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のトレンドの芽 とは？
国内外3万以上のブランド、34万点以上ものコスメの商品データベースと、クチコミ検
索機能や新商品情報などを備えた日本最大のコスメ・美容の総合サイト「@cosme」。
日本の20代～30代の女性の過半数が毎月なんらかの形で利用するサービスです。
1999年のサービススタート以来、会員数・クチコミ件数・ページビュー数ともに伸び
続け、2021年8月に累計クチコミ数は1,700万件を突破しました！
「@cosmeのトレンドの芽」では、@cosmeに投稿されたクチコミの中に初登場した
ワードや、出現率が大きく伸長したワードをピックアップして毎月お届けします。ま
だまだ大きな数値ではないものの、今後大きなトレンドになるかもしれない兆しを実
際のクチコミを交えて紹介していきます。
また、旬なカテゴリのクチコミランキング、または@cosme TOKYO及び@cosme
STOREの売り上げランキング、@cosme SHOPPINGの売り上げランキングも紹介し
ます。
膨大なデータ群の中から、トレンドになりそうなワードを
誰がピックアップしているの？
アイスタイルには、@cosmeの膨大なデータ群を分析し、マー
ケティングに活用する「リサーチチーム」があります。1700万
件を超える膨大なクチコミはもちろん、アクセスデータや意識
調査やインタビューを通して、最新の生活者動向に触れ続けて
いる2人が、毎月のトレンドの芽を分析・ピックアップしていま
す。
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@cosme投稿クチコミからみる、
最新トレンド
この1か月で、＠cosmeには購入品クチコミ※として約8万件のクチコミが投稿されました。
これらのクチコミに使われている言葉は約8万語。この8万ワードすべての2015年以降の月次
出現率を調べ、2022年2月初登場したワードや、出現率が大きく伸長したワードをピックアッ
プしました。 ※購入品クチコミとは：サンプル使用などではなく、自身で商品を購入して使用した際のクチコミ

外出機会増加の影響か？春コスメを楽しむ動きや
「周りからどう見られるか？」他者からの視点を気にする動き
メイク
アップ

春コスメ
(前年同月と比べて4.4倍)

ライフ

女子会

男性ウケ

スタイル

(過去3か月平均と比べて2.8倍)

(過去3か月平均と比べて1.7倍)

これまで以上に外出機会が増えてきたからか、クチコミの全体傾向としてもメイクの話題が豊富だった2月。元々コ
ロナ禍において、外出自粛で変化を感じにくい毎日に化粧品で季節感を取り入れたいという気持ちからか季節的な
ワードは増加傾向にありましたが、「春コスメ」の出現は前年同月と比べて4倍以上に。昨年とは違って、春コスメ
でメイクを楽しむといった比較的前向きな動きのように感じます。また、プライベートにも日常が戻ってきたためか、
「女子会」や「男性ウケ」等、「周りからどう見られるか？」という他者視点でのクチコミも増加が見られました。
エトヴォス ミネラルクラッシィシャドー
春コスメが欲しいなと思い、気になっていた限定色のブロッサムシャワーを購入。
とにかくお気に入りで購入してからスタメン入りしています
クラランス コンフォート リップオイル インテンス
今回のCLARINS春コスメの中で一番ヒットしてます！
マスク生活で既存のカラーが気になっていたけどなかなか手を出す機会がなかっ
たので今回春色で出てくれて本当に嬉しかったです！
コスメデコルテ AQ ミリオリティ リペア クレンジングクリーム n
さすが諭吉クレンジング。結婚式前だったり女子会の前、デートの前など
とっておきのイベントの前に使ってます。
ディオール メゾン クリスチャン ディオール ルージュ トラファルガー
甘さとフローラルと果実の弾ける感じがして凄く好き。
普段使いにもお出掛けする時にも使いやすいし、女性ウケも男性ウケもいい。

＼今季のトレンド・チーク／
注目はニュアンスチェンジ
してくれるアイテム

ニュアンサー
(過去3年平均と比べて12.1倍)

メイク
アップ

外出機会が増加=メイクする機会も増えたということで、メイクアップ関連の深堀ワードは「ニュアンサー」をピッ
クアップ。このところチークに限らずカラーメイク全体的に、複数の色味が混ざったような曖昧な中間色「ニュアン
スカラー」が増えている印象ですが、今、頬のニュアンスをチェンジするチークとして、昨年12月27日に発売され
たアディクション「アディクション ザ ブラッシュ ニュアンサー」が「透明感がでる」と人気を集めており、クチコ
ミも増加しています。チークだけでなく、チークのトップコートやハイライトとして使用したり、アイシャドウと重
ねたりとマルチに使えることも支持のポイントのようです。“ニュアンスチェンジ”は、引き続きマスクで苦戦を強い
られるチークの販促コミュニケーションの一つとしても注目されていきそうです。

チーク以外にも需要あり！
今後「雰囲気を変える」ア
イテムがチーク以外でも出
てくるかも？！

アディクション アディクション ザ ブラッシュ ニュアンサー
ニュアンサーと言うモノは面白いですね。色変が楽しめて似合
わなくて眠っていたチークを再度使う気にさせてくれました。
アディクション アディクション ザ ブラッシュ ニュアンサー
ニュアンサーという名前をつけたADDICTIONは天才では、、
と思うくらい、メイクの雰囲気が変わります…！

ケイト 3Dアイブロウカラー / PU-1
ブラウン系のアイブロウで眉を描いた上から薄っすら乗せると
ニュアンスが変わり、いつものメイクから小慣れた感じになる
のでアイシャドウの色との相性を選びつつ使用しています。限
定ではなくパープル以外にもカーキやピンク系をニュアンサー
として定番化してくれたら、マスクメイクが楽しめるのにな…
と思いました。

「アディクション ザ ブラッシュ ニュアンサー」のクチコミでは、
手持ちのチークに重ねてニュアンスチェンジしたり、使用していな
かったチークに重ね、印象が変わったことによって再び使えるよう
になったという声も。「手持ち（コロナ前から使っていたコスメ）
をムダにしない」ことも支持のひとつなのかもしれません。また、
コロナ禍でメイクから遠ざかっていた人にとってのリハビリメイク
的な役割もありそうです。

※ピックアップキーワードはまだN数が少ない「兆し」を捉えたものとなります。全体的なトレンドではありませんのでご注意ください。

@cosme投稿クチコミからみる、
最新トレンド
リップライナー、使い方次第でマスクギャップ解消に⁉
リップライン
(過去3か月平均と比べて1.3倍)

メイク
アップ

唇の輪郭をしっかりとるリップメイクは今のトレンドにはあまり見られませんが、「リップライン」というワードが
微増しています。外出が増えたことで、人前でマスクをはずす機会も増えたことから「想像していた顔と違った」と
いうようなマスクギャップが起きないように（面長に見えたり、顔がのっぺりして見えないように）、鼻下と唇の間
の「人中（じんちゅう）」を短く見せる効果を狙って、リップライナーで上唇を大きく描いたり、口角を上げたりと
いったメイク方法に注目が集まっていることで増加しているのかもしれません。
ベアミネラル ジェン ヌード リップライナー /
ボーダーライン（ライトピンクヌード）
絶妙なヌードベージュで、まるで唇が延長されたかのように、
自然にオーバーリップラインが引けます。
どんなリップの色にも合わせやすく、一本持っておくと便利です。
ヴィセ ヴィセ アヴァン リップ＆アイカラー ペンシル
リップラインには、形を出したい上唇のラインのところだけひいています。

「人中短縮」で面長見え回避！失敗しないリップライナー選び

(右）カバーファクトリー 人中短縮スティック / 01 ライト、
インテグレート リップフォルミングライナー / PK750、
Amplitude(アンプリチュード) コンスピキュアス リップライ
ナー / 14 ライトベージュ

自然に上唇をふっくら見せたい＆手持ちのリップに合わせても浮きたくな
い人は、自分の唇の色に近い肌馴染みの良いピンクベージュ系のリップラ
イナーをチョイスするのが◎赤リップなど発色の良いリップを使う場合は、
縁どったラインの上にも赤リップをのせればOK！
【使い方テクニック】
■上唇の輪郭を1mm程オーバーに縁どる際、唇の山が鼻の穴の延長線上に
なるとより自然に
■リップライナーがより馴染むように、ラインを取ったあとに唇の内側ま
で軽くなじませる
■唇の山の部分に軽くハイライトを仕込むとより立体的に

この季節、外出時に気になる花粉！コスメで肌荒れを防げ！
花粉
(前年同月と比べて1.1倍)

スキン
ケア

この季節、外出が多くなればなるほど気になるのは花粉！@cosmeのクチコミを見てみると、「花粉症」というワー
ドの出現率は例年並みなのに比べて、「花粉」というワードは昨年と比較して1.1倍と微増しています。鼻水やくしゃ
みを伴うアレルギー症状がなくても、乾燥や紫外線と同じように、花粉が誰の肌でも起こりえる肌荒れの要因になる
という知識が広まっているからかもしれません。
B.A B.A クリーム
また今の時期は毎年のように花粉でお肌が荒れてカサカサする
のですが，今年はそれがないのもこちらでしっかり保湿できて
るからかなと思っています。
イハダ イハダ 薬用フェイスプロテクトパウダー
これからの季節、pm2.5や花粉から肌を守ってもらおうと思
います。
d プログラム アレルバリア ミスト Ｎ
花粉や乾燥で肌が、、と思う日に使う商品。メイク崩れもしに
くくなるし、花粉の多い日にも肌が痒くなりにくいです。
何本もリピートしていますが、
この商品がないとメイクを終えられません。

ミントの香りで気分
スッキリ！スティック
タイプで携帯に便利！
マスクやハンカチに染み
込ませてもOK！
リフレッシュ効果も。
「NOSEMINT」

花粉対策コスメとして圧倒的な人気を集める

d プログラム「アレルバリア ミスト Ｎ」
花粉対策もでき、乳幼児も使える肌に優しい処方のミスト。メイク
の上から使用できるので、。お出かけ前にシュッとするだけで簡単
に予防ができるところがウケて、@cosme TOKYOでは2月に

入ってから3月にかけて非常に売れている商品

@cosme TOKYOがおすすめする花粉対策コスメの隠れた名品

洗い流し不要のスキンケア
パウダー。花粉で荒れて敏
感になったお肌にも優しい
と@cosme TOKYOで秘か
に売れ始めている商品
北尾化粧品部
「シルクパウダー100」

乾燥による肌悩みなど、外的ダメー
ジを受けた肌をケアするファットタ
イプのクリーム。リップクリームと
しても使え、鼻の粘膜に綿棒などで
塗る事で花粉をブロックすることも
できる万能アイテム。
シェルクルール 「桃肌爽」

※ピックアップキーワードはまだN数が少ない「兆し」を捉えたものとなります。全体的なトレンドではありませんのでご注意ください。

@cosme TOKYO チーク売り上げランキング
外出機会も増え、人前でマスクをはずす機会も多くなってきたこの頃。マスクをはずし
た時でも顔に血色感があるようにとチークを再開した人も多いのではないでしょう
か。原宿駅前にある「@cosme TOKYO」のチークカテゴリの売り上げを見てみる
と、上位には華やかなピンクや血色感のあるローズといった春らしいカラーが多くランクインしてい
ます。その他には、肌馴染みのいいベージュカラー、後半には“透明感”を演出してくれるカラーであ
るパープルカラーがランクインしています。ブランドに注目してみると、カラー展開も豊富かつ、
396円(税込)と手に取りやすい価格のセザンヌのナチュラル チークNシリーズが4商品もランクイン。
韓国コスメのhinceや台湾コスメのHeme、指原莉乃さんプロデュースのRirimewと様々なブランドに
加えて、価格帯も1000円以下から3000円以上と非常にバラエティに富んだ結果となりました。

@cosme TOKYO チーク売り上げランキング

1

hince

2

セザンヌ
ナチュラル チークN / 10 オレンジピンク

3

セザンヌ
ナチュラル チークN / 18 ローズベージュ

4

Ririmew
ヴェールグロウチーク / 04 アンバーローズ

5

セザンヌ
ナチュラル チークN / 01 ピーチピンク

6

Heme
ピュアチーク / 01

7

Ririmew
ヴェールグロウチーク / 05 アッサムティー

8

コスメデコルテ
クリーム ブラッシュ / PU150

9
10

トゥルーディメンショングロウチーク / G002メロウ

アディクション
アディクション ザ ブラッシュ マット /
007M Rose Latte
セザンヌ
ナチュラル チークN / 14 ラベンダーピンク
（集計期間：2022/02/21～2022/03/21）

取材ご案内
アイスタイルには、@cosmeの膨大なデータ群を分析し、マーケティングに活用する
「リサーチチーム」があります。1700万件を超える膨大なクチコミはもちろん、ア
クセスデータや意識調査やインタビューを通して、生活者に触れ続けているリサーチ
プランナー。今回のトレンドの芽もリサーチプランナーが分析・ピックアップしてい
ます。

株式会社アイスタイル
@cosmeリサーチプランナー
（左）西原 羽衣子 （右）原田 彩子
＠cosmeを運営するアイスタイルにて、美容市場における生活者の深い理解を目指し、
＠cosme会員組織を活用したマーケティングリサーチの実施、および＠cosmeに蓄積
されたクチコミをもとにユーザー特性や商品特性の調査分析を行う。読売新聞、日経
MJ、日経TRENDY、光文社「bis」等、新聞・雑誌媒体への協力・出演や、宣伝会議
等のセミナー講演、化粧品メーカーのPRイベント登壇、ラジオ出演等、多岐にわたっ
て生活者の消費傾向・トレンド情報の発信に携わる。

日本最大級の売場面積400坪に、
600ブランド2万商品を取りそろえた
＠cosmeの旗艦店「＠cosme TOKYO」
でのロケ取材も可能です。

トレンドの芽の更なる深堀や個別取材などご希望の場合はお気軽にご連絡ください。
【お問合せ】
株式会社アイスタイル エクスターナルコミュニケーション室
野田／岡田／坂井
■TEL:03-6161-3662 ■FAX: 03-6161-3661 ■Email: istyle-press@istyle.co.jp

