
メンズメイク検定
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メンズメイクとは？
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メンズメイクとは、顔を装い飾ることで、自己表現の
個性を楽しみながら、なりたい自分と身だしなみを
実現し、人生を彩り豊かにすることをいう。



( すっぴん ) ( 部分メイク ) ( フルメイク )

MAKEUP

COMPARISON
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メンズメイク比較
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アイブロウ ファンデ リップアイライン

下　地 スキンケア パウダー コンシーラー

アイブロウ ファンデ リップアイライン

下　地 スキンケア パウダー コンシーラー

アイブロウ ファンデ リップアイライン

下　地 スキンケア パウダー コンシーラー�

����������� �����������

使
用
ア
イ
テ
ム



目次
メンズメイクとは？

	���������������

��
目次

男子の肌

��

����

日焼け止め���
メイク（パウダー / コンシーラー）

メイク
（アイブロウ/アイライン/リップ）

���

メンズメイク比較��

見た目とは？��

スキンケア（基本）�����

下地���

���



見た目とは
メイクは簡単に見た目を作ることができる。見た目ってそもそも何だろう。
見た目は印象への影響が大きいね。自分と他人の２つの方向から考えてみよう。

自分には自信やアイデンティティの自意識に関わる。アイデンティティの
自意識は個性の表現として楽しめると人生が豊かになるね。

他人には身だしなみとして。身だしなみとは、相手に対して不快感を与
えないような言動や服装のこと。 つまり相手への配慮と敬意を表す行
為だね。他者ありきの考え方だからＴＰＯ、Time（時）、Purpose（目
的）、Oppor tunit y（機会）を前提条件として考えることが大事だね。自
分の個性や立場をどう意識しているかスタンスを表すことになるね。

APPEARANCE 

IMPACT
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男子の肌は皮脂や蒸発量が女子に比べて
倍以上多い。だから、メイクのノリを良くし
て崩れにくくするために、スキンケアはメン
ズメイクの基本の１つ。

メイクをしていく上で肌を理解することはとても重要。これまでは単に顔を洗うく
らいしか肌について意識したことなかったかもしれない。だけど肌はメイクで印象
を作るために繊細な色味を描くベースとなったり、顔の中で一番面積の大きい所
でもある。だからまずは肌について知ることがメイクの最初の 1 歩になるよ。

肌と一言に言っても実は様々。メイクは繊細な色の違いが印象を作る
んだ。だから肌の種類も覚えよう。①乾燥肌や油性肌といった肌の
質、②色のトーン。この２つから自分はどんなタイプか知ると、メイク
道具選びがし易くなるよ。

CHECK!
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1男子の肌

肌の理解　＝　肌の質　×　肌のトーン
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2男子の肌

脂性肌

脂性肌

混合肌
普通肌

普通肌

混合肌
乾燥肌

乾燥肌

肌の質のタイプは大きく分けると４種類。水分と脂分のそれぞれが多いか少ないかで
分けられるよ。

　　　は、水分も油分も共に少ない方。キメは細かいけど、メイクするときに
はちゃんと化粧水で水分を補給してあげて、仕上げにメイクキープを使うこと
が望ましい。

CHECK YOUR 

SKIN TYPE
�
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COMBI-
NATION

WHAT ARE YOUR SKIN FEATURES?

OILY

OILY

DRY

水
分
量
多

油分量多

乾燥肌

　　　　は、水分も油分も多い方。キメは粗いけど、うるおいや弾力はある。
脂っぽくベタつきやすいＴゾーンや頬の毛穴の開き、黒ずみ毛穴などが目立ち
やすいから、意識したケアが必要。あと、肌メイクが崩れやすい。

脂性肌

　　　　 は、水分は少ないけど油分が多い方。キメは粗いのと、カサつきやゴ
ワつきがしやすい。Ｔゾーンや頬の毛穴の開きが目立ちやすいから、意識した
ケアが必要。あと、肌メイクが崩れやすい。

混合肌

　　　　 は、水分も油分も適度な方。キメが整っていてやわらかく、適度なツ
ヤやが感じられる。毛穴はＴゾーンくらいしか目立ちづらいから、ケアが楽。メ
イクもノリやすく、崩れにくい。

普通肌
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肌のトーンの違いで塗ったときににも
こんなに差がでるよ！

肌のトーンはメイクするうえでとても大切。黒っぽ
い肌に無理に青白いテイストのファンデーション
を合わせようとしたら違和感が・・。テクニック
やあえての応用でトーンを複数組み合わせたりも
あるけど、まずは自分の肌のトーンを理解して、合
うタイプから慣れることが大切だよ。

使いたい色に合わせられるようにファン
デーションの色もこんなにバリエーション
があるよ！

CHECK YOUR 

SKIN TONE
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男子の肌
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BB クリームもメイクの１つ。スキンケア成分
が入っているからといって落とさないのは肌
に負担がかかってしまうよ。

クレンジングは、メイクを落とすことだよ。メイクを
ちゃんと落とさないとメイクの油や皮脂などが酸化
してしまい肌が老化しやすくなったり、菌が増殖しや
すかったり、肌のターンオーバー（肌に大切な古い角
質が生まれ変わること）が正常にできなくなるよ。結
果として、しみ、しわ、にきび、吹き出物、くすみ、それ
らを早めることになってしまう。。。
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スキンケア（基本）

クレンジング

自分の肌の特徴を理解したら、基本的な日々のスキンケアを覚えよう！スキンケアは
主にクレンジング、洗顔、化粧水、美容液、乳液、クリーム、日焼け止めがあるよ。
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洗顔
FACE WASH

化粧水
TONER

乳液
EMULSION

日焼け止め
SUNSCREEN

クリーム
CERAM

美容液
ESSENCE

クレンジング
CLEANSING

CLEANSING

�
化粧水とは、肌に適度なうるおいを与え、肌を柔ら
かくして化粧水後に使用する美容液や乳液の浸透
を助けるもの。

化粧水

TONER

BB
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化粧水は肌のタイプや調子に合わせて選ぶと
より効果を発揮するよ。化粧水のパッケージに
使用に適した肌タイプが書かれていることも
ある。化粧水によっては、抗酸化成分を含むエ
イジングケア化粧水や美容液などの浸透力を
アップさせる導入化粧水、毛穴を引き締める収
れん化粧水など効果を付与したものもあるよ。
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BASIC STEPS

OF SKINCARE
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乳液は、うるおいと油分を与える保湿乳液、紫
外線対策もできる UV 乳液、肌を明るく見せる
など化粧下地の役割を担うティント乳液などが
あるよ。
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クリームと乳液は必ずしも両方必要とは限ら
ない。肌のタイプや調子に合わせて考えよう。
季節によっても変わってくるね。
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2スキンケア（基本）

�
美容液は、シミやそばかすを防いだり、小じわをなくした
りなど目的に合わせた集中的なケアをしたいときに使う
もの。

美容液

ESSENCE

�
乳液とは、配合される油分によって肌の表面を包むこと
によって水分の蒸発を防ぎ、肌の水分と油分を補い保つ
もの。

乳液

EMULSION

�
クリームは、油分が豊富で保湿効果を長時間キープして
くれやすいもの。

クリーム

CREAM



UV-B は、肌に赤みや炎症を起こさせて徐々に肌を黒くしていき、メラニンを増や
すのでシミ、そばかすの原因となりやすいよ。シワ、たるみの原因にもなるよ。
UV-A は、すぐに肌を黒くし、コラーゲンやエラスチンを酸化させて長時間かけて
肌の弾力を失わせ、シワ、たるみの原因になりやすいよ。シミ、そばかすの原因に
もなるよ。

日焼け止め

日焼け止め

日焼け止めとは、紫外線から肌を守るためのもの。紫外線は、UV-B（紫外線 B 波）と
UV-A（紫外線Ａ波）があるよ。
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SUNSCREEN UV-B $ UV-AUV

日焼け止めの SPF（Sun Protect ion Factor の
略）は UV-B を防ぐもの、数値が大きいほど効果が
高いことを表すよ。日常生活では 20 くらい、炎天下
ではない屋外での活動は 30~40 くらい、炎天下は
40 以上くらいが望ましいよ。

日焼け止めの PA（Protect ion Grade of UV-A の
略）は UVA を防ぐもの、「＋」が多いほど効果が高
いことを表すよ。日常生活では「＋～＋＋」、炎天下
ではない屋外での活動は「＋～＋＋＋」、炎天下は

「＋＋～＋＋＋＋」が望ましいよ。
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効果

PA+++++
SPF 数値大

SPF 数値小
PA+



BB

BB クリームと CC クリーム

下地には、紫外線や乾燥から肌を守ったり、肌の色をキ
レイに見せてくれるもの、ファンデーションを落としや
すくするもの、肌の凹凸をなめらかに整えるもの、ファ
ンデーションが毛穴に埋まるのを防ぐものがあるよ。１
つの効果だけではなく、複数組み合わされることが多
いよ。

BB クリームは、「Blemish（傷）Balm（軟膏）」や「Beauty Balm」の略と言われ
ているよ。日焼け止め・化粧下地・ファンデーションの役割を 1 本でこなすもの
を意味することが多いよ。しっかりカバーしたい、時短でメイクしたいという人に向
いているね。CC クリームは「Care Control  Color Condit ioning」の組み合わ
せの略と言われているよ。ファンデーションの要素は入っていないけれど、肌色補
正の効果がある。ナチュラルに仕上げる際に重宝するね。

下地は、スキンケアの後、ファンデーションの前に使用するベースメイクのこと。
ファンデーションをより密着させることでメイク崩れを防ぐよ。

下地
BB-CREAM

下地を塗るコツは、均一に薄く延ばすこと。そのために
は、まずは手のひらに適量をとって、手のひらにしっか
りと伸ばして、顔の中心から外にむかってハンドプレス
しながら移し伸ばして行くとよいよ。顔の細部は指を
使って塗り漏れがないようにしよう。
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下地（基本）BB クリーム
��
���

����

���������



LOOSE POWDER

PRESTO POWDER$

1メイク（基本）

パウダーは、肌メイクの仕上げに使用するよ。皮脂や汗を抑えてメイク崩れを予防
してくれる。男子には特に重要だね。大きく分けると 2 種類。

ルースパウダー：粉状。リキッドタイプやクリームタイプの仕上げに使うといいよ。
肌表面をサラッとさせやすいよ。
プレストパウダー…固形。基本的にルースタイプより粒子が細かいから毛穴レスに
仕上げやすいよ。マットな仕上がりにしたい場合や持ち運びたいときのもコンパク
トなものが多いからおすすめ。気になる部分を押さえるように。

コンシーラーとは、ニキビやシミなど目立ちやすい特に隠したいところを隠すメイ
ク。初心者は目立つところを肌と似た色のコンシーラーを上から乗せて境目をぼ
かすことをやってみよう。まずはこの 1 点を覚えよう。
このやり方だけだと消したいものが少し残ることもある。これより難しいやり方で
より完成度高く消すこともできるけど２級以降で習得しよう。メイクは段々と上手
くなって完成度が高まっていくのも楽しみ方の１つだぞ。

パウダー
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POWDER  

コンシーラー
CONCEALER



眉を描くものもペンシルタイプ、リキッドタイプ、パウダータ
イプと様々。初心者はペンシルとパウダーを使うことをお勧
めするよ。

初心者がカッコよく失敗せずに書きやすい方法は、眉カット
が出来た状態で、パウダーを使って不足するところを描くこ
と。その後に毛が無くて寂しい所を少しだけペンシルで毛が
生えているように書き足してあげると失敗しづらいよ。３級の
見本で登場しているお二人の眉もそうやって描いているよ。

初心者の描き方としては、目じりのくぼみになって影になっているところだけ線を引いて
みるイメージだ。アイラインは難しいけどとても奥が深い。実は 3 級の見本の二人は描
いてない。それでもこれだけカッコイイから、より目力がほしいときだけ活用するので大
丈夫だぞ。
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アイブロウのやり方は色々ある。まずは眉カットに美容室に行ってみよう。でき
たら眉カットだけでなく眉メイクまでしてみてもらおう。よくわからないまま考
えるより完成した形を一回見ると断然に自分でメイクしやすくなる。自分に似
合う形を具体的にイメージできるようになるからだ。

特に難しいメイク。初心者は黒か茶色で目じりを少しだけ書いてみよう。より黒
い方がハッキリとした印象で目力は得られるよ。茶色は自然になじみやすくカ
ジュアルに優しさも持ち合わせながら印象を高めやすい。

初心者向けのリップのゴールは健康的な唇だ。健康的なという意味合いは荒れ
ておらず、乾燥していないだ。メイク用でなくても普通の透明のリップを塗るだ
けでも十分だぞ。色をつける口紅や唇を染めるティントもあるけど初心者は無
理に使わなくていい。とくにグルーミングだと必要ではない。色のついたリップ
は 2 級以降で活用しよう。
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アイブロウ
EYEBROW

2メイク（基本）

アイライン
EYELINE

リップ
LIP


