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美容のプロ総勢 40 名が今年の最も優れたコスメを選ぶ 

All About ベストコスメ大賞 2013 

～スキンケア・メイク・通販コスメ全 51 部門が受賞決定～ 

 
 
総合情報サイト「All About」を運営する株式会社オールアバウト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社
⻑ 兼 CEO：江幡哲也）は、今年発売の化粧品および定番の通販化粧品の中から、美容のプロ総勢 40
名が部門ごとに最も優れた商品を選定する「All About ベストコスメ大賞 2013（以下、ベストコスメ大
賞）」を実施し、述べ 51 部門・147 商品を表彰しました。 
 
■■■■    「All About ベストコスメ大賞 2013」の URL： http://mico.allabout.co.jp/special/131126/ 
 
ベストコスメ大賞は、今年発売されたスキンケア・メイクアップ関連のコスメや定番の通販コスメの中
から、ヘアメイクアップアーティストや皮膚科医など美容のプロ総勢 40 名が、部門ごとに最も優れたコ
スメを選定し、表彰するものです。 
 
審査方法は、審査員が部門ごとに商品を 3 つまで選定した上で、各商品を 10 点満点で評価。集計結果
に基づき、①スキンケア編（ボディケアやアンチエイジングなど）17 部門、②メイク編（パウダーファ
ンデーションやアイシャドウなど）16 部門、③通販コスメ編（ジェル・美容液、敏感肌など）15 部門、
④特別編（ベストヒット賞、最多ノミネート賞、審査員賞）3 部門、全 51 部門で大賞、2 位、3 位を決
定しました。 
 
オールアバウトでは 2007 年 1 月より、美容への関心が高い 20 代後半から 30 代の⼥性向けのウェブマ
ガジン「MICO」にて、メイクやスキンケア、ヘアケア、ネイル、ダイエットなど約 70 名の美容の専門
家をネットワークし、多角的に⼥性が美しくなるための情報を配信してまいりました。今年で 3 回目の
実施となるベストコスメ大賞は、網羅性の高い部門設定と、メイクやスキンケア、ボディケアなど幅広
いジャンルの専門家が審査を⾏う点が特徴です。 
 
 
■ All About「MICO」編集部の総評  

『2013 年はアンチエイジングの当たり年』 
 
美容界のテクノロジーが、さらなる進化を遂げた 2013 年。肌本来の機能や細胞へのアプローチで肌⽼
化を⾷い⽌める、そんな新発想のアンチエイジングコスメが大充実の⼀年でした。シワ、くすみ、たる
み、⽑⽳など、年齢とともに現れる肌悩みを、包括的にケアするアイテムが多かったのも印象的。最先
端技術を結集したスキンケア商品の数々は、いずれも甲乙つけがたく大混戦となりました。 
 
メイク商品も同様に、スキンケア効果を兼ね備えたツヤ肌ファンデーションから、肌をイキイキと美し
く魅せるポイントメイクまで、⼥性たちの声を取り⼊れ、より多機能にレベルアップ！ マルチな効果で、
誰もが理想の⼀品に出会えるのではないでしょうか。 
 
 



■ 大賞受賞商品の⼀例 
 

① スキンケア編 
アンチエイジング部門 大賞 

② メイク編 
アイシャドウ部門 大賞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポーラ B.A グランラグゼⅡ（医薬部外品） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カネボウ化粧品 ルナソル  
ベルベットフルアイズ 01 

 
③ 通販コスメ編 

ジェル・美容液部門 大賞 
④ 特別編 

ベストヒット賞 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米肌 肌潤改善エッセンス（医薬部外品） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デルマ Q2 マイルド ピーリングゲル W ローズ 

 
■ 「All About ベストコスメ大賞 2013」 実施概要 
 

【実施時期】 2013 年 11 月 
 

【対象商品】 ①スキンケア編：2013 年度に発売された商品 
②メイク編：2013 年度に発売された商品 

   ③通販コスメ編：定番商品 
   ④特別編：すべてのノミネート商品 
 
【審査方法】  1． All About「MICO」編集部が対象商品をノミネート  

2． 審査員が各部門 3 つまでの商品を選出し、それぞれ 10 点満点で評価。 
集計の結果、受賞商品を決定。 

 
【審 査 員】   美容のプロ 40 名 

（All About ガイド、皮膚科医、ヘアメイクアップアーティスト、 
美容ジャーナリスト、All About「MICO」編集部など） 
 



■ 参考資料：受賞商品⼀覧 
①スキンケア編 

部門 受賞商品 

クレンジング THREE バランシング クレンジング オイル 

洗顔料 インプレス クリーミィソープ a 

化粧水 ヘレナ ルビンスタイン プロディジー ホワイト セラム イン ローション（医薬部外品） 

美容液 エスティ ローダー アドバンス ナイト リペア SR コンプレックス Ⅱ 

乳液 SK-Ⅱ セルミネーション デイサージ UV 

クリーム ヘレナ ルビンスタイン プロディジー ナイト クリーム 

マスク・パック ポーラ B.A ザ デイマスク S 

プチプラスキンケア 雪肌精 薬用 雪肌精 ミスト（医薬部外品） 

美白 エスト ホワイトニングエフェクト マイクロスムース（医薬部外品） 

アンチエイジング ポーラ B.A グランラグゼⅡ（医薬部外品） 

アイケア クリニーク イーブン ベター アイ 

⽑⽳・角質 SK-Ⅱ ステムパワー エッセンス 

敏感肌 ラ ロッシュポゼ アンテリオス XL 

ボディケア クラランス トータル リフトマンスール EX 

ヘアケア THREE スキャルプ＆ヘア クレンジング オイル 

ハンドケア フェルゼア レチノバイタル クリーム（第 3 類医薬品) 

デオドラント アユーラ メディテーションシャワーコロン 

 
②メイク編 

部門 受賞商品 

下地 RMK クリーミィ ポリッシュト ベース N EX-02 

BB クリーム シャネル CC クリーム 

コンシーラー ヘレナ ルビンスタイン プロディジー P.C. アイ プライマー 02 

リキッドファンデーション アディクション ティンティド スキンプロテクター 

パウダーファンデーション イヴ・サンローラン・ボーテ タン ラディアント タッチ コンパクト 

日焼け⽌め SK-Ⅱ セルミネーション デイサージ UV 

パウダー 資生堂 ベネフィーク ルースパウダー（ルミナイジング） 

チーク アディクション チークポリッシュ リベンジ 

アイシャドウ カネボウ化粧品 ルナソル ベルベットフルアイズ 01 

アイライナー シャネル スティロ ユー ウォータープルーフ サンタル 

マスカラ ヘレナ ルビンスタイン シュールレアリスト エバーフレッシュ スマッジプルーフ 

アイブロウ カネボウ化粧品 ルナソル ブラウスタイリングマスカラ N 

口紅 パルファム ジバンシイ ルージュ･ジバンシイ No.303 

プチプラメイク カネボウ化粧品 ケイト カラーシャスダイヤモンド BR-1 

ネイル アディクション ネイルポリッシュ メランコリー 

ビューティツール 資生堂 ファンデーションブラシ 131 



 
③通販コスメ編  

部門 受賞商品 

クレンジング トリニティーライン マイルド オイル クレンジング 

洗顔料 ルナメア AC ファイバーフォーム 

化粧水 米肌 肌潤化粧水 

ジェル・美容液 米肌 肌潤改善エッセンス（医薬部外品） 

乳液 ファンケル BC ナイトインテンシヴ クリーム 

クリーム ジーノ アミノシューティカル クリーム 

マスク・パック ジーノ アミノシューティカル マスク 

敏感肌 ディセンシア アヤナス EV エッセンス（敏感肌用美容液） 

アンチエイジング アスタリフト  ジェリー アクアリスタ 

下地・BB クリーム ドモホルンリンクル 光対策 素肌ドレスクリーム 

ファンデーション ベアミネラル レディファンデーション 

ポイントメイク エクスボーテ エクスアーティスト ドレスアイ 

キット・セット 米肌 トライアルセット 

美容サプリ・ドリンク 富士フィルム ビューティー ファイター 

ヘアボディ WEN クレンジングコンディショナー ザクロ 

 
④特別編   

賞名 受賞商品 

ベストヒット賞 デルマ Q2 マイルド ピーリングゲル W ローズ 

最多ノミネート賞 コーセー ヴィセ リシェ  ブレンドカラーチークス BE-7 

審査員賞 エトヴォス ミネラル UV パウダー 

 
 
 
All Aboutについて http://allabout.co.jp/  
大日本印刷株式会社と株式会社リクルートホールディングスを大株主とする株式会社オールアバウトが
運営、約1,200のテーマごとに、専門の知識や経験を持った⼈＝「ガイド」が、その分野に関する情報
を提供する総合情報サイトです。2001年2月15日のサイトオープン以来、順調にユーザ数を伸ばし、月
間総利用者数は約2,950万⼈（2013年10月実績、スマートフォン、モバイル含む）となっています。独
⾃記事の展開を中心にシステムだけでは到達しない満⾜度へ"⼈"が編集・ナビゲートするサービスです。 
 
 
 

 

 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先： 
株式会社オールアバウト 広報担当： 柏原・石塚 

TEL：03-6362-1309  FAX：03-6682-4229  
E-mail： pr@staff.allabout.co.jp 


