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株式会社ゕガタル（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：吉松徹郎、証券ウード：3660 以下、ゕガタル）は、2018 年、

生活者に支持されたウガメを総括する「＠ｃｏｓｍｅベガトウガメゕワード 2018」を発表いたしました。2018 年のビューテゖ業界

のトレンド等をまとめた今年新設の「ビューテゖトレンド by ＠ｃｏｓｍｅ」と合わせて、「＠ｃｏｓｍｅビューテゖゕワード」とし

て同時発表（URL：https://www.istyle.co.jp/news/press/2018/12/1203-bc.html）となります。 

■「＠ｃｏｓｍｅベガトウガメゕワード 2018」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。 

 
１．総合大賞はゝペラリップテゖント 

昨年に続き、2年連続の受賞となりました。 

【受賞の背景】 

1,500円（税抜）という手に取りやすい価格、且つ、「うるおい、色持ち、使い心地」の 3拍子が揃った機能性の高さ。そして、

今、注目のテゖントリップであること。更に、昨今の生活者の「無駄なものはもちたくない」という気持ちにピッタリの、使

い切りやすいミニエキウガメであるのに加え、限定色を次々と販売したことで、2018 年も生活者の注目を常に集め続けま

した。＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅにおける販売実績を元に授賞する「＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ ベガトヒット賞 第 1 位」に

も同時に輝いたこともその裏付けになると考えられます。 

      
２．「ベガトウガメゕワード 2018」受賞商品の傾向(次ペーカ以降に詳細を記載しています) 
 ①ベガトウガメ受賞商品に占めるプチプラ商品比率の上昇 

 今年はベガトウガメ受賞商品中のプチプラの受賞商品比率が 64%まで増え、前年比 132%となりました。 

 

 ②生活者の購入決断を後押しするウミュニイーオョンがヒットの要因に 

生活者がなかなか購入の決断に至れない傾向の中で、限定品や生活者ひとりひとりに合った商品を提案するウミュニイーオョン

が成功し、ゕテム賞の 1位に輝くイーガが多くありました。 

 

 ③受賞商品には今年のトレンドが反映 

 同日発表の「ビューテゖトレンド by ＠ｃｏｓｍｅ」で発表した、2018 年を通してビューテゖ業界を彩った 12 の゠ーワード

 「TRENDING HOT 12」において、総合大賞は 5つの゠ーワードがあてはまるなど、受賞商品には今年のトレンドが色濃く反映

 されています。 

 

■「＠ｃｏｓｍｅベガトウガメゕワード」概要 
集計方法     ：生活者のアチウミに加え、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   ：2017年 11 月 1日～2018年 10月 31日（下半期新人賞のみ 2018年 5月 1日～2018年 10月 31日） 

総アチウミ件数：717,631 件（前年比 106％） 

対象商品    ：43,758ゕテム 

 

 

 

https://www.istyle.co.jp/news/press/2018/12/1203-bc.html
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詳細１：2018年に投稿されたアチウミと受賞商品の傾向 

①ベガトウガメ受賞商品に占めるプチプラ商品比率の上昇 

ベガトウガメ受賞商品中のプチプラの受賞商品比率が 64%で、前年比 132%となりました。これまでのベガトウガメ受賞商品と

景気との関係を見てみると、景気が失速気味の時は、商品購入の失敗を懸念する影響からか、ロンィギラー商品や高価格帯の商

品への関心が高くなる傾向が見られました。今年のようなプチプラ商品に対する関心の上昇は、多少失敗しても、新しい商品を

色々試してみたいというマンドの表れとも考えられます。 

 

 

 

 

②生活者の購入決断を後押しするウミュニイーオョンがヒットの要因に 

SNS の普及等を受けて、商品購入前の情報量が増えており、色々な商品を試してみたいというマンドがありながらも、生活

者がなかなか購入の決断に至れない傾向が見受けられます。 

そこで、ブランドにとって重要になってきていると考えられるのが、生活者の購入決断を後押しするウミュニイーオョンです。 

たとえば、昨今関心が高まっている「肌診断」や「ブルベ・゛ベ診断」などに基づいて、生活者ひとりひとりに「あなたにぴ

ったりの商品」を提案するウミュニイーオョンもその一つでしょう。 

また、限定商品の発売も生活者に”今欲しい、今買いたい”という購入にいたる決断をさせるきっかけのひとつとして有効である

と考えられます。そのため、今回、ロンィギラー商品や昨年もベガトウガメを受賞した商品でも、限定商品発売の施策、ウミュ

ニイーオョンが成功し、ゕテム賞の第 1位に輝くイーガが多くありました。一例をアチウミとともに下記にご紹介します。  

 

 ベガトゕオャド゙ 第 1位：゛アギル/ ガ゠ニーリッチオャド゙ 

発売は 2015年と発売より 3年が経っていますが、限定色を出した際に下記アチウミのように購入するために何店舗も回った

り、予約購入する生活者が続出するほど注目を集めました。 

【アチウミ（一部抜粋）】 

・「限定で出て可愛すぎて欲しくなって買った。店舗を３つくらいハオェしてどこも売り切れで余計に手に入れてやる精神

がムアムアして@cosme さんの通販でゥット！」 

・「限定でウレだ！という色が出たので予約購入。」 

 

 ベガトリップイゕ 第 1位：フローフオ/ LIP38℃ リップトリートメント 

昨年 2017 年に発売・ヒットし、「＠ｃｏｓｍｅベガトウガメゕワード 2017 ベガトリップイゕ 第 1 位」を受賞しましたが、

今年は限定色を次々と発売し、引き続き注目を集めました。 

【アチウミ（一部抜粋）】 

・「限定のオゕーブラッアを購入しました！゠ラッ゠ラで可愛い♪1本しか買わなかったので、複数購入すればよかったと

後悔…」 

・「限定のオゕーブラッアです。販売予定数の 1万本が予約で完売とのことで、届くのを楽しみにしてました。」 

 
詳細２：TRENDING HOT 12からみるベガトウガメ受賞ゕテムの分析 

同日発表の「ビューテゖトレンド by ＠ｃｏｓｍｅ」にて、2018 年を通してビューテゖ業界を彩った 12 の゠ーワード

「TRENDING HOT 12」を発表いたしました（URL: https://www.istyle.co.jp/news/press/2018/12/1203-bt.html ）。ベガトウ

ガメが＠ｃｏｓｍｅのアチウミ評価をもとに選出しているのに対し、「ビューテゖトレンド by ＠ｃｏｓｍｅ」はアチウミとは

別の評価軸*により選出されていますが、一方で、ベガトウガメゕワードも TRENDING HOT 12も共に、生活者の今の気分やト

レンドを反映したものであるといえます。それを裏付ける、「TRENDING HOT 12」とベガトウガメゕワード受賞商品の関連性

を下記に紐解いてまいります。 

各年度のベストコスメ受賞商品に対するプチプラ商品比率 
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*ベストコスメ受賞商品：各アイテム賞１位と殿堂入りの商品 

*プチプラ商品：スキンケア、ベースメイク、メイクカテゴリーは 2000 円以下、その他は 1000 円以下のセルフチャネルで販売されている商品

を「プチプラ」と定義 

https://www.istyle.co.jp/news/press/2018/12/1203-bt.html
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* 別の評価軸：SNS・WEB・雑誌・テレビの情報に加え、＠ｃｏｓｍｅメンバーへのゕンイートをもとに、2018 年話題となったビューテゖの゠ーワードを発表 

■「TRENDING HOT 12」 

 

 

 

 

 

 

 

① ベガトウガメゕワード総合大賞にはトレンドがつまっている！ 

ベガトウガメゕワード総合大賞のゝペラ「リップテゖント」は、下記 5 つのトレンド゠ーワードにあてはまります。多くの

トレンドにマッチしたことにより、生活者の支持を集めた商品だということがわかります。 

 「ブルべ・゛ベ」：ブルベ・゛ベどのタプでも、自分に合った色が見つけられるような多彩な色展開が用意

されています。Youtube 等の SNS においても、ブルベ・゛ベ別に全色がどのように映えるかを発信するものも

ありました。 

 「SNS 売れ」：Youtube、Instagram、Twitter どの SNSにおいても、「限定売り切れ」「モテリップ」「花嫁リップ」

「恋ウガメ」「ブルベ・゛ベ」といったワードで話題になっていました。＠ｃｏｓｍｅのアチウミにおいても、

「SNS で話題」「SNS を見て気になって購入した」という言葉が多く見受けられました。 

 「K-Beauty」：テゖントは韓国発祥のトレンドです。 

 「おさぼり美容」：テゖントの「色落ちしにくい」という特徴により、「こまめにリップを塗り直すのが面倒」とい

うニーキを叶えることから、おさぼり美容の一つであると言えます。 

 「ミニエキウガメ」：使い切ることができ無駄にならないミニエキウガメであり、ミニエキだからこそ、豊

富な色展開の中で複数色を購入する生活者も多くいたようでした。 

 

② 「ベガト日焼け止め 第 1位」にみる SNSの影響 

「ベガト日焼け止め 第 1 位」のガ゠ンゕアゕ「トーンゕップ UV ゛ッギンガ」は、日焼け止め効果だけでなく、青みがかっ

た剤により、塗るだけで肌がトーンゕップしたようにみえることで透明感を演出します（=「ラベンダー色ウガメ」）。これが

SNS で話題となったことにより人気を集めました（＝「SNS 売れ」）。また、トーンゕップゕテムは、SNS 映えを意識する

傾向が高い中で、いかに透明感のある肌を演出できるか、というニーキを満たした商品であったともいえます。昨年は SNS

映えを意識し、オ゚ーデゖンィやハラトといった立体メアがトレンドでしたが、それに続き、透明感のゕップという効

果実感をすぐに手に入れることができるトーンゕップゕテムの登場は、またもや生活者の注目の的となりました。 

 

※参考：同日発表の 2019年のトレンドとなりそうな３つの゠ーワードを発表する「TRENDING NEXT 3」 

 

 

 

 

■受賞商品一覧 

 

【総合】 

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

順位 メーゞー名 ブランド名 商品名 

1 ミュ ゝペラ リップテゖント 

 

【殿堂入り】 

＠ｃｏｓｍｅベガトウガメゕワードにおいて複数回 1 位にランアンし、皆さんからの支持を不動のものとしたゕテム 

メーゞー名 ブランド名 商品名 

近江兄弟社 メンターム メデゖゞルアリーム G（薬用アリーム G） 

東邦 東邦 ゙タマロ石けん 

ユニ・チャーム オルウット うるうるウットンガポンカ仕立て 

井田ラボラトリーキ ゠ャンメア マオュマロフゖニッオュパ゙ダー 

゛テュギ ゛テュギ ラッオュバーカョンゕップ 

ヴ・エンローラン・ボーテ ヴ・エンローラン ルーカュ ヴ゜リュプテ オャン 

パネガ ランドリン 柔軟剤 アラオッアフローラル 

森永乳業 パルテノ 濃密ァリオャヨーィルト パルテノ 

ウガメデウルテ ウガメデウルテ AQ MW プガパ゙ダー 

SABON Japan(エボンカャパン) SABON(エボン) ボデゖガアラブ パチュリ・ラベンダー・バニラ 

ミルボン デゖーギガ ゛ルカューダ ゛マルカョン+ 

MTG MTG FACIAL FITNESS PAO 

アナプカャパン アナプ アナプビゝ ゝル 

①ブルベ・゛ベ ②SNS 売れ ③K-Beauty 

④おさぼり美容 ⑤美尻トレーニンィ ⑥ミニエキウガメ 

⑦ドラオャンプー ⑧ラベンダー色ウガメ ⑨くすみ色ゞラー 

⑩しわ改善ウガメ ⑪フゖッアガミガト ⑫酒粕美容 

①メンキ美容 ②オ゚ゕドウガメ ③筋トレィラマー 
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花王 ロリ゛ ガリムゟード 

第一三共ヘルガイゕ ミノン ゕミノモガト モガトチャーカ ミルア 

資生堂 マ゠ゕーカュ ガノービューテゖー ホワトニンィ プーガパ゙ダー 2018 

 

【下半期新人賞】 

2018 年 5 月 1 日～2018 年 10 月 31 日に発売された新商品の中で人気を集めたゕテム 

部門名 メーゞー名 ブランド名 商品名 

下半期メアゕップ新人賞 常盤薬品工業 ゛アギル リゕルアローキオャド゙ 

下半期ベーガメア新人賞 ランウム ランウム タンドル ゙ルトラ ゙゚ゕ リ゠ッド 

下半期ガ゠ンイゕ新人賞 ィラド・゛ンタープラキ ルルルン ルルルンプレオャガ GREEN 肌メンテナンガタプ 

下半期ヘゕイゕ新人賞 花王 リラキ 白髪用髪色エーバー リ・ブラッア まとまり仕上げ 

下半期ゝーラルイゕ新人賞 銀座ガテフゔニー化粧品 リーチ ポンプ式歯みがき 

下半期フレィランガ新人賞 ゥラン ゥラン ゕアゕ ゕレェリゕ ローォ ロッエ 

下半期ドリンア・フード新人賞 ゛ガ゛ガ製薬 ハチゝール ハチゝール ウラーゥンブラト 

下半期デリーィッキ新人賞 花王 ハミンィ ハミンィフゔン 部屋干し EX フレッオュエボンの香り 

    

【ゕテム賞】 

各ゞテェリで今年支持されたゕテム ※1 位のみ紹介、2 位以下は編集特集ペーカにてご確認いただけます(全 58 部門） 

部門名 メーゞー名 ブランド名 商品名 

ベガトアレンカンィ フゔンイル フゔンイル マルドアレンカンィゝル 

ベガト洗顔料 花王 ビゝレ おうち de ゛ガテ 肌をなめらかにする マッエ

ーカ洗顔カ゚ル 

ベガト化粧水 ミュ ナチュリ゛ ガ゠ンウンデゖオョナー(ハトムァ化粧水) 

ベガトフゖッアガミガト アラランガ アラランガ フゖッアガ メアゕップ 

ベガト美容液・ブーガター ロート製薬 メンソレータム 

メラノ CC 

薬用しみ集中対策液 

ベガト乳液 ゕルビゝン ゕルビゝン ゕンフゖネガ ダーマ パンプ ミルア 

ベガトアリーム・ゝールンワン ミュ ナチュリ゛ ガ゠ンウンデゖオョニンィカ゚ル（ハトムァ保

湿カ゚ル） 

ベガト日焼け止め ロート製薬 ガ゠ンゕアゕ トーンゕップ UV ゛ッギンガ 

ベガトゝル・バーム 小林製薬 バゝル バゝル 

ベガトリップイゕ フローフオ フローフオ LIP38℃ リップトリートメント 

ベガトゕイゕ 資生堂 ゛リアオール ゛リアオール オュペリ゛ル ゛ンリッチド リ

ンアルアリーム 

ベガトオートマガア 石澤研究所 毛穴撫子 お米のマガア 

ベガト角質イゕ ラッオュカャパン ラッオュ パワーマガア SP 

ベガトマッエーカ料 ラッオュカャパン ラッオュ 抱擁の満月 

ベガトガ゠ンイゕパ゙ダー 常盤薬品工業 素肌記念日 ガ゠ンイゕパ゙ダー 

ベガト化粧下地 ギォンヌ化粧品 ギォンヌ 皮脂テゞリ防止下地 

ベガトパ゙ダーフゔンデ 資生堂 マ゠ゕーカュ ドラマテゖッアパ゙ダリー UV 

ベガトリ゠ッドフゔンデ ランウム ランウム タンドル ゙ルトラ ゙゚ゕ リ゠ッド 

ベガトアリーム・カ゚ルフゔンデ 資生堂 ンティレート 水カ゚リーアラッオュ 

ベガト BB アリーム ランウム ランウム UV ゛アガペール BB 

ベガト CC アリーム ウーギー 雪肌精 ホワト CC アリーム 

ベガトアッオョンフゔンデ メベリン ニューヨーア メベリン ニュ

ーヨーア 

SP アッオョン ゙ルトラゞバーアッオョン BB 

ベガトウンオーラー ンターナオョナルウガ

メテゖッアガ 

the SAEM チップ ウンオーラー 

ベガトパ゙ダー ゛レゟンガ  ウガメテゖ

ッアガ 

゛レゟンガ ラ プードル ゝートニュゕンガ 

ベガトチーア ギォンヌ化粧品 ギォンヌ ナチュラル チーア N 

ベガトハラト・オ゚ーデゖンィ 資生堂ンターナオョナ

ル 

アレ・ド・ポー ボ

ーテ 

レゝガールデアラ 

ベガトゕオャド゙ 常盤薬品工業 ゛アギル ガ゠ニーリッチオャド゙ 

ベガトゕラナー フローフオ フローフオ モテラナー リ゠ッド 

ベガトマガゞラ ミュ ゝペラ マラッオュ ゕドバンガト 

ベガトマガゞラ下地・トップウート パルフゔン・アリガチャ

ン・デゖゝール 

デゖゝール デゖゝールオョ゙ マ゠オマォー 3D 

ベガトまつげ美容液 ゕンフゔー ゕンフゔー ガゞルプ D ボーテ ピュゕフリーゕラッオュ

ギラム 

ベガトゕブロ゙ ゞネボ゙化粧品 イト デォニンィゕブロ゙ 3D 



     PRESS RELEASE      

ベガト眉マガゞラ 資生堂 ンティレート ニュゕンガゕブローマガゞラ 

ベガト口紅 オャネル オャネル ルーカュ ウウ オャン 

ベガトリップィロガ ミュ ゝペラ オゕーリップゞラー N 

ベガトテゖント ミュ ゝペラ リップテゖント 

ベガトネル パラド パラド ネルフゔンデーオョン 

ベガトボデゖイゕ ニベゕ花王 ニベゕ プレミゕムボデゖミルア 

ベガトデゝドラント・制汗剤 オービッア デゝナチュレ さらさらデゝドラントパ゙ダー 

ベガトボデゖ洗浄料 ニベゕ花王 ニベゕ ニベゕ アリームイゕ ボデゖ゙゜ッオュ ヨー

ロピゕンホワトソープの香り 

ベガトボデゖガアラブ SABON Japan(エボンカャパン) SABON(エボン) ボデゖガアラブ デリイート・カャガミン 

ベガト入浴剤 花王 バブ ゛ピュール ローキマリー＆ユーゞリの香り 

ベガトハンドアリーム・イゕ カルガチュゕート カルガチュゕー

ト 

カルガチュゕート リラッアガ ハンドアリーム 

ベガトゝーラルイゕ カョンソン・゛ンド・カョンソン リガテリン リガテリン ホワトニンィ 

ベガトオャンプー・ウンデゖオョナー P&G パンテーン ミギラ- ピュゕ＆アレンキ オャンプー／トリートメン

ト 

ベガトヘゕゞラー HFC プレガテーカカャ

パン 

゙゛ラ ゙゛ラトーン ツープラガワン アリームタプ 

ベガトヘゕイゕ ヤマエ゠ La Sana(ラエー

ナ) 

海藻 ヘゕ ゛ッギンガ しっとり 

ベガトヘゕガタリンィ ナプラ ナプラ N. ポリッオュゝル 

ベガト美容ィッキ 大創産業 ォ・ダソー パフ・ガポンカ専用洗剤 

ベガトフレィランガ カルガチュゕート カルガチュゕー

ト 

カルガチュゕート リラッアガ ゝード ホワトフロー

ラル 

ベガト゠ット・ギット 資生堂薬品 ハダ 薬用ガ゠ンイゕギット（とてもしっとり） 

ベガト美容家電 LOUVREDO LOUVREDO 復元ドラヤー LJ-365 

ベガトエプリメント フゔンイル フゔンイル ゞロリミット 

ベガトドリンア ゛ーォ チョウラ BB チョウラ BB リッチギラミド 

ベガトフード 扇雀飴本舗 SENJAKU 

CANDY LAND 

はちみつ 100％の゠ャンデー 

ベガト柔軟剤 ラゝン ソフラン ゕロマリッチ プゕリー 

ベガトデリーィッキ 王子ネピゕ ネピゕ 鼻ギレブ テゖオュ 

ベガト生理用品 ユニ・チャーム ソフゖ ソフトタンポン 

ベガトフゖットネガ 明治 ォバガ オ゚プ＆ビューテゖ 

ベガト機能性フゔッオョン エンバリゕ 100 エンバリゕ 100 エンバリゕ 100 

 

【＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ベガトヒット賞】 

2017 年 11 月 1 日～2018 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 メーゞー名 ブランド名 商品名 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉnｇ ベガトヒット賞 1 ゛ガテゖ ローダー ゛ガテゖ ローダー ダブル  ゙゚ゕ  ガテ  ン  プレガ  メーアゕップ  

SPF10/PA++ 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉnｇ ベガトヒット賞 2 ウーギーウガメニ゛ン

ガ 

ネルホリッア ネルホリッア 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉnｇ ベガトヒット賞 3 ナーキ カャパン NARS ゕアゕテゖッアィロー アッオョンウンパアト 

 

【＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ ベガトヒット賞】 

2017 年 11 月 1 日～2018 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 メーゞー名 ブランド名 商品名 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ ベガトヒット賞 1 ミュ ゝペラ リップテゖント 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ ベガトヒット賞 2 ゕルビゝン ゕルビゝン ゕルビゝン 薬用ガ゠ンウンデゖオョナー ゛ッギンオャ

ル 

＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ ベガトヒット賞 3 常盤薬品工業 ゛アギル パ゙ダー&ペンオル ゕブロ゙ EX 

 

（ご参考） 
◆  2018 年の台湾のビューティトレンドを総括する 

「2018 UrCosme (@cosme TAIWAN) 網友評鑑美妝賞」同時発表 



     PRESS RELEASE      

＠ｃｏｓｍｅのィループエトである、台湾の化粧品アチウミエト「UrCosme(@cosmeTAIWAN)」でも、2018 年に台湾のユー

ォーが最も支持したウガメをラン゠ンィ形式で表彰するゕワード「2018 UrCosme (@cosme TAIWAN) 網友評鑑美妝賞」を同時発

表し、総合賞第 1位にヴ・エンローラン「ルーカュ ピュールアチュール ヴ゚ルニ ヴゖニルアリーム」が輝きました。 

 

その他の受賞商品一覧や、ゕワードの詳細にいついてはこちら▼ 

日本語：https://www.urcosme.com/beauty-awards/2018/annual_index 

繁体字：https://www.urcosme.com/beauty-awards/2018/annual_index  

 
◆ 「＠ｃｏｓｍｅビューテゖゕワード 2018」編集特集ペーカ 

 

◆ ＠ｃｏｓｍｅとは 
月間訪問者 1,600 万人（全デバガ含む）、月間ペーカビュー数は 3.1 億ＰＶ、国内外 3 万 3,000 ブランド・商品数 31 万点のウガ

メのデータベーガと、アチウミ検索機能や新製品情報などのウンテンツを備えた日本最大の化粧品・美容の総合エトです。1999

年のゝープン以来、会員数・アチウミ件数・ペーカビュー数ともに伸び続け、累計アチウミ数は 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：35 億 5,600 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 

「＠ｃｏｓｍｅビューテゖゕワード 2018 」編集特集ペーカでは、各賞の詳細

や、＠ｃｏｓｍｅベガトウガメゕワード総合大賞・殿堂入り・新人賞の商品紹介

動画をはじめとした編集ウンテンツをご覧いただけます。また、＠ｃｏｓｍｅィ

ローバルエト版では英語・繁体字・簡体字・韓国語に対応しています（＠ｃｏ

ｓｍｅベガトウガメゕワードのみ） 

 

◇PC エト 

http://www.cosme.net/beautyaward/2018 

◇ガマートフ゜ンエト 

http://s.cosme.net/beautyaward/2018 

◇ィローバルエト 

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 

https://www.urcosme.com/beauty-awards/2018/annual_index
https://www.urcosme.com/beauty-awards/2018/annual_index
mailto:istyle-press@istyle.co.jp
http://www.istyle.co.jp/
http://www.cosme.net/beautyaward/2017
http://s.cosme.net/beautyaward/2017
http://us.cosme.net/bestcosmeRankings
http://tw.cosme.net/bestcosmeRankings
http://cn.cosme.net/bestcosmeRankings
http://kr.cosme.net/bestcosmeRankings

