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「女性の生き方を向上させたい」

というひとつの願いから

全ては始まった。

The Skin Care
Makeup

創始者のJane Iredaleは、舞台や映画、テレビなどハリウッドの

第一線で活躍したキャリアを通じて、肌に起こるトラブルは

女性の精神にまで影響を及ぼすものだと考えました。

そこでスキンケアとメイクアップの融合という革新的な製品づくりに挑みます。

当時では配合が当たり前だった、化学精製された染料や

合成された防腐剤（パラベン等）、合成香料、石油系成分などを取り除き、

ミクロ粒子化されたミネラルパウダーをメインに使用。

さらに、ザクロエキスやピクノジェノールなど豊富な美容成分を加えることで

ジェーン･アイルデールならではのスキンケアメイクアップを可能にしました。

ピーリングやレーザー治療後の赤みのカバーとして

肌の専門機関に推奨されることからも、実力はお墨付きです。

ザ・スキンケアメイクアップは
ジェーン・アイルデールのこと
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ミディアムミディアムライト

ピーチ

ライト

化粧下地のCC（Color Control）クリーム
として大人気のドリームティント。メイク
アップ効果で色ムラを整え、シミなどをカ
バー、さらに高い保湿効果で肌をみずみ
ずしく保ちます。UVA・UVBのダブルブ
ロックで紫外線から肌を守り肌本来の美
しさを演出します。ベタつきにくい軽いつ
け心地でありながらスキンケア効果の高さ
と、メイクアップ効果で素肌がトーンアッ
プするような仕上がりです。

ドリームティント SPF15 / PA++  
（化粧下地／保湿ティント乳液） 

50ml  ¥4,800（税抜）

保湿しながら素肌をトーンアップ
CCクリームとしても優秀な仕上がり
 

ライラック

人気
NO.1

ウォームシエナビスク アンバー

持続する美容液の保湿力と透明感　
素肌が喜ぶ ザ・スキンケアメイクアップ

リキッドミネラル（美容液ファンデーション）
30ml  ¥7,400（税抜）

ジェーンオリジナルの発想でつくられたリキッドミネラ
ルはリポソームカプセルに美容成分を贅沢に閉じ込め
るという、ほかに類を見ない新感覚の美容液ファンデー
ション。容器をプッシュしたときにはじめて透明なジェ
ルとカプセル内の成分が混じりあい、塗布しやすいムー
ス状へ変化します。この豊富な美容成分とともにメイク
アップで小シワを目立ちにくくしハリ・ツヤ・潤いを持
続させます。美容成分が角質層に浸透、ミネラルパウ
ダーが透明感あふれる自然な仕上がりに。専用のブレ
ンディングブラシを使って手早く簡単に馴染ませるのが
キレイに仕上げるコツです。

ウォームシルク ラテレイディエント

ゴールデン
グロー

ライトベージュ サテン

ファンデーションブラシ リトルブレンディングブラシ

ファンデーションブラシ リトルブレンディングブラシ

日本限定色
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スムースアフェア（左）
（高機能化粧下地） 50ml  ¥5,800（税抜）

メイク前に使うと、肌に透明ベー
ルをかけたように凹凸を滑らか
にカバーします。気になる毛穴を
目立ちにくくするとともにメイク乗
りが良くなり長時間のメイクアッ
プを崩れにくくしてくれます。フ
レッシュなフルーツの香りが気分
も高めてくれます。

サマースムースアフェア（右）
（高機能化粧下地）

50ml  ¥6,500（税抜）

さらっとマットな仕上がりで、春夏におすすめ

のプライマー。毛穴とテカリが気になる人に。

のびの良いジェルタイプのプライマー
毛穴が目立ち、乾燥も気になる人に

グロータイムミネラルBBクリーム
SPF25 / PA++  50ml  ¥5,800（税抜）

スムーズな塗り心地で、気になる毛
穴やシミをしっかりカバー。高品質
な天然ミネラルの紫外線防止効果と
美容成分の恵みで、肌を守りながら
すこやかに保ちます。6つの機能にス
キンケア効果をプラスした、ミネラル
BBクリームです。

オールインワンの手軽さはそのままに
スキンケアにこだわったミネラルBB

ピンク系
♯3

オークル系
♯5

ピンク
オークル系
♯4

オークル系
♯6
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スキンケア、パウダー、コンシーラー、サンスクリーンの機能を備えたルースタイ
プのミネラルファンデーション。同じ大きさ、同じ形に精製されたグレードの高
いミネラルが粉っぽくならずに肌へフィット。ザクロエキス、アルゲエキスを配合
し、肌を美しく整えるまさに「魔法」のような仕上がりに。

アメイジングベース SPF20 / PA++
（ルースミネラルファンデーション） 10.5g  ¥6,800（税抜）

スキンケアしながら、素肌をメイク

まるで絹を纏ったような軽やかさ

チズルパウダーブラシ カブキブラシ

ウォームシルク

ウォームシエナ

レイディエント

ビスク ゴールデングロー

アンバーアイボリー

しっかりカバーしながら

つるっとキメの細かいセミマット肌に

ハンディブラシ

アメイジングベースをジェーン・アイルデール独自の技術でプレストしたファン
デーション。ややマットでつるっとした陶器肌のような仕上がりなので、テカ
リが気になる肌やより端正な印象に仕上げたい方に。毛穴につまりにくいノン
コメドジェニック処方で、全ての肌質に。持ち運びにも便利です。

ピュアプレストベースSPF20 / PA++
（プレストミネラルファンデーション）

ウォームシエナビスク ゴールデングロー アイボリー

ウォームシルク レイディエントアンバー サテン

リフィル

9.9g　￥5,800（税抜）
コンパクト別売り

￥2,000（税抜）
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いつでもどこでも365日メイクのフィニッシングにも使える
サンスクリーンパウダー

Powder-Me サンスクリーンパウダー  SPF30 / PA+++
（日焼け止め）  

17.5g  ¥5,700（税抜）
 
肌への密着度が高く、汗をかいても落ちにくい微粒子

ミネラルを使用。パウダーをパフでポンポンと肌にのせ

るだけで、紫外線から肌を保護します。ザクロエキスな

どの美容液成分を配合しているのでキメの細かい美肌

に。フェイス、ボディや頭皮にもお使いいただけ、テニ

スやゴルフのプレーヤーにも愛用者が多い商品です。

ベージュトランス
ルーセント

パウダーを詰め替えて使える空の
ミニケースと本体のセット

パウダーミーは2色からお選びいただけます

※ミニ専用替スポンジ （５個入り） ￥1,200（税抜）
※普通サイズ替スポンジ（5個入り）￥1,500（税抜）

￥6,800（税抜）

All-Year サンプロテクトキット

90ml 各 ¥3,400（税抜）

90ml ¥3,500（税抜）

大人気のミスト化粧水がオーガニック認証を取得

レモングラス ラブ ハイドレーションミスト
全ての肌タイプの方に。潤いを与えます。

＜左から＞

エコサート バランスハイドレーションミスト
ベタつきが気になる方に。

エコサート ディーツーオーハイドレーションミスト
重水を使用した、気化しにくいスプレー。肌に留まって長時間うるおいをキープ。

エコサート ポムミスト
甘いザクロの香り。全ての肌タイプに潤いを与えます。

ミネラルファンデーションを密着させる仕上げのミストに。
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ミディアムライト ミディアム ミディアムダーク

アルゲエキスなどの美容成分を贅沢に配合し
たコンシーラーは、ミクロ化された濃密ミネラ
ルパウダーでカバー力も強力。カモフラージュ
ブラシで気になる部分にご使用下さい。

ディスアピアー（コンシーラー）
12g  ¥4,200（税抜）

しっかり隠す
カバー力抜群なコンシーラー

ワサビノキ種子油を基材に使用し、高いカ
バー力なのに、コンシーラーで隠したことさえ
無かったことのように感じられる軽い使用感
を実現。ジェーンのコンシーラーは、パウダー
の上から重ねることもでき、ファンデーション
の後でも、気になる部分はさっと塗るだけで
あっという間に悩みをカバーします。

エンライトゥン（コンシーラー）
2.8g  ¥3,600（税抜）

しみやくすみを瞬時に
カバーするのに隠したことさえ
忘れるような軽い使用感

サークルデリート（コンシーラー）

天然美容成分を贅沢に配合し、高いカバー力を発揮するコンシーラー。主
原料のワサビノキ種子油が、肌をなめらかに整え。ソフトフォーカス効果の
高いミネラル、窒化ホウ素のはたらきで、キメ細やかなハリのある肌感に。
シミやクマが気になる方におすすめです。

トリートメントしながら、高いカバー力を実現
カバーしたい人こそ手放せないコンシーラー

カモフラージュブラシ

2.8g  ¥4,950（税抜）

#1 ライトイエロー #3 ライトピーチ #5 ラテ

カチカチと回すと適量が出るダイヤル式ペン型コン

シーラーは、肌の上でヨレにくくスルリとのびるテクス

チャー。明るい色はハイライトに。♯6はシェーディング
におすすめです。デリケートで腫れぼったく見えやす

い目元のメイクアップに最適です。

アクティブライト（コンディショニングコンシーラー）
2g  ¥4,200（税抜）

目元をスッキリメイク
ハイライター& コンシーラー

#6 ミディアムダーク

茶クマ、肌の赤みカバーに。
ハイライト効果もあります。

1.イエロー

青クマ、黒クマ、肌の青みカバーに。
ハイライト効果もあります。

2.ピーチ
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ゴールドシマーボディメイクアップ
50ml  ¥4,200（税抜）

デコルテや腕、脚などに
ほのかな煌めきを

魅惑的なゴールドの輝きをあたえ
る、保湿クリームです。素肌をあ
たたかみのある滑らかな肌色に整
え、煌めきのヴェールを演出。

ハンドクリームSPF15/ PA++
60ml  ¥3,800（税抜）

潤いを保つのはもちろん
紫外線からも保護する
高機能ハンドクリーム

美容成分をリポソーム化して配合
することにより、すっと肌に馴染
むのでさらっとした使い心地を実
現したレモングラスの香りがさわ
やかなハンドクリーム。しっかり
保湿するのはもちろん、紫外線か
らも肌を保護します。

ゴールドダスト シマーパウダー
1g   ¥1,950（税抜）

美しい自然なキラメキ
ゴールドの輝きを肌にまとう

仕上げにサッとひとはけすることで、普段のメイク

アップがよりゴージャスに。お顔だけでなく、デコ

ルテや腕や足、ジェルと混ぜて髪の毛に塗るなど

マルチな使い方が可能。
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ブラウン
シュガー

サンダウン スウィート
スポット

シルバー
ライニング

トリプル
コニャック

ピンク
ブリス

プリティブロウキット 
2.5g  ¥3,800（税抜）

透明なワックスとアイブロ
ウパウダーが入ったキッ
ト。ワックスで毛流れを
整えてからパウダーで眉
を描けば、理想のシェイプ
を長時間キープ。専用ブ
ラシが付属。

ボーンオイスター スモーキー
グレイ

シェイディレディピーチ
シャーベット

ピュアプレストアイシャドウ
シングル  1.8g  ￥3,000（税抜）

高品質の微粒子ミネラルをベースにつくられ
た、シングルカラーのアイシャドウ。
目元以外にハイライトやアイブロウとしても使
えるカラーが揃っています。

ピュアプレストアイシャドウ
トリプル  2.8g   ¥ 4,600（税抜）

高品質の微粒子ミネラルをベースにつくられたプ
レストタイプのアイシャドウは、繊細な輝きと美
しい発色が魅力。さらに美容効果が高いピクノ
ジェノールやザクロエキスを高配合。乾燥など悩
みの多い目元をしっかり保湿します。

ブロンド ブルネット ダークブルネット

ブロンド

明るめの髪色の方に

ブルネット

落ち着いた髪色の方に

ピンク
クォーツ

リトラクタブルブロウペンシル 
0.09g  ¥2,500（税抜）

繰り出し式の固めのなめらかな描き心
地で、細い線も思いのまま。プリティブ
ロウキットとあわせて使用すれば、パー
フェクトな眉が仕上がります。
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ロング
タイプ

ボリューム
タイプ

化学精製された成分を一切使用しないの
で、デリケートな目元のキワにも引ける極細
筆のアイライナー。にじみにくく、キリッとし
たラインが持続。

リキッドアイライナー
6ml  ¥3,200（税抜）

ブラック ブラックブラウン

リップアンドアイペンシル
 1.1g   ¥1,900（税抜）

マカダミアナッツ油配合でしっとりと滑らか
に描けるペンシル。ライナーとしてはもちろ
ん、アイブロウやマットなリップカラーとして
も使うことができます。

ベーシック
ブラウン

ベーシック
ブラック

スパイス

トープ ホワイト

ナツメグテラ・コッタ

セルロースファイバーがまつ毛にボリューム
をプラス。ダメージ原因のラッカーやシェ
ラック、石油系の成分は含まずに、まつ毛
を上向きに整えます。

ジェットブラックマスカラ
7g  ¥3,200（税抜）

まつ毛にハリと弾力を与えて、健や
かに保つ美容成分を配合。適度な硬
さのブラシが、まつ毛を1本1本しっ
かり長く濃いまつ毛に。

マキシーロングラッシュ
12g  ¥4,000（税抜）

パンテノールがまつ毛一本一本にハリ感
を生みだしてくれるトリートメント剤兼、
マスカラ下地。マスカラの前に使用すれ
ば、ダマにならずにキレイにセパレート
できます。

ラッシュシックナー＆コンディショナー
9g  ¥3,000（税抜）
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ナチュラル成分なのに

色もち、好発色、高保湿を実現

都市名がカラー名になっているユニークな
4色はどれもやさしい発色ながら存在感が
あり、ナチュラルメイクにピッタリ。ペプチ
ド配合（皮膚コンディショニング成分）で
憧れのぷっくりリップを演出。

Just Kissed リッププランパー
3g  ¥4,000（税抜）

Sydney Milan TokyoL.A.

独自でブレンドしたオイルやワックスが、滑
らかな使い心地、発色の良さを実現し、乾
燥から唇を守ります。タヒチアンバニラと
ブラックベリーの甘い香りです。キャップ
にマグネットを採用し、スムーズに開閉で
きるようになりました。

トリプルラックス リップスティック
3.4g ¥3,600（税抜）

なめらかな描き心地で

つややかな唇に

ヒマシ油がなめらかな描き心
地を実現しました。リップライ
ンにもリップカラーにも使える
ソフトな芯です。パーム油が潤
いのあるすべらかな唇に整え
ます。左から、ブリスフル、ホッ
ト、ラシャス、ヤミー、チャーミン
グ、ソウスィー、ノーティーです。

リップクレヨン
2.8g ¥3,000（税抜）
専用シャープナー ¥800（税抜）

グウェン ジャッキー

タニアジョアンナ ナタリー

ギャビー

スノー
ベリー

アイスト
モカ

ビーチ
プラム

キャンディ
ローズ

ピンク
キャンディ

ピンク
スムージー

レッド
カラント

ピンク
レディ

ホット
サイダー

クリーミーな感触のリップグロス。発色が
良くウルトラグロッシーな処方で唇の保護
を高めながら、滑らかに保ちます。

ピュアグロス リップグロス
7ml ¥3,800（税抜）
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デリシャスリップスクラブ
1.5g×2  ¥4,200（税抜）

ブラウンシュガーとミツロウでつくられたス
クラブが、古い角質をオフ。乾燥を和らげる
リッププランパー（カラーはL.A.）のダブル
エンド仕様。ほんのりと桜色の血色感ある唇
に仕上がります。

リップクリーム SPF15 / PA++
4g  ¥2,300（税抜）

ベジタブルオイルがベースで
唇をなめらかな状態に整えま
す。ミネラルが紫外線をカット
し乾燥などの外的環境から
唇を守ります。保湿スティック
として目元にも使用可能。男
女問わず人気の商品。

シアー ヌード ベリーピンク

全２種 （ ウォームシルク / ウォームシエナ ）
トラベルキット

各 ¥8,900（税抜）

大人気のベースメイクをミニサイズにまとめたキット

♦アメイジングベース 
SPF20/PA++ 1.7g

♦スムースアフェア 7ml

♦エコサート ポムミスト 15ml

♦ミニパウダーブラシ

♦ミラー付きオリジナルバッグ

ウォーム
シルク

ライト
ウォーム
シエナ

ミディアムライト

♦ピュアプレストベース 
SPF20/PA++ 2.8g
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アニバーサリステップス
（メイクアップ ／ファンデーション／チーク／アイシャドウ） 

全2種 各 8.4g  ￥7,250（税抜）

ベースメイクからチーク、アイメイクまでこれ
ひとつ！コンパクトにまとまるので、小旅行や
パーティにもおすすめです。

髪の毛の1/10の細さのマイクロファ
イバーを使用。水、またはぬるま湯
で濡らしたミットで顔の表面をなぞ
るだけで、クレンジング剤を使わず
にメイクをオフする＊優れモノ。

＊マスカラまで含めてジェーン・アイルデール 
製品のみで施したメイクアップに限る。

マジックミット
 ¥2,000（税抜）

クレンジング剤不要で

メイクオフする肌想いのミット

スナップハッピー 8.4g ¥7,500（税抜）

コメデンプン配合で、余分な皮脂
を吸着してテカリを抑えるフィニッ
シングパウダー。ピクノジェノール
やザクロエキスなど美容成分配合
で好発色のチークとアイシャドウ。
メイクのステップを一つのキット
にまとめました。メイク直しに重宝
するアイテムばかりなので、これ一
つでポーチがすっきりスマートに。

コンパクトに持ち運べる

オールインワンキット

ビスクナチュラル

・ピュアプレストベース 
   SPF20 / PA++ ビスク

・ピュアプレストチーク
    デュボネット

・ピュアプレストアイシャドウ
    シャンパン/トープ

シエナゴールド

・ピュアプレストベース   SPF20 / PA++ ウォームシエナ

・ピュアプレストチーク モカ

・ピュアプレストアイシャドウ   シアゴールド/ダークブラウン

・ピュアマットフィニッシングパウダー

・ピュアプレストチーク   ウイスパー

・ピュアプレストアイシャドウ   ブラウンシュガー キュッとまとまり、携帯に便利
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ドームブラシ ¥6,200（税抜）
ヤギ毛。特徴的なラウンドカット。
ブロンザーやハイライトの使用に最適。

ディテールブラシ ¥1,700（税抜）
ナイロン毛。目まわりなどの
細かなメイクに最適。

カブキブラシ ¥5,000（税抜）
ファンデーションやフェイスパウダーに。

ブレンディング／
コントゥワブラシ ¥5,000（税抜）
チーク、ハイライト、シェーディングなどに。

ラージシェーダーブラシ ¥3,800（税抜）
ポニーと雄牛の毛。
アイシャドウのハイライトカラーの使用に最適。

アングルブラシ ¥2,000（税抜）　
ナイロン毛。角度が特徴。
眉やアイラインに最適。

クリースブラシ ¥2,500（税抜）
ヤギ毛。立体的に幅広く色を
入れるのに最適。

チズルパウダーブラシ ¥4,400（税抜）
ポニーとヤギ毛。

アメイジングベース、ゴールドダストを顔全体に塗布する目的に使用。

ハンディブラシ ¥6,600（税抜） 
ピュアプレストベースに使用。　

ブレンディングブラシ ¥5,000（税抜） 
リキッドミネラル、ドリームティントに使用。　

日本限定リトルブレンディングブラシ ¥4,000（税抜）
ヤギの毛とタクロン。

ブレンディングブラシが持ち運びしやすいサイズに。

ファンデーションブラシ ¥6,200（税抜） 
リキッドミネラル、ドリームティントに使用。　

カモフラージュブラシ ¥3,000（税抜）
ナイロン毛。コンシーラーに使用。　　

ホワイトファンブラシ ¥2,200（税抜）
チークに使用。

リップブラシ ¥3,300（税抜）
リップカラー、リップグロスに使用。

アイライナー／ ブロー ¥2,500（税抜）
ブラシはナイロン毛。眉、アイラインに使用。

反対側のスポンジはラインをぼかす目的に使用。　

アングルアイライナーブラシ ¥2,500（税抜）
ナイロン毛。アイラインに使用。

アイ コントゥワブラシ ¥1,900（税抜）
ヤギの毛。アクセントカラーをのせる目的に使用。　

アイ シェーダーブラシ ¥1,900（税抜）
ヤギの毛。ベースカラーをアイホールにのせる目的に使用。　

スカルプティングブラシ ¥4,000（税抜）
ヤギの毛とタクロン。リキッドやクリームタイプのアイシャドウに。

スポンジ ¥600（税抜）
ファンデーションをピタッと密着。なめらかスポンジ。

※ブラシのデザインと仕様が順次変更となります。ご了承下さい。

ボタニカルブラシクレンザー　
118ml　￥2,500（税抜）

♦ボタニカルブラシクレンザーを
ティッシュに2～3プッシュ吹きかけ、
ティッシュの上でブラシをくるくると
円を描くように動かして毛先の汚れ
を取り除きます。

ブラシのお手入れ方法：

＜左から＞
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BeautyPrep
 Prep.Set.Go!

Step 1

Step 2

Step 3

新発想！メイクアップのためのスキンケア

スキンケアメイクアップの創始者であるジェーン・アイルデールがまたもや革

新を果たしました。スキンケアの新カテゴリーとして、『ビューティープレップ

（プレップ＝プレパレーション、準備）」とジェーンが名づけたシリーズの登場

です。レモングラスの香りが爽やかなクレンジングとトナー、そしてモイスチャ

ライザーからなるシンプルな3ステップが、皆様が愛するミネラルメイクアップ

の前のプレケアに。

クレンジング、洗顔、保湿の 3 in 1。スー
パーフードの王様と言われるスピルリナ由
来やキュウリ由来の保湿成分配合で、肌
に潤いを与えながら、肌に附着した汚れや
メイクをすっきりと素早くオフすることが
できます。メイク落としにはもちろん、メイ
ク前の準備にぜひご使用ください。

ビューティープレップ
フェイスクレンザー（メイク落とし）
 90ml ¥4,000（税抜）

ビューティープレップ
フェイストナー（化粧水）
88.7m l　 ¥4,600 （税抜）

ステップの最後は「フェイスモイスチャライ
ザー」でフェイストナーの潤いをしっかり
閉じ込めます。4種類のローズ、「ダマスク
ローズ」「ペールローズ」「ローズヒップ」「ホ
ワイトローズ」由来のローズ幹細胞エキス
を配合。肌を乾燥から守ると同時に肌表
面を整えます。さらっとした使い心地なの
に、高い保湿力でお肌をしっとりと保ちま
す。メイク前だけでなく、朝晩のお手入れ
としてもご使用いただけます。

ビューティープレップ
フェイスモイスチャライザー
（美容クリーム）

 34ml ¥5,800（税抜）

クレンジング後は「フェイストナー」
でひきしめ、メイクのための肌を準備
します。ココナッツウォーターやセイ
ヨウナシ水などの複合体であるハー
バゾームを採用し、角質層まですっ
と浸透して肌を潤いで満たします。
プッシュ式のポンプボトル採用。コッ
トンのご使用をオススメします。
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