2 0 2 0 年 8月吉日

販売累計2800万個を超える
「メザイク」
から
目の印象を変えるオールラウンド発想のふたえシリーズが10/5新登場！

その１㍉が

目の印象を変える︒

株式会社アーツブレインズが手がけるふたえブランド
「メザイク」
から、
目の印象を変えるオールラウンド発想のふたえ
シリーズが新登場。2020年10月5日
（月）
デビューします。
開発の経緯
株式会社アーツブレインズは、2001年に特許を取得し販売を開始した
「メザイク ストレッチファイバー」
をベースに、
20年間に渡り、
目元の構造やふたえアイテムがおよぼすメイクの効果など、
ふたえに関わる様々な分野について研究を
続けてきました。
「メザイク」
のコンセプトは、
【ひとえ、奥ぶたえ、気になる目の形、
自然にchange】。過多なアイメイクではなく、
ふたえア
イテムを使うことで最小限のメイクでナチュラルな美しさを引き出したいと考えています。
定期的に開催している
「メザイク」講習会では、
ふたえアイテムの効果的な使い方や、
ふたえメイクをステップとしたアイ
メイクの方法を伝えています。
これまでに、約2000名のまぶたを指導し、個々の目元タイプにより、有効なふたえメイク
が異なることを実感してきました。
全ての目元タイプに対応した製品を作りたい。
そんな思いで、講習会で蓄積したノウハウや、
これまでの研究成果を集
大成させた商品を開発。
オールラウンド発想のふたえシリーズが誕生いたしました。
その１㍉が目の印象を変える
ふたえラインの位置が１㍉目頭側に長くなれば目が近づいて見え、
１㍉上に動けば細長の目が縦長の目に印象が変化
します。
ふたえアイテムで変わる目元の印象とパワーアップするアイメイクの美しさをご体感ください。

その１㍉が

目の印象を変える︒

*モデル使用アイテム
左：メザイク ファイバー材 付属ピン 中央：メザイクフィクス 右：メザイク フリーファイバー /メザイク クリップカッター
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ユニセックスなふたえアイテムへ
まぶたの厚みや目の大きさに合わせてご使用いただけるよう、
６種類のふたえアイテムをご用意いたしました。
より崩れ
にくく美しい仕上がりを目指すサポートアイテムが２種類。
ふたえにすることが楽しくなるような使い心地やつけ心地に
もこだわっています。

・ふたえアイテム
メザイク ダブルグルー／メザイク マットフィルム／メザイク カンタン80／メザイク フリーファイバー120／メザイク ストリングファイバー120／メザイク ブラックファ
イバー120
・サポートアイテム
メザイク フィクス／メザイク クリップカッター

メザイク

メザイク

メザイク

メザイク

メザイク

メザイク

メザイク

メザイク

ダブルグルー

マットフィルム

カンタン

フリーファイバー

ストリングファイバー

ブラックファイバー

フィクス

クリップカッター

最近では男性の方の問い合わせもいただくようになり、新しい
「メザイク」
のふたえシリーズは、
ユニセックスにご使用い
ただきたい思いから、筆箱や小物入れなどの日用品の中に自然に溶け込んで使えるよう、
シンプル＋ナチュラルをテー
マに制作いたしました。
スペシャリストとして新しいふたえ形成の提案

これまで
「メザイク」
が持っていた特許とは異なる、新しいふたえ形成の考え方で商品を開発。
より簡単に、
より楽しく、
ふたえメイクができるようなメソッドを構築し、特許を申請しています。
また、信頼できる製造メーカーや研究者の方々
にご協力いただき、
より自然に見える処方を生み出しました。
今後の展開
本商品をスタートとして、
お客様が年齢と共に感じる悩みに答えるべく研究を続け、年齢にフィットしたふたえメイクの
提案をしていきたいと考えています。
商品詳細
◆ふたえアイテム
メザイク ダブルグルー ¥1,000（税抜）【二重まぶた化粧品】
メザイク マットフィルム ¥1,200（税抜）【二重まぶた化粧品】
メザイク カンタン80 80枚入り ¥1,000
（税抜）【二重形成材】
メザイク フリーファイバー120 120本入り ¥1,500（税抜）【二重形成材】
メザイク ストリングファイバー120 120本入り ¥1,500（税抜）【二重形成材】
メザイク ブラックファイバー120 120本入り ¥1,500
（税抜）【二重形成材】
◆サポートアイテム
メザイク フィクス ¥850（税抜）【二重下地剤】
メザイク クリップカッター ¥380（税抜）【ファイバー専用カッター】
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メザイク マットフィルム

気になるまぶた︑

グルーで隠す？

フィルムで折り込む？

まぶたの重みに

合わせて選ぶ︒

エマルジョンタイプの

ふたえアイテム︒

メザイク ダブルグルー

まぶたのお肉が標準〜多めなら、

まぶたのお肉が標準〜少なめなら、

⇒

⇒

のりタイプのダブルグルー。

筆先

付属スティック

折り込みタイプのマットフィルム。

筆先

付属スティック

メザイク ダブルグルー
¥1,000（税抜）【二重まぶた化粧品】

メザイク マットフィルム
¥1,200（税抜）【二重まぶた化粧品】

デリケートな目もとに配慮した
ケア重視のふたえのり

テカリを抑えるマットパウダー配合
ふたえフィルム

デリケートな目もとに配慮しながら、シッ
カリとしたふたえを作るトロリとした液の
ふたえのり。肌に負荷をかけすぎない化粧
品原料を使用し、肌に優しい合成のりをベー
スにしたノンラテックス処方。目もとを守
りながら濃度高めの粘着成分でふたえを作
ります。乾くと透明になり、日常生活に安
心なウォータープルーフ。まぶたへの負担
を少しでも軽減できるよう、肌あたりの優
しい筆を選びました。液含みもよく、一度
で適量をまぶたにのせることができます。

まぶたに塗った液が透明な膜（フィルム）
を張り、折り込むことでふたえを作るサラ
リとした液のふたえフィルム。テカリを防
止するマットパウダーが光の反射を抑え、
ふたえフィルムを肌になじませ、自然なふ
たえラインを演出します。日常生活に安心
なウォータープルーフ。まぶたへの負担を
少しでも軽減出来るよう、肌あたりの優し
い筆を選びました。液含みもよく、一度で
適量をまぶたにのせることができます。
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[ メザイク ダブルグルーHow to use ]

①

②

まぶたを清潔にします。ス 作りたいふたえラインを決
キンケア後の場合は乳液 めます。付属スティックを黒
等 が 肌 に な じ ん だ 後 、 目〜目尻にあて、ふたえラ
ティッシュなどで余分な油 インが全体に入る位置を探
分をおさえます。
します。

⑥

③

④

⑤

②で決めたふたえラインを
中心にアーモンド型にダ
ブルグル ーを薄く塗りま
す。

半 乾きになったら付 属ス 付属ステイックを目尻側へ
ティックのY字側でふたえ ゆっくりと引き抜きます。
ラインの中央をおさえます。
上目づかいに目を開けたま
＊薄く塗った方がキレイに仕 ま少し待ち、
指で軽く二重
上がります。厚く塗りたい時は を整えるように目頭・中央・
薄塗りで重ねてください。
目尻とまぶたをおさえます。

⑦

付属スティックのv字側で 目尻 側も同 様 に、付 属ス
目頭をおさえるようにふた ティックを使って整えます。
えラインを整えます。

[ メザイク マットフィルムHow to use ]

①

②

まぶたを清潔にします。ス 作りたいふたえラインを決
キンケア後の場合は乳液 めます。付属スティックを黒
等 が 肌 に な じ ん だ 後 、 目〜目尻にあて、ふたえラ
ティッシュなどで余分な油 インが全体に入る位置を探
します。
分をおさえます。

⑥

③

④

⑤

②で決めたふたえラインの
下側にアーモンド型にマッ
トフィル ムを 薄く塗りま
す。

完 全に乾いたら付 属ティ 付属ステイックを目尻側へ
ックのY字側でふたえライ ゆっくりと引き抜きます。
ンの中央をおさえます。上
目づ かいに目を開 けス
＊薄く塗った方がキレイに仕上 ティックで押し込むように
がります。形成力を強くしたい しながら、
ふたえラインを
時は、薄塗りで重ねてください。 作ります。

⑦

付属スティックのv字側で 目尻 側も同 様 に、付 属ス
目頭をおさえるようにふた ティックを使って整えれば
えラインを整えます。
完成です。
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たるんだまぶたを

ワンタッチロック︒

その１㍉が

目の印象を変える︒

メザイク カンタン80 80枚入り ¥1,000（税抜）
【二重形成材】
たるみを感じたまぶたも持ち上げるワンタッチふたえテープ*特許申請中
片手で操作できる簡単さでまぶたを持ち上げ、
ふたえラインをしっかりロックします。
ガイドとテープ
が一体となったふたえテープ。万人に合いやすい長さにカットされた透明テープは強粘着でたるん
だまぶたもガッチリ固定します。
プールにも入れる超ウォータープルーフ。

[ How to use ]

①

②

③

④

まぶたを清潔にします。ス ケースからシートを１枚取 シートから水 色の保 護カ ガイドの下部を持ち、シー
キンケア後の場合は乳液 り出します。
バーを丁寧にはがし、テー トから取り出します。
等 が 肌 になじんだ 後 、
プを出します。
ティッシュなどで余分な油
分をおさえます。

⑥

⑦

⑧

シートからガイドをとり出 中心に入った折り筋に合わ （持ち方）
した状態です。
せ、つまむように下部を持 左：下から見たところ
ちます。
右：上から見たところ

11

12

13

⑨

⑤

ガイドを取り出すときは、下
部→上部へと引っ張りあげ
るように取り出してくださ
い。

⑩

ガイドがまぶたに沿うよう 作りたいふたえラインにガ
に軽く曲げた状態で持ちま イドを押し当てます。
す。

14

15

ガイドをまぶたに押し当て まぶたの上からガイドを軽 目頭→目尻へガイドをめく 引き抜いたガイドで目頭・目 （before/after）
ながら、まぶたのたるみを く押さえ、
テープをまぶたに るように引き抜きます。
尻を押さえ、軽くふたえライ 上 ：before
持ち上げるようにふたえラ シッカリ転写させます。
ンを整えたら完成です。
中央：after
インを作ります。
下 ：after
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目の形︑自由自在︒

メザイク ブラックファイバー120

メザイクの出発点となる

メザイク ストリングファイバー120

ファイバー材は３種類︒

メザイク フリーファイバー120

特許№3277180 号

立体的で自然なふたえができる理由。

それは、極細の粘着ファイバーがまぶたの上で縮みながら、
くい込んでふたえを作るから。
両ハシを
摘んで
伸ばすと
→

ファイバー材

メザイク
フリーファイバー120
120本入り ¥1,500（税抜）
【二重形成材】
スタンダードタイプ
特許№3277180号

出てくる
ファイバーを
→

メザイク
ストリングファイバー120
120本入り ¥1,500（税抜）
【二重形成材】
ディープタイプ

ふたえ形成の強さ 仕上がりの自然さ

特許№3277180号
特許№6053599号

まぶたに
くい込ませて
ふたえを作る。

メザイク
ブラックファイバー120
120本入り ¥1,500（税抜）
【二重形成材】
スーパーハードタイプ
特許№3277180号

肌へのやさしさ
使いやすさ

△

特徴

◆ファイバーの強度・粘着度は
ファイバー初期に近い。
◆全てのまぶたタイプに適応。
ま
ぶた重めや蒙古ひだが強めの人
は、二重ラインのクセが入ってき
てから使う方がベター。
◆無理なく自然なふたえを作る。

◆３種類の中で最もファイバーの収
縮力が強く深くくい込む。
◆まぶたが重めだったり、蒙古ひだ
の強い人向け。
◆時間が経つほどに、
くい込みが強
くなるので、形成直後よりも20分
経ったぐらいの方が綺麗なふたえに
なる。

◆３種類の中で最もファイバー
の強度が強く固め。
◆まぶたが重めだったり、蒙古ひ
だの強い人向け。
◆固めのファイバーでおさえこみ
ながら、
くい込んでふたえを作る
ため、形成力が高い。
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[ メザイク フリーファイバー/メザイク ストリングファイバー/メザイク ブラックファイバー]
How to use

Step1.自然なふたえラインができる位置を探す。

①

②

③

④

×

⑤

×

付属のハートピンを使い、 ハートピンを黒目〜目尻に ハートピンの先端を目に対 黒目より目頭側にハートピ ハートピンを倒して探すの
自然なふたえラインができ あて、
ふたえラインが全体に して垂 直 にあてて探しま ンをあてるのはNGです。無 もNGです。無理なふたえラ
る場所を探します。
入る位置を探します。
しょう。
理なふたえラインになりま インになります。
す。

Step2.ふたえを作る準備をする。

⑥

⑦
鏡

step1で見つけたふたえラ
イン上にある皮脂やクリー
ムなどを取り除き、清潔な
素肌の状態にします。

鏡を斜め下に置き、あごを
上げて鏡を見ます。視線を
下に向けることで、
まぶたが
伸び、
ファイバーを貼りやす
くなります。

Step3.ファイバー材を取り出す。

⑧

⑨

⑩

11

memo.
伸ばす長さにより、
ファイ
バーの細さや二重形成力
が変化します。
ファイバー
材でふたえを作るのに慣
れたら、
自分のまぶたに合
わせた長さを探してみて
ください。

左：ブラックファイバー
ファイバー材を１本取り出 シリコンの 両 ハシを 持 ち ※ファイバー材は、縮む力でま
中央：ストリングファイバー します。
そっと目幅程度に伸ばしま ぶたにくい込み、ふたえを作りま
す。必ずピンと張った状態でお
右：フリーファイバー
す。
持ちください。

Step4.ふたえを作る。

12

13

14

15

清潔にしたふたえライン上 目頭・目尻をしっかり押さ 余 分な両ハシをメイク用 ファイバ ーは指で触 れる
にファイバ ー 材 をピンと えたまま、数 回 瞬きして、 ハサミ又はメザイク クリッ と、ふたえラインが崩れる
張った状態で貼ります。
ファイバーが肌にくい込む プ カッタ ー で カットし 、 原 因 になるので 、付 属 の
のを待ちます。
ハ ートピンで目頭目尻を ハートピンを使用して整え
整えます。
てください。
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[メザイク フィクス/メザイク クリップカッター]
How to use

メイク後にふたえを作る場合。

①

②

③

メイクの上からふたえを作 アイメイク後、作りたいふた フィクス液が完全に乾いた
りたいときは、
メザイク フィ えラインにメザイク フィク ら、
ファイバー材をピンと
クスを使います。
スを薄く塗ります。
張った状態で貼り付け、
目
頭・目尻をしっかり押さえ、
数回瞬きします。

④

⑤

視線を上に向け、
ファイ
（before/after）
バー材がまぶたにくい込む 上 ：before
のを待ちます。
（５秒程度） 中央：after
余分な両ハシをカットすれ 下 ：after
ば完成です。

ファイバー材のハシが浮いた場合。

①

②

③

矢印のようにファイバー材 アイメイク後、作りたいふた 上からハートピンで押さ
のハシが白く浮いたときは、 えラインにメザイク フィク え、乾くまで待ちます。
上からメザイク フィクスを スを薄く塗ります。
塗ります。

ファイバー材をカットする場合。

①

ファイバー材の余分な両ハ
シをカットするときは、
メザ
イク クリップカッターが便
利です。

②

メザイク クリップカッター
をカットしたい位置にあて
ます。
このとき、先端が肌に
あたらないように少し倒し
てあててください。

③

丸い金具の先端にファイ
バー材をひっかけます。

④

メザイク クリップカッター
は動かさず、
ファイバー材
を黒目側に引っ張っりカッ
トします。

⑤

上からハートピンでファイ
バー材を押さえ、
ふたえを
整えたら完成です。
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商品詳細
・メザイク ダブルグルー
¥1,000（税抜）【二重まぶた化粧品】

デリケートな目もとに配慮した
ケア重視のふたえのり
デリケートな目もとに配慮しながら、
シッカリとしたふ
たえを作るトロリとした液のふたえのり。肌に負荷をか
けすぎない化粧品原料を使用し、肌に優しい合成のり
をベースにしたノンラテックス処方。
目もとを守りなが
ら濃度高めの粘着成分でふたえを作ります。乾くと透
明になり、
日常生活に安心なウォータープルーフ。
まぶ
たへの負担を少しでも軽減できるよう、肌あたりの優し
い筆を選びました。液含みもよく、一度で適量をまぶた
にのせることができます。

・メザイク マットフィルム
¥1,200（税抜）【二重まぶた化粧品】

テカリを抑えるマットパウダー配合
ふたえフィルム
まぶたに塗った液が透明な膜（フィルム）
を張り、折り
込むことでふたえを作るサラリとした液のふたえフィル
ム。テカリを防止するマットパウダーが光の反射を抑
え、
ふたえフィルムを肌になじませ、
自然なふたえライ
ンを演出します。
日常生活に安心なウォータープルー
フ。肌あたりの優しい筆を選びました。液含みもよく、一
度で適量をまぶたにのせることができます。

・メザイク カンタン80 80枚入り
¥1,000（税抜）【二重形成材】

たるみを感じたまぶたも持ち上げる
ワンタッチふたえテープ *特許申請中
片手で操作できる簡単さでまぶたを持ちあげ、
ふたえ
ラインをしっかりロックします。
ガイドとテープが一体
となったふたえテープ。万人に合いやすい長さにカッ
トされた透明テープは強粘着でたるんだまぶたもガッ
チリ固定します。プールにも入れる超ウォータープ
ルーフ。

09

2 0 2 0 年 8月吉日

商品詳細
・メザイク フリーファイバー120
120本入り ¥1,500（税抜）
【二重形成材】

まぶたにくい込んで立体的なふたえを作る
極細粘着ファイバー *特許№.3277180号
＜スタンダードタイプ＞
「メザイク」初期の
「メザイク ストレッチファイバー」
を
踏襲したスタンダードタイプのふたえファイバー材。医
療用として開発された伸縮性のある極細粘着ファイ
バーがまぶたにくい込み、立体的なふたえを形成しま
す。
目を閉じてもひきつれず、
アップ画像にも耐えられ
る自然なふたえは、プールも入れる超ウォータープ
ルーフで運動時にも安心。

・メザイク ストリングファイバー120
120本入り ¥1,500（税抜）
【二重形成材】

まぶたにくい込んで立体的なふたえを作る
極細粘着ファイバー *特許№3277180号 特許№6053599号
＜ディープタイプ＞
「メザイク」初期の
「メザイク ストレッチファイバー」
を
踏襲したディープタイプのふたえファイバー材。
３種類
あるファイバー材の中で最も縮む力が強く、医療用と
して開発された伸縮性のある極細粘着ファイバーが潜
り込むようにまぶたにくい込み、立体的なふたえを形
成します。
目を閉じてもひきつれず、
アップ画像にも耐
えられるクッキリしたふたえは、プールも入れる超
ウォータープルーフで運動時にも安心。

・メザイク ブラックファイバー120
120本入り ¥1,500（税抜）
【二重形成材】

まぶたにくい込んで立体的なふたえを作る
極細粘着ファイバー *特許№.3277180号
＜スーパーハードタイプ＞
「メザイク」初期の
「メザイク ストレッチファイバー」
を
踏襲したスーパーハードタイプのふたえファイバー
材。
３種類あるファイバー材の中で最もファイバーが
強く、医療用として開発された伸縮性のある極細粘着
ファイバーがまぶたを押さえながらくい込み、立体的
なふたえを形成します。
目を閉じてもひきつれず、
アッ
プ画像にも耐えられるガッチリふたえは、
プールも入れ
る超ウォータープルーフで運動時にも安心。
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2 0 2 0 年 8月吉日

商品詳細
・メザイク フィクス
¥850（税抜）【二重下地剤】

一日崩れないふたえをキープする
ふたえ下地剤
アイシャドウを盛っても崩れないふたえを作りたい、
と
いう
「メザイク」
ファンの強い要望から生まれたメイクに
強いふたえ下地剤。
メザイクファイバー材は素肌に強
く、皮脂と混ざることでより粘着が高まるという性質が
あるため、
アイシャドウを盛りすぎると崩れやすくなると
いう側面がありました。
そこでアイシャドウを仕上げた
後に塗るふたえ下地剤を開発。少量をふたえラインに
塗ってから、
ファイバーやテープを貼ると、
メイクをコー
トし１日崩れないふたえをキープします。浮きがちな
ファイバーやテープのハシも直して密着させます。透明
液なのでメイクの邪魔になりません。

・メザイク クリップカッター
¥380（税抜）【ファイバー専用カッター】

ひっかけてカットする
ファイバー専用カッター

*特許№.5735471号

ファイバーをカットするのが苦手、
という
「メザイク」
ファンの声から生まれたひっかけてカットするタイプの
カッター。刃先が丸い金具の間に隠れていて、肌に直接
当たらないため安心してお使い頂けます。切りたいポイ
ントでカットできるよう、持ちやすく押さえやすいように
計算された持ち手で、狙った場所でカットできます。
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