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UTOWA 202１- 22 AUTUMN ＆ WINTER
地 球 上 の 様 々な地 域で固 有 の 風 土があり、そこには息 づ いている文 化 や 習 慣がある。
メイクアップの 表 現を、気 候により色 合 いを変 化させる葉 や 小 枝にイメージして
そ の 色と質 感で独 特 の 風 合 いを感じさせ た い 。

クリーム フェイスカラー
新3色 ¥2,420（税込）

アイカラー、
チーク、
リップにも使えるクリームカラー。
自由な組み合わせでメイクのバリエーションが
広がるマルチユースタイプ。

Seasonable Beauty
スキンケア 、メイクアップともに、季 節を感じられる美「 S e a s o n a b l e B e a u t y 」
そして 季 節 や 環 境 の 変 化 に 応じた 理 想 的なバラン ス「 P e r f e c t B a l a n c e 」
をコンセプトに製 品 づくりをして います 。

YE152
マスタードイエロー

落ち着きと明るさを併せ持ち、透明感の中に微細なパールを感じるセミマットなイエロー。
単色のほか、ベースやコントロールカラーと幅広く活躍する今シーズンのリコメンドカラー。

U T O W A で は 年 に 2 回 、春 夏と秋 冬 にモ ードのご 提 案をします 。
色 ・ 形 ・ 質 感 ・テクニックを組み合わせた、オリジナリティの 高 いメイクアップで
そ の 方 の 個 性を生 かしながら、
トレンド感と季 節 感 の あるビュー ティを
お楽しみ い ただきます 。

BR397
プラリネ

目元に自然な陰影を生むチョコレートブラウン。微細なレッドパールが煌めき、芳醇な
眼差しを演出。締め色としてオールシーズン活躍するカラー。

Make Up Image
EYE

リキッドアイライナーTYPEⅡブラウンでまつ毛際にアイラインを描く
クリーム フェイスカラーBE212をメイクアップブラシ9でアイホールに
YE152をメイクアップブラシ8Pで眉下にぼかす
BR397 をメイクアップブラシ8Pで下まぶたに幅広くぼかす

CHEEK＆LIP

チークカラーBE334をメイクアップブラシ23で頬に淡くぼかし 、
クリームフェイスカラーBE212を指でハイライトゾーンにぼかす
クリーム フェイスカラーBR397をメイクアップブラシ8Pで唇の輪郭
を意識し丁寧に描いて仕上げる

BE212
ミルキーウェイ

肌なじみの良いピンクパールが健康的なツヤ感と透明感をあたえるハイライトカラー。
アイメイクのベースにも使え、頬や鼻筋に立体感を与える。

メイクアップブラシ 8P

（ポイントメイク用）毛質：PBT
￥3,850（税込）

メイクアップブラシ 9

（ポイントメイク用）毛質：PBT
￥3,850（税込）

UTOWA 202１- 22 AUTUMN ＆ WINTER

UTOWA 202１- 22 AUTUMN ＆ WINTER

MakeUp MOVIE

MakeUp Image 使用アイテム
リキッドディップアイライナー

LIMITED

Color Palette
セット例

QUAD-AW

限定色2色 ￥3,850（税込）

ENTHUSIAST-AW

クアッド

ほどよい速乾性と密着性に優れ、
ラインデザインのほかにも
アイカラー、マスカラ、
アイブロウアクセントなど
イベントシーズンに幅広く活躍するアイテム。

ネイビー

エンスユージアスト

ブラウン

リキッドアイライナー TYPEⅡ

￥3,080（税込）

グリッター／スノーリフレクション
細 か め の 偏 光ラメ が 重 ねるごとに 輝 き
を増す。シルバーを中心にブルー、
グリーン、
レッド の 数 種 類 の ラメ が 雪 華 のように
繊細な輝きを放つ。

グリッター／スパークリングピンク
やや大きめのラメが点在し、奥行きのある
煌 め き に 。レ ッド を 中 心 に シ ル バ ー 、
ブルーの着色ラメが、可愛らしく華やかに
目元を飾る。

PK 410 P

Make Up Image Ⅱ
EYE

クリーム フェイスカラー YE152をメイクアップブラシ 8Pで眉下にぼかし、
BR397を下まぶたに細くぼかす
リキッドアイライナーTYPEⅡネイビーで
まつ毛際にアイラインを描き、
リキッドディップアイライナー スパークリング
ピンクをアイラインに沿わせて引き、さらに下まぶたの際に重ねる

CHEEK＆LIP

チークカラー BE334をメイクアップブラシ 23で頬に淡くぼかし、
クリーム フェイスカラーBE212を指でハイライトゾーンにぼかす
モイスチュアリップティント クリスタルピンクを塗布し、さらに
トリートメントグロスPK410Pを重ねて仕上げる

モイスチュア リップティント
クリスタルピンク

￥2,200（税込）

アイカラー

トリートメント グロス

GD005 SF

¥3,300（税込）

クリームフェイスカラー

YE152

メイクアップブラシ 23
（チーク＆フェイス用）
毛質：ゴート&PBT

￥6,050（税込）

/
/

クリームフェイスカラー

クリームフェイスカラー

クリームフェイスカラー

クリームフェイスカラー

クリームフェイスカラー

クリームフェイスカラー

アイカラー

アイカラー

BE212

BR397

¥3,080（税込）

BR351

/

/

OR220 SF /

BE 334
チークカラー

YE152

参考価格￥9,680（税込)
ケース別売り

BE212

BR397

BR367

参考価格￥14,520（税込)
ケース別売り

BASE

ＣＯＮＣＥＡＬＥＲ ＆ FOUNDATION
色 、メイクアップ効 果 、仕 上がりの お好みで選 べる
U T O W A の日焼け止め＆U Vカットベ ース

ファンデーション 色の選び方（ 例：パウダーファンデーションの場合 ）
明るい

384
ピンク系
明るめの肌色

人気色

574

のびが良く、顔にもボディにも
気持ちよく使える、
無色タイプの日焼け止め

これ１本で、日焼け止め、下地、
ライトファンデーション、スキンケア効果の
４つの機能を持つBBクリーム

01
〔 無色タイプ 〕
透明感UP、
ファンデーションのつき、
持ちを良くし、
透明感のあるツヤ肌に。

グラスマ イデアルUVプロテクション

（日焼け止めクリーム）SPF50+ PA++++
50ｇ ¥3,740（税込）

02

色と光で肌色を補正し
透明感際立つ理想の肌色を演出する
メイクアップベース

〔 明るいピンクオークル 〕
毛穴、小じわをカバー。
くすみのない、透明感
のある仕上がり。

〔 ペールライラックピンク 〕
冴えた透明感をプラスし
すっきりトーンアップ。
明るく、ほんのり優し気な
クー ルピンク
血色感のある仕上がり。

〔 ナチュラルなオークル 〕
色ムラ、
シミ、毛穴、
小じわ をカ バ ー。
健康的でツヤのある
仕上がり。

〔 ライトアプリコット 〕
くまやシミ、色ムラ、顔色の
悪さをカバーし、
フレッシュな血色感のある
アプリコット
健康的な仕上がり。

グラスマ BBクリーム プラス

（ベースクリーム）SPF50+ PA++++
30ｇ 全2色 ¥2,860（税込）

メイクアップカラーベース

（化粧下地）SPF35 PA++
30ｇ 全2色 ¥3,850（税込）

SPF50+
PA++++

紫外線
吸収剤
フリー

心地よい
使用感
＆
透明感UP

肌悩みを
補正＆
美肌を演出

持ちが良く
美しい
仕上がり

SPF50+
PA++++

紫外線
吸収剤
フリー

肌色
補正

毛穴
カバー

スキンケア
効果

ウォーター
プルーフ

微香性
無着色
アルコール
フリー

心地よい
使用感
＆
透明感UP

スキンケア
効果

ウォーター
プルーフ

微香性
アルコール
フリー

心地よい
使用感
＆
透明感UP

スキンケア
効果

紫外線
吸収剤
フリー

ベリーライト

クリーミーコンシーラー

〈ワイドゾーン用〉
全1色 15ｇ ¥3,080（税込）
優れた密着性とカバー力をもち
自然な仕上がりが持続する
ウォーターベースのクリーム
タイプのコンシーラー。

ライト

ミディアム

バランスの取れた
やや明るめの肌色

ペンシルコンシーラー

標準色

明度

（10 の位）

〈スポッツ用〉
全2色 ¥2,420（税込）

ジェルアイライナーのような描き心地で
シミやそばかす、
リップラインの補正など
気になる部分をカバーする細芯タイプ
のコンシーラー。

386

556

385

554

564

576

766

574

765

764

リキッドファンデーションUV

気になる部分をカバーすると同時に
素肌のような透明感とハリを感じ
させるミルキーなファンデーション。

気 に な る 部 分 を カ バ ーし な がら
ナチュラルセミマットスキンをつくる
みずみずしいリキッドファンデーション。

SPF30 PA++ 33mL
全4色 ¥4,400（税込）

イエロー系
自然な肌色

564

3

SPF26 PA++
全4色 30mL ¥5,060（税込）

764

バランスの取れた
自然な肌色

色相 明度 彩度

ピンク系

フルイドファンデーション

564

5

ニュートラル

色相（100 の位）

573

＊
NBRクリームファンデーションUV（レフィル）

〈スポンジ付〉SPF30 PA++
全3色 12g ¥4,070（税込）

きめ細やかなハーフマットスキンが簡単に
仕上がるクリームファンデーション。

7

イエロー系

384

564

574

764

＊
パウダーファンデーション（レフィル）

〈スポンジ付〉SPF30 PA+++
全4色 13g ¥4,070（税込）

なめらかなハリ感、透明感高まる仕上がりで
美肌印象を際立たせるパウダーファンデーション。
＊コンパクトは別売り

FACE POWDER ＆ FACE COLOR

MULTI COLOR ＆ LIP
①
Sheer

スティックフェイスカラー
全2色 ¥4,180（税込）

★

★

YE 152
★

BE 212

BR 397

WN 853

自然な立体感と陰影をもたらす、
スティックタイプの
フェイスカラー。

ルーセント

ローズベージュ

シマー

BE 300

BR 360

②
BR 351

★ NEW

フェイスパウダー

クリーム フェイスカラー

ふんわりまとう透明ヴェールで、肌質感を美しく高める
トランスルーセントタイプのプレストパウダー。

しっとりとなめらかな感触で肌へ均一にフィットする
微粒子パウダー。

アイカラー、チーク、
リップにも使えるクリームカラー。
自由な組み合わせでメイクのバリエーションが広がる
マルチユースタイプ。

HOW TO USE
PK 434

OR 214

OR 254

BE 334

BR 364

PK 414

PK 454

PK 459

RD 544

RD 554

WT 914

RS 854

クリームチークカラー

チークカラー

肌そのものが上気したかのような色づきと、
しっとりした
ツヤとハリ感を演出するクリームチーク。

サテンのようななめらかさ。
透明感のある美しい発色で、
ナチュラルな光沢がハリ感を演出する、シアーな
パウダーチーク。

全2色 ¥3,080（税込）

全10色 ¥3,080（税込）

ハイライトカラー（BE 300）を
額の中心、鼻筋の上部、目の下
の 三 角ゾーンや目頭、涙 袋、
上唇の山部分、
あご先に入れる
ことで明るく見せ、高く見せる。
シェ ード カ ラ ー（BR 360）を
髪の生え際のフェイスラインから
頬骨にかけて、耳下から顎に
かけて、
ノーズサイドに入れる。

その日の唇の水分に反応して、赤みを
帯びる透明なリップティント。
保湿やエモリエント効果が高くデイリー
なリップクリームとしても最適。

OR 281

BR 376

PK 461

PK 476

RD 566

RD 581

RS 878

RS 886

PK 410 P

BR 385 S

PK 470 S

PK 480 S

RD 565 S

RD 580 S

WN 885 S

OR 260 F

PK 465 F

RD 575 F

RS 850 F

RS 870 F

¥2,200（税込）

全5色 ¥2,420（税込）

全3色 19g ¥4,400（税込）

BR 365 S

Flawless

① 使用前
②③ 仕上がりイメージ

モイスチュア リップティント
クリスタルピンク

マット フィニッシング プレストパウダー

（パフ2枚付/ミラー付ケース入り）全1色 ¥4,620（税込）

③

OR 225 S

リップスティック

Matte
BE 335 M

全16色 ¥3,520（税込）

PK 485 M RD 585 M

心奪われるカラーとクリアな発色が魅力のリップスティック。
透け感やカバー力、光沢感の異なる３タイプ。

GD 010 P

ベージュ

ピンクベージュ

ローズベージュ

レッド

リキッドリップカラー

トリートメント グロス

リップライナー

洗練された発色、
シルキーなツヤ、
あふれる潤いをひと塗りで
叶えるリキッドリップカラー。

様々な種類のパールを配合したツヤ感と透明感のある
仕上がりのトリートメントグロス。7種類のトリートメント
成分が乾燥による唇の縦ジワにアプローチ。

スルスルとのびる滑らかな描き心地。
シルキーマットな仕上
がりで唇と肌を自然につなぎ輪郭補正＆リップベース、
リップ
カラーとしても使える色持ちの良いリップライナー。

全8色 ¥3,300（税込）

全2色 ¥3,300（税込）

全4色 ¥3,080（税込）

EYE LINER

EYE COLOR

OR 212

OR 220 SF

OR 272

BE 322

BE 337

BE 342

BR 367

BR 382

BR 392

PK 422

PK 437

GR 647

GR 652

GR 672

BL 722

BL 752

BL 772

RS 862

PU 867

PU 884 SF

WT 902

WT 913

GY 937

BK 997

GD 002

GD 005 SF

ペンシルアイライナー

アイカラー

サテンのようななめらかさ。鮮やかな発色と様々なバリエー
ションで奥行きのある魅力的な目元を演出し、
しっとりと目元
にフィットするクリアな発色のアイシャドー。

PYE 01

POR 01

PPK 02

ベージュピンク
ハーモニー

アッシュベージュ
ハーモニー

PBE 01

PBR 01

PPK 01

PRD01

PGR 01

PGR 02

PBL 01

PBL 02

PPU 01

PWT 01

BE 318

BE 327

ブラッキッシュ
ネイビー

グロッシー
トープ

BR 389

GR 682

WN 883

GY 977

すべるようになめらかに、
くっきりしたラインが描ける
繰り出し式ペンシルアイライナー。

PBK 01

ゴールド
ニュアンス

アイカラーヴェール スターライトシルバー

プロフェッショナル メイクアップカラー

立体感のあるつややかな目元をつくる2色セットの
クリームアイカラー。

ふんわりと空気を含んだ柔らかなルースタイプの
パウダーアイシャドー。

優れた発色とクリアな色付き。鮮やかな色の表現に適した、
マット質感のパウダーカラー。
アイシャドーやチークカラーと
して使えるマルチユースタイプ。

¥3,300（税込）

ウォータープルーフ＆ロングラスティングタイプ

全6色 ¥3,080（税込）

ウォータープルーフ＆ロングラスティングタイプ

全3色 ¥3,080（税込）

汗・涙・皮脂に強く、
目元に優しいまぶた＆まつ毛ケア成分配合のフィルムタイプ
のリキッドアイライナー。
なめらかな描き心地で、すばやく乾いてにじまない極細筆タイプ。
速乾＆ロングラスティングタイプ

全14色 ¥2,200（税込）

ブラック

アイカラースティック

しっとりなめらかなテクスチャー。ななめカット芯のカット面と先端を使い分けることでまぶた
全体と目のキワ両方に適する使い方が可能な、繰り出し式スティックタイプのアイカラー。

リキッドアイライナー TYPEⅡ

ピーチ
ハーモニー

クリームアイカラーデュオ
全4色 ¥3,740（税込）

ブラウン

バーガンディ

全5色 ¥2,420（税込）

全26色 ¥2,420（税込）

ブラック

ネイビー

ブラウン

TOOLS

MASCARA ＆ EYEBROW
オリジナルの3Dブラシ

[スパイラル クリンプ ファイバーブラシ]
緩 や か ならせ ん 状 の 3 Dフォル ムと
細かいウェーブ状繊維が、
まつ毛の根元
からフィットして、マスカラ液を先端
までムラなく塗布し、カールアップ＆
セパレート効果を発揮します

ブラック

アンバーブラウン

マロンブラウン

セパレートカールマスカラ

アイブロウカラーコンパクト

根元から先端まで、一本一本を美しくセパレート＆カールアップする
上品な仕上がりのウォータープルーフタイプのマスカラ。

軽くなめらかにのびてしっかりつき、ふわっとぼかせる新感覚の
アイブロウパウダー。
立体的であかぬけた印象の眉メイクを叶える、
オールインワン・
アイブロウコンパクト。

全1色 ¥3,740（税込）

ファンデーションコンパクト
¥1,650（税込）

ファンデーションスポンジ マルチユース
¥550（税込）

アッシュ
ブラウン

アイブロウペンシル
全2色 ¥2,200（税込）

理想的な硬さで繊細なタッチで眉が1本1本描け、立体的で
自然に仕上がるアイブロウペンシル。

アイ＆チークブラシセット

オーバルスポンジ

メイクアップ スポンジ

¥1,540（税込）

¥880（税込）

綿棒

(40本入り）¥385（税込）

全2色 ¥4,620（税込）

ウォータープルーフ＆ロングラスティングタイプ

ブラウン

フリーパレット2×3

トフィー
ブラウン

アッシュ
ブラウン

アッシュ
グレー

メカニカルアイブロウペンシル

〈本体カートリッジ付〉全3色 ¥2,860（税込）
〈カートリッジ 別売りレフィル〉全3色 ¥1,540（税込）
細いラインがスムーズに描ける、極細芯の繰り出し式
アイブロウペンシル。
スクリューブラシ付。
ロングラスティング＆スマッジプルーフタイプ

アンバー グレージュ ピンク
ブラウン ブラウン ブラウン

ダーク
ブラウン

(6個入り）¥550（税込）

パウダー パフ パウダーパフ 60

綿100％ 直径95mm （レフィル）直径60mm
¥550（税込）
¥770（税込）

アンバー
グレー

アイブロウマスカラ
全5色 ¥3,300（税込）

眉毛をナチュラルにカラーチェンジしながら、立体的
＆しなやかにととのえる自然な発色の眉用マスカラ。
ウォータープルーフ＆ロングラスティングタイプ

¥495（税込）

無漂白コットン

サイズ：60×80mm 80枚入り
¥550（税込）

無漂白で環境にやさしい、柔らかな感触
の高品質の大判コットン。
「エコテックス規格100」認定製品。

シャープナー

クリーニングスティック クリアケース
アジャスター付 ¥550（税込）

ブラシシリンダースタンド

サイズ : 直径82×高さ202mm
¥6,600（税込）

ブラシケース

サイズ : 横235×縦135×奥行50mm
¥5,280（税込）

⓬10DF（シャドー）

TOOLS ＆ BLUSH

¥4,400（税込）
毛質：ゴート&PBT

NEW

NEW

⓭13（シャドー）

¥4,620（税込）
毛質：ゴート&PBT

⓮ C02（コーム＆ブラシ）

⓯

⓰

⓬
ブレンディングパレット

ユニバーサルスパチュラ

アイブロウカッター

アイブロウトリマーⅡ

パレット機能に必要な耐薬品性に優れ
硬度がありながら、
しなやかさを兼ね備えた
最高品質ステンレス製ブレンディングパレット。

スタイリッシュで使い方自由自在の
スプーン付 多機能スパチュラ。
耐薬品性に優れ、硬度がありながら
しなやかさを兼ね備えた最高品質
ステンレス製。

薄い刃先でシャープな切れ味の
ハンドメイドカッター（ステンレス製）
アイブロウの長さや形状を整えるのに
最適なストレート刃で、長さを調節する
形を整えるなど多様な対応が可能。

薄い刃先でシャープな切れ味の
ハンドメイドトリマー（ステンレス製）
先端が丸くカーブしているので、
自然なラウンドで曲線ラインを整える
肌に沿って細い毛・短い毛を的確に
カットすることが可能。

￥1,650（税込）

¥3,520（税込）
毛質：ポニー&PBT

⓰ 10（シャドー）

¥4,400（税込）
毛質：ポニー&PBT

BLUSH

メイクアップブラシ
（用途）

⓮
⓭

専用ケース付
￥2,750（税込）

⓯ 7P（シャドー）

¥1,320（税込）
毛質：ABS/ナイロン

専用レザーケース付
¥6,600（税込）

❸

❷

❶

❶ 7M（ポイントメイク）
¥2,750（税込）
毛質：PBT

❼

専用レザーケース付
¥7,150（税込）

❷ 7F（リップ）

¥3,080（税込）
毛質：PBT

⓫

❿

❾

❺

❽

❸ S01（スクリュー）
¥1,320（税込）
毛質：ナイロン

❹ 22F（ファンデーション）
¥5,500（税込）
毛質：PBT

アイラッシュカーラーⅡ

ストッパー機能付 替えゴム2個付
¥1,540（税込）
まつ毛を挟むゴムの幅があり
緩やかなカーブと弾力で
きれいにしっかりカール出来る
アイラッシュカーラー。

ブラシクリーナー

（化粧用ブラシ専用洗浄液）
専用カップ付 175ｍL
¥1,760
（税込）
ビタミンEとオリーブスクワラン配合。
ブラシを傷めず簡単に口紅やパウダー
などがきれいに落とせるブラシクリーナー。

ポータブルブラシセット

リトラクタブル
フェイスパウダーブラシ

パウダーブラシ / ゴート
シャドーブラシ / ポニー
チップ / ポリウレタン

PBT

¥3,300
（税込）

❻

❺ 22H（チーク&シャドー）
¥4,950（税込）
毛質：ゴート&PBT

❹

¥5,500
（税込）

⓫ 7OB（アイブロウ）
¥2,750（税込）
毛質：ポニー&PBT

❿ 10OB（アイブロウ）
¥4,180（税込）
毛質：ポニー&PBT

❾ 9（ポイントメイク）
¥3,850（税込）
毛質：PBT

❽ 8P（ポイントメイク）
¥3,850（税込）
毛質：PBT

❼ 27（フェイス）
¥6,380（税込）
毛質：ゴート

❻ 23（チーク＆フェイス）
¥6,050（税込）
毛質：ゴート&PBT

