2014 年 12 月 3 日

報道関係各位

2014 年“２大ビューティーアワード”を同時発表
「＠ｃｏｓmｅベストコスメアワード 2014」総合大賞
マキアージュ／エッセンスグラマラスルージュ NEO
「2014 年ベストビューティストアワード」受賞者
女優部門・米倉涼子さん タレント部門・ベッキーさん モデル部門・ヨンアさん 話題部門・ざわちんさん
株式会社アイスタイル（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 ＣＥＯ：吉松徹郎 東証一部・コード番号 3660 以下、アイ
スタイル）は、2014 年12 月 3 日（水）、“2 大ビューティーアワード”である、「＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワード 2014」と「2014
年ベストビューティストアワード」を同時発表しました。
これらの情報は、各公式サイトでも掲載いたします。

■「@ｃｏｓｍｅベストコスメアワード 2014」
「@ｃｏｓｍｅベストコスメアワード 2014」は、実際に化粧品を使用したメンバーから＠ｃｏｓｍｅに寄せられたクチコミ投稿を
ベースに、今年＠ｃｏｓｍｅ内でどれだけ多くの注目を集めた商品かを公正にデータ化してランキング形式で発表する賞になります。
＠ｃｏｓｍｅならではの生活者視点に立ったアワードで、化粧品業界及び美容業界にも例年ご注目いただいております。2014 年
は下記商品が受賞となりました。
◆『@ｃｏｓｍｅベストコスメアワード 2014 総合大賞』 受賞アイテム（一部） ご紹介◆ （メーカー/ブランド/商品名）
総合大賞
資生堂／マキアージュ／『エッセンスグラマラスルージュ NEO』
殿堂入り

＠ｃｏｓｍｅ15 周年クチコミ最多賞

井田ラボラトリーズ／キャンメイク／『クイックラッシュカーラー』
ユースキン製薬／ユースキン A／『ユースキン A』
資生堂／資生堂／『ファンデーションブラシ 131』
花王／ビオレ／『さらさら UV アクアリッチ ウォータリーエッセンス』
伊勢半／ヘビーローテーション／『カラーリングアイブロウ』
ドゥ・ベスト／Art Collection(アートコレクション)／『AT サロンネイルエナメル』
ブルーベル・ジャパン／ランバン／『エクラ・ドゥ・アルページュ オードパルファム』
大島椿／大島椿／『大島椿(ツバキ油)』

※集計対象期間： 2013 年 11 月 1 日～2014 年 10 月 31 日
※対象クチコミ件数：700,351 件
※対象アイテム数:： 53,716 アイテム

◆2014 年の傾向
・30 代以上の「大人女子」のおめがねに適ったプチプラコスメが豊作。受賞商品のうち*プチプラコスメが占める比率は過去最大。
・スキンケアのみならずメイクでも「ここちよさ」が語られる時代に。総合大賞を受賞したマキアージュ／『エッセンスグラマラスルージュNEO』
には「ぷっくり」「ぷるん」「ぷるぷる」など仕上がり、感触のよさを伝えるクチコミが多く見受けられました。
*「プチプラ」とは、セルフブランドの単価 2000 円以下（ヘアケア、ボディケアは 1000 円以下）の商品を対象とする
※各年の部門賞 1 位商品、および殿堂入り商品のうち、プチプラ商品の含まれる割合を示したもの

◆受賞理由
総合大賞
資生堂／マキアージュ／『エッセンスグラマラスルージュ NEO』
幅広い年代が「発色」「仕上がり」「うるおう」「もちがよい」と多角的に高評価。発色だけではなく、なりたい質感を演出し、うるおいをキ
ープ。これらが長持ちすることが高く評価されているといえます。「ツヤ・立体感」「色・発色」という仕上がりに関するクチコミだけでなく、
「美容液配合」「ぷるぷる」というクチコミも多く投稿され、ユーザーがメイクアップ商品にもスキンケア効果や使い心地を重視していること
が伺えます。また、「縦じわが消える」といったクチコミも投稿され、口元の美容が気になる世代にとって、悩み解決にもなっていたようで
す。
＠ｃｏｓｍｅ15 周年クチコミ最多賞
大島椿／大島椿／『大島椿(ツバキ油)』
もともとヘアケア商品として評価されていた大島椿／『大島椿(ツバキ油)』。年月の経過とともに、頭皮ケアや顔のクレンジングなどスキ
ンケアにも活用されるようになるなど、使い方が増えていくことで、再評価。また、なんとクチコミ投稿者の 4 人に 1 人がリピーター*と長年
愛され、その結果、15 年間クチコミが多く投稿され続け、この度＠ｃｏｓｍｅ15 周年クチコミ最多賞を獲得しました。
*2013 年 11 月 1 日～2014 年 10 月 31 日に「大島椿（ツバキ油）」に投稿されたクチコミのうち、「リピート」にチェックされた割合を示す

◆その他受賞商品は下記公式サイトにて 2014 年 12 月 3 日より公開いたします。
・PC サイト
http://www.cosme.net/bestcosme/2014
・スマートフォンサイト http://s.cosme.net/bestcosme/2014
・モバイルサイト
http://mbl.cosme.net/cosme_mbl/asp/bst/2014/bst0001.asp
グローバル版
・英語 http://us.cosme.net/BestcosmeRankings
・台湾語 http://tw.cosme.net/BestcosmeRankings
・中国語 http://cn.cosme.net/BestcosmeRankings
・韓国語 http://kr.cosme.net/BestcosmeRankings

■「2014 年ベストビューティストアワード」
今年で 3 回目を迎える「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人の中で、今年最も美しく輝いていた方”を表彰す
るもので、女優やタレント、モデルなど、各界で活躍された方々より選出いたしました。
2014 年は下記の方々が受賞されました。

米倉涼子さん(女優部門)

ベッキーさん(タレント部門)

【生年月日】
1975 年 8 月 1 日

【生年月日】
1984 年 3 月 6 日

【出身】
神奈川県

【出身】
神奈川県

【主な経歴】
○ドラマ

【主な経歴】
○CM
Hulu
株式会社 アーデンホームインターナショナル
○テレビ
日本テレビ『世界の果てまでイッテＱ』
フジテレビ系『にじいろジーン』
など

日本テレビ「松本清張 強き蟻」
フジテレビ「アウトバーン マル暴の女刑事・八神瑛子」
テレビ朝日「ドクターX ～外科医・大門未知子～」

○雑誌 「ＤＲＥＳＳ」

など

ヨンアさん(モデル部門)

ざわちんさん(話題部門)

【生年月日】
1985 年 10 月 29 日

【生年月日】
1992 年 8 月 16 日

【出身】
韓国

【出身】
群馬県

【主な経歴】
○雑誌
「BAILA」
「GINGER」
「美的」
「25ans」
「GINZA」
○ショー
東京ガールズコレクション
ガールズアワード

【主な経歴】
○テレビ
フジテレビ・関西テレビ「SMAP×SMAP」
TBS テレビ「情熱大陸」
TBS テレビ「金スマ」
○CM
ロッテリア 絶品チーズバーガーワイド
など

など

◆受賞の模様は下記公式サイトにてご覧ください。
「ベストビューティストアワード 2014」公式サイト
・PC サイト：http://bba.cosme.net/
・スマートフォンサイト：http://s.bba.cosme.net/

【＠ｃｏｓｍｅについて http://www.cosme.net/】
月間訪問者は 1000 万人（全デバイス含む）、月間ページビュー数は、2.7 億ＰＶ、国内外 2 万７,000 ブランド・商品数 24 万
点のデータベースと、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。サイトの
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ており、すでにクチコミ投稿数が 1,100 万件を突破しています。
※数字は 2014 年 10 月時点

【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：
15 億 7,800 万円（2014 年 6 月末日現在）
◆代表者：
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 吉松 徹郎
◆事業内容：
化粧品のクチコミサイト＠ｃｏｓｍｅ(アットコスメ)の企画・運営、関連広告サービス、マーケティング・
リサーチサービスの提供

◆お問合せ◆ 株式会社アイスタイル コーポレートストーリー室 広報担当
TEL：03-5575-1262 FAX：03-5575-1261 Email: istyle-press@istyle.co.jp

