
ぜ～んぶ 、はらちゃん。

有限会社ローヤル化研
東京都品川区東五反田 5-27-5  5セントラルビル5階

www.royalkaken.jp

お客様相談窓口
0120-97-5432　平日 9：30～17：30

※ メイク効果に個人差があります
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E y e L o v e

目元ひとつで、女の子の印象はがらりと変わる。
周りの見る目はもちろん、自分のきもちまでポジティブに変わっていく。
それは、ハラハラ・ドキドキするような感動のふたえメイク体験。
せっかく女の子に生まれたなら、
自分のキレイを諦めないで、変わることをどんどん楽しもう！

変わるって、楽しい。
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貼り付けない ふたえ化粧品 

※ 弊社は創業60年を迎えました

薄づきで自然な
美しいふたえに 強力ストレッチで幅広ふたえに

スーパーハードスタンダード

※元祖皮膜タイプ

ローヤルプチアイムプラス ローヤルプチアイムSプラス女
子
は
ふ
た
え
で

             

生
ま
れ
変
わ
る
。

ウォーター
プルーフタイプ

つっぱらない
自然な

仕上がり

速乾！
メイクの上から

使える

付けたての
仕上がり

ロングキープ

折 り 込 ん で ふ た え を つ く る
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目線を下にして、まぶたの表面
にシワがない状態にする。

まつげの生え際ギリギリに
液を塗る。その後ふたえに
したいラインまで塗りつぶす。

液が完全に乾いたら、塗った
部分を綿棒や指の腹で軽く
なぞる。

伏し目の状態で、液が透明に
なるまでしっかりと乾かす。

基本姿勢

塗る

乾かす

使い方は簡単！ メイクの上から使える ふたえになりにくい部分には

落とし方

補助として付属のスティックを使用します。顔を下に向けあごを引いた状態で、皮
膜の最上部にスティックをあてながら視線だけをそのままゆっくりと上げ、目を大
きく開いてください。少しクセがつくまでスティックをあてた状態でキープします。

落とすときには、化粧品をしみ込ませたコットンをまぶたに乗せ、皮膜部分を
ふやかしてから、まつげに向かって上から下に優しく拭き取ってください。大切
なまぶたを傷める原因となるので、指や爪で無理にはがさないでください。

完成！

※ オイルクレンジングはベタつくことがありますのでご注意ください。

コットンに充分に
しみ込ませる1 2 数秒おいてふやかして

上から下へ優しく拭き取る
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勝 負アイ
HOW TO MAKE-UP

バイオレット系ピンクのアイシャドウを
グラデーションになるようにのせる。

アイホールに
ハイライトパウダーをのせる。

ローヤルプチアイムでふたえをつくる。

目頭側と目の下に
キラキララメでアクセントをつける。

中央にボリュームがあるタイプの
つけまつ毛＆下つけまつ毛をつける。

2step 

3step 

4step 

5step 

1step 

まぶたの中央から
平行に液を塗り、
幅の広いふたえを

つくる！

 ふ

たえのつくり方 POINT!

アイカラーとキラキラ
ハイライトで

華やかに仕上げて
！
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フォーマルアイ

ダークブラウンのアイシャドウ、
ベージュハイライトでまぶたに立体感をつくる。

目尻側を強調して
やや長めにアイラインをひく。

ローヤルプチアイムでふたえをつくる。

きりりとした眉毛で
シャープな印象に仕上げる。

目尻側が長いタイプのつけまつ毛をつける。

2step 

3step 

4step 

5step 

1step 

HOW TO MAKE-UP

目頭から目尻まで
平行に液を塗り、
クールな切れ長
奥二重をつくる！

 ふ

たえのつくり方 POINT!

目尻側をキュッと引
き締め、ブラウンの

ワントーンカラーで
ナチュラルな印象に

！
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モードアイ

ネイビーブラックのアイシャドウを、
跳ね上げるように入れて目元をしめる。

ふたえの内側にベージュゴールドのハイライト
をのせ、ふたえのラインに薄茶のライナーで
ダブルラインを入れる。

ローヤルプチアイムでふたえをつくる。

リキッドライナーで太めのアイラインを
目から 2～3mm 外側にはみ出すようにひく。

目尻側にボリュームのあるつけまつ毛をつける。

2step 

3step 

4step 

1step 

5step 

HOW TO MAKE-UP

目頭から目尻側に
広がっていくように
液を塗り、幅の広い
ふたえをつくる！

 ふ

たえのつくり方 POINT!

仕上げのダブルライ
ンでくっきりふたえ

幅に！
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大人フェミニンアイ

眉頭が弱めの下がり眉を描いていく。
眉マスカラで茶色の眉に。

パステルのコーラルピンクアイカラーで、
柔らかく優しい目元に。

ローヤルプチアイムでふたえをつくる。

茶色のアイライナーで
まつ毛の間を埋めていく。

ナチュラルで毛先の長いつけまつ毛をつける。

2step 

3step 

4step 

1step 

5step 

HOW TO MAKE-UP

まぶたの中央から
目尻にむかって

やや末広がりに液を塗り、
幅の広いふたえをつくる！

 ふ

たえのつくり方 POINT!

ぱっちりふたえとふ
んわりカラーで可愛

らしく！
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ローヤルアイムキュート

ローヤルアイム ローヤルアイテープ

ローヤルアイムリピローヤルプチアイムプラス（スタンダード）
薄づきで自然な美しいふたえに

ローヤルプチアイムSプラス (スーパーハード）
強力ストレッチで幅広ふたえに

PRODUCTS

まぶたに馴染みやすい
ナチュラルな仕上がり。
保湿成分 ヒアルロン酸配合で
お肌に優しい。

強い引き締め力で目力UP！
速乾性も高く、
保湿成分 アロエベラ・ユズエキスが
まぶたをいたわります。

速乾性・ストレッチ効果が高
いため、よりクッキリ・ハッキリ
としたふたえまぶたに仕上
げたい方におすすめ！

保湿効果が高いリピジュアと
ヒアルロン酸がまぶたを優
しく守りながら、くっきりとした
目元に。

ローヤルのロングセラー商品。
バレにくく自然な仕上がりに。

発売当初から愛され続けて
いる、元祖二重まぶた形成
化粧品。

内容量：7ml
リムーバー 30ml
専用スティック付
6,000円（税抜）

貼りつけないふたえ化粧品

こんな目元に
おすすめ

・ ふたえ
・ 薄いまぶた
・ 奥二重

こんな目元に
おすすめ

・ ひとえ
・ 厚いまぶた
・ たるみまぶた

商品の特徴についてはこちら   ▶ よくある質問はこちら   ▶

内容量：8ml
リムーバー 30ml
専用スティック付
6,480円（税抜）

内容量：8ml
リムーバー 30ml
専用スティック付
6,000円（税抜）

内容量：6ml
リムーバー 10ml
アイチップ
専用スティック付
3,800円（税抜）

内容量：6ml　専用スティック付　2,800円（税抜）

内容量：6ml　専用スティック付　2,800円（税抜）
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みんなも
「変わる」ことを

楽しんでね！
Eye Love ♥

̶メイクに力を入れるようになった
きっかけは？
元の顔からかけ離れた顔になるのを「す
ごい」と言われたことがきっかけです。
どんどん工夫して別人の顔になれるよ
う研究するようになりました。

̶メイクをはじめた頃、コンプレッ
クスはありましたか？
高校生の頃ですが、当時はとにかく周り
に馴染むことを意識していました。みん
なギャルメイクだったので、浮かないよ
うに私もギャルになろうと一生懸命で
した。どれだけアイラインを太く引くと
か…目元はやっぱり一番凝ってたかも。

̶詐欺メイクはいつ頃から？
10年くらい前ですね。芸歴と同じくら
い。もう同期です（笑）。

̶詐欺メイクが話題になって、変化
はありましたか？
周囲の変化よりも、自分自身の変化の方

が大きかったです。自撮りするための技
術的なことや、メイクにも流行りの色な
どをどんどん取り入れるようになった
り。「次これやってみよう！」って、引き
出しが増えていくことが楽しくなって
きました。

̶バッチリメイクもナチュラルメイ
クも身につけたはらちゃんですが、ふた
えになることで周りの反応はどうでし
たか？
私、あまり出歩いたりしないんですよ。
それでも「こんなに変わるの！？」とか
「めちゃくちゃ可愛い！」とかは言われ
ました。

̶目元を自由自在にアレンジできる
ようになって、気持ちの変化はありまし
たか？
メイクをすることが楽しくなりまし
た！元がひとえだと、何にでもなれま
すから。気分でメイクを変えて楽しん
でます。

̶ひとえの自分は好きですか？
好きです、好きです。人と被らないとこ
ろがいいですよね。今、みんな同じ顔に
なってるじゃないですか。そうならない
自分が好きです。ひとえを気にしている
人が多いと思うんですけど、気にしない
方がその方の魅力が引き出せると思い
ます。ふたえにするだけでも変われます
し、アレンジ次第でどんなふうにも変身
できますしね。

̶ひとえからふたえに変身するとき
にテーマや設定はあるんですか？
あります！あります！むしろ設定して
から作ることもあります。
「スポーツ選手にモテたい女子」ってい
う設定にすると、ユニフォームが主体に
なるからメイクは薄めにしようとか。
カープ女子のときはそうでしたね。阪神
タイガースが好きな女子のときは黒髪
で、リップを赤くして可愛く見せるんだ
ろうなぁとか。すっごい考えます。そう
いうコンセプトを作ってメイクして写
真を撮るとすっごく楽しいんです！

̶たくさん研究を重ねてこられた
はらちゃんにとって、メイクは一言で
いうと何ですか？
妖術、かな。進化してますしね。ふたえ
メイクにしても、以前はどうしても糊
がとれてきちゃったりして周りにすぐ
気付かれて指摘されましたけど。「ロー
ヤルプチアイム」もそうですが、今は本
当にバレづらいですし。みんなに気付
かれずに盛れるからいい時代だなって

思います！

̶きっと、目元をコンプレックスに
感じてる方も多いと思うのですが、「生
まれ変わりたいな」と思う方へメッセー
ジをお願いします！
諦めない、ということかな。解決法を自
分なりに探した方がいいと思います。突
破口はどこかに絶対あると思うんです。
だから、諦めないでもらいたいですね！

ゆにばーす・はら
1989年神奈川県生まれ。よしもとク
リエーティブエージェンシー所属。
NSC東京校16期生。同期の川瀬と
2013年コンビを結成。2018年、２年
連続M-1グランプリ決勝戦進出。
SNSでメイクで別人のように変身す
る「詐欺メイク」が話題に。
ローヤルプチアイムを愛用中。

いろいろ語ったよ～
!! イ

ェ
エ

エ
エ

イ
!!!

I N T E R V I E W

SNSで別人すぎる「詐欺メイク」を披露し、
話題を振りまいている
ゆにばーす・はらちゃん。
「ローヤルプチアイム」の愛用者 でもある
はらちゃんにふたえメイクについて
語ってもらいました。
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ぜ～んぶ 、はらちゃん。

有限会社ローヤル化研
東京都品川区東五反田 5-27-5  5セントラルビル5階

www.royalkaken.jp

お客様相談窓口
0120-97-5432　平日 9：30～17：30

※ メイク効果に個人差があります
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