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株式会社アイスタイル（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：吉松徹郎、証券コード：3660 以下、アイスタイル）は、2017 年の

ビューティトレンドを総括する「＠ｃｏｓｍｅ ビューティアワード 2017」を発表いたしました。 

 

「＠ｃｏｓｍｅ ビューティアワード 2017」とは、今年生活者に支持されたコスメをランキング形式で発表する「＠ｃｏｓｍｅベス

トコスメアワード」、＠ｃｏｓｍｅのサロン予約サイト ispot 掲載店舗の中で最も支持された美容サロンを表彰する「ベストサロンア

ワード」、美を通じて世の中の人々に共感され、今年最も輝いた女性に贈られる「ベストビューティストアワード」の 3 賞からなる、

日本最大級の美容アワードです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
１．＠ｃｏｓｍｅビューティアワード ダイジェスト 
◆ ベストコスメアワード 
・美容への消費意欲が比較的旺盛だったとみられた今年、受賞商品の傾向は「頑張らなくても賢くキレイ」をかなえる商品 

・総合大賞はオペラ「リップティント」。消費者の関心が急激に高まっているティント商品の中でも「うるおい、色持ち、使い心地」

の 3 拍子が揃ったティントリップとして高い評価 

・2017 年のトレンドキーワードは「立体メイク」「パーソナライズ」「エイジングケア革命」 

・2018 年のコスメ・美容のキーワードは「Beauty Tech 元年」 

  
◆ ベストビューティストアワード 
・ベストビューティスト：飾らないライフスタイルや、ファッションが多くの女性の憧れとなっているマギーさん 

・ブレイク賞：ハードなトレーニングの様子や引き締まった肉体美に注目が集まった AYA さん 

・クリエイター賞：NMB48 所属の現役アイドルであり、Youtuber としても活躍されている吉田朱里さん 

 
 
  ２．各賞詳細 

◆ ＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワード 
（1) ＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワードとは 

実際に商品を使用したメンバーから、この 1 年間に＠ｃｏｓｍｅに寄せられたクチコミ投稿をベースに、今、生活者が支持している

商品をランキング形式で表彰するアワードです。  

サービス開設当初より毎年発表しており、＠ｃｏｓｍｅならではの生活者視点に立った受賞ラインナップが、化粧品業界及び美容業

界からもご注目いただいています。 

 

（2)  2017 年の受賞商品の傾向 

① 「頑張らなくても賢くキレイ」を叶える商品が、上半期に引き続き人気の傾向 

「＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワード 2017 上半期新作ベストコスメ」から引きつづき、「頑張らなくても、賢くキレイになりたい」

という生活者のニーズに応えるカテゴリ・商品が注目されました。例えば、洗顔から化粧下地まで 1 度に済ませられる手軽さが支持

を受け、ベストシートマスク部門 1 位となったサボリーノ「目ざまシート」や、ベスト美容液・ブースター2 位の ONE BY KOSE「薬

用保湿美容液」のように既存のお手入れを変えることなく、一品投入するだけでこれまでの美容が底上げされるようなアイテム。ま

た、コスメ以外でも、機能性ファッションカテゴリ 1 位となったユニクロの「ワイヤレスブラ」などの商品にも、その傾向が伺えま
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す。またそれは、クチコミに現れる「面倒だ」「時短」といったワード／フレーズの出現率が伸びていることにも表れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 美容への消費意欲は比較的旺盛 

2017 年の受賞商品※1を分析すると、過半数にあたる 54%がプチプラ※2 商品となりました。また同時に、新製品の比率※3 が上がり、

ロングセラー比率※3 が下がりました。美容への消費意欲が下降傾向にある時は「試しに買ってみる」という行動が起きにくいことか

ら、安心感のあるロングセラー商品や定番のブランドに人気が集まる傾向が見受けられます。実際に、リーマンショックがあった 2008

年はプチプラ商品や新製品の割合が下がっています。 

このことから、2017 年は比較的美容への消費意欲が旺盛な年だったといえるでしょう。 

※1 ここでの「受賞商品」とは各部門賞 1 位およびその年の殿堂入りした商品を対象とする 

※2 プチプライスの略で低価格帯であることを表す。ここでの「プチプラ」の定義は、単価 2000 円以下（ヘアケア、ボディケアは 1000 円以下）の商品でセルフで購入可能なも

のとした 

※3「新製品」の定義は発売（＠ｃｏｓｍｅ商品データベースに発売日情報がない場合は、データベース登録日）から受賞まで 1 年未満の商品。「ロングセラー」の定義は受賞ま

で 5 年以上の商品とした 

 

 

 

（３） オペラ「リップティント」総合大賞受賞の背景 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

①「うるおい、色持ち、使い心地」3 拍子揃ったティントとして高評価 

オペラ「リップティント」は、「うるおい、色持ち、使い心地」の 3 拍子が揃ったティントリップとして高く評価され、 

「＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワード 2017 上半期新作ベストコスメ」における大賞受賞に続いて、「＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワ

ード 2017」総合大賞受賞となりました。 

 

②「今の女性の気分」に寄りそう 4 つの特長 

◇頑張り過ぎずにキレイがかなう・・・何度も化粧直しを頑張らなくても”ほどよいキレイ”が続く 

◇手に取り易いサイズ感と価格・・・使いきれないことがストレスになる若年層も手に取り易く、複数色購入もしやすいサイズ感や価格 

◇安心して選べる「花嫁リップ」の存在・・・色選びに迷っても「これを選べば失敗しない」花嫁リップの存在も購入の後押しに 

◇季節ごとの限定色・・・「今、買いたい」「SNSでシェアしたい」という気持ちを高める、季節ごとの限定品や限定色も人気の一因に 
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時短 

面倒だ 
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③登録数が激増した「ティント」商品、リップメイク人気も継続  

2017 年、「ティント」を商品名または商品説明文にうたった商品の＠ｃｏｓｍｅにおける登録数は例年の約５倍になり、「ティント」

に対する関心が非常に高まっていることが感じられます。また、各年度の受賞商品 (各部門賞 1 位＋殿堂入り)に投稿されたクチコミ

の中で使われているワードにどのよう変化があったかを分析すると、「口紅」というワードの出現率が 2015 年から 3 年連続で上昇傾

向にあり、リップメイクへの関心が引き続き高いこともうかがえます。 

    

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 2017 年のトレンドキーワード 

① 立体メイク 

「ナイトプール」の成功などに象徴される通り、昨年に引き続きヒト・モノ・コトすべてにおいて「SNS 映え」が活況を呈した 1 年

であったといえます。中でもコスメに関しては、商品自体の SNS 映えから、「写真に映った際の自分の印象」を重視する傾向へ「SNS

映え」自体のニーズがシフトしてきているようです。そういったニーズの変化から、海外の SNS を起点に浸透してきた「立体メイク」

への関心が高まりました。また、以前はメイクアップアーティストやメイク好きの方が使用していたニッチなアイテムだったシェー

ディングやハイライトなどにおいて、一般の方が日常使いに取り入れられる商品の販売が日本でも増えたことで、更に注目が集まり

ました。 

受賞商品のクチコミを分析すると、「鏡の中ではそこまで変わりなく見えます。しかし！自撮りしてみると鼻筋や彫の深さが圧倒的に

違います」や、「普段はそんなに顔の大きさを気にしませんが、写真に写ると話は別です。シェーディングを入れるのと、入れないの

では顔の大きさがひと回りもふた回りも違ってみえます」などの声が聞かれます。 

 

②パーソナライズ  

直近 1 年間の＠ｃｏｓｍｅのクチコミを分析すると、「パーソナルカラー」「肌診断」といったワードの出現件数が顕著に増加し、効

果や機能、使い心地などが「自分に合ったものを選びたい」というニーズが高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういったニーズに合わせ、自分好みの色や成分で生活者が化粧品を選んでいくという主体的な体験とはことなった、客観的な条件

や分析結果に基づいた結果によって色や機能を選択する商品が注目されました。 
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肌診断 

パーソナルカラー

カラー 

*グラフは 2013 年度の出現件数を 100 としたときの推移 

*@ｃｏｓｍｅ商品データベースにおいて発売日(発売日登録がない場合は商品登録日)を基に、各年度の発売(または登録)商品数をカウントした 

*@ｃｏｓｍｅ商品データベースにおいて商品名または商品説明文内に『ティント』の記述がある商品を「ティント」商品と定義した 

*各年度の期間は、各年のベストコスメアワード集計期間に順ずる 

*数値は 2017 年 10 月 31 日時点  

*グラフは 2013 年度の出現件数を 100 としたときの推移  
*各年度の期間は、各年のベストコスメアワード集計期間に順ずる  

約 5 倍！ 
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     ③エイジングケア革命 

2017 年は「シワを予防する」という従来の予防美容ではなく、出来てしまったシワそのものを改善するという商品が登場しました。

トレンド賞を受賞したエリクシール「エリクシール シュペリエル エンリッチド リンクルクリーム Ｓ」、ポーラ「リンクルショット 

メディカルセラム」のどちらの商品も大変なニュースになり、化粧品の機能が躍進した 1 年となりました。また、これらの商品の登

場により、「シワ」そのものに対する関心が高まり、＠ｃｏｓｍｅのクチコミにおけるワード出現率も上昇しました。 

 

（５） 2018 年のコスメ・美容のキーワード「Beauty Tech 元年」 

「パーソナライズ」ニーズの高まりによって、より、自分にピッタリの商品を選んでくれる、教えてくれる助けとなる「テクノロジ

ー」がビューティの世界でも台頭しつつあります。2018 年はその流れが一層加速することが予想されます。 

 

（6）受賞商品一覧 

【集計方法】＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワードは、生活者のクチコミに加え、どのくらい注目された商品かなどを加味して、順位

を決定しています。 

【集計対象期間】2016 年 11 月 1 日～2017 年 10 月 31 日（下半期新人賞のみ 2017 年 5 月 1 日～2017 年 10 月 31 日） 

【総クチコミ件数】684,740 件 

【対象商品】 47,236 件 

 

【総合】 

＠ｃｏｓｍｅメンバーから今年最も支持されたアイテム ※1 位のみ紹介、2 位以下は編集特集ページにてご確認いただけます 

順位 メーカー名 ブランド名 商品名 

1 イミュ オペラ リップティント 

 

【殿堂入り】 

＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワードにおいて複数回 1 位にランクインし、皆さんからの支持を不動のものとしたアイテム 

メーカー名 ブランド名 商品名 

P＆G プレステージ SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス 

牛乳石鹸共進社 バウンシア バウンシアボディソープ 

ナーズ ジャパン NARS ラディアントクリーミーコンシーラー 

レブロン レブロン カラーステイ メイクアップ 

カネボウ化粧品 ケイト ラッシュマキシマイザー 

サンギ アパガード アパガードプレミオ 

資生堂 マキアージュ ドラマティックパウダリー UV 

シービック デオナチュレ 足指さらさらクリーム 

P＆G プレステージ SK-II アトモスフィア CC クリーム 

ランコム ランコム ジェニフィック アドバンスト 

シャネル シャネル ジュ コントゥラスト 

 

【下半期新人賞】 

2017 年 5 月 1 日～2017 年 10 月 31 日に発売された新商品の中で人気を集めたアイテム 

部門名 メーカー名 ブランド名 商品名 

下半期'メイクアップ新人賞 パルファン・クリスチャン・ディオール ディオール ディオール アディクト リップ ティント 

下半期ベースメイク新人賞 パルファン・クリスチャン・ディオール ディオール 
ディオールスキン フォーエヴァー  

コンパクト エクストレム コントロール 

下半期スキンケア新人賞 フローフシ フローフシ LIP38℃ リップトリートメント 

下半期ヘアケア新人賞 ユニリーバ・ジャパン ラックス 
プレミアム ボタニフィーク ダメージリペア  

シャンプー／トリートメント 

下半期ボディケア新人賞 ニベア花王 ニベア ニベア マシュマロケア ボディムース シルキーフラワー 

下半期フレグランス新人賞 シャネル シャネル 
ガブリエル シャネル オードゥ パルファム 

 (ヴァポリザター) 

下半期デイリーグッズ新人賞 花王 フレア フレグランス 
フレア フレグランス IROKA 衣類の 

リフレッシュミスト エアリー 

下半期'キット・セット新人賞 資生堂インターナショナル クレ・ド・ポー ボーテ コフレドクルール 

   ※尚、下半期デイリーグッズ新人賞のフレア フレグランス IROKA 衣類のリフレッシュミスト エアリーは、現在販売終了しております。 
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【アイテム賞】 

各カテゴリで今年支持されたアイテム ※1 位のみ紹介、2 位以下は編集特集ページにてご確認いただけます(全 58 部門） 

部門名 メーカー名 ブランド名 商品名 

ベストクレンジング アテニア アテニア スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ 

ベスト洗顔料 第一三共ヘルスケア トランシーノ 薬用クリアウォッシュ 

ベスト化粧水 イミュ ナチュリエ スキンコンディショナー(ハトムギ化粧水) 

ベスト美容液・ブースター アルビオン アルビオン アルビオン エクラフチュール 

ベスト乳液 アルビオン アルビオン エクサージュホワイト ピュアホワイト ミルク II 

ベストクリーム・オールインワン イミュ ナチュリエ 
スキンコンディショニングジェル 

（ハトムギ保湿ジェル） 

ベスト日焼け止め 資生堂 アネッサ パーフェクト UV アクアブースター 

ベストオイル・バーム クナイプジャパン クナイプ クナイプビオ オイル 

ベストリップケア フローフシ フローフシ LIP38℃ リップトリートメント 

ベストアイケア ポーラ 
リンクルショット 

メディカル セラム 
リンクルショット メディカル セラム 

ベストシートマスク 
スタイリングライフ・ホールディングス 

BCL カンパニー 
サボリーノ 目ざまシート 

ベストまつげ美容液 フローフシ フローフシ THE まつげ美容液 

ベスト角質ケア フードコスメ SKINFOOD(スキンフード) ブラックシュガー マスク ウォッシュオフ 

ベストマッサージ料 花王 エスト アクティベートサーキュレーター 

ベストスキンケアパウダー 資生堂 マキアージュ 
スノービューティー ホワイトニング  

フェースパウダー 2017 

ベスト化粧下地 セザンヌ化粧品 セザンヌ 皮脂テカリ防止下地 

ベストパウダーファンデ シャネル シャネル ル ブラン コンパクト ラディアンス 

ベストリキッドファンデ カネボウ化粧品 ケイト シークレットスキンメイカーゼロ（リキッド） 

ベストクリームファンデ RMK Division RMK ジェルクリーミィファンデーション 

ベストコンシーラー ナーズ ジャパン NARS ソフトマットコンプリートコンシーラー 

ベストパウダー 井田ラボラトリーズ キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー 

ベスト BB クリーム ランコム ランコム UV エクスペール BB 

ベスト CC クリーム コーセー 雪肌精 ホワイト CC クリーム 

ベストクッションファンデ ランコム ランコム ブラン エクスペール クッションコンパクト H 

ベストアイシャドウ ADDICTION アディクション ザ アイシャドウ 

ベストアイライナー フローフシ フローフシ モテライナー リキッド 

ベストマスカラ イミュ オペラ マイラッシュ アドバンスト 

ベストマスカラ下地・トップコート エテュセ エテュセ ラッシュバージョンアップ 

ベストアイブロウ かならぼ Fujiko（フジコ） Fujiko Mayu Tint 

ベスト口紅 イミュ オペラ リップティント 

ベストリップグロス イミュ オペラ シアーリップカラー N 

ベストチーク・フェイスカラー クリニーク ラボラトリーズ クリニーク チーク ポップ 

ベストネイル コーセーコスメニエンス ネイルホリック ネイルホリック 

ベストボディケア ニベア花王 ニベア プレミアムボディミルク 

ベストボディ洗浄料 牛乳石鹸共進社 カウブランド カウブランド 赤箱 (しっとり) 

ベストデオドラント・制汗剤 シービック デオナチュレ ソフトストーン W “カラーコントロール” 

ベストボディスクラブ SABON Japan(サボンジャパン) SABON(サボン) ボディスクラブ パチュリ・ラベンダー・バニラ 

ベスト入浴剤 花王 バブ エピュール ローズマリー＆ユーカリの香り 

ベストハンドクリーム・ケア 近江兄弟社 メンターム メディカルクリーム G（薬用クリーム G） 

ベストビューティサプリメント 資生堂 飲む肌ケア 飲む肌ケア 

ベストオーラルケア サンギ アパガード アパガードスモーキン 

ベストシャンプー・コンディショナ

ー 
ロレアル パリ ロレアル パリ 

エクストラオーディナリー オイル ラ クレム  

ラヴォン クレンジング クリーム しっとり 

ベストヘアカラー 花王 リーゼ プリティア 泡カラー 

ベストヘアケア ミルボン ディーセス エルジューダ エマルジョン+ 

ベストヘアスタイリング KOKOBUY(ココバイ) ザ・プロダクト ヘアワックス 
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ベスト美容グッズ ユニ・チャーム シルコット うるうるコットンスポンジ仕立て 

ベストフレグランス パルファン・クリスチャン・ディオール ディオール ミス ディオール ヘア ミスト 

ベストキット・セット オルビス オルビス アクアフォーストライアルセット M(しっとり) 

ベスト美容家電 パナソニック Panasonic ヘアードライヤー ナノケア 

ベストビューティドリンク ヤクルト ヤクルト ヤクルト 400 

ベストビューティフード 森永乳業 パルテノ 濃密ギリシャヨーグルト パルテノ 

ベスト柔軟剤 P&G レノア レノア オードリュクス イノセント 

ベスト洗濯洗剤 東邦 東邦 ウタマロ石けん 

ベストエアフレッシュナー パネス ランドリン ファブリックミスト クラシックフローラル 

ベストトイレタリー 資生堂薬品 イハダ アレルスクリーン 

ベスト生理用品 花王 ロリエ スリムガード 

ベストフィットネス MTG MTG FACIAL FITNESS PAO 

ベスト機能性ファッション ユニクロ ユニクロ ワイヤレスブラ 

 

【＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ベストヒット賞】 

2016 年 11 月 1 日～2017 年 10 月 31 日における当社の化粧品 EC「＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉｎｇ」での販売実績をもとに順位を決定 

部門名 順位 メーカー名 ブランド名 商品名 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ベストヒット賞 1 イプサ イプサ ザ・タイム R アクア 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ベストヒット賞 2 ADDICTION アディクション ザ アイシャドウ 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ベストヒット賞 3 ナーズ ジャパン NARS ラディアントクリーミーコンシーラー 

 

【＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ ベストヒット賞】 

2016 年 11 月 1 日～2017 年 10 月 31 日における当社の化粧品専門店「@ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ」での販売実績をもとに順位を決定 

部門名 順位 メーカー名 ブランド名 商品名 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ ベストヒット賞 1 アルビオン アルビオン アルビオン 薬用スキンコンディショナー エッセンシャル 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ ベストヒット賞 2 イミュ オペラ リップティント 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ ベストヒット賞 3 ヴェルジェ シェルクルール ベーシッククリーム 

 
【ベストトレンド】＠ｃｏｓｍｅ編集部が選定する、今年トレンドとなったキーワードにまつわる人気商品 

2017 年のトレンドキーワード：立体メイク、パーソナライズ、エイジングケア 

賞名 メーカー名 ブランド名 商品名 

ベストトレンド 立体メイク賞 パルファン・クリスチャン・ディオール ディオール フィックス イット カラー 

ベストトレンド 立体メイク賞 井田ラボラトリーズ キャンメイク シェーディングパウダー 

ベストトレンド パーソナライズ賞 フローフシ フローフシ LIP38℃ リップトリートメント 

ベストトレンド パーソナライズ賞 資生堂 マキアージュ ドラマティックスタイリングアイズ 

ベストトレンド エイジングケア革命賞 ポーラ 
リンクルショット  

メディカル セラム 
リンクルショット メディカル セラム 

ベストトレンド エイジングケア革命賞 資生堂 エリクシール 
エリクシール シュペリエル エンリッチド  

リンクルクリーム Ｓ 

 
 

◆ ＠ｃｏｓｍｅベストサロンアワード 
（1） ＠ｃｏｓｍｅベストサロンアワード とは 

＠ｃｏｓｍｅのサロン予約サイト ispot 全掲載店舗の中から、ユーザーのクチコミ投稿をもとに注目度をはかる様々なサイトデータを

加味し、最も厚く支持されるサロンを表彰するアワードです。 

 

（２）受賞サロン一覧 

【殿堂入り】該当なし 

 

【エリア大賞】 

エリア カテゴリ 店舗名 都道府県 

関東 脱毛・シェービング mars（マーズ）浦和店 埼玉県 

東海 リラク・マッサージ RAKURU～らくる～ 岐阜県 

関西 脱毛・シェービング ブラジリアンワックス アモール【AMOR】 大阪府 

九州 整体・矯正・鍼灸 TRUE BODY～トゥルーボディ～ 福岡県 
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◆ ベストビューティストアワード 
（1）ベストビューティストアワードとは 

「ベストビューティストアワード」は、様々な分野で活躍する女性たちの中で“美を通じて世の中の人々に共感され、今年最も輝いた

女性”に贈られます。＠ｃｏｓｍｅは、ひとりでも多くの女性が美を通して自分の可能性に気づき、一層輝いていくことを支援します。 

 

（２）2017 年の受賞者 

◇ベストビューティスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ブレイク賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇クリエイター賞 

 

 
 

◇クリエイター賞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

マギーさん 

【受賞理由】ご自身の Instagram に 100 万近いフォロワーがつき、若年層をはじめ幅広い女性から

の支持を集めているモデルのマギーさん。飾らないライフスタイルや、ファッションは多くの女性

の憧れとなっています。今年の冬には女優デビューも果たされ、今後さらなる活躍が期待されるマ

ギーさんが 2017 年の「ベストビューティスト」を受賞されました。 

 

【コメント】 

内面の美しさが外側に出ると言いますが、外見を磨くことで内側にも反映されると思います。自分

磨きを怠らない努力が自信になり余裕が生まれ、人に優しくなれると思います。 

品があり、パッションに溢れ、人に愛を与えられる心の余裕のある女性を目指してこれからも精進

して参ります。 

AYA さん 

【受賞理由】 

“ブレイク賞”の名の通り、今やテレビに引っ張りだこのクロスフィットトレーナーAYA（あや）

さん。男女問わず多くのモデル・女優に支持されており、今年 11 月にはトレーニングメソッド

が詰まったトレーニング本も上梓されました。ハードなトレーニングの様子や引き締まった肉

体美に注目が集まり、2017 年の「ブレイク賞」を受賞されました。 

 

【コメント】 

あっという間な１年でした。フィットネスの素晴らしさを自分なりに精一杯伝える活動が出来

たかなと思います。来年も走り続けていきたいと思います！ 

トレーニングで負担のかかった身体をケアするために、10 日に 1 回は整体へ行ったり、シャワ

ー後の保湿は欠かさないようしたり気をつけています。 

吉田朱里（よしだ あかり）さん 

【受賞理由】 

“「クリエイター賞」”の名の通り、NMB48 という現役アイドルでありながら Youtuber とし

ても活躍されている吉田 朱里さん。 

メイクテクニックなどを紹介するご自身の YouTube チャンネルには 40 万以上のファンが

つき、日々動画を通してメイクの楽しさを広められています。そんな吉田朱里さんに「ク

リエイター賞」をお贈りいたします。 

 

【コメント】 

今年はいろんなコスメを試した一年でした。YouTube で今までなら使わなかったようなカ

ラーのアイシャドウやリップなどを試して、より良いものにたくさん出会えました！自分

のメイクの幅もかなり広がった気がします。 

日ごろはとにかくお肌を綺麗に保つことを心がけていています。 
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（ご参考） 
◆  2017 年の台湾のビューティトレンドを総括する 

「2017 UrCosme(@cosme TAIWAN) THE BEST COSMETICS AWARDS」同時発表 
＠ｃｏｓｍｅのグループサイトである、台湾の化粧品クチコミサイト「UrCosme(@cosmeTAIWAN)」でも、2017 年に台湾のユー

ザーが最も支持したコスメをランキング形式で表彰するアワード「UrCosme(@cosme TAIWAN) THE BEST COSMETICS AWARDS」

を同時発表し、総合 1 位に REVLON「Super Lustrous Lipstick」が輝きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の受賞商品一覧や、アワードの詳細にいついてはこちら▼ 

日本語：https://www.urcosme.com/beauty-awards/2017/annual_index_jp 

繁体字：https://www.urcosme.com/beauty-awards/2017/annual_index 

 
◆ 「＠ｃｏｓｍｅビューティアワード 2017 」編集特集ページ 
「＠ｃｏｓｍｅビューティアワード 2017 」編集特集ページでは、各賞の詳細や、＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワード総合大賞・殿

堂入り・新人賞の商品紹介動画をはじめとした編集コンテンツをご覧いただけます。また、＠ｃｏｓｍｅグローバルサイト版では

英語・繁体字・簡体字・韓国語に対応しています（＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワードのみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇PC サイト 

http://www.cosme.net/beautyaward/2017 

◇スマートフォンサイト 

http://s.cosme.net/beautyaward/2017 

◇グローバルサイト 

英語： http://us.cosme.net/bestcosmeRankings 

繁体字：http://tw.cosme.net/bestcosmeRankings 

簡体字：http://cn.cosme.net/bestcosmeRankings 

韓国語：http://kr.cosme.net/bestcosmeRankings 

 

◆ ＠ｃｏｓｍｅとは 
月間訪問者 1,500 万人（全デバイス含む）、月間ページビュー数は 3.1 億ＰＶ、国内外 3 万 1,000 ブランド・商品数 29 万点のコス

メのデータベースと、クチコミ検索機能や新製品情報などのコンテンツを備えた日本最大の化粧品・美容の総合サイトです。1999

年のオープン以来、会員数・クチコミ件数・ページビュー数ともに伸び続け、累計クチコミ数は 1,400 万件に達しています。 

◆お問合せ◆  株式会社アイスタイル 広報室  TEL：03-5575-1286 FAX：03-5575-1261  Email: istyle-press@istyle.co.jp 

【株式会社アイスタイル 会社概要】   http://www.istyle.co.jp   東証一部・コード番号 3660 

▌ 所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階 

▌ 設 立：1999 年 7 月 27 日 

▌ 資本金：34 億 8,200 万円 

▌ 代表者：代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 吉松 徹郎 

▌ 事業内容：美容系総合ポータルサイト＠ｃｏｓｍｅの企画・運営、関連広告サービスの提供 
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