
シンデレラメイクレッスン  

動画講座 第２巻で使用しているコスメ 

 

【眉】  

エレガンス アイブロウペンシル BR21   

ケイト アイブロウマスカラ BR１  

ブリリアージュ アイブロウパウダー 

 

 

【アイシャドウ】 

エクセル スキニーリッチアイシャドウ SR03 ベージュ 

                                        SR05 オレンジブラウン ☆モデル使用 

                    SR06 ピンクブラウン 

【アイライン】  

ヒロインメイク ロングステイシャープジェルライナー ライトブラウン 

にじみ留めに使用したアイシャドウ エクセル スキニーリッチアイシャドウ SR05 

 

・マスカラベース 

ケイトラッシュマキシマイザーN 

・マスカラ MOTE MASCARAB R O W N（ ブ ラ ウ ン ）  

 

【チーク】 

エクセル オーラティックブラッシュ AB 02 オレンジ 

エクセル オーラティックブラッシュ AB 03 ピンク 

 

【リップ】 

・最初にのせるグロス ナチュラグラッセ リップオイル ０1 クリアピーチ 

・口紅 

ブリリアージュ グロウリップカラーズフレンチローズ オレンジの発色 

MIMC ミネラルカラーリップ 06 ピンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

シンデレラメイクレッスン 動画講座 第３巻（ナチュラル） 

おすすめ＆モデル使用しているコスメ 

 

【眉】  

エレガンス アイブロウペンシル BR21   

ケイト アイブロウマスカラ BR１  

ブリリアージュ アイブロウパウダー 

 

【アイシャドウ】 

エクセル リアルクローズシャドウ CS01 オレンジ 

                                  CS05 ☆モデル使用 

リンメルショコラスイートアイズ ソフトマット 006 マットブラウン 

エクセル スキニーリッチアイシャドウ SR03 ベージュ 

 

【アイライン】  

ヒロインメイク ロングステイシャープジェルライナー ライトブラウン 

締め色にじみ留め  エクセル リアルクローズシャドウ CS05  

 

【マスカラベース】 

ケイトラッシュマキシマイザーN 

マスカラ  

MOTE MASCARAB R O W N（ ブ ラ ウ ン ）  

 

【チーク】 

アディクション ザ ブラッシュ 018 オレンジ ☆モデル使用 

エクセル オーラティックブラッシュ AB 02 オレンジ 

エクセル オーラティックブラッシュ AB 03 ピンク 

トーン ペタルチーク 01 ベージュ 

 

 

【リップグロス】 

ナチュラグラッセ リップオイル ０1 クリアピーチ 

 

【口紅】 

ブリリアージュ グロウリップカラーズフレンチローズ （オレンジ） 



セルヴォーグ ０４ ピンクブラウン 

       ０９ テラコッタ ☆モデル使用 

 

 

 

 

 

シンデレラメイクレッスン 動画講座 第４巻（キュート） 

おすすめ＆モデル使用しているコスメ 

【眉】  

エレガンス アイブロウペンシル BR21   

ケイト アイブロウマスカラ BR１  

ブリリアージュ アイブロウパウダー 

ピンクのパウダー クリオ プロアイパレット０１  

 

【アイシャドウ】 

エクセル スキニーリッチアイシャドウ  SR０6 センシュアルブラウン（ピンクに抵抗ある方向け） 

                    SR10 ピオニーブラウン 

エクセル リアルクローズシャドウ CS03 ローズピンヒール 

                 CS02 ピンクモヘア ☆モデル使用 

リンメルショコラスイートアイズ  019 スモーキーなピンク 

 

【アイライン】  

ヒロインメイク ロングステイシャープジェルライナー ライトブラウン 

締め色にじみ留め  リンメルショコラスイートアイズ  019 スモーキーなピンクのブラウンの中の濃茶 

 

【マスカラベース】 

ケイトラッシュマキシマイザーN 

マスカラ  

MOTE MASCARAB R O W N（ ブ ラ ウ ン ）  

 

【チーク】 

アディクション ザブラッシュ 011 ラブミートゥルー 

               013 スウィートドリームズ ☆モデル使用 

アディクション ザブラッシュ 021 クラッシュ 

 

【リップ】 

ナチュラグラッセ リップオイル ０1 クリアピーチ（写真☆） 

口紅 



セルヴォーグ 25 シュリンプピンク 

ブリリアージュ ヴェルヴェットルージュ ０２ ☆モデル使用 

 

【グロス】 

アディクション リップグロスピュア０１８  

トーン ペタルエッセンスグロス ０２ ☆モデル使用 

 

【ニュアンスパウダー】 

ナーズ ライトリフティングセッティングパウダー プレスト N 

ブリリアージュ オーセンティックウーマン ハイライト（下段） 

シンデレラメイクレッスン 動画講座 第５巻（クール） 

おすすめ＆モデル使用しているコスメ 

【眉】  

エレガンス アイブロウペンシル BR21   

ケイト アイブロウマスカラ BR１ （写真☆） 

ブリリアージュ アイブロウパウダー 

カーキのパウダー リンメル プリズムパウダーアイカラー ０１５ 

 

【アイシャドウ】 

リンメル ロイヤルヴィンテージアイズ ００１ブラウン 

                   ０１３ ブルー☆モデル使用 

ケイト ブラウンシュートアイズ N WT−２ 薄いブルーとブラウン 

ディオール バックステージカスタム アイパレット ００１ ユニバーサル シルバー 

 

【アイライン】  

ベルサイユのばら ウォータープルーフジェルライナー ブラウン（写真☆まだ） 

締め色にじみ留め  リンメル ロイヤルヴィンテージアイズ ０１３ ブルー右下の濃いブルーです（笑） 

              動画を見ていただくと（笑）の理由がわかります！！ 

下のアイライン  リンメル ロイヤルヴィンテージアイズ ０１３ ブルー右下の濃いブルーです 

（今度はブルーと言っていた、ホッ笑） 

              動画を見ていただくと（笑）の理由がわかります！！ 

 

 

【マスカラベース】 

ケイトラッシュマキシマイザーN 

マスカラ 

ブリリアージュ ラッシュデザイナービルドアップマスカラ ウォッシャブルタイプ 

 

【チーク】 

エクセル オーラティック ブラッシュ AB０５ ベイクドシナモン 



トーン ペタルチーク ０１ （ナチュラルと同じ） 

MIMC ビオモイスチャーチーク ０６ グローリー☆モデル使用 

MIMC  ミネラルスムースチーク ０３ デザイアー 

 

【口紅】 

セルヴォークディグニファイド  リップス０４ ピンクブラウン 

セルヴォークディグニファイド  リップス０９ テラコッタ 

セルヴォークディグニファイド  リップス１１ ダークレッド  

ブリリアージュ ヴェルヴェットルージュ ０３ 

ブリリアージュ ヴェルヴェットルージュ ０４☆モデル使用 

 

【グロス】 （動画ではグロスは行っていません） 

アディクション リップグロスピュア０１２ ベージュラメ 

トーン ペタルエッセンスグロス ０７ ベージュ 

セルヴォーグ エンスロール グロス ０３ 

 

 

【ハイライト】 

アディクション ザブラッシュ ００３Moon Dance 

 

 

【ニュアンスパウダー】  

ノーズシャドウ・シェーディング 

アディクション ザブラッシュ ００８So Moody (M) 

 

 

 

シンデレラメイクレッスン 動画講座 第６巻（エレガント） 

おすすめ＆モデル使用しているコスメ 

 

 

【眉】  

エレガンス アイブロウペンシル BR21   

ケイト アイブロウマスカラ BR１ （写真☆） 

ブリリアージュ アイブロウパウダー 

 

 

【アイシャドウ】 

リンメル ロイヤルヴィンテージアイズ ００４ オールドバーガンディ 



                   ０１５ スモーキーアメジスト（パープル）☆モデル使用 

０１６ ガーネットカッパー 

リンメル ショコラスィートアイズ ００２ ブラウン キラキラしたブラウン（紫、赤に抵抗のある方向け） 

エクセル リアルローズシャドウ CS 04 プラムニット （控えめで上品なパープル 使いやすい！） 

エクエル ファイブレイヤーズシャドウ FS03  控えめなパープル （婚活メイクにオススメ！） 

 

【アイライン】  

ベルサイユのばら ウォータープルーフジェルライナー ブラウン 

締め色にじみ留め  リンメル ロイヤルヴィンテージアイズ ０１５ スモーキーアメジスト（右下ブラウン） 

  グラデーションの下アイライナー  

   リンメル ロイヤルヴィンテージアイズ ０１５ スモーキーアメジスト（右上明るいブラウン） 

 

【マスカラベース】 

ケイトラッシュマキシマイザーN 

【マスカラ】 

上まつ毛 ブリリアージュ ラッシュデザイナービルドアップマスカラ ウォッシャバブルタイプ 

下まつ毛 MOTE MASCARAB R O W N（ ブ ラ ウ ン ）  

 

 

【チーク】 

エクセル オーラティック ブラッシュ AB04 シャイガール 

アディクション ザブラッシュ０２３  Chelsea Rose (M)☆モデル使用 

アディクション ザブラッシュ０２４Rose Bar 

 

 

【口紅】 

セルヴォーク １０ レンガ ☆モデル使用 

セルヴォーク １１ ダークレッド 

セルヴォーグ １５ ワイン  

セルヴォーグ １６ ガーネット  

 

【グロス】 

トーン ペタルエッセンスグロス ０２ ピンク 

１２ 紫 

                １３ 赤 ☆モデル使用 

 

 

【ハイライト】  

アディクション ザブラッシュ ００３ 

ナーズ ライトリフティングセッティングパウダー プレスト N 

ブリリアージュ オーセンティックウーマン 下段 ☆モデル使用 



 

 

【ニュアンスパウダー】  

エクセル シャイニーシャドウ SI０４ヌードピンク 

THREE シマリング グローデュオ ０１ 

 

 

 

 

 

 

シンデレラメイクレッスン 動画講座 第７巻（アンチエイジング） 

おすすめ＆モデル使用しているコスメ 

 

【眉】  

エレガンス アイブロウペンシル BR21   

ケイト アイブロウマスカラ BR１ 

ブリリアージュ アイブロウパウダー  

 

【アイシャドウ】 

クリオ プロアイパレット０１（ピーチピンク系） 

ディオール バックステージアイパレット００２クール（薄ピンク系）☆モデル使用 

 

【アイライン】  

ベルサイユのばら ウォータープルーフジェルライナー ブラウン 

マスカラベース 

ケイトラッシュマキシマイザーN 

 

【マスカラ】 

UZU ブラウン 

 

 

【チーク】 

ナーズ ブラッシュ４０３３☆モデル使用 

トーン ペタルチーク 01 ベージュ 

エクセル オーラティックブラッシュ AB 03 ピンク☆モデル使用 

 

 

【グロス】 

ブリリアージュ 



ナチュラグラッセ リップオイル ０1 クリアピーチ☆モデル使用 

 

 

【口紅】 

ブリリアージュ グロウリップカラーズフレンチローズ オレンジ☆モデル使用 

MIMC ミネラルカラーリップ 06 ピンク☆モデル使用 

 

 


