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ナチュカジガール×
ラベンダー
アッシュ
甘フェロガール×
シャイニー
ベビーピンク
クールガール×
ハンサム
ブルーアッシュ
フレンチレトロガール×
プラチナ
ライム

ハイ透明感さえあれば♡

なりたいのは

澄んでる女の子

shiny baby pink

lavender ash

ハイ透明感さえあれば♡

なりたいのは
澄んでる女の子
ハイトーンなのにちゃんと色味を
感じさせるヘアカラーで、
自分をピュアに彩って♡
輝く夏の日差しをたっぷり
ハイトーンの重すぎない
暖色でソフティーに♡

甘フェロgirl

シャイニー
ベビーピンク

ショートを甘口に転ばせるには、キ
ュートなピンクが正解！ 今シーズ
ンのトレンドカラーを上手に使っ
て、可愛くトータルコーデしちゃ
おう。子供っぽく見せない秘訣は、
さりげないベビーカラーでまとめ
ること。女の子なら絶対憧れるゆ
めかわワールドへ、ようこそ♪

platinum lime

ヴィンテージ風の
くすみ感でオトナ顔

フレンチレトロ
プラチナ
ライム
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girl

ノスタルジックな古めかしさを今
っぽく落とし込んで、味のあるム
ードにチェンジ。昔の雑誌に出て
くるようなどこか親しみを感じるス
タイルは、やわらかくて優しげに
見えるくすみカラーでブラッシュ
アップ！ トガりすぎないおしゃ
れさで、夏を気分よくすごそう。

ひそやかなツヤっぽさが
おしゃ度全開！

ナチュカジ

girl
ラベンダー
アッシュ

フレッシュでフレンドリーな雰囲気
を漂わせた、アクティブ女子。元
気印だから、アウトドアが思いっ
きり楽しめる夏が大好き♡ 暑い
季節を存分に楽しむために、メイ
クもヘアもジューシーに行きたい！
キラめく潤い感カラーの、無造作
過ぎないラフさが女の子っぽい♪

まとわせたキラキラgirlに変身！

handsome blue ash

ハートを射抜く！
凛とした色っぽさ

クール
girl

ハンサム
ブルーアッシュ

芯の強さを感じるハンサムさん。
モノトーンの着こなしとスモーキー
な寒色ヘアで、アンニュイな大人
っぽさをアピール。キリッとした太
眉と強めのリップが主役のメイク
は、ほんのりモードなエッセンス。
お仕事女子にもハマるクールさは、
デキる女を演出するのにぴったり。

new hair style
new hair color
n e w h a i r l i fe . . . . .
I wanna meet
a new me
2

ボブの重みをカラーで軽減。
ツヤツヤしているのに
ちょっとくすんだ感じが今っぽい！

ナチュカジgirlはラベンダー アッシュでうるるんサマー気分！
マットだけど、パサつくカラーはNG ！ ツヤをたたえたジューシーな髪色を主役にし て、ゴキゲンに盛り上げちゃおう。ナチュラルな魅力を底上げするクリアさがたまらない♡

寝グセのような
ラフ波ウエーブも
たっぷりの透明感で！
空気をはらんだふわふわカールが重
なったミディスタイル。フォルムは重
めだけど質感は軽やかにしたいから、
巻いたあとにしっかりほぐすことが
大事。髪の中間くらいまで巻き込ん
だ平巻きにして、ハチ上は毛束を細
かく取った縦巻きをポイント的にイ
ン。ほぐしたら、スプレーでツヤ感
を底上げして！ チラリと見えるロー
ライトでメリハリアップ。

Juicy hair color
makes me happy
I want to challenge
new fashion
and makeup!
フロントや毛先にひそやかな
ローライトをプラスして
立体的な軽やかニュアンスに！

軽やかジューシー♪
外ハネでピュアな魅力を発揮！
じゅんわり感があふれ出すなめらかなヘアが、カジュアルな着こなしにマ
ッチ！ 重さを残したローグラデーションのボブの顔まわりにレイヤーを
入れ、ニュアンスを加えて。ハチ下は外巻き、ハチ上は内巻きにしてジ
ェルをなじませると、ちょっとくびれた小顔フォルムに。美髪の秘密は、
上品なツヤが目を引くラベンダーアッシュ。夏の光を集めて、輝き倍増☆
ニットビスチェ￥4,990／フローヴ
パンツ￥9,800 ／マーブリー
チョーカー￥1,900／コントロールフリーク
（キャセリーニ）
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タンクトップ￥3,990 ／
ジェイダ ルミネエスト新宿店
ショートパンツ￥2,750／
ベルシュカ・ジャパン
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甘フェロgirlならシャイ ニーベビーピンクで誰よりもあざと可愛く♡
ボーイッシュに見えるショートを、透け感のあるベビーピンクでおフェ ロにイメチェン。ひそませたスウィート感で、愛され度はマシマシに！ そのチャーミングな笑顔、ズルすぎ♪

ツヤツヤシャイニーなピンクと
なめらかなストレートタッチの
相乗効果で輝き度は最上級に♡

顔まわりと耳の後ろに入れた
メリハリローライトが
動きを強調＆うれしい小顔効果

スキだらけ、だからあざとい!?
まるで起き抜けの無邪気っぽさ

Girls just
wear pink,
anyone can
become cute♡
So,I love Pink!
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あえて巻かず、素の魅力を思いきり引き出し
たスタイルの無自覚な色っぽさが狙い目。前
髪は目の下でカット、全体は顔まわりに重みを
残して丸みが出るようなショートに。根元を起
こすようにふんわりと乾かしてオイルをなじま
せ、寝起き感そのままな雰囲気を際立たせて。
上気したようなツヤっぽメイクとの相性もばっ
ちりで、お色気たっぷりのヌーディ感。
オールインワン
（ベルト付き）
￥13,800／マーブリー

ワンピース￥6,900／ダズリン
イヤリング￥1,900／
ティティー＆コー ルミネエスト新宿店

くるくるカールがリゾート風！
ガーリー＆ファンシーショート
クールに見えがちなショートだけど、可愛いカ
ールの動きの効果で、ガーリーでおフェロなイ
メージに転ばせて！ 毛先を先細にしているか
ら、毛先を内外ミックスのワンカール巻きに
すると、ふわふわ感倍増。甘さを意識して、
カラーは透明感のあるピンクをセレクト。暖
色でも重くならないトーンが、夏にぴったり。
ローライトを細めに入れ、おしゃニュアンスに。

6

クールgirlはハンサムなブルーアッシ ュでモードな凛々しさをプラス
モノトーンのファッションをさらに魅力的に見せるには、澄みきったアッシュカラーがイチオシ。肌を白くきれ いに見せてくれる効果もあって、夏でもたっぷりの清涼感が叶うはず。

ベースとハイライトは3トーン差。
光が当たったときにわざとらしくない
明暗差でしなやかな立体感を

ボリューミーな
大胆リバースカールで
カッコよくてイイ女！
パッと目を引くのは、ストレートタ
ッチの中に作ったフェイスラインの大
きなうねり。前髪は全体のレングスよ
りちょっと短めなリップラインにし
ているから、リバースに巻いたとき
顔にかかるようなセクシーな毛流れ
に。ベースは透け感のあるアッシュ。
クールだけど柔らかくも見せたいた
め、全体にハイライトを細かく入れ
てさりげない立体感をプラス。

内側に入ったハイライトが
カールの隙間からチラ見えして
とってもスタイリッシュ！

Handsome lady
is my ideals.
To be cool
a n d fe m i n i n e ,
choose BLUE ASH.

しっかりリッジウエーブの
メリハリ感がツンデレな表情
キラキラハッピー感とクールな色気がミックスされた、
ランダムなウエーブ。毛先は外ハネ、全体はリバース
に巻いて、リッジを残すためにあまりほぐさないのが
コツ。オイルとソフトワックスを混ぜたものをなじま
せ、潤いを加えて。ブルーアッシュカラーがストレー
トタッチのスタイルとは全然違った魅力になって、ク
リアで華やかな印象にイメチェンできちゃう。
ガウン￥8,250／リエンダ
（バロックジャパンリミテッド）
キャミソール￥4,490 ／リゼクシー渋谷109店
パンツ￥8,900／スパイラルガール
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ニット￥5,250／
リエンダ
（バロックジャパンリミテッド）
スカート￥13,000／シロイ
ブレスレット￥2,500／
ティティー＆コー ルミネエスト新宿店
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フレンチレトロgirlこそプラチナ ライムでほっこりシックな魅力を
重さが特徴のレトロスタイルに軽やかさを加えるには、
グリーン系のライムカラーがマッチ。気に なる赤味を消して透明感を引き出すカラーだから、味のあるニュアンスづけに最適☆

French fashion,
Classical atmosphere,

60's風でクラシカル！
顔を包み込む
ゆらゆら波ウェーブ
前髪だけ、細めのアイロンで根元か
ら巻き込んで強めの波ウエーブに！
サイドやバックのカールをゆるめにし
ているため、顔まわりが際立ってフ
レンチレトロな雰囲気が倍増。毛先
はオイル、根元にはスプレーをつけて
しっかりツヤを与えると、さらに魅
力的な仕上がりに。赤リップとの相
性も抜群で、昔のフランス映画の女
優っぽくおしゃれに気取れちゃう。

Feminine mood,
These are my
Favorite things.

顔まわりの中間～毛先に入れた
プラチナアッシュのハイライトが
グラデっぽく見えるカラーマジック☆

ワンピース￥9,250／
レディアゼル ルミネエスト新宿店

波打つ毛流れとグラデみたいな
オリーブ系カラーが
おしゃれなヴィンテージ感を演出

大人めレイヤースタイルだから
グラデ風カラーがハマる♪
フロントをふわっとかき上げて、ちょっぴりシックなオーラをまとわせて。
前髪はあごライン、全体は鎖骨下と段差をつけたベースだから、レイヤー
＋毛先のクセづけでいい感じの動きに。スタイルに重さを残している分、
カラーはハイトーンの寒色で軽やかに仕上げて中和させるのがコツ。ツヤ
感たっぷりのプラチナライムなら、思いどおりの印象を作れるはず！
ビスチェ￥5,800／フィント代官山店 レーストップス￥6,990／
レディアゼル ルミネエスト新宿店 パンツ
（セットアップ）
￥14,800／マーブリー
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女っぷりましましの おしゃれアレンジ

H A I R
トップス￥16,000 ／デイシー
（デイシー 新宿ルミネ店）
スカート￥6,600／
アン アナザー アンジェラス
（フィント代官山店）
イヤリング￥1,600／アネモネ
（サンポークリエイト）
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トップス￥7,000 ／
デイシー
（デイシー 新宿ルミネ店）

D

A R R A N G E

トップス￥2,599／スピンズ
イヤリング￥2,800／アネモネ
（サンポークリエイト）

シャツ￥6,900／コルミーベイビー渋谷109店
パンツ￥8,000／サードスプリング
イヤリング￥2,300／アネモネ
（サンポークリエイト）
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back

あどけないピュア感も計算ずく

ピンクのカラーを生かして、思いきりガーリーに♡
レーシーなトップスの透け感も、甘さの中に潜ませ
た雌っぽさを後押し。デコ出しで顔まわりを爽やか
に見せながらも、軽く顔にかかる後れ毛やクセ毛の
ようなうねりカールが、たおやかさを演出してくれ
る。編み込みよりも簡単にできるくるりんぱで、可
愛いアクセントをつければカンペキ♡

2

1

back

顔まわりや毛先に忍ばせたローライトが、襟足の
後れ毛にチラチラ。くるりんぱとローライトの相
乗効果で、表面の立体感がしっかり際立つ。

3

前髪は手でざっくりセンターに分け、細いア
イロンで毛先を外巻きに。その後、再度オイ
ルをつけ、ウエットな束感をプラス。

side

ルーズな束感でこなれて見せる

back
色気たっぷりのメイクを、アレンジでカジュアルダ
ウン。手ぐしでザッとまとめただけのラフさが、セ
レブの休日風のイメージに。顔まわりにカールを足
して華やかさをプラスしているから、だらしない感
じはナシ。でも、毛束を指でつまみ出して大胆に崩
すことがこなれたスタイルを作るいちばんの近道。
ゆるさとライムカラーの相性もぴったり！
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2

1

後れ毛はアイロンを使って根元から平巻きに。 輪っか状にしておいた毛束を指でつまんで大胆に 顔＆耳まわりの髪を残し、ハチ上を浅くとっ
波ウエーブを作るようにうねりをつけたら、 ほぐす。ふくらみを持たせるように、髪の隙間 てハーフアップに。結ぶ時に毛先を引き抜か
ハードスプレーを薄くつけて完成。
をあけて。表面の髪もつまみ出しでデコボコに。 ずに残し、輪っか状にするのがポイント。

POI NT

POI NT
毛先に入れたハイライトがおだんご部分からのぞ
いて、ルーズ感がクラスアップ。崩れたボリュー
ミーな質感が、レトロな雰囲気とお似合い。

3

アッシュカラーとうなじ見せアップで、辛口な色
気漂うアレンジが完成。細かく入れたハイライト
が出てくるので、ラフな質感が強調される。

3

残していた顔回りの後れ毛は、アイロンで縦
巻き。巻く時間を置かずクセづける程度にし
て、ゆるく下に落ちるようなウエーブに。

ハーフアップみたいな見え方が斬新

襟足の後れ毛をたーっぷり残してアップにすると、
カジュアルだけどハーフアップっぽいきちんとさが
チラ見えして、ほどよい遊び感になる。フロントの
ハチ下にローライトを入れている部分が襟足の後れ
毛につながるから、カラーのメリハリも見えて一石
二鳥☆ 前髪はかき上げたような外ハネにクセづけ
て、汗をかいたっぽいアクティブな印象に！

2

1

くるりんぱした結び目を押さえながら、表面の 全体をゆる巻きし、オイルをなじませる。ハ
髪を軽く引き出して崩す。下のくるりんぱの結 チ上の髪を後ろでまとめてくるりんぱし、そ
び目に毛束の一部を巻きつけて隠し、ピン留め。 の下の髪も同様に。襟足は残して。

Double Knot Hair Arrange

Half-up Bun Arrange

A R R A N G E

くるりんぱした毛束を少しずつ指でつまみ出 その毛束を生かして、下にもミニくるりんぱを 毛先をワンカールミックスに巻き、グロスワッ
し、ふわっと立体的に。逆サイドも同様の3 作る。そしてまたその下にもくるりんぱを作り、 クスをなじませる。前髪をセンターで分け、後
連くるりんぱにしたら、スプレーでキープ。 生え際に沿うような3連のくるりんぱにする。
れ毛を残してこめかみからミニくるりんぱに。

side

back

POI NT

POI NT

H A I R

顔まわりに加えた立体感のあるニュアンスで、可
愛いらしさが引き立つ。ほんの少しだけ入ったロ
ーライトが見え隠れして、おしゃれさ倍増！

3

side

Double Kururinpa Arrange

Front Kururinpa Arrange

side

毛束を結んだだけなのに見栄え最高

いつものおだんごアレンジもいいけど、なんとなく
差をつけたいな～という時にトライしてほしいのが
ノットヘア。毛束どうしを堅結びしてすっきりさせ
ながらも、フェイスラインや襟足の後れ毛で女っぽ
さも忘れずに。ところどころに見えるハイライトと
作り込みすぎない無造作感が、憧れの外国人ぽさを
イメージさせるクールなアップスタイル。

2

1

さらにハチ下の髪も後ろで堅結びにしてから、毛 全体をゆる巻きにしてライトハードワックス
先を内側に入れ込んでピン留めに。表面の髪を部 をオン。顔まわりの後れ毛は残し、ハチ上の
分的につまみ出し、自然なニュアンスをプラス。 髪を後ろで堅結び。毛先は内側に入れ込む。
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〈表紙〉
トップス￥4,990／ジェイダ ルミネエス
ト新宿店
ショートパンツ￥7,900／エモダ ルミネエス
ト新宿店

