができます。

オレンジ・3.5g

ピンク・3.5g

ローズ・3.5g

3色グラデーションが立体感のある肌色に仕上げ
ます。

チークカラー ミックスタイプ

税込650円61355849

税込650円61355856

税込650円61355863

ミックスタイプ・ラベンダー・3.5g

ホワイト・3.5g

パールの粒子が肌に立体感を与え、明るい表情
に仕上げます。

ハイライトカラー

税込650円61355870

税込590円61397771

パールナチュラル・10g

ナチュラル・10g

UVルースパウダー・プレストタイプ

税込1,190円15255672

税込1,190円38970675

オレンジ・3.6g

ローズ・3.6g

ローズベージュ・3.6g

パール入りの3つのカラーがマーブル状にミックス
され立体的に仕上げます。

チークカラー マーブルタイプ
税込790円61405766

税込790円61405773

税込790円61405780

ピンクゴールド・1.8g

ゴールド・1.8g

ホワイト・1.8g

肌になじみやすいハイライトカラー。マットとパール
の2つの質感を選べます。

アイベースカラー

税込550円15006205

税込550円15006199

税込550円15006182

メイクアップベース・BBクリーム

メイクアップのノリや持ちを良くするための必須アイテム。
化粧水などのお手入れの後にご使用ください。

ファンデーション

クリーム・リキッド・プレストをタイプ別に揃えています。
お好みの仕上がり感に合わせてお選びください。

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

37077195

税込990円37077249

37077232

ナチュラル 税込990円37077225

37179608

しっとりなめらかUVファンデーション

ベージュナチュラル

SPF32・PA++ 10.5g

紫外線から肌を守り、しっとりとツヤのある仕上が
りになります。うるおい成分としてヒアルロン酸Ｎａ
を配合しました。

コンシーラー

シミやソバカスなど気になる部分をしっかりカバーするコンシーラー。

ナチュラルフィットUVファンデーション

SPF31・PA+++ 10.5g

紫外線から肌を守り、気になる部分をナチュラル
にカバーします。肌にやさしいパラベンフリーです。

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

37077256

税込990円37077461

37077393

ナチュラル 税込990円37077386

37179653

ベージュナチュラル

BBクリーム
オークル・30g

オークル・10g

税込1,290円

税込690円
税込690円
税込690円

02124571

ピンクナチュラル・10g

ピンクナチュラル・30g

税込1,290円02124588

02124601

ナチュラル・30g

ナチュラル・10g

税込1,290円02124595

02124618

02124625

１本で下地、ファンデーション、ＵＶケア、保湿がで
きるオールインワンのクリームです。のびがよくなめ
らかで肌にしっとりなじみます。肌にうるおいを与え、
しっとりとした肌に仕上げます。

ＳＰＦ４０・ＰＡ+++

携帯用

NEW

肌色を補正し、紫外線から肌を守る化粧下地です。

イエロー 頬の赤みやシミ、色ムラをカバー
ピンク 顔色の悪さや青グマをカバー
ブルー 黄くすみや茶グマをカバー

UVベースコントロールカラー

SPF50+・PA+++ 30mL

イエロー

ピンク

ブルー

税込950円
税込950円
税込950円

02124762

02124755

02124779

NEW

肌の乾燥を防いでうるおいを与え、ファンデーショ
ンのノリを良くします。

ＳＰＦ27・ＰＡ++　

高保湿 UVメイクアップベース
30mL 税込990円02124786

NEW

皮脂によるテカリを抑え、毛穴をカバーします。

ＳＰＦ２8・ＰＡ++

毛穴カバー UVメイクアップベース
30mL 税込990円02124793

NEW

しっかりカバーするスティックタイプ。

コンシーラー スティックタイプ
オークル・3.5g 税込590円02124854

税込590円02124847 ナチュラル・3.5g

NEW

目元のクマ、くすみを自然にカバーする、乾燥しに
くいリキッドタイプ。

コンシーラー 目元用
6.5g 税込790円02124861

NEW

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込990円

税込990円
税込990円

02124700

ピンクナチュラル

税込990円02124724

02124748

ナチュラル

税込990円02124717

02124731

リキッドUVファンデーション

ＳＰＦ27・ＰＡ++　３０ｍL

色ムラをカバーし、ナチュラルで透明感のある肌
色に仕上げます。うるおい成分を配合しました。

NEW

オークル

ライトナチュラル

ライトベージュ

税込1,290円

税込1,290円
税込1,290円

02124656

ピンクナチュラル

税込1,290円02124663

02124687

ナチュラル

税込1,290円02124670

02124694

クリームUVファンデーション

ＳＰＦ31・ＰＡ+++　３０ｇ

気になる部分をしっかりカバーし、紫外線から肌を
守りしっとりとツヤのある仕上がりになります。

NEW

しっかりと色づくリップスティックや
発色がよくみずみずしい使い心地のリップグロス等、

お好みに合わせて選べます。

リップ

ペンシルとパウダーが 1本になった2WAYタイプや、
コンパクトなくり出しタイプ等、

なりたい目元の印象に合わせて色を選べます。

アイライナー・アイブロー

マスカラ

ブラック・8.6g 税込990円02124809

まつ毛を根元から持ち上げ、自然に長く見せるブ
ラシタイプのマスカラ。

マスカラ

ブラック・8.6g 税込990円02124816

NEW

NEWウォータープルーフタイプ

フィルムタイプ

ピンク01

ベージュ01

ベージュ02

ローズ01

保湿成分の植物性スクワラン、マカデミア種子油
配合で、唇をしっとりと保ちます。

SPF13・PA++ 1.6g

しっとりUVリップカラー
税込890円

税込890円

18643950

税込890円18643974

18643967

税込890円18643943

税込890円
税込890円

02125004

税込890円02124984

02124991

植物性うるおい成分配合でしっとりとした仕上がり。
唇の色になじみ、立体感を与えます。

リップグロス

ピンクベージュ・4.6g

ローズ・4.6g

レッド・4.6g

税込890円02125011 ピーチ・4.6g

NEW

ピンクベージュ・2.5g

レッド・2.5g

リップスティック

うるおい感のある仕上がりのリップスティック。

税込750円
ローズ・2.5g 税込750円02124946

税込750円02124953

02124977

ピーチ・2.5g 税込750円02124960

NEW

唇の乾燥を防ぎ、うるおいとツヤを与える美容液。

リップエッセンス

ピンク・10.5g

税込790円02124649

税込790円02124632

NEW

10.5g

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込450円02124922

税込450円02124939

芯が細く一定のため、1本1本が描きやすく自然な
眉に仕上がります。削らずに使えて便利なくり出し式。

アイブロー・くり出し式 NEW

ブラック

ブラウン

税込850円02124823

税込850円02124830

筆ペンタイプのため目尻まで、細く均一なラインが
簡単に描けます。皮脂や涙でにじみにくく、きれい
な目元を長時間キープします。

リキッドアイライナー NEW

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込1,190円02125028

税込1,190円02125035

アイブロー・ペンシル&パウダー NEW

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込590円02125066

税込590円02125073

パウダーリフィール

ナチュラルブラウン

ダークブラウン

税込390円02125042

税込390円02125059

カートリッジ式ペンシルと、チップ式のパウダーが
1本になった2WAYタイプの眉用カラー。

ペンシルリフィール

株式会社 良品計画　〒170-8424 東京都豊島区東池袋
4丁目26番3号 ○掲載商品の仕様・価格・発売時期・デザ
イン等は予告無く変更する場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。○印刷の都合上、実物と多少色・仕様が
異なる場合がございます。○店舗によって品揃えが異なる
ことがあります。また、数量に限りのある商品もございます
ので、品切れの場合はご容赦ください。○サイズなどは多少
の個体差がございます。ご了承ください。○表示価格には
消費税が含まれております。　　カタログ発行：2018年5月

NEW

NEW



ナチュラル
肌の地色を美しく見せるコンシーラーに、健康的でやわらかな色をのせた
シンプルなナチュラルメイク。

フェミニン
太めの眉とシャープなアイラインでメリハリをつけた大人のメイクアップ。
リップは指で置くようにして周りをぼかして仕上げます。

健康的な肌色をいかしながら、色合いで使い分ける2つのメイクスタイル

Cheek
リップ＆チーク
ローズ

Lip
リップグロス
レッド

Eye1
マスカラ・フィルムタイプ

ブラック

Eyebrow
アイブロー・ペンシル＆パウダー

ダークブラウン

Skin
コンシーラー
スティックタイプ
ナチュラル

Lip
リップスティック
ピンクベージュ

Eyebrow
アイブロ-・ペンシル＆パウダー

ナチュラルブラウン

Eye2
リキッドアイライナー

ブラック

肌を健康的にみせるメイクアップ

TYPE1

TYPE2

ナイロンメイクポーチ

細かいメイク用品を効率的に収納できるメイクポーチです。

汚れを拭きとりやすいナイロン素材。ポリプロピレンメイクボックスと組み合わせて使えます。

細かいメイク用品などの整理に便利なポーチです。

ナイロン手付ポーチ
黒・約12.5×20.5×10.5cm 税込1,290円38743804

細かいメイク用品などの整理に便利なポーチです。
持ち運びがコンパクトにできる薄型タイプ。

❶ナイロン手付ポーチ・薄型
黒・約12.5×20.5×6cm 税込990円38743811

大きく開くので中身が見やすく、取り出しやすいポー
チです。

❷ナイロン広口ラウンドポーチ
黒・約11×17×7cm 税込990円38743828

ナイロンブック型ポーチ

見開き出来るブック型のポーチです。

黒・約12×20.5×4cm 税込1,290円38743835

ナイロンメイクブラシポーチ 

メイクブラシの整理に便利なポーチです。ナイロン
手付ポーチ、ナイロン手付ポーチ・薄型と組み合
わせて使用できます。

収納例：BBクリーム（携帯用）/UVベースコントロールカラー/UVメイクアップベース/
アイカラー4色タイプ /チークカラー/ルースパウダー・小 /コンシーラー・スティックタ
イプ /リップスティック/マスカラ/リキッドアイライナー/アイブローペンシル・くり出し
式 /ヘアクリップ /携帯用チークブラシ/携帯用折りたたみヘアコーム/耳かき付綿棒

収納例：アイカラー4色タイプ /チークカラー/ルースパウダー・小 /リップスティック/
リップエッセンス/リキッドアイライナー/マスカラ/アイブロー・ペンシル＆パウダー/
アイラッシュカーラー/携帯用チークブラシ/ホホバオイル（携帯用）

黒・約19×8.5×0.5cm 税込390円38743842

ナイロンメイクボックスとポリプロピレンメイクボッ
クスはモジュールを合わせているので、中を自由
に仕切って自分だけのメイクボックスが作れます。

1泊2日の旅行に

毎日のメイク直しに

ブラシ部に肌あたりが柔らかく、くせのつきにくい植物由来のポリエステル繊維を使用したブラシです。

メイクブラシ

デュポン™およびソロナⓇは米国
デュポン社の商標または登録商
標です。ライセンスにより、株式
会社良品計画が使用しています。

チークカラーをのせる頬用のブラシ。携帯に便利
なコンパクトサイズです。チークブラシに最適な平
型に揃えました。

ポリエステル・携帯用チークブラシ
全長約153mm 税込1,290円15822799

D

メイクの仕上げにチークカラーやルースパウダーを
のせるフェイスブラシ。携帯に便利なコンパクトサ
イズです。

ポリエステル・携帯用フェイスブラシ
全長約146mm 税込1,490円15822805

D

アイカラーのベース色をのせるのに適したブラシ。

アイカラーブラシ
全長約126mm 税込590円15822812

D

適度なコシがあり、リキッドファンデーションをムラ
なくのばし、仕上げます。

ポリエステル・
リキッドファンデーション用ブラシ

全長約136mm 税込1,790円15822904

D

チークカラーをのせる頬用のブラシ。チークブラシ
に最適な平型に揃えました。

ポリエステル・チークブラシ
全長約164mm 税込1,790円15822829

D

フェイスブラシに最適なボリュームのある平型に揃
えました。

ポリエステル・フェイスブラシ
全長約168mm 税込2,490円15822836

D

やわらかな肌触りのポリウレタンチップを使用しまし
た。チップ部は取替式です。

アイカラーチップ
全長約129mm
取替用・2個入

税込490円
税込290円

15822867
15822881

眉の流れを整えたり、アイブローカラーをぼかすブ
ラシ。眉カットに便利なコーム付です。

アイブローブラシ・コーム付
全長約127.5mm 税込490円15822843

D …ブラシ：DuPont™ Sorona®製

適度なコシがあり、リップをムラなくきれいにのばし
仕上げます。

リップブラシ

大・全長約117mm 税込590円37385856

D

繰り出し式のアルミケースに入った携帯用のフェ
イスブラシ。

携帯用フェイスブラシ
全長約105mm 税込1,790円37385870

D D

繰り出し式のアルミケースに入った携帯用のチー
クブラシ。

携帯用チークブラシ
全長約93mm 税込1,490円37385887

小・全長約67mm 税込490円37385863

ナイロンメイクボックス

ナイロンメイクボックス・小
約16．5×19．5×12．5ｃｍ 税込1,490円15880584

ナイロンメイクボックス・大
約19．5×31×19．5ｃｍ 税込2,090円15880485

ナイロンメイクボックス・中
約16.5×23．5×16．5ｃｍ 税込1,890円15880577

メ
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❶ナイロン手付ポーチ・薄型

❷ナイロン広口ラウンドポーチ

ナチュラル
肌の地色を美しく見せるコンシーラーに、健康的でやわらかな色をのせた
シンプルなナチュラルメイク。

フェミニン
太めの眉とシャープなアイラインでメリハリをつけた大人のメイクアップ。
リップは指で置くようにして周りをぼかして仕上げます。

健康的な肌色をいかしながら、色合いで使い分ける2つのメイクスタイル

Cheek
リップ＆チーク
ローズ

Lip
リップグロス
レッド

Eye1
マスカラ・フィルムタイプ

ブラック

Eyebrow
アイブロー・ペンシル＆パウダー

ダークブラウン

Skin
コンシーラー
スティックタイプ
ナチュラル

Lip
リップスティック
ピンクベージュ

Eyebrow
アイブロ-・ペンシル＆パウダー

ナチュラルブラウン

Eye2
リキッドアイライナー

ブラック

肌を健康的にみせるメイクアップ

TYPE1

TYPE2

ナイロンメイクポーチ

細かいメイク用品を効率的に収納できるメイクポーチです。

汚れを拭きとりやすいナイロン素材。ポリプロピレンメイクボックスと組み合わせて使えます。

細かいメイク用品などの整理に便利なポーチです。

ナイロン手付ポーチ
黒・約12.5×20.5×10.5cm 税込1,290円38743804

細かいメイク用品などの整理に便利なポーチです。
持ち運びがコンパクトにできる薄型タイプ。

❶ナイロン手付ポーチ・薄型
黒・約12.5×20.5×6cm 税込990円38743811

大きく開くので中身が見やすく、取り出しやすいポー
チです。

❷ナイロン広口ラウンドポーチ
黒・約11×17×7cm 税込990円38743828

ナイロンブック型ポーチ

見開き出来るブック型のポーチです。

黒・約12×20.5×4cm 税込1,290円38743835

ナイロンメイクブラシポーチ 

メイクブラシの整理に便利なポーチです。ナイロン
手付ポーチ、ナイロン手付ポーチ・薄型と組み合
わせて使用できます。

収納例：BBクリーム（携帯用）/UVベースコントロールカラー/UVメイクアップベース/
アイカラー4色タイプ /チークカラー/ルースパウダー・小 /コンシーラー・スティックタ
イプ /リップスティック/マスカラ/リキッドアイライナー/アイブローペンシル・くり出し
式 /ヘアクリップ /携帯用チークブラシ/携帯用折りたたみヘアコーム/耳かき付綿棒

収納例：アイカラー4色タイプ /チークカラー/ルースパウダー・小 /リップスティック/
リップエッセンス/リキッドアイライナー/マスカラ/アイブロー・ペンシル＆パウダー/
アイラッシュカーラー/携帯用チークブラシ/ホホバオイル（携帯用）

黒・約19×8.5×0.5cm 税込390円38743842

ナイロンメイクボックスとポリプロピレンメイクボッ
クスはモジュールを合わせているので、中を自由
に仕切って自分だけのメイクボックスが作れます。

1泊2日の旅行に

毎日のメイク直しに

ブラシ部に肌あたりが柔らかく、くせのつきにくい植物由来のポリエステル繊維を使用したブラシです。

メイクブラシ

デュポン™およびソロナⓇは米国
デュポン社の商標または登録商
標です。ライセンスにより、株式
会社良品計画が使用しています。

チークカラーをのせる頬用のブラシ。携帯に便利
なコンパクトサイズです。チークブラシに最適な平
型に揃えました。

ポリエステル・携帯用チークブラシ
全長約153mm 税込1,290円15822799

D

メイクの仕上げにチークカラーやルースパウダーを
のせるフェイスブラシ。携帯に便利なコンパクトサ
イズです。

ポリエステル・携帯用フェイスブラシ
全長約146mm 税込1,490円15822805

D

アイカラーのベース色をのせるのに適したブラシ。

アイカラーブラシ
全長約126mm 税込590円15822812

D

適度なコシがあり、リキッドファンデーションをムラ
なくのばし、仕上げます。

ポリエステル・
リキッドファンデーション用ブラシ

全長約136mm 税込1,790円15822904

D

チークカラーをのせる頬用のブラシ。チークブラシ
に最適な平型に揃えました。

ポリエステル・チークブラシ
全長約164mm 税込1,790円15822829

D

フェイスブラシに最適なボリュームのある平型に揃
えました。

ポリエステル・フェイスブラシ
全長約168mm 税込2,490円15822836

D

やわらかな肌触りのポリウレタンチップを使用しまし
た。チップ部は取替式です。

アイカラーチップ
全長約129mm
取替用・2個入

税込490円
税込290円

15822867
15822881

眉の流れを整えたり、アイブローカラーをぼかすブ
ラシ。眉カットに便利なコーム付です。

アイブローブラシ・コーム付
全長約127.5mm 税込490円15822843

D …ブラシ：DuPont™ Sorona®製

適度なコシがあり、リップをムラなくきれいにのばし
仕上げます。

リップブラシ

大・全長約117mm 税込590円37385856

D

繰り出し式のアルミケースに入った携帯用のフェ
イスブラシ。

携帯用フェイスブラシ
全長約105mm 税込1,790円37385870

D D

繰り出し式のアルミケースに入った携帯用のチー
クブラシ。

携帯用チークブラシ
全長約93mm 税込1,490円37385887

小・全長約67mm 税込490円37385863

ナイロンメイクボックス

ナイロンメイクボックス・小
約16．5×19．5×12．5ｃｍ 税込1,490円15880584

ナイロンメイクボックス・大
約19．5×31×19．5ｃｍ 税込2,090円15880485

ナイロンメイクボックス・中
約16.5×23．5×16．5ｃｍ 税込1,890円15880577

メ
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❶ナイロン手付ポーチ・薄型

❷ナイロン広口ラウンドポーチ


