


ARTISTRY STUDIOTMはいよいよ東京へ。

下町情緒とポップカルチャーが

混在するTOKYO発の最新メイクは、

懐かしさを現代的にアレンジした

“レトロポップ”。

目元、唇、そして肌から、

花やかな魅力を放ちます。

世界中が注目する

2020 TOKYO。

あなたの新たな魅力を

アピールして。

レトロポップで、春ウララ。
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TOKYO Edition Artist

RUMI KURAJI

魅力あふれる東京をアートに

花や動物などの自然そのものが持つ鮮やかな色彩と、

自然の色の組み合わせにインスピレーションを受けて

独創的な世界を描き出すRUMI。たくさんの色を使って

感情を表現する彼女が描くのは、カラフルでポップな色

彩の中に、自然と日本の伝統文化が共存するエネルギッ

シュな世界。それは下町情緒とポップカルチャーが混

在するTOKYOにも似た、力強さにあふれています。日本

とインドネシアを拠点に活動する彼女が、魅力に満ちた

都市であるTOKYOの今、そしてポジティブなエネルギー

でいっぱいの芽吹きの春を表現した東京 エディション

のパッケージデザインを担当。メイクや化粧品が大好きな

ひとりの女性でもある彼女にとって、アーティストリー TMと

のコラボはまるで夢のような体験だったそう！ パッケー

ジに描かれた女の子たちのように、小粋にメイクを楽しん

で、東京の街へさっそうと出かけましょう。
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チーク ブラッシャー（キモノ ピン
ク）を頬の中心から少し広めに。ジェ
リー プランピング ティント（サクラ）
を頬の一番高い部分の少し内側に
置き、指でぼかす。色の奥行きを作
ることで、立体的な頬を演出。

CHEEK

ジェリー プランピング ティン
ト（パーシモン）のアプリケー
ターの平らな面を唇中央に置
き、左右に塗り広げる。シル
キーでマットな仕上がりが今
時トレンドを叶える。

LIP

パレット（カブキ ポップ）の 3 を
アイホール全体に指で塗り広げて
目元全体を明るく。チップ（太）
で 4 を目の際からアイホールに向
かってグラデーションを作るよう
に重ねる。

パレット（カブキ ポップ）の 5 を
目の際にチップ（細）でアイライン
として描く。 1 を下まぶた全体
にチップ幅（細）で塗り広げ、コン
トラストの効いた目元を演出。

カラー マスカラ（ハラジュク ブラ
ウン）を上まつ毛全体と下まつ毛中
央（黒目下）に塗る。上まつ毛の目
尻1/3にだけカラー マスカラ（ハ
ラジュク ブルー）を塗って、オシャ
レなワンポイントを仕立てる。

EYE

ブロー ペン（ギンザ チャイ
ラテ）を毛流れに沿って、スト
レートで短めな眉を描く。眉
を少し明るめの色で描くこと
で、全体のバランスがかわいい
印象に仕上がる。

EYEBROW

MASCARA
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原宿 POP
春色カラーで色選び。ちょっと個性的な私に。

カラー マスカラ
発注番号  1313（カラー：ハラジュク ブラウン）
発注番号  1314（カラー：ハラジュク ブルー）
2,500円 標：3,380円
PV：1,720 BV：2,273

4/2発売

ブラウン＋ブルーで
メイク上級者♡

チーク ブラッシャー
カラー：キモノ ピンク
発注番号  1304
2,200円 標：2,970円
PV：1,520 BV：2,000

4/2発売

カワイイ＝ピンク！
可憐なローズピンクを
ぽんぽん効かせて

アイ＆リップ ビューティ パレット
カラー：カブキ ポップ
発注番号  1300
3,810円 標：5,140円
PV：2,630 BV：3,464

4/2発売

ポップ＆キュート。
欲しい色が詰まった
夢のような玉手箱

ジェリー プランピング ティント
発注番号  1305（カラー：サクラ）
発注番号  1306（カラー：パーシモン）
1,800円 標：2,430円
PV：1,240 BV：1,636 

4/2発売

ジェリーのようなつけ心地。
リップにもチークにも！

ブロー ペン
カラー：ギンザ チャイ ラテ
発注番号  1307
1,900円 標：2,570円
PV：1,310 BV：1,727 

4/2発売

軽やかな印象に仕上がる
明るめブラウン

1314

1313

1305

1306

カラー：サクラ

カラー：パーシモン
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パレット（カブキ グラム）の 4 を
アイホール全体に指で塗り広げ
た後、 1 をまぶた中央に指でオ
ンする。まぶたに丸みをつけた
立体感を。

パレット（カブキ ポップ）の 4 を
下まぶたにチップ幅（細）で塗り
広げる。下まぶたにパープルを差
すことで目元に潤み感、艶っぽさ
を演出。

上まつ毛はカラー マスカラ（ハラ
ジュク ブルー）で上向きに。下ま
つ毛はカラー マスカラ（ハラジュ
ク ブラウン）をたっぷりめに塗る。
ブルーを大胆に入れて眼差しにイ
ンパクトを。

EYE

チーク ブラッシャー（キモノ ヌー
ド）を頬の一番高い位置から横に
広げながら、スタンプのようにぽ
んぽんと塗る。

CHEEK

パレット（カブキ グラム）の 9 を
指で塗る。その上にジェリー プ
ランピング ティント(パーシモン）
を重ねる。唇に紅の奥行き感を
プラス。

LIP

ブロー ペン（ギンザ ココア）で毛
流れを上向きに上げるようにスト
レートな眉を描く。濃いめのブラ
ウンで意思の強い印象の眉に。

EYEBROW

MASCARA
1

4
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チーク ブラッシャー
カラー：キモノ ヌード 
発注番号  1303
2,200円 標：2,970円
PV：1,520 BV：2,000

4/2発売

きらめいて、温かみのある
ピンクベージュ
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カラー マスカラ
発注番号  1313（カラー：ハラジュク ブラウン）
発注番号  1314（カラー：ハラジュク ブルー）
2,500円 標：3,380円
PV：1,720 BV：2,273

4/2発売

足して、引く。
2色の駆け引きで
スタイリッシュに

アイ＆リップ ビューティ パレット 
発注番号  1300（カラー：カブキ ポップ）
発注番号  1301（カラー：カブキ グラム）
3,810円 標：5,140円
PV：2,630 BV：3,464

4/2発売

2つのパレットを
自在に使って、
小粋な色遊び

ジェリー プランピング ティント
カラー：パーシモン
発注番号  1306
1,800円 標：2,430円
PV：1,240 BV：1,636 

4/2発売

リップパウダーの上に
透け感のある赤で奥行きを

ブロー ペン
カラー：ギンザ ココア
発注番号  1308
1,900円 標：2,570円
PV：1,310 BV：1,727 

4/2発売

こっくりブラウンで
眉に力強さをプラス

渋谷 STYLISH
トレンドの先行くビビッド＆クールな私！

1313

1300

1301

1314
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パレット（カブキ グラ
ム）の 3 をアイホール
全体に指で塗り広げる。
目元全体にツヤのベー
スを作る。

パレット（カブキ グラム）
の 1 をチップ（太）で
ハイライトとして眉下に、
チップ（細）で下まぶたに
チップ幅で塗る。目元の
立体感を作る。

パレット（カブキ グラ
ム）の 4 をチップ（細）
でアイホールのアウトラ
インにすっと影のように
入れることで、まぶたに
奥行きを出す。

パレット（カブキ グラム）
の 5 をチップ（細）で黒
目外側より目尻側へライ
ンを長めに入れる。切
れ長なラインで描くこと
で、レトロな雰囲気に。

EYE

パレット（カブキ グラム）
の 7 をブラシで唇全体
に塗った後、10のリップ
パウダーを指で重ねる。
マットな唇の質感が目
元のツヤ感に映える。

チーク ブラッシャー（キ
モノ コーラル）を頬骨に
沿って、スタンプのよう
にぽんぽんとおく。

CHEEK LIP

ブロー ペン（ギンザ コ
コア）でややアーチ状に
長めに描く。王道な眉
のラインがフェミニンな
印象を演出。

EYEBROWMASCARA

カラー マスカラ（ハラ
ジュク ブラウン）を上ま
つげを切れ長に流すよ
うに塗る。下まつ毛は
目尻側のみにたっぷりと
塗り、強調。

3
1

1

5

4
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ブロー ペン 
カラー：ギンザ ココア
発注番号  1308
1,900円 標：2,570円
PV：1,310 BV：1,727 

4/2発売4/2発売

1

4

2

5

3

6
7

8
9

10

カラー マスカラ 
カラー：ハラジュク ブラウン
発注番号  1313
2,500円 標：3,380円 PV：1,720 BV：2,273

4/2発売

いつものブラックから
ブラウンにチェンジで
垢抜けた印象に

カブキ ポップをプラスで艶っぽく

パレット（カブキ ポップ）の 7

をブラシで唇全体に塗った後、
唇の輪郭だけに 9 を重ね、目
元と色味をリンクさせて。

チーク ブラッシャー
カラー：キモノ コーラル 
発注番号  1302
2,200円 標：2,970円
PV：1,520 BV：2,000

4/2発売

ぽんぽんと
ふんわり色づく
柔らかなコーラルピンク

アイ＆リップ ビューティ パレット
カラー：カブキ グラム
発注番号  1301
3,810円 標：5,140円
PV：2,630 BV：3,464

4/2発売

計算され尽くした
立体感も簡単に叶う
使える10色！

ナチュラルな
眉が仕上がる
こっくりしたブラウン

銀座 RETRO

パレット（カブキ ポップ）
の 4 をチップ（細）で目
尻1/3に少しはね上げるよ
うな感じでアイライン状に
シャドウを塗る。

リップカラー

＋

リップパウダー

銀座レトロに
カブキ ポップのカラーを
プラスするだけのバリエテク！

アイ＆リップ ビューティ パレット
カラー：カブキ ポップ

テク！

カラー：カブキ ポップ

4
7

9

銀座 RETRO 
カンタン バリエ

トレンドのレトロガールになりきって、シックな私に。
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PERFECT BASE

コレクト＆パーフェクト 
フェイス コンパクト
4,000円 標：5,400円
PV：2,760 BV：3,636

4/2発売

均一感も、透明感も、
ひとつで叶う魔法のコンパクト。

発注番号  1312
（カラー：シブヤ ミディアムディープ）

深みのある小麦色の肌の方に。
シェーディングカラーとしての
使用もおすすめ。

発注番号  1309
（カラー：シブヤ ライト）

明るくピンクがかった肌の方に。

発注番号  1310
（カラー：シブヤ ライトミディアム）

明るい肌色から普通の肌色の方に。

発注番号  1311
（カラー：シブヤ ミディアム）

健康的な小麦色の肌の方に。
シェーディングカラーとしての
使用もおすすめ。

色ムラやくすみを自然にカバーするコント
ロールカラーを忍ばせて、バーム状のファン
デーションをすべらせれば、さらっとワンラン
ク上のセミマット肌へ。メイク直しにも便利。

コントロールカラー

をセット！

コントロールカラー

をセット！
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メイク直しにも便利！REMAKE
2色のコントロールカラー、ファンデーション、スポンジが
セットになっているから、これ1つ持っていれば、いつでも
メイク直しが簡単、便利。

HOW TO BASE MAKE

コントロールカラー
（グリーン）

肌の赤みが気になる部分に。頬
や小鼻の横などに塗って、赤み
を抑えます。

コントロールカラー
（ライラック）

くすみが気になる部分に。顔の
中央の高いところに塗って、立体
的で透明感のある肌へ。

下地で整えた後に、コントロールカ
ラーを指で気になる部分にトントン
と、おいていく。つけすぎないように
注意して。

ファンデーションをスポンジでぐ
るっと円を描くように回し取る。
スポンジにとけ込ますことで、テ
クスチャーがやわらかくなり、な
じみやすく。

ファンデーションを顔の中央か
ら外側に向けて、すべらせるよう
に塗り広げる。ファンデーショ
ンは最初にとった分でOK。つ
けすぎず、自然な仕上がりに。

CONTROL COLOR

コントロールカラー
（ピーチ）

健康的な血色感を出したい部分
へ。チークやシャドウとして自
然な陰影を作ります。

STEP1
浮いてきた脂（ファ
ンデーション）を
ティッシュでやさしく
上から抑える。
強くこすらないよう
に注意。

STEP2
ファンデーションが
ついていない面のス
ポンジで軽く叩きの
ばすようにして、ベー
スのムラやヨレを整
える。

STEP3
コントロールカラー
を気になる部分に指
で薄づきにおく。ファ
ンデーションをスポ
ンジにとり、薄く重ね
て仕上げる。
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マットからシマーまで多彩な質感のアイシャドウ５色と、クリームタイプの
リップカラー 3色、マットな質感が新しいリップパウダー2色をセットに。
単色もブレンドも、色遊び無限大！

EYE&LIP
色で遊ぶ、
ポップな玉手箱。

アイ＆リップ 
ビューティ パレット
カラー：カブキ ポップ 
発注番号  1300
3,810円 標：5,140円
PV：2,630 BV：3,464

4/2発売

青、ピンク、パープル、ブ
ラウンなど、ポップな色
遊びが楽しめる10色。

 LIP：パレット（カブキ 
ポップ）［10］のリップ
パウダーを指で塗る

EYE：パレット（カブキ グ
ラム）［1］を目頭から中央、
［3］を中央から目尻に

 LIP：パレット（カブキ グ
ラム）［6］のリップカラー
をブラシで塗る

EYE：パレット（カブキ 
ポップ）［4］をアイホー
ル全体に塗り広げる

アイシャドウ5色 リップカラー 3色 ＋ リップパウダー2色

1 42 53 6 7 8 9 10

アイシャドウ5色 リップカラー 3色 ＋ リップパウダー2色

1 42 53 6 7 8 9 10

新感覚のリップパウ
ダーはマットサテンな
仕上がりがオシャレ！
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ジェリー プランピング ティント
発注番号  1305（カラー：サクラ）
発注番号  1306（カラー：パーシモン）
1,800円 標：2,430円
PV：1,240 BV：1,636 

4/2発売

カラー マスカラ
発注番号  1313（カラー：ハラジュク ブラウン）
発注番号  1314（カラー：ハラジュク ブルー）
2,500円 標：3,380円
PV：1,720 BV：2,273

4/2発売

色で遊ぶ、
眼差し自在！

ジェリーのようなプルプルとしたつ
け心地なのに、時間が経つとトレ
ンドのマットな仕上がりに。まる
で染め上げたように仕上がり長持
ち。ほんのりかわいく花のように
発色。チークにも。

未体験のジェリーなつけ心地で、
花びらのような唇に。

ハートのアプリケーターを
唇の中央に平らにおき、左
右に塗り広げる。

唇を上下に塗り重ねて、色
をなじませていく。

色味をアップしたい時は、数
分後にもう一度塗り重ねる
と、さらに色づきます。

アイ＆リップ 
ビューティ パレット
カラー：カブキ グラム 
発注番号  1301
3,810円 標：5,140円
PV：2,630 BV：3,464

4/2発売

ピンクベージュから
コーラル、ブラウンまで
日常をオシャレに仕立
てる10色。

1314

1305

1306

1313

ゴールドのきらめきの
入ったブラウンで甘く
優しい目元に。

クリアで鮮やかな
ブルーでポップな目元に。

LIP：パレット（カブキ ポップ）
［7］のリップカラーの上に［9］
のリップパウダーを重ねる

まつ毛に色をトッピングするだけで、簡
単に印象をチェンジできるカラーマスカ
ラ。かわいいチューブ状のパッケージで
持ち運びも便利。

EYE：パレット（カブキ 
ポップ）［2］をアイライ
ナー風に塗る
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ブロー ペン
発注番号  1307（カラー：ギンザ チャイ ラテ）
発注番号  1308（カラー：ギンザ ココア）
1,900円 標：2,570円
PV：1,310 BV：1,727 

4/2発売

毛流れに沿って描くだけで自然にトレンドの地眉感を作れるスグレモノ。
一気に眉を描き足すことも、細く描くのも自由自在。汗や水に強く、スマッ
ジプルーフ処方で12時間持続＊。
＊使用環境により異なります。

斜めの筆先で一気に
4~５つのラインが描ける！

眉下に平行なラインを作る
ブロー ペンで眉下に平行なラインを
作るように描いていく。

毛流れに沿って、描く
毛流れに沿って、描く。眉山から眉尻は
ブロー ペンを縦にし、毛流れを描く。

毛量を増やすように仕上げ
眉の間に毛を増やすように、全体に毛
流れを整えながら、仕上げる。

地眉感たっぷり
トレンド平行眉

HOW TO EYEBROW

眉頭を描く
ブロー ペンで眉頭からしっかりと描く。
（眉下は眉頭以外は地毛を生かす）

毛を立ち上げるように描く
毛を全部立ち上げるように毛流れに
沿って描いていく。

キュッと締めた短め眉尻
上がった眉尻は毛流れに沿って整え、
目幅と同じくらいの短さで仕上げる。

ストレートで短め
マニッシュな眉

EYEBROW
未体験の筆先！
トレンドの地眉感メイクもこれ１本。

1307

1308

眉頭

ンが描ける！
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ジェリー プランピング ティント
を頬の高い位置の内側にオン

チーク ブラッシャー
発注番号  1302（カラー：キモノ コーラル）
発注番号  1303（カラー：キモノ ヌード）
発注番号  1304（カラー：キモノ ピンク）
2,200円 標：2,970円
PV：1,520 BV：2,000

4/2発売

片手でぽんぽんと頬に塗るだけで、簡単にムラなく、内側から
上気したような血色ある頬に。ミラー付きキャップで化粧直
しも簡単。欲しい量を含ませられるパウダーロック機能付き。

使わない時はパウダー
がパフにつかないよう
に閉じるロック機能付
き。欲しい量だけ出せ
るから、つけすぎも防止
できちゃいます。

パウダーロック
機能付き！

プラスで、頬に
立体感を演出！！

CHEEK
自在に花咲く、
ぽんぽんチーク。

MIST

フレグランス ミスト
発注番号  1315（スウィートサクラ）
発注番号  1316（ユズ）
1,800円 標：2,430円
PV：1,240 BV：1,636 

4/2発売

桜と柚子をベースに、東京の温かさとスタイリッ
シュさをイメージしたボディミスト。香りに包まれ
ながらも、髪も体もしっとりと潤います。温泉水＊1、
グリーンティーエキス＊2配合。
＊1保湿剤　＊２コンディショニング成分

はんなりレトロに、
ふんわりポップに、香りたつ。

ふんわり甘く香る、
サクラ美人。 爽やかに香る、

ユズの息吹。

1315

1316

キモノ ヌード

キモノ コーラルチーク ブラッシャー
ジェリー 
プランピング 
ティント

キモノ ヌードは
ハイライトにも！

1304

1303

1302

15
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ご注文はこちら

www.amwaylive.com

お買い求めいただいた製品に万一何らかのご不満が生じた場合は、「100%現金返済保証制度」にそって製品を返品することができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クー
リング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ABOの場合は、一定条件のもとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の1年以内を期限として、
一部の販売促進物、サービスなど、特定の製品・サービスを除き、製品を返品することができ、製品代金は全額返金されます。ただし、起算日※1から30日を超えた使用済みの家電製品や調理
器具および一部の販売促進物・サービスなど、特定の製品・サービスは返品することができません。また、製品ご購入時にお支払いいただいた配送料・手数料などの製品代金以外の費用は、
返金の対象とはなりません。プライムカスタマーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から45日以内は、原則として一部の販売促進物、サービスなど、特定の製
品・サービスを除き、使用・未使用にかかわらずご不満の製品に関して返品することができます。なお、製品ご購入時にお支払いいただいた配送料・手数料などの製品代金以外の費用は、返金
の対象とはなりません。また、セットで販売した製品の返品・交換は、セットでのみお受けします。なお、お買い求めいただいた製品に、製造上
の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。ただし、浄水器などの家電製品について製造上の不良が発見された場合、
または保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、交換ではなく無償で修理いたします。返品・交換および配送料・手数料などご
注文に関する詳細は、お手元のアムウェイ カタログ※2やamwaylive.comをご参照ください。お客さまにおかれましては、お知り合いのABOに
返品・交換に関する詳細をご確認ください。
※1 起算日とは、「販売伝票」もしくは「小売伝票」の「ご契約内容確認書」、「お申込み内容確認書」、「納品書兼返金･返品依頼書」または製品
の受領日のうち最も遅い日を指します。
※2 最新のアムウェイ カタログは一部150円（発注番号：8404）で購入いただけます。
※印刷の色は実際と多少異なって見えることがありますが、ご了承ください。※表示の価格は、消費税込みの価格です。 ※本パンフレットに
記載されている標準小売価格は参考価格であり、小売価格を拘束するものではありません。小売価格はABOの方が自由に設定できます。 
※記載事項の無断転載、無断使用を禁止します。

［ご不満による返品および交換について］

＊フリーダイヤル・ナビダイヤルともに、一部のIP電話、CATV電話、PHSなどからご利用になれない場合がございます。ご契約されている通信会社にお問い合わせいただきますようお願いいたし
ます。＊ナビダイヤルは、「ナビダイヤルでおつなぎしております～通話料金案内」ガイダンスの後に接続されます。 ＊番号のおかけ間違いにご注意ください。
＊スマートフォンサイトでの発注はABOの皆さま専用となります。プライムカスタマーの皆さまはパソコンサイトを発注にご利用ください。

オーダーダイヤルで発注
ご注文およびMy月便のお申し込みや変更・キャンセルはこちらへ

相談ホットライン
家電製品以外のアムウェイ製品と
アムウェイ・ビジネス／会社概要に関するお問い合わせはこちらへ

受付時間：［月～金］9：00～21：00［土］9：00～17：00（日・祝日はサービス休止）

受付時間：［月～土］9：00～17：00（日・祝日はサービス休止）

0120-07-88-99
携帯電話からはこちらへ

0570-064-111 通話料有料

0120-123-777
携帯電話からはこちらへ

0570-064-007 通話料有料

#passionista
ハッピーをシェアして、アカウントをフォローしよう！

もっと多くの女性たちへ自由に生きる楽しさを伝えるために、あなたが今夢中になっている毎日の感動を
＃passionistaとともに、シェアしませんか。情熱あふれる女性「パッショニスタ」として、あなたもLet’s JOIN! 

さあ、パッショニスタのアカウントをフォローしましょう！！

カラーメイクの組み合わせを
簡単にシミュレーションできる
アプリの使い方は、コチラをチェック！

Beauty App by ARTISTRY
アーティストリーTM製品をバーチャルで試しませんか？
スマホで簡単操作！ダウンロードは無料です！

INSTAGRAM 

最新のアーティストリー TM情報やビューティーライフスタイルを
お届けするアーティストリー TM日本公式アカウントを今すぐフォロー！

インスタグラムArtistryJapanをフォロー！

iphoneの方は
コチラ

Androidの方は
コチラ

ARTISTRY STUDIO
TM 

SITE
製品のことからメイクのHOW TOまで
ARTISTRY STUDIOTM 東京 エディションのことがわかるサイトです。 （2/18公開予定）

アーティストリーTM

公式アプリ！
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