
14ml:  \525 (\500)

- ステージ・ブラッド -
Stage Blood

無害で安全。粘りがあり生き

ているような液体。通常の傷

や怪我の場面で特に使用され

る血糊。より、リアルに仕上

げるための特殊効果には必需

品の一品。色は、Bright( 動

脈 )/Dark( 静脈 )の 2色。

Bright Dark

14ml:  \525 (\500)

- スカート・ブラッド -
Squirt Blood

粘着性がなくほとばしる血や

流れ落ちる血を演出するた

めの血糊。色は、Bright( 動

脈 )/Dark( 静脈 )の 2色。

※この商品には、ジアゾリジニ
ルウレアが入っています。ホル
ムアルデヒトにアレルギーのあ
る方や敏感肌の方は使用できま
せん。必ずパッチテストをして
肌に合わない場合は、使用でき
ません。

Bright Dark

7ml:  \630 (\600)

- ブラッド・ゲル -
Blood Gel

無害で安全。長いパフォーマ

ンスのために適所にとどまる

濃い血糊。流れ落ちたりしな

いので瘡蓋や時間の経過した

血の演出にも効果的。色は 1

色。

使用上の注意：Ｆ / Ｘ（特殊）メイクの材料は特殊な効果を出すために肌にストレスを与える材料が含まれます。以下を必ずお読み下さい。水性

の液体タイプには強い防腐剤ジアゾリジニルウレアが入っています。米国 FDA では使用が許可されているが日本では化粧品配合成分として認めら

れていない。なお、アート用品は化粧品ではなく雑品としての販売であるため認められている。（※固形、粉末タイプは入っていないので問題あ

りません。）特にアレルギーのある方は、向き不向きがありますので注意してください。使用前に必ずパッチテストをして、安全を確認の上使用

してください。以上の点について同意した方に販売します。価格は定価です。

擦り傷や顎鬚、皮膚感を出し

たり、アイディア次第で幅が

広がるのが特徴。カラーをス

ポンジに付け擦るだけで皮膚

に擦り傷を作り出せる。

3 ヶ入 :  \504 (\480)

- スティップル・スポンジ -
Stipple Sponge

使用製品：“Stipple 

Sponge” & “Tooth F/X” 

& “Color Cup” & “Bruise 

Color”

使用製品：“3D Gel” 

&“Bruise Color” & 

“Stage Blood” &“Squirt 

Blood” & “StippleSponge”

Asano Bld, 2fl. 3-3-4 O-te Minato Nagoya Japan.　　　ZIP: 455-0046　　　Phone: 052-654-2839　　　Fax: 052-654-2818
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Special Makeup Retail

TEMPTU は、米国 TEMPTU Marketing Lnc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Mehron は、米国 NYC の Mehron Inc. 社の登録商標、または商標です。日本では Mehron ブランド商品は

TEMPTU の再販売の下で販売しています。

LightFlesh

3D ジェルは三次元特殊効果

をつくるのに用いる。使用方

法は容器のまま湯銭し、温め

ると液体へと変わり、冷める

前に肌の上で形状を整え乾け

ば完成。※湯銭後は熱くなっ

ているので、火傷に注意 ! 色

は 3色。

14ml:  \882 (\840)

- 3D・ジェル -
3D Gel

BloodRed

FleshTone

Clear

9gm:  \756 (\720)

- エクストラ・フレッシュ -
Extra Flesh

立体的に傷を演出する時に使

用。眉つぶしなどの用途にも

使用可能。より軟らかく、接

着剤を使用しなくても定着で

きる。簡単に擦り傷や切り傷

の皮膚を作り出せる。

30ml: \882 (\840)

- ラテックス・リキッド -
Latex Liquid

空気に触れ乾かせば個体のゴ

ムに。模造皮膚やシワ、爛れ

を演出したりとアイデア次第

で用途は無限大。映画、舞台

や TV と世界中様々な現場で

使用中。色は 2色。

Clear

12 入 : \1,134 (\1080)

- ブラッド・カプセル -
Blood Capsule

カプセルは、食用のゼラチン

なので口に入れても無害で安

全。好みの血糊をカプセルに

入れ、口の中で噛めば効果的

な演出が可能。もっとも単純

だが効果的な演出を行える。

カプセル 12 個入。

7ml: \1,386 (\1,320)

- トゥース・F/X -
Tooth F/X

Blood Red No Image

Black

Gold
NicotineSpinach

White

歯に特殊効果を施すペイント

材。無害の安全なインクで口

に入れても問題なし。より完

璧な特殊効果を出すために

は、コスチュームだけでなく

細かな部分を処理することが

必要。歯磨きするだけで簡単

に落とせる。全 6色

28ml: \3,150 (\3,000)

- ブルーズ・カラー -
Bruise Color

ブルーズは、アザの段階の異

なる色彩をつくるために必要

なカラータイプを全て含む。

クリームタイプで使用しやす

く世界中で愛用されている。

現実的なアザや傷を演出。

Latexform Sponge
6 ヶ入 :  \504 (\480)
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Clown
RedSilver Zonbie

Flesh
Moonlight

White

YellowGreenPurple Monster
Grey

Auguste Wolfman
(Dark Brown)OrengeBlue

Color Cup Color Chart
- カラー・カップ・カラー・チャート -

Black Burgundy Clown
White GoldPurple BlackGreen Silver

Gold Clown
Red

Lipstick Color Chart
- リップ・ステック・カラー・チャート -

クラウン ( 道化師 ) ブルーズ ( 打撲 ) パイレーツ ( 海賊 ) ウィッチ ( 魔女 ) ウルフマン ( 狼男 )

バンパイア ( 吸血鬼 ) スケルトン ( 骸骨 ) キャット / アニマル カモフラージュ モンスター ( 怪物 )

Tri-Color Palette Character  Pattern
- トリカラー・パレット・キャラクター・パターン

Silver GoldGreen

Glow-in-
the-Dark

Purple BlackBlue

Nail Polish Color Chart
- ネイル・ポリッシュ・カラー・チャート -

クリームタイプなので塗りや

すく、長時間使用しても落ち

にくく発色も変わりません。

お好きな色を全 16 色から選

びメイクやキャラクターに使

用して下さい。“カラーセッ

トパウダー”を併用すればよ

り美しく長持。

14ml:  \788 (\750)

- カラー・カップ -
Color Cup

クリーム、オイルベースペイ

ントに適したパウダー。ク

リーム、オイルベースが固

まって割れないように保護し

ます。また余分な油を取り除

き綺麗に定着させ長持ちさせ

ることが可能。パウダーを乗

せても変色しないので綺麗に

ペイントの発色を維持。

7gm: \882 (\900)

- カラーセット・パウダー -
Colorset Powder

17gm: \1,260 (\1,200)

- トリカラー・パレット -
Tri-Color Palette

クリームベースのキャラク

ター別3色パレット。パッケー

ジのメイクが 3 色で仕上げる

ことが可能。“カラーセット

パウダー”を併用すればより

美しく長持。

クリームベースのリップ。通

常ありえない色をラインナッ

プ。クリームタイプなので塗

りやすく、長時間使用しても

落ちにくく発色も変わりませ

ん。キャラクターになりきる

には細かな部位も !!“カラー

セットパウダー”やを併用す

ればより美しく長持。

6gm:  \630 (\600)

- リップ・スティック -
Lipstick

通常ありえない色をライン

ナップ。どんな奇抜なコス

チュームでも合わせることが

できる全7色のネイル・ポリッ

シュ。キャラクターになりき

るには細かな部位も !! 除去

はネイル用の除光液で OK

14ml:  \630 (\600)

- ネイル・ポリッシュ -
Nail Polish

- Special Makeup Retail Products -

\3,990 (\3,800)

- キャラクター・キット -
Character Kit

キャラクターになりきることが

できるメイクセット。これだけ

でキャラに簡単大変身 !! キャラ

クターキット、3,990 円シリーズ

は全 5種類。手順写真付き。
ボールド・キャップ・キット

坊主になれます。

ゾンビ・キット

スリラ～♪

オオカミ男・キット

スリラ～♪

\3,675 (\3,500)

- キャラクター・キット -
Character Kit

キャラクターになりきることが

できるメイクセット。これだけ

でキャラに簡単大変身 !! キャラ

クターキット、3,675 円シリーズ

は全 3種類。手順写真付き。

ゴス / ロリ・パンク・キット

ゴスロリに !!

\2,100 (\2,000)

- キャラクター・キット -
Character Kit

キャラクターになりきることが

できるメイクセット。これだけ

でキャラに簡単大変身 !! キャラ

クターキット、2,100 円シリーズ

は全 5種類。手順写真付き。

アニマル・キット

キャッツ～♪

骸骨・キット

ハロウィンならこれ !! 

クラウン・キット

ピエロ !!

悪者・キット

悪いやつより悪くなる

吸血鬼・キット

キャラクターと言えば吸血鬼

海賊・キット

簡単に海賊に

ブルーパーソン・キット

青～マン

モンスター・キット

フランケンに

魔女・キット

毒入りリンゴを持てば完璧

使用製品：“Bruise Color” 

& “Stipple Sponge”


