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2021年12月1日 

株式会社MimiTV 

 

美容メディアMimiTV、「2021年下半期ベストコスメ」を発表 

 

株式会社MimiTV（所在地：東京都渋谷区、代表：黒川涼子）は、MimiTVユーザーの投票による「2021年

下半期MimiTVベストコスメ」を発表いたします。 

 

◆ 2021年5月～2021年10月発売の新商品から、MimiTVユーザー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特

化型のメディアです。 YouTube・ Instagram・

Facebook・Twitter・TikTokの公式アカウントの総フ

ォロワー数は500万人を超えるなど、SNSを中心にオ

ンラインでの情報発信力を強みとしています。 

この度2021年5月1日～2021年10月31日に発売さ

れた新商品およびリニューアル商品を対象に、1,839

人のMimiTVユーザーに人気投票を実施。各カテゴ

リの1位を「2021年下半期・MimiTVベストコスメ」として価格帯別に発表いたします。 

 

2021年下半期・MimiTVベストコスメ 特設サイト：https://mimitv.jp/22207 

 

 

 

◆ カテゴリ別・価格帯別「2021年下半期・MimiTVベストコスメ」 
 

■ルージュ 

～2,999円の部門 ： KATE リップモンスター 

3,000～3,999円の部門 ： DECORTE ルージュ デコルテ 

4,000～4,999円の部門 ： shu uemura ルージュ アンリミテッド キヌ サテン 

5,000円～の部門 ： SUQQU シアー マット リップスティック 

 

■リキッドルージュ 

～2,999円の部門 ： B IDOL むっちリップ 

3,000円～の部門 ： shu uemura ルージュ アンリミテッド キヌ クリーム 

 

■リップティント 

～1,499円の部門 ： ファシオ ティント リップ UV 

1,500円～の部門 ： MAQuillAGE ドラマティックリップティント 

 

 

https://mimitv.jp/22207
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■アイシャドウ 

～1,499円の部門 ： CANMAKE シルキースフレアイズ（マットタイプ） 

1,500～2,999円の部門 ： KATE 3Dプロデュースシャドウ 

3,000～4,999円の部門 ： Dior モノ クルール クチュール 

5,000円～の部門 ： KANEBO レイヤードカラーズアイシャドウ 

 

■アイライナー 

～1,499円の部門 ： CEZANNE 極細アイライナーEX 

1,500～2,999円の部門 ： Fujiko フジコ仕込みアイライナー 

3,000円～の部門 ： CHANEL スティロ ユー ウォータープルーフ N 

 

■マスカラ・マスカラ下地 

～1,299 円の部門 ： ヒロインメイク カールキープ マスカラベース WP 

1,300～1,499円の部門 ： ファシオ パーマネントカール マスカラ F（ロング） 

1,500円～の部門 ： Dior ディオールショウ マキシマイザー 3D 

 

■アイブロウ 

～1,299円の部門 ： KATE ３DアイブロウカラーN 

1,300～1,999円の部門 ： Fujiko フジコ書き足し眉ティントSV 

2,000～2,999円の部門 ： KANEBO アイブロウデュオ 

3,000～3,299円の部門 ： ADDICTION アイブロウマスカラ マイクロ 

3,300円～の部門 ： Dior ディオールショウ カブキ ブロウ スタイラー ウォータープルーフ 

 

■チーク 

～19,999円の部門 ： GIVENCHY プリズム・リーブル・ブラッシュ 

 

■シェーディング・ハイライト 

～6,499円の部門 ： CEZANNE ナチュラルマットシェーディング 

 

■下地 

～1,499円の部門 ： 毛穴パテ職人 乾燥防止下地 

1,500～2,999円の部門 ： BASE&C キスミー ベースアンドシー スキンバリアプライマー 

3,000～3,999円の部門 ： PAUL & JOE BEAUTE モイスチュアライジング ファンデーション プライマー 

4,000～4,999円の部門 ： RMK スムースフィット ポアレスベース 

5,000～9,999円の部門 ： shu uemura アンリミテッド ブロック：ブースター 

10,000円～の部門 ： CHANEL サブリマージュ ル ソワン ペルフェクトゥール 

 

■BB/CCクリーム  

～3,499円の部門 ： MAQuillAGE ドラマティック カバージェリー BB 

 

■パウダーファンデーション 

～14,999円の部門 ： ALBION プリンプ パウダレスト 
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■リキッドファンデーション 

～3,999円の部門 ： Primavista ナチュラルグロウ ラスティング リキッド 

4,000～6,999円の部門 ： SHISEIDO シンクロスキン セルフリフレッシング ティント 

7,000円～の部門 ： Dior カプチュール トータル セル ENGY スーパー セラム ファンデーション 

 

■クッションファンデーション 

～9,499円の部門 ： Dior ディオールスキン フォーエヴァー グロウ クッション 

 

■その他ファンデーション 

～4,999円の部門 ： KATE レアペイントファンデーションN 

5,000円～の部門 ： ETVOS ミネラルコンフォートクリームファンデーション 

 

■コンシーラー 

～2,999円の部門 ： リンメル ラスティングラディアンス コンシーラー 

3,000円～の部門 ： NARS ラディアントクリーミー カラーコレクター 

 

■フェイスパウダー 

～1,999円の部門 ： クラブ すっぴんパウダーB 

2,000円～の部門 ： JILL STUART グロウインオイル ルースパウダー 

 

■フィックスミスト 

～1,999円の部門 ： MAQuillAGE ドラマティックミスト EX 

 

■クレンジング 

～1,999円の部門 ： Biore パチパチはたらくメイク落とし 

2,000～3,399円の部門 ： 雪肌精 CLEAR WELLNESS シェーキング オイルクレンザー D･T 

3,400～3,999円の部門 ： KANEBO エンリッチド オフ クリーム 

4,000～5,999円の部門 ： THREE バランシング クレンジング オイルジェル COSMOS ORGANIC 

6,000円～の部門 ： Dior プレステージ ル バーム デマキヤント 

 

■洗顔料 

～1,999円の部門 ： なめらか本舗 WRクレンジング洗顔 N 

2,000～2,999円の部門 ： 雪肌精 CLEAR WELLNESS パウダー ウォッシュ D･T 

3,000～5,999円の部門 ： SOFiNA iP リニュー ムース ウォッシュ 

6,000円～の部門 ： CHANEL オー ドゥ ムース 

 

■化粧水 

～1,999円の部門 ： 肌ラボ 極潤 薬用ハリ化粧水 

2,000～2,999円の部門 ： JILL STUART クリスタル グロウ＆ハイドレーティング ミスト 

3,000～3,999円の部門 ： DECORTE コンフォート デイミスト バランシング モイスチュア 

4,000～5,999円の部門 ： ETVOS アルティモイストローション 

6,000円～の部門 ： IPSA ME アルティメイトe 
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■美容液／ブースター 

～2,999円の部門 ： ももぷり 潤い美容液 

3,000～4,999円の部門 ： ELIXIR スポットクリアセラム WT 

5,000～5,999円の部門 ： タカミ タカミエッセンスCE 

6,000～9,499円の部門 ： RMK デザイニング リッチセラム 

9,500～11,999円の部門 ： LANCOME ジェニフィック アドバンスト デュアル コンセントレート N 

12,000～14,999円の部門 ： SHISEIDO アルティミューン パワライジング コンセントレート III 

15,000円～の部門 ： DECORTE リポソーム アドバンスト リペアセラム 

 

■乳液 

～1,999円の部門 ： 肌ラボ 極潤 薬用ハリ乳液 

2,000円～の部門 ： SUQQU アクフォンス リプレニッシング フルイド 

 

■フェイスクリーム 

～1,999円の部門 ： なめらか本舗 リンクルナイトクリーム 

2,000～2,999円の部門 ： DUO ザ 薬用レスキューバーム 

3,000～5,599円の部門 ： d プログラム スキンリペアクリーム 

5,600～9,999円の部門 ： ALBLANC ザ クリーム 

10,000円～の部門 ： POLA アペックス マスク（921） 

 

■オールインワン 

～6,999円の部門 ： 明色化粧品 薬用メディショット オールインワンジェル 

 

■フェイスマスク／パック 

～1,999円の部門 ： LANCOME ジェニフィック アドバンスト バイオセルロース マスク 

2,000円～の部門 ： ETVOS 薬用 ホワイトニングコンセントレートマスク 

 

■日焼け止め 

～4,999円の部門 ： SHISEIDO クリア サンケア スティック 

 

■アイケア 

～5,999円の部門 ： なめらか本舗 リンクルアイクリーム N 

6,000～7,999円の部門 ： CLARINS グラン アイ セラム V 

8,000円～の部門 ： ESTEE LAUDER アドバンス ナイト リペア アイ コンセントレイト SMR コンプレ

ックス 

 

■リップケア 

～1,999円の部門 ： KATE リップカラーコントロールベース 

2,000～2,999円の部門 ： RMK リップベース マット 

3,000円～の部門 ： Dior ディオール アディクト リップ グロウ 
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■シャンプー＆コンディショナー 

～1,499円の部門 ： PANTENE エフォートレス コンプリートナイト リペアー トリートメント 

1,500～1,999円の部門 ： La Sana 海藻海泥シャンプー 

2,000～2,599円の部門 ： john masters organics C&Gシャンプー（シトラス＆ゼラニウム） 

2,600～2,999円の部門 ： L’OCCITANE ファイブハーブス リペアリング コンディショナー 

3,000～3,999円の部門 ： DECORTE リペア ボリューム シャンプー 

4,000～4,999円の部門 ： milbon ミルボン イルミネイティング グロー シャンプー 

5,000円～の部門 ： milbon ミルボン イルミネイティング グロー トリートメント 

 

■ヘアケア 

～1,399円の部門 ： フィーノ プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアオイル 

1,400～1,899円の部門 ： milbon ミルボン イルミネイティング グロー No.6ウィークリーブースター 

1,900～2,999円の部門 ： La Sana 海藻海泥ヘア マスク 

3,000～3,999円の部門 ： JILL STUART トリートメント ヘアミスト カール ホワイトフローラル 

4,000～4,999円の部門 ： AVEDA インヴァティ アドバンス ヘアデンス フォーム 

5,000円～の部門 ： KERASTASE マスク シカエクストリーム 

 

■ボディウォッシュ 

～2,999円の部門 ： HOUSE OF ROSE Oh!Baby ボディクリアソープ 

3,000円～の部門 ： john masters organics O&Vボディウォッシュ（オレンジ＆バニラ） 

 

■ボディスクラブ 

～13,499円の部門 ： Dior プレステージ ル ゴマージュ 

 

■ボディローション／ミルク／クリーム 

～3,999円の部門 ： MINON ミノン全身保湿ミルク 

4,000円～の部門 ： JILL STUART クリスタルブルーム パフュームド ボディクリーム 

 

■ハンドケア 

～1,499円の部門 ： Carte カルテHD モイスチュア ハンドクリーム 高保湿ハンドクリーム 

1,500～2,999円の部門 ： SHIRO サボン オイルインハンドスプレー 

3,000円～の部門 ： THREE リフレッシュ ハンドローション COSMOS ORGANIC 

 

■ネイル 

～3,499円の部門 ： to/one ネイルポリッシュ 

 

■美容家電 

～49,999円の部門 ： Panasonic ブラシストレートアイロン イオニティ EH-HS30 

 

■美容サプリメント／美容ドリンク 

～4,499円の部門 ： ももぷり 食べる潤い美容液 

4,500～7,999円の部門 ： 米肌 ライスパワー ジュレ 

8,000円～の部門 ： エフエムジー&ミッション 生ローヤルゼリー 女王の美宝 
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■入浴剤 

～8,999円の部門 ： Kneipp クナイプ グーテナハト スパークリングタブレット ホップ&バレリアンの香

り 

 

 

※全て税抜価格・編集部調べ 

 

 

「MimiTV」は「美容で自信がついて幸せが溢れる世界」をビジョンに掲げ、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し、企画を通じて、「メイクを楽しむ人を増やすこと」を目指し

てまいります。 

 

MimiTVサイトURL ：https://mimitv.jp/ 

 

 

 

■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■ 

株式会社MimiTV 東京都渋谷区東3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル8F 

担当：岩田（いわた）・中谷（なかたに） 

お問い合わせメールアドレス info@mimitv.co.jp 

 

https://mimitv.jp/

