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2018 年 11 月 26 日
株式会社 MimiTV

美容特化型動画メディア MimiTV、「2018 年ベストコスメ」を発表
トレンダーズ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：岡本伊久男、東証マザーズ上場：証券コード 6069）の連結子会
社である株式会社 MimiTV（所在地：東京都渋谷区、代表：黒川 涼子）は、MimiTV ユーザーと編集部の投票による
「2018 年 MimiTV ベストコスメ」を発表いたします。

◆2018 年発売の新商品から、MimiTV ユーザーと編集部が選んだベストコスメ
「MimiTV」はコスメの新商品情報をはじめ、メイクやヘアアレンジのハウツ
ー な ど を 発 信 す る 美 容 情 報 に 特 化 し た 動 画 メ デ ィ ア で す 。 YouTube ・
Instagram・Facebook・Twitter の公式アカウントの総フォロワー数は 80 万人を
超え、SNS を中心とした情報発信力・拡散力を強みとしています。
この度 2018 年に発売された新商品を対象に、821 人の MimiTV ユーザ
ーと編集部で人気投票を実施。各カテゴリの 1 位を「2018 年 MimiTV ベスト
コスメ」として価格帯別に発表いたします。

【リップ部門】
〜999 円編： CANMAKE リップティントマット
1,000～1,499 円編： RIMMEL リンメル ラスティングフィニッシュ ティントリ
ップ
1,500 円〜1,999 円編： kiss キス スライドルージュ
2,000 円〜2,499 円編： RMK カラークレヨン
2,500 円〜2,999 円編： JILLSTUART ジルスチュアート リップブロッサム ベルベット
3,000 円〜3,499 円編： shu uemura マット シュプリア
3,500 円〜3,999 円編： Dior ディオール アディクト ラッカー プランプ
4,000 円～編： Yves Saint Laurent ヴォリュプテ ウォーター カラーバーム
【アイシャドウ部門】
〜999 円編： Visee ヴィセ アヴァン シングルアイカラー クリーミィ
1,000 円〜1,499 円編： KATE ヴィンテージモードアイズ ※1
1,500 円〜1,999 円編： excel リアルクローズシャドウ
2,000 円〜2,499 円編： COFFRET D'OR コントゥアアイグロス ※1
2,500 円〜2,999 円編： MAQuillAGE ドラマティックスタイリングアイズ D ※1
3,000 円〜3,999 円編： AUBE ブラシひと塗りシャドウ N
4,000 円～編： LUNASOL マカロングロウアイズ
【チーク部門】
〜999 円編： CANMAKE ジューシーレディリキッドチーク
1,000 円〜1,999 円編： kiss キス パウダーチークス
2,000 円〜2,999 円編： ADDICTION アディクション ザ ブラッシュ
3,000 円〜3,999 円編： JILLSTUART ジルスチュアート ルースブラッシュ
4,000 円〜編： Dior ディオールスキン ルージュ ブラッシュ
【マスカラ部門】
〜1,499 円編： ヒロインメイク ボリュームコントロールマスカラ
1,500 円～1,999 円編： dejavu ラッシュノックアウト エクストラボリューム a 2
2,000 円〜2,999 円編： ANNA SUI カラー マスカラ ※1
3,000 円〜3,999 円編： JILLSTUART ジルスチュアート ラスティングカールブロッサム マスカラ WP
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4,000 円〜編： CHANEL ディマンシオン ユルティム ドゥ シャネル

【アイライナー部門】
〜999 円編： CANMAKE クリーミータッチライナー
1,000 円〜1,999 円編： ヒロインメイク ロングステイ シャープジェルライナー
2,000 円〜2,999 円編： COFFRET D'OR フレーミングリキッドアイライナー
3,000 円〜3,999 円編： Dior ディオールショウ オンステージ ライナー
4,000 円〜編： CHICCA リキッドアイライナー W
【アイブロウ部門】
〜999 円編： CEZANNE セザンヌ 超細芯アイブロウ
1,000 円〜1,999 円編： KATE ラスティングデザインアイブロウ W N(SL) ※1
2,000 円〜2,999 円編： M・A・C アイブロウ スタイラー
3,000 円〜3,999 円編： Dior ディオールショウ オールデイ ブロウ インク
4,000 円〜編： Dior ディオール バックステージ ブロウ パレット
【下地部門】
〜999 円編： CEZANNE セザンヌ 皮脂テカリお直し液
1,000 円〜1,499 円編： ettusais オイルブロックベース クール
1,500 円〜1,999 円編： 毛穴パテ職人 毛穴崩れ防止下地
2,000 円〜2,499 円編： WHOMEE クッション UV パクト
2,500 円〜2,999 円編： MAQuillAGE ドラマティックライティングベース ※1
3,000 円〜3,499 円編： ALBION ホワイトフィラー クリエイター
3,500 円〜3,999 円編： RMK ベーシック コントロールカラー N
4,000 円〜編： PAUL & JOE BEAUTE ラトゥー エクラ ファンデーション プライマー N
【コンシーラー部門】
～1,999 円編： MAYBELLINE NEW YORK フィットミー コンシーラー
2,000 円〜2,999 円編： MAQuillAGE コンシーラーリキッド EX ※1
3,000 円〜3,999 円編： 24h cosme 24 ミネラル UV コンシーラー ※1
4,000 円〜編： Yves Saint Laurent アンクル ド ポー オール アワーズ コンシーラー
【パウダーファンデーション部門】
〜1,999 円編： CANMAKE マシュマロフィニッシュファンデーション
2,000 円〜2,999 円編： COFFRET D'OR ヌーディカバー ロングキープパクト UV ※1
3,000 円〜3,999 円編： 24h cosme 24 ミネラルパウダーファンデ ※1
4,000 円〜4,999 円編： MAQuillAGE ドラマティックパウダリー UV ※2
5,000 円〜編： ALBION スノー ホワイト シフォン ※3
【リキッドファンデーション部門】
〜1,999 円編： KATE パウダリースキンメイカー ※1
2,000 円〜2,999 円編： ETUDE HOUSE ダブルラスティング ファンデーション
3,000 円〜4,999 円編： IPSA リテクスチャリング ファウンデイション
5,000 円〜5,999 円編： Dior ディオールスキン フォーエヴァー アンダーカバー
6,000 円〜編： LANCOME タンイドル ウルトラ ウェア リキッド
【その他ファンデーション部門】
〜2,000 円編： MISSHA M クッション ファンデーション（プロカバー）
2,000 円〜2,999 円編： INTEGRATE 水ジェリークラッシュ ※1
3,000 円〜4,999 円編： ELIXIR エリクシール シュペリエル つや玉ファンデーション ※2
5,000 円〜5,999 円編： M・A・C ライトフル C+ SPF 50 クイック フィニッシュ クッション コンパクト
6,000 円〜編： Yves Saint Laurent ラディアント タッチ オールインワン グロウ ファンデーション
【美容液部門】

3 / 3
〜2,999 円編： Lu Lu Lun ルルルン モイストジェルクリーム
3,000 円〜4,999 円編： 米肌 澄肌クリアエッセンス
5,000 円〜7,999 円編： SOFINA iP ベースケア エッセンス＜土台美容液＞ ※1
8,000 円〜編： HAKU メラノフォーカス V ※1
※1 ：価格・編集部調べ
※2 ：1 セットにおける価格・編集部調べ
※3 ：1 セット価格

■このリリースに関するお問い合わせや資料・取材をご希望の方は下記までご連絡ください■
トレンダーズ株式会社 東京都渋谷区東 3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル 8F
担当：山口（やまぐち）/ TEL：03-5774-8873 / FAX：03-5774-8875
お問い合わせメールアドレス press@trenders.co.jp

