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資生堂トップヘア＆メーキャップアーティスト 鎌田由美子の
キュート

360 度 大人Cuteな浴衣ヘア＆メーキャップ
そろそろ花火大会のスケジュールが気になる頃です。ここ最近、手頃な価格帯で購入できる
お洒落な浴衣や帯、下駄などが増え、花火大会や夏祭りといった夏の催事では、色鮮やかな浴
衣を着る女性を多く見かけるようになりました。浴衣は特に若い世代の方を中心に、夏ならではの
「おしゃれ着」として洋服を選ぶような感覚で、たくさんの種類の中から自分の好みにあったものを
自由に楽しむファッションとして定着してきています。浴衣を着る際は、いつものヘアメークを楽し
むのも良いのですが、浴衣ならではのポイントを少し意識するだけで、ぐっと涼やかでご自身の魅
力をより際立てることが出来ます。今回は、浴衣のトレンドを意識した、涼やかで“大人 Cute(キュー
ト)”な浴衣ヘア＆メーキャップをご紹介します。
かまだ

ゆみこ

資生堂トップヘア&メーキャップアーティスト 鎌田 由美子
和装は、日本が世界に誇る民族衣装です。その中でも浴衣は見た目の可愛らし
さや手軽さから、ビギナーの方でも気軽に楽しめるものです。浴衣は洋服と違い、
後姿の帯、襟元からすっと伸びたうなじなど、さまざまな角度に視線を集めるところ
がポイントです。そこで今回は、正面からの美しさだけでなく 360 度、どこから見ても
美しい浴衣のヘア＆メーキャップをテーマに、“大人 Cute”なヘア＆メーキャップの
技を伝授します。

肌づくり
皮脂対策で涼やかな肌をキープ！
⇒涼やかさ UP

目もと
明るくフレッシュな太眉と
横顔まで意識したアイメーク！
⇒横顔美人度 UP

口もと
艶やかなローズカラーで
口もとに大人アクセント！
⇒大人 Cute 度 UP
【浴衣メークの楽しみ方】
メークの色選びでは、浴衣や帯と同系色でまとめると、統一感のあるすっきりした印象になります
が、浴衣と違う系統の色を取り入れると、顔を引き立てる効果があります。涼やかさと清潔感を
大切にして、遊び心を取り入れたメーキャップを楽しみましょう。

HOW TO Make-up

STEP① 肌づくり
汗皮脂対策で涼やかな肌をキープ♪
ベースづくりは、皮脂を抑える効果がある化粧下地やファンデーショ
ンを選びましょう。最後にルースパウダーをのせて、つやを適度に出
しながら、汗や皮脂にもくずれにくいベースづくりに仕上げましょう。

STEP② 目もと
明るくフレッシュな太眉と横顔まで意識したアイメーク♪
明るめのアイブローパウダーで少し太めで直線的に眉を描きま
す。目もとは、ゴールドとピンクのアイシャドーで顔の印象を明る
く引き立てます。目尻にはブラウンのアイシャドーで立体感を出
し、アイライナーで更に引きしめ、横顔まで意識しましょう。最後
にマスカラを根元にたっぷりつけ、ボリューム感と長さを出すと
印象的な目もとに。涙袋には、パールベージュのアイライナーを
入れると明るさと愛らしさ UP！

STEP③ 口もと
艶やかなローズカラーで口もとに大人アクセント♪
帯締めの色と合わせたローズ系のグロスルージュでみずみずし
く。ヌーディ―カラーの目もとに印象的なリップを合わせ、女っぽ
くドキッとさせましょう！

＜使用商品＞

※写真左上から時計回り

●粉おしろい：
●化粧下地：
●ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ：
●口紅：
●ｱｲｼｬﾄﾞｰ：
●ﾈｰﾙ：
●ﾁｰｸ：
●ｱｲﾌﾞﾛｰ：
●ｱｲﾗｲﾅｰ：
●ﾏｽｶﾗ：
●ｱｲｼｬﾄﾞｰ：

ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ
ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾋﾞｭｰﾃｨｰｷ-ﾌﾟﾍﾞｰｽ UV
ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄｩﾙｰﾘｷｯﾄﾞﾛﾝｸﾞｷｰﾌﾟ UV
ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｴｯｾﾝｽｸﾞﾗﾏﾗｽﾙｰｼﾞｭ NEO RS554
ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｴｯｾﾝｽｸﾞﾗﾏﾗｽｱｲｽﾞ BE232 (7/21 発売)
ﾏｼﾞｮﾘｶ ﾏｼﾞｮﾙｶ ｳｫｰﾀｰｺﾛﾝﾈｰﾙｽﾞ
VI204、PK105、BL202、
資生堂 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ ｻﾃﾝﾌｪｰｽｶﾗｰ RD103
ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾛｰｸﾘｴｲﾀｰ BR711
ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ｽﾏｰﾄｱｲﾗｲﾅｰ BR
ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾛﾝｸﾞｽﾃｲｱｲﾗｲﾅｰ N BE100 （限定品）
ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾏｽｶﾗ（ｱｲﾛﾝｶｰﾙ）
ﾏｼﾞｮﾘｶﾏｼﾞｮﾙｶ ｼﾞｭｴﾘﾝｸﾞｱｲｽﾞ 90 (7/21 発売)

HOW TO Make Hair

ロングヘアの方はアップスタイルがベスト。全体のバ
ランスがとりやすくなるだけでなく、涼しげな印象を与
えます。「大人 Cute」なヘアとしておすすめは「編み
込み」や「ツイスト」のまとめ髪です！涼しげな中にロ
マンチックさが同居したスタイリングです。

①

②

毛束を２つに分け、両方の毛束をねじりクロス
させ１つの毛束にします。その毛束の下から
次の毛束をすくい取り、同様にねじるようにク
ロスさせていきます。

③

②の毛束をねじり、下から毛束
をすくいます。

毛束を毛先までねじり、ゴムで留めます。

④

同様にねじるようにクロスさせ
てきます。順番にクロスさせて
いき、余ったサイドの毛の部分
までクロスさせたら、サイドの毛
をねじり上げ、髪の中にしまい
込みます。

⑤

頭頂部までねじり上げたら、毛先をゴ
ムで留め、①側に毛先を渡し、ピンで
固定したら完成です。

～おしゃれな「ヘアアクセサリー」を使って簡単ヘアアレンジ～

クリエイターズマルシェ
ワイヤーリボン JY
(希望小売価格 6,000 円【税抜】)
7 月 21 日より資生堂化粧品専門店の一部、及び
資生堂ウェブサイトワタシプラス※にて販売開始

"明日へ続く、キレイの一歩"を応援する美のサイト「Beauty & Co. 」プロデュースの、ひとつで何
通りにも簡単にヘアアレンジできる、ヘアゴム付きワイヤーリボンを用いたアレンジです。
ヘアゴムになっている部分を使って頭頂部でポニーテールを結び、テールになった部分にワイヤ
ーリボンを巻き付けてシニョンの形にまとめました。ヘア小物を上手に利用して、簡単スピーディー
に浴衣ヘアアレンジを楽しんで！
使い方の動画を次のサイトでもご覧いただけます。 http://www.beauty-co.jp/cm/hair/
※「Web カウンセリング」「お店ナビ」「オンラインショップ」など、化粧品や美容に関する情報を扱う美容総合サイト

HOW TO Make Nails

ホワイトピンクのネールカラーをベース
に、パステルブルーとパープルの２色使
いでアクセントを！指先にアイスのような
ネールアートで、浴衣に映える楽しくポッ
プな仕上がりに♪

360 度美しい全身コーディネート

【浴衣の楽しみ方】
ここ数年「古典柄」や「レトロモダン」のおしゃれな浴衣が人気です。花柄では「朝顔」「撫子」「薔薇」「椿」な
ど、季節を問わず好きなデザインを自由に楽しむ女性も増えています。色はここ数年、白を基調としたものや、
鮮やかな色のものが流行しています。素材は、綿・麻・ポリエステルなど様々あり、清涼感があって着心地がい
いもの、手頃でしわになりにくいものなど素材によってそれぞれの良さがあります。
浴衣は、帯の色合わせによってがらりと雰囲気が変わります。同系色でまとめると、統一感のあるすっきりし
た印象になりますが、浴衣と反対の色を選ぶと華やかになります。「帯締め」や「帯留め」等の小物を組み合わ
せる事によって、更にオシャレ度がアップします。
遊び心をプラスして、「夏の浴衣スタイル」を楽しんでみては、いかがでしょうか。
（解説：スタイリスト 伊藤まりさん）

資生堂トップヘア＆メーキャップアーティスト 鎌田由美子
資生堂を代表するヘア＆メーキャップアーティストの一人。
日本フォーマル協会ビューティー講師、全日本婚礼美容家協会講師。
和装から洋装までフォーマルなヘア＆メーキャップのスペシャリスト。

http://sbts.group.shiseido.co.jp/kamada/

【協力】スタイリスト 伊藤まり（A2）、衣装協力 「荒川」（浴衣/帯/下駄）（電話 075-341-2113）、「すずめのトラン
ク」（帯留）http://suzume-trunk.ocnk.net/）、「原宿かんざし屋 wargo」（ﾍｱ小物）電話 03-3479-3150）、三松（かご
巾着）電話 0120-033-330

【ご参考】

2014 年 全国花火大会一覧

県

大会名

日程

打ち上げ数(予定)

北海道

家庭教師のアルファ PRESENTS
第 4 回北海道真駒内花火大会

7/12（土）

約 2 万 2,000 発

秋田

第 88 回全国花火競技大会「大曲の花火」

8/23（土）

約 1 万 8,000 発

東京

第 37 回隅田川花火大会

7/26（土）

約 2 万発

東京

第 26 回東京湾大華火祭

8/10（日）

約 1 万 2,000 発

東京

日刊スポーツ主催 東日本大震災復興
チャリティー 2014 神宮外苑花火大会

8/16（土）

約 1 万発

神奈川

神奈川新聞花火大会

8/5(火)

約 1 万 5,000 発

千葉

幕張ビーチ花火フェスタ(第 36 回千葉市民花火大会)

8/2（土）

約 1 万 5,000 発

茨城

土浦全国花火競技大会

10/4(土)

約 2 万発

新潟

長岡まつり大花火大会

8/2（土）～
8/3（日）

約 2 万発

長野

諏訪湖上祭花火大会

8/15(金)

約 4 万発

愛知

第 46 回豊田おいでんまつり花火大会

7/27（日）

約 1 万 3,000 発

岐阜

第 58 回全国選抜長良川中日花火大会

7/26（土）

約 3 万発

兵庫

第 44 回みなとこうべ海上花火大会

8/2（土）

約 1 万発

島根

2014 松江水郷祭湖上花火大会

8/9(土)～
8/10(日)

約 9,000 発

愛媛

第 64 回松山港まつり 三津浜花火大会

8/3（日）

約 1 万発

福岡

第 355 回 筑後川花火大会

8/5（火）

約 1 万 8,000 発

2014 年 全国夏祭り一覧
県

祭名

日程

青森

ねぶた祭

8/2(土)～8/7(木)

宮城

仙台七夕まつり

8/6(水)～8/8(金)

秋田

竿灯まつり

8/3(日)～8/6(水)

山形

花笠まつり

8/5(火)～8/7(木)

神奈川

湘南ひらつか七夕まつり

7/4(金)～7/6(日)

千葉

佐原の大祭

7/11(金)～7/13(日)

岐阜

郡上踊り

7 月中旬～9 月上旬

富山

越中おわら風盆

9/1(月)～9/3(水)

京都

祇園祭

7/14(月)～7/17(木)

京都

五山送り火

8/16(土)

大阪

だんじり祭

9/13(土)～9/14(日)

徳島

阿波踊り

8/12(火)～8/15(金)

高知

よさこい祭り

8/9(土)～8/12(火)

広島

管絃祭

7/13(日)

福岡

祇園山笠

7/1(火)～7/15(火)

沖縄

エイサー祭り

8/15(金)～8/17(日)

※上記日程は公開情報を基に、6/23 時点で当社がまとめたものです。最終的な日時・日程など
は各主催者にご確認ください。

