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この度は、マニュアルを購入いただきありがとうございます。 

こちらは、特典の Riisa おすすめアイテムを 

まとめたマニュアルになります。 

 

こちらは私が実際に使ってみて、 

お肌が綺麗になったスキンケア商品や、 

これは良い！と感じた化粧品しか載せていません。 

 

また、ご自身で検索しなくてもこちらから簡単に購入できるように 

購入ページに飛ぶリンクも商品紹介の一番下に貼ってあります。 

 

化粧品を変えたいと思っている方や化粧品で悩まれている方などは 

是非参考にしてみてくださいね(^^♪ 

 

※随時更新しています。 
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目次 

 

クレンジング 

★Fleuri【クリアゲルクレンズ】 

 

洗顔 

★HITOHATA【ichi-pori 練り生石鹸】 

★オバジ【X ブーストムースウォッシュ】 

 

化粧水 

★無印良品【しっとりタイプ】 

★Albion【スキンコンディショナー】 

★ドクターシーラボ【VC100 エッセンスローション 高濃度ビタミン C 化粧水】 

 

美容液 

★オラクル【パワーモイスチャー】 

★SK-Ⅱ【ジェノプティクス オーラ エッセンス】 
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★SHISEIDO【アルティミューン パワライジング コンセントレート】 

★COSME DECORTE【モイスチュア リポソーム】 

 

クリーム 

★NIVEA 【クリーム缶】 

 

下地 

★MAQuillAGE【ドラマティックスキンセンサーベース EX】 

★REVLON【カラーステイ UV プライマー 001】 

★SK-Ⅱ【アトモスフィア CC クリーム】 

★JILL STUART【イルミネイティング セラムプライマー】 

★Elegance【モデリング カラーアップ ベース UV】 

 

ファンデーション 

★SHISEIDO【シンクロスキン ラスティング リキッドファンデーション】 

★アテニア【ヒュージョン スキンファンデーション】 

★SUQQU【ヌード ウェア リクイド】 
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★SHISEIDO【シンクロスキン グロー クッションコンパクト】 

★ローラメルシエ【フローレス ルミエール ラディアンス パーフェクティング 

クッション】 

★NARS【ナチュラルラディアント ロングウェア クッションファンデーション】 

 

ルーセントパウダー 

★COSME DECORTE【AQ MW フェイスパウダー ＃８０】 

★SUQQU【オイル リッチ グロウ ルース パウダー】 

 

ミネラルパウダー 

★ETVOS【ディアミネラル】 

 

コンシーラー 

★SHISEIDO【スポッツカバーファウンデイション】 

★CEZANNE【パレットコンシーラー】 

★カバーマーク【ブライトアップファンデーション】 

★Dior【ディオールスキン フォーエヴァー スキン コレクト コンシーラー】 
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アイシャドウ 

★LUNASOL【ショコラアイズ０２】 

★SUQQU【デザイニングカラーアイズ０８】 

★MAQuillAGE【ドラマティックムードアイズ #BE352 】 

 

アイライン 

★FASIO【ジェルライナー】 

 

アイブロウ 

★SHISEIDO【アイブロースタイリングコンパクト BR603】 

★ルナソル【スタイリングアイゾーンコンパクト 01】 

★MAQuillAGE【アイブローカラーワックス ナチュラルブラウン】 

★SUSIE N.Y.【スージー パウダーアイブロウエキスパート SP】 

 

チーク 

★NARS【ブラッシュ 4017】 

★SUQQU【シマー リクイド ブラッシュ 03 蜜柑子】 
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リップ・口紅 

★Curel【リップケアクリーム】 

★OPERA【リップティント オイルルージュ】 

 

※不定期ですが、更新しています。 
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＜＜クレンジング＞＞ 

 

★Fleuri 

【クリアゲルクレンズ】 

 

美容皮膚科クリニックと 

美肌フェイシャル専門店の 

共同開発によって作られた 

メイク落とし。 

使って１週間ほどで、鼻・鼻付近のごわつきがなくなり 

２か月ほどで毛穴も小さくなり 

鼻がとってもツルッツルで綺麗に！ 

（※効果には個人差があります。） 

 

毛穴が綺麗になるだけで、化粧崩れもなくなり 
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メイク後の仕上がりも一段と変わりますよ！ 

肌のごわつきや毛穴の開きなどが気になっている方に 

とってもおすすめです！ 

 

１か月～３か月ほど使えば、 

ほとんどの方は効果がわかります！ 

だまされたと思ってぜひ一度試していただきたい 

私の一押し商品です！！！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

＜＜洗顔＞＞ 

 

http://biganhada.net/blog/weg5
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★HITOHATA 

【ichi-pori 練り生石鹸】 

 

白イチゴ由来のポリフェノールエキスで 

作った生石鹸。 

 

生石鹸の泡はとってももっちりしていてふわふわなので、 

洗顔が毎日の楽しみになってしまうほど 

気持ちが良いですし、パックもできちゃいます！ 

肌が白くツルツルになりますよ。 

 

＞＞購入はこちら 

 

http://biganhada.net/blog/o0kv
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★オバジ 

【X ブーストムースウォッシュ】 

 

泡立てるのってなかなか面倒。 

そんな時、そんな方におすすめなのはこの洗顔料。 

押すだけで濃密な弾力のある炭酸泡が出てきます。 

もっちもちの泡で洗顔なのに気持ちよすぎて 

エステでマッサージしてもらっているような感覚。 

 

洗顔後のお肌もつっぱることもなく 

もっちりとした弾力のあるお肌に。 

一回使ったらやめられなくなってしまいます。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00t8dn4.2bo1162f.g00t8dn4.2bo12fee%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fgrandberry%252Fob16318%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fgrandberry%252Fi%252F10002360%252F
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＜＜化粧水＞＞ 

 

★無印良品 

 

こちらは４０㎖で１０００円 

ほどの嬉しい価格。 

さっぱりタイプやしっとりタイプ、 

高保湿タイプなどいろいろと種類があります。 

 

しかも、きちんと潤いを 

与えてくれる上に、保湿力も高く 

プチプラだとは思えないほど！ 

 

プチプラなのでバシャバシャ気兼ねなく使えて 

ファーストローションには 

とてもおすすめの化粧水です。コスパ◎ 
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＞＞さっぱりタイプはこちら 

＞＞しっとりタイプはこちら 

＞＞高保湿タイプはこちら 

 

★Albion 

【スキンコンディショナー】 

 

こちらは悩みやストレスでニキビが 

できたり肌荒れをしてしまったときに 

とってもおすすめ！ 

 

小さなニキビだともう次の日には 

ほとんどわからないくらいに 

小さくなっています。 

 

http://biganhada.net/blog/7397
http://biganhada.net/blog/xfdm
http://biganhada.net/blog/7wtx
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炎症を起こしている赤くて痛々しいニキビも、 

次の日は炎症が治まって痛みがひいていたりもする 

救世主化粧水です！ 

 

ニキビのできやすい人、肌荒れしやすい人、 

また悩みやストレスを感じやすい人には 

とってもおすすめの化粧水です。 

セカンドローションにおすすめ！！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

★ドクターシーラボ 

【VC100 エッセンスローション  

高濃度ビタミン C】 
 

http://biganhada.net/blog/i632
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ビタミン C 配合化粧品でおすすめなのが、この 

ドクターシーラボの化粧水！ 

 

ビタミン C 誘導体がたっぷりと配合されていて、 

ハリと弾力のある透明感のあるお肌に導いてくれます！ 

柑橘系の匂いなので、化粧品の独特な臭いが苦手 

という方でも使いやすくておすすめ。 

 

少しとろみがありますが、すっと肌になじみ 

塗った後のお肌がしっとりもっちりとします！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

＜＜美容液＞＞ 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00r2hy4.2bo11b4f.g00r2hy4.2bo12677%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Flove-embassy%252F10011921%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Flove-embassy%252Fi%252F10001717%252F
https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00r2hy4.2bo11b4f.g00r2hy4.2bo12677%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Flove-embassy%252F10011921%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Flove-embassy%252Fi%252F10001717%252F
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★オラクル             

【パワーモイスチャー】 

 

肌のツヤを出してくれるおすすめの美容液です。 

翌朝肌がしっかりと潤って、ふっくらとし 

化粧ノリもよくなります！ 

 

低刺激なのでお肌が弱い方にも 

安心して使っていただける商品です。 

 

オラクルはお試しセットがお手頃価格で購入できるので 

まずはお試しセットで効果を試してみてからの方が 

いいかと思います。 

 

＞＞お試しセットの購入はこちら 

http://biganhada.net/blog/wk72
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★SK-Ⅱ 

【ジェノプティクス オーラ  

エッセンス】 

こちらは主に美白目的で使う美白美容液。 

 

シミやニキビ跡にもとても効果的で、 

シミ・ニキビ跡も若干薄くなったり 

シミのできにくいお肌に変えてくれます！ 

 

シミやニキビ跡だけでなく、お肌に 

しっかり潤いや透明感を与えてくれて 

キメの整ったお肌にしてくれるので、化粧ノリも良くなります。 

 

お値段は高めですが、かなりおすすめですよ！！ 
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＞＞購入はこちら 

 

 

★SHISEIDO 

【アルティミューン  

パワライジング コンセントレート】 

 

少しとろっとしていて、浸透力や保湿力が高く優れもの。 

 

使った後はもちもちの弾力とハリのある 

元気なお肌に生まれ変わります。 

またくすみも緩和され透明感もアップ！ 

 

使って８～９割の方が使って効果を実感し 

リピート率も高い大人気の美容液。 

http://biganhada.net/blog/sdzi
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30 代からのお肌の変化を感じたら、 

是非使っていただきたい美容液の１つです。 

 

また優しい匂いが私は好きで、いつも 

使いながらこの香りに癒されています。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

★COSME DECORTE 

【モイスチュア リポソーム】 

 

ゆるいテクスチャーなので、伸びも良く、 

かなり使いやすいです。 

塗った次の日のお肌はふっくらもちもちに。 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00s2904.2bo11ce0.g00s2904.2bo127d5%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fsara-style%252Fc-sh-001%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fsara-style%252Fi%252F10000768%252F
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そしてお肌のキメが整って、潤いのある健康的なお肌に 

なって、お肌が安定します。 

 

効果の出るスピードは、どの化粧品にも 

負けないくらい速く、一度使ったらやめられないほど！ 

値段は安くはないですが、それでも手放せないほど 

かなりお肌が変わります！！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

＜＜クリーム＞＞ 

 

★NIVEA  

【青缶】    

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00s3q04.2bo11f79.g00s3q04.2bo12342%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fcosme-venus%252F4971710439748%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fcosme-venus%252Fi%252F10000900%252F
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なんとこちらは、海外セレブの使う 

１本５万円の美容液と入っている成分が 

ほとんど同じクリームです。 

２つのサイズがあって、大きい方でも 

一缶８００円ほど。 

 

５万円の化粧品と同じ成分が１０００円以下で 

手に入ると思ったらとてもコスパが良く、 

保湿力も高くとても人気の高い商品です。 

 

保湿力◎なので、乾燥肌にもおすすめ！ 

 

＞＞ニベア青缶 大（169ｇ）の購入はこちら 

＞＞ニベア青缶 小（56ｇ）の購入はこちら 

 

 

http://biganhada.net/blog/tkuj
http://biganhada.net/blog/5293
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＜＜下地＞＞ 

★MAQuillAGE 

【ドラマティック 

スキンセンサーベース EX】 

 

こちらは、シリコン系下地で、 

皮脂を抑えてくれる下地なので、 

皮脂によるメイク崩れで悩むことが 

なくなります！ 

 

さらっとした使い心地で、伸びも良く、 

とても使いやすくておすすめです！！ 

化粧崩れで悩んでいる方は是非使ってみてください！ 

 

＞＞購入はこちら 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00ss0e4.2bo11b04.g00ss0e4.2bo12c0c%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fmatsuya-cosme%252F96245%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fmatsuya-cosme%252Fi%252F10008420%252F
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★REVLON 

【カラーステイ UV  

プライマー 001】     

              

こちらはピンク系下地。 

夕方頃になると、目の周りや口の周りなどくすんで 

顔色が暗く見えてしまう方も多いのでは・・・？ 

そんなくすみの悩みを解消してくれる下地。 

 

落ちにくく、さらっとした使い心地で伸びも良いです。 

透明感が出て、１日中美肌を維持してくれます。 

 

＞＞購入はこちら 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00q9bv4.2bo1179b.g00q9bv4.2bo12a58%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fzagzag%252Fg4951445193832_mail%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fzagzag%252Fi%252F10073387%252F
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★SK-Ⅱ 

【アトモスフィア CC クリーム】 

 

カバー力が強く、ファンデの下につけて 

あげるだけで、肌の気になる部分を自然にカバーしながら、 

また日焼け止め効果もあるので、紫外線からも 

しっかりとお肌を守ってくれます。 

 

軽くて伸びのいいつけ心地で、お肌を潤わせながら 

パールも入っているので、自然な輝きのある 

美しいツヤ肌を作ってくれます。 

 

カバー力があるので、肌のトラブルが気になるところに 

しっかりと塗ってあげれば、コンシーラーいらずです！ 

 

＞＞購入はこちら 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00s3l84.2bo11b5d.g00s3l84.2bo120a6%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fbellcosme%252F40510827%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fbellcosme%252Fi%252F10019356%252F
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★JILL STUART 

【イルミネイティング  

セラムプライマー】 

 

ツヤ肌を作りたいときにとってもおすすめ。 

見た目も可愛い上に、細かいラメが入っていて、 

キラキラしすぎないけれど 

素肌が綺麗に見えるような艶を出してくれる！ 

すっぴんでも自信が持てるお肌を作ってくれます。 

 

一度使うと、はまってしまって浮気できなくなります。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00rzvd4.2bo118ca.g00rzvd4.2bo1282a%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fkyoto-shion%252F10000565%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fkyoto-shion%252Fi%252F10000565%252F
https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00rzvd4.2bo118ca.g00rzvd4.2bo1282a%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fkyoto-shion%252F10000565%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fkyoto-shion%252Fi%252F10000565%252F
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★Elegance 

【モデリング カラー 

アップ ベース UV】 

 

エレガンスは、ほんのり色がついて 

お肌をナチュラルに綺麗に見せてくれる下地。 

 

伸びもよく、香りもなんだか素敵で 

リラックスしながら綺麗なれるんです。 

肌悩みやなりたいお肌に合わせて 

色を使い分けたりできるのも嬉しいところ。 

 

クマやシミなどの肌トラブルを隠したい場合や 

健康的なお肌に見せたい場合は、オレンジ色 

透明感を出したい場合は紫色 
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ツヤやナチュラルなお肌に見せたいという方はベージュ色 

赤みが気になるという方は緑色 

血色感を出したいという方はピンク色がおすすめです。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

＜＜ファンデーション＞＞ 

 

★SHISEIDO 

【シンクロスキン ラスティング 

リキッドファンデーション】 
 

こちらは、密着力が高く、夏でも化粧崩れしにくく 

同時に透明感も出してくれる 

とても優秀なファンデーションで 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00t8dn4.2bo1162f.g00t8dn4.2bo12fee%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fgrandberry%252Fe24360%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fgrandberry%252Fi%252F10002547%252F
http://www.shiseido.co.jp/gb/makeup/products/smk03467/
http://www.shiseido.co.jp/gb/makeup/products/smk03467/
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幅広い世代から人気です！！ 

 

日本のメーカーなので、日本人に合ったように 

作られているのも安心。 

 

＞＞オークル１０はこちら 

＞＞オークル２０はこちら 

 

標準的なお色の２色のみ載せておきました。 

自分のお肌に合うお色をお選びください。 

色味は下図を参考にしてくださいね。 

 

 

 

 

http://biganhada.net/blog/pv5p
http://biganhada.net/blog/ettv
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★アテニア 

【ヒュージョン  

スキンファンデーション】 

 

薄付けでも美肌が作れる優秀なファンデーション。 

 

厚塗りしたくない、でもしっかりと 

カバーしたいところはカバーしたい！ 

という方にはとてもおすすめのファンデーションです。 

 

カバー力は◎で薄付けなのに綺麗な肌にしてくれます！ 

コンパクトなサイズなので、 

旅行や持ち運びにもとても便利なのも嬉しい！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

http://biganhada.net/blog/b09g
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★SUQQU 

【ヌード ウェア リクイド】 

 

まろやかなテクスチャーで伸びも良いので、 

薄付けでも綺麗なお肌を作ってくれます。 

 

ぴたっとお肌に密着して、化粧崩れもしにくく 

不自然さが出ません。 

 

また、さらっとしたテクスチャーの割に 

カバー力も高いので、薄付けでもしっかり 

肌トラブルを隠してくれて 

艶肌も作れるのでとってもおすすめです！ 
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こちらでは、標準色の 102 番を載せておきます。 

 

>>購入はこちら 

 

 

★SHISEIDO 

【シンクロスキン グロー  

クッションコンパクト】 

 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00siyz4.2bo11de1.g00siyz4.2bo12675%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fcosme-off%252F4973167285824%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fcosme-off%252Fi%252F10002944%252F
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滑らかな使い心地と使った後の肌質が 

ぽんぽんとするだけで一瞬で艶肌を 

作れるので、お化粧がめんどくさい！という日の 

時短メイクにもおすすめ！ 

 

ぽんぽんとするだけの薄付けなのに、きちんと 

隠したい部分は隠せるので、とっても便利です！ 

毛穴も綺麗に隠してくれて、さらにメイク崩れも 

しにくく、一日崩れない美肌を作ってくれますよ～！ 

 

※真ん中のオークル１０のお色を載せておきます。 
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＞＞購入はこちら 

 

 

★ローラメルシエ 

【フローレス ルミエール  

ラディアンス パーフェクティング】 

 

私の中で、クッションファンデのトップかもしれません！ 

パフの手を入れるところも 

パフの柔らかさや厚みもちょうどよくとても塗りやすい！ 

 

そして、崩れにくい＋隠したい部分が隠れる＋ツヤ肌 

を叶えてくれるので言うことなしです！ 

 

＞＞購入はこちら 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00rxdn4.2bo11b7e.g00rxdn4.2bo12cde%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fsian%252F09681%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fsian%252Fi%252F10004194%252F
https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00s85f4.2bo11acc.g00s85f4.2bo12caa%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fbeautyhousehonnpo%252F100002923120%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fbeautyhousehonnpo%252Fi%252F10003952%252F
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※標準色は１N１と２N１です。 

どちらかと言えば肌が白い方は１N１ 

どちらかと言えば肌が黒の方は２N１ 
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★NARS 

【ナチュラルラディアント  

ロングウェア クッション 

ファンデーション】 

 

標準色は、店頭でもサイトでも売り切れが続いてしまうほど 

とても人気の高い NARS のクッションファンデ。 

 

隠したい部分は綺麗にカバーしながら 

ナチュラルなツヤ肌を作ってくれます。 

崩れない！厚塗り感ない！カバー力が高い！ツヤ肌！ 

人気が高い理由が使えばわかります。 

 

＞＞購入はこちら 

※レフィルです。（ケースは別売り） 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00rtq24.2bo1146d.g00rtq24.2bo12a50%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fe-newlife%252Fcosme760%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fe-newlife%252Fi%252F10004970%252F
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色味参考にしてください。 

※５８８２、５８７８が人気の標準色です。 

 

 

 

＜＜ルーセントパウダー＞＞ 

 

★COSME DECORTE 
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【AQ MW フェイスパウダ

ー ＃８０】 

 

＃８０はよくプロも使う色です。 

見た目は結構なピンクですが、 

つけるとそこまで色は出ず、 

ほんの～りピンクで 

血色を良く見せてくれるのでおすすめ。 

 

キラキラとしたラメが美肌に見せてくれますよ！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

★SUQQU 

http://biganhada.net/blog/q7ml
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【オイル リッチ グロウ ルース パウダー】 

 

オイルが配合されているので、 

粉ですがしっとりしていて 

乾燥しないし崩れない優れもの！ 

 

ラメは入っていますが、いやらしいギラギラ感は出ず、 

綺麗で自然なツヤ肌が作れます。 

プロの方もおすすめするパウダーの１つです。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

＜＜ミネラルパウダー＞＞ 

 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00rkzn4.2bo116db.g00rkzn4.2bo12f51%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fgoodcosme2012%252F4973167258569%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fgoodcosme2012%252Fi%252F10016794%252F
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★ETVOS 

【ディアミネラル】 

 

美容皮膚科で採用されている国産ミネラルファンデーションで 

一日中綺麗な艶肌を作ってくれます。 

 

クレンジングも不要で、このまま寝ちゃっても 

問題ないくらい肌ストレスフリー！ 

この値段でこのツヤ肌を出せるのはコスパ◎ 

 

ブラシもセットになっているお試しセットが 

安く購入できてとってもお得なので、 

まだ使ったことのない方は一度お試しセットを 

使ってみると良いと思います！ 

 

＞＞お試しセット購入はこちら 

http://biganhada.net/blog/nxw6


Copyright(c)Riisa おすすめ化粧品 All Rights Reserved  

 40 / 56 

 

＜＜コンシーラー＞＞ 

 

★SHISEIDO 

【スポッツカバー 

ファウンデイション】 

 

こちらはスポーツしていても取れないくらいの 

とてもカバー力があって、おすすめのコンシーラーです。 

 

クリームタイプの硬めのコンシーラーなので、 

動きの少ない部分に使います。S シリーズのものは 

柔らかいクリームなので、顔全体に使えます。 

 

他にも色があるので、自分のお肌に合わせて 

選んでくださいね。（色味は下図参照） 
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＞＞購入はこちら 

 

 

★CEZANNE 

【パレットコンシーラー】 

 

単色でも混ぜても使えて、自分のお肌に合わせて作れて 

とっても使い勝手が良く私も愛用しています！ 

またカバー力、密着度も高く、さらにブラシ付きで 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00qaww4.2bo11f99.g00qaww4.2bo12547%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fcosmecomonline%252F1000015174%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fcosmecomonline%252Fi%252F10022943%252F
https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00qaww4.2bo11f99.g00qaww4.2bo12547%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fcosmecomonline%252F1000015174%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fcosmecomonline%252Fi%252F10022943%252F
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1000 円以下！コスパが良い！ 

クマも綺麗に消せちゃいます！！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

★カバーマーク 

【ブライトアップ 

ファンデーション】 

 

名前からきちんとカバーしてくれそうな 

名前ですが、名前負けしていない！ 

すーっと引くだけで気になる部分が綺麗に隠れる！！ 

 

パサつかない・小じわも目立たない・そして落ちにくい 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00qa9l4.2bo114f9.g00qa9l4.2bo12711%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fforemost%252F4939553040637m%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fforemost%252Fi%252F10140390%252F
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ところも嬉しい！ 

※動きの少ない部分におすすめです。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

★Dior 

【ディオールスキン フォーエヴァー 

スキン コレクト コンシーラー】 

 

全く厚塗り感なく薄塗りでカバーして 

お肌をとっても綺麗に見せてくれるので 

コンシーラーだったことを忘れてしまう化粧品。 

 

しかも！ファンデーションにもなるコンシーラー。 

優秀すぎます。 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C386SI+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00s7u04.2bo11b96.g00s7u04.2bo129fd%2Fa11063037492_1U7HXP_C386SI_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fakashiya1976%252F1110021%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fakashiya1976%252Fi%252F10000277%252F
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＞＞購入はこちら 

 

 

＜＜アイシャドウ＞＞ 

 

★LUNASOL 

【ショコラアイズ０２】 

 

一番人気の色。 

上品な大人っぽい輝きを出してくれます。 

 

茶色は誰でも似合う大人カラーで 

彫りも出しやすいです。 

上品な目元が一瞬で完成します！ 

 

＞＞購入はこちら 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C386SI+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00pu2m4.2bo113fa.g00pu2m4.2bo12dc8%2Fa11063037492_1U7HXP_C386SI_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fcosmelink%252Fc10412789%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fcosmelink%252Fi%252F10066985%252F
http://biganhada.net/blog/he7g
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★MAQuillAGE  

【ドラマティックムード 

アイズ #BE352 】 

 

使いやすくて発色が良く、 

グラデーションも彫りも綺麗に作れます。 

立体感とツヤのある大人ぽい上品な目元に仕上がります！ 

 

デパートに行かなくても、薬局で簡単に買えてしまうのも 

嬉しいポイントです！ 

 

＞＞購入はこちら 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00q3ll4.2bo11cb6.g00q3ll4.2bo12197%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fcosmetch%252F4901872033775%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fcosmetch%252Fi%252F10032902%252F
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★SUQQU  

【デザイニングカラー 

アイズ０８】 

 

絶妙な色合いでしっかりとお肌に密着してヨレにくく、 

うっとりとした美しい輝きのある目元に。 

 

アイシャドウを混ぜて使っても汚くならず、 

立体感のある美しい目元に変えてくれる 

スックの大人気のアイシャドウ。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

＜＜アイライン＞＞ 

 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00r2fj4.2bo1170c.g00r2fj4.2bo12f6b%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fblanc-lapin%252Fsuqjs0200012%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fblanc-lapin%252Fi%252F10144008%252F
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★FASIO 

【ジェルライナー】 

 

ペンシルタイプですが、ジェルなので 

描き心地も滑らかで描きやすいです。 

目元でにじみやすいのでウォータープルーフがおすすめ。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

＜＜アイブロウ＞＞ 

 

★SHISEIDO 

【アイブロースタイリング 

コンパクト BR６０３】 

 

http://biganhada.net/blog/yzu9
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自然な色合いでとっても使いやすい２色。 

立体感のある美しい眉を１日中キープできます！ 

 

どちらかの色でつけてもよし、混ぜて使ってもよし 

自分の肌色に合わせて色を 

作ることができるのでおすすめです。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

★LUNASOL 

【スタイリングアイゾーン 

コンパクト】 

 

５色入っているので、自分の眉の色

や髪色に合わせて使うことができます。 

そしてどの色も使いやすい！！ 

http://biganhada.net/blog/147v
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そしてさらにこれはアイブロウだけでなく、 

アイシャドウとしても使えちゃうとっても優秀なパレット！ 

いろいろな種類のブラシが入っているので、 

とっても便利です。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

★MAQuillAGE 

【アイブローカラーワックス  

ナチュラルブラウン】 
 

こちらは、眉だけ浮いたりしない 

綺麗な発色で自然な眉を作ってくれます。 

ウォータープルーフなのも嬉しい！ 

 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00snpo4.2bo1160b.g00snpo4.2bo12132%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fcosmediva%252F4973167250457%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fcosmediva%252Fi%252F10003195%252F
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＞＞購入はこちら 

 

 

＜＜チーク＞＞ 

 

★NARS 

【ブラッシュ ４０１７】 

 

NARS のチークは発色が良く人気です。 

いろいろある色の中でも、４０１７の色は綺麗な 

アプリコットでどんなお肌の色の方にでも使える色。 

 

上品な可愛さを出してくれる絶妙な色で一番人気！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

http://biganhada.net/blog/snvh
http://biganhada.net/blog/sb1l
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★SUSIE N.Y. 

【スージー パウダーアイブロウ 

エキスパート SP】 

 

極細なので、足したい部分に 

ピンポイントで書き足すことができ、 

自然な眉が作れます！ 

あー剃りすぎちゃった！というときでも大丈夫。 

これなしではもう綺麗な眉が書けない！ 

というくらい私も愛用しています。 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1TV744+1UPCB6+249K+BWGDT&a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fdp%2FB07GHBPG3N%2F%3Ftag%3Da8-affi-295762-22
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★SUQQU 

【シマー リクイド ブラッシュ 

03 蜜柑子】 

 

初心者の方でもつけやすいリキッドタイプのチーク。 

はっきりとしたオレンジに見えますが、 

お肌に伸ばして乗せると、優しいふんわりとした 

オレンジ色で、秋冬にも可愛いです！ 

 

透き通った艶感を出せるのはさすがスックです！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HXP+C38NRM+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00rtpm4.2bo1154b.g00rtpm4.2bo12fc6%2Fa11063037492_1U7HXP_C38NRM_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fvely-deux%252Fypsuq-27%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fvely-deux%252Fi%252F10002897%252F
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＜＜リップ・口紅＞＞ 

 

★Curel 

【リップケアクリーム】 

 

セラミドケアで有名なキュレル。 

乾燥から唇を防いでしっかりと保湿してくれます。 

 

ほんのりピンク色をしているので、 

唇の血色もよく見せてくれますよ！ 

 

＞＞購入はこちら 

 

 

★OPERA 

http://biganhada.net/blog/k9n1
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【リップティント  

オイルルージュ】 

 

発色が良く色持ちも良い上に 

べたつかないのがうれしい。 

一瞬で潤いのあるぷるぷるの唇に。 

 

コスパが良く、＠コスメでも口紅部門では１位です。 

 

色味は左図を 

参考にしてくださいね。 

 

 

 

 

＞＞購入はこちら 

http://biganhada.net/blog/ymbw
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以上が Riisa おすすめの愛用化粧品まとめになります。 

 

こちらに載せてある商品は、全て私が使ってみて 

よかったものですが肌質などは人それぞれなので、 

すべての方に必ずしも合うとは言い切れませんので、 

ご了承ください。 

 

殆どの商品は、楽天の（※私が調べた時点で） 

一番安いサイトのリンクを貼ってあります。 

気になったものがあれば是非一度使ってみてくださいね！ 

 

また、紹介した商品の中でお試しセットがあるものは 

お試しのリンクが貼ってありますので、 

まずはお試しセットで試してみると良いと思います。 

 

カラーがあるものは、自分の好みや肌色に合わせて 

自由に選んでくださいね。 
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※新たに使ってよかったものなどあれば 

不定期ですが更新していきます。 

 

もし何かわからないことがありましたら 

こちらからいつでも連絡してくださいね！！ 

 

Riisa の連絡先 

⇒ mailto:mail@biganhada.net 

 

 

 

 

綺麗ママ育成アドバイザー Riisa  

mailto:mail@biganhada.net

