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『VOGUE JAPAN』2019 年 1 月号（11 月 28 日発売）

2018 年、コスメの頂点を極めたのは？
第 7 回「VOGUE BEAUTY AWARDS」受賞製品発表！
世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版
『VOGUE JAPAN』は、ヴォーグならではの“ファッション”や“モー
ド”な観点からその年を代表する優れた化粧品を選出し敬意を表
す「VOGUE BEAUTY AWARDS（ヴォーグ・ビューティー・アワー
ド、以下 VBA）」を 2012 年よりスタートし、第 7 回となる 2018 年
の受賞製品をこのたび発表しました。
VBA は、第 1 回より伊勢丹新宿店とのコラボレーションにより、
「ヴォーグらしいモードな視点を持ったビューティー・アワード」とい
うコンセプトで展開しています。業界に衝撃を与え、10 年後も語り
継がれる革新性を持つ製品に授与される「ブレイクスルー賞」をは
じめ、「モード賞」「ヴィジュアル賞」「ホール オブ フェイム賞」「ナ
チュラル ワンダー賞」「リーダーズ チョイス賞」の 6 賞、さらには
ジャーナリスティックな視点で、その年のビューティー業界の大き
なトレンドを編集部が評価する「エディターズ チョイス賞」では、各
ブランドから数多くリリースされた、マルチカラーアイテムに注目し
て製品を選出しました。各賞の頂点に君臨する最高賞「ベスト オ
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ブ ビューティー賞」は、その年を代表するアイテムに与えられる最
高賞で、まさに 2018 年を代表するコスメが選出されます。
11 月 28 日（水）発売の『VOGUE JAPAN』2019 年 1 月号別

冊付録「VOGUE BEAUTY AWARDS 2018」誌上および特設ウェブサイトにて各受賞製品を紹介するほか、「美」のプ
ロフェッショナルで構成された VBA 選考委員が参加した選考会で話題になった注目のコスメについても一挙大公開し、
アイテムの魅力を紹介します。


特設ウェブサイト：https://www.vogue.co.jp/beautyawards/2018/winners/

【VOGUE BEAUTY AWARDS 2018 受賞製品ラインナップ】


べスト オブ ビューティー賞：

各賞の GOLD（1 位）より選んだ、最もその年らしいコスメに与えられる最高賞。
ディオール / ルージュ ディオール ウルトラ ルージュ



ブレイクスルー賞：

10 年後も語り継がれる革新性を持ち、ビューティー業界に衝撃を与えた製品。
（GOLD）イヴ・サンローラン / アンクル ド ポー オール アワーズ スティック
（SILVER）アンプリチュード / ロングラスティング リキッドファンデーション
（BRONZE）ランコム / ジェニフィック アドバンスト ハイドロジェル メルティングマスク



モード賞：

その年を象徴する色や香り、コンセプトなど、今の空気感を絶妙に体現した製品。
（GOLD）クリスチャン ルブタン / タッパロイユ マットヌード アイカラー、同 メタリック アイカラー
（SILVER）ジバンシイ / ルージュ・ジバンシイ・リキッド
（BRONZE）ナーズ / シングルアイシャドー



ヴィジュアル賞：

思わずひと目惚れしてしまう、アート性の高いグッドデザインの製品。
（GOLD）ディオール / ルージュ ディオール ウルトラ ルージュ
（SILVER）トム フォード ビューティ / F ファビュラス オード パルファム スプレィ
（BRONZE）シャネル / レ ゾー ドゥ シャネル パリ ドーヴィル オードゥ トワレット



ホール オブ フェイム賞：

愛され続けている定番、ロングセラー製品。
（GOLD）ドゥ・ラ・メール / ザ・トリートメント ローション
（SILVER）クレ・ド・ポー ボーテ / コレクチュールヴィサージュ
（BRONZE）エムディーエヌエースキン / リジュビネーターセット



ナチュラル ワンダー賞：

伊勢丹新宿店本館地下 2 階「ビューティアポセカリー」のベストセラーと先進性・話題性のある製品より選出。
（GOLD）バンフォード / ピローミスト
（SILVER）エトヴォス / ミネラルスタイリングパウダー
（BRONZE）ベアミネラル / ベアプロ フル カバレッジ コンシーラー



リーダーズ チョイス賞：

VBA 特設ウェブサイトにおいて、最も票数を得た製品。読者投票は 2018 年 8 月 28 日から 9 月 18 日まで実施し、多
くの読者の声が寄せられた。
（GOLD）コスメデコルテ / アイグロウ ジェム
（SILVER）リファ / カッサレイ
（BRONZE）ランコム / ジェニフィック アドバンスト ハイドロジェル メルティングマスク



エディターズ チョイス賞：

ジャーナリスティックな視点で、その年のビューティー業界の大きなトレンドを編集部が評価。2018 年は、各ブランドから
数多くリリースされた、マルチカラーアイテムに注目。
シュウ ウエムラ / ブロー アンリミテッド
シャネル / ルージュ ココ リップ ブラッシュ
RMK / マルチクレヨン

【VOGUE BEAUTY AWARDS 2018】
伊勢丹新宿店で取り扱いのある化粧品ブランドの中より、ヴォーグならではのコスメ
大賞として、“ファッション”“モード”」な視点により選ばれた、6 つのカテゴリーの賞と
ヴォーグのエディターが選ぶ、エディターズチョイス賞、そして、その頂点に君臨する
最高賞「ベスト オブ ビューティー賞」を選考するアワード。2012 年よりスタートし、今
年で 7 回目となる。

【VOGUE BEAUTY AWARDS 2018 選考委員】
審査に携わったのは、女優の中村アンやモデルの冨永愛、モデル・女優の TAO をはじめ、インターナショナルに活躍す
る美しきプロフェッショナルたち。卓越した美的センス、旬を察知する感性を持つ 17 名と、編集部の 2 名を加えた 19 名
が厳正なる審査を行いました。

【VOGUE JAPAN】
1892 年に米国で創刊し、現在 24 の国と地域で発行される、世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版として、1999 年 7 月に
創刊し、今年創刊 19 年を迎える。世界のトップフォトグラファーとのコラボレーションによる美しいヴィジュアルが誌面を飾り、最新のファッション
とビューティーの情報から文化・社会的なトレンドまで、洗練された“ヴォーグの世界”を展開。時代に影響を与えた各界の女性たちを毎年年末に
表彰する「VOGUE JAPAN Women of the Year」も好評。
インターネットへ掲載の場合、次の URL を掲載の上、リンクしてください。https://www.vogue.co.jp/
本件に関する報道関係の方からのお問い合わせ先
『VOGUE JAPAN』 マーケティング部 担当：菊井／ナンテン TEL：03-5485-9340 FAX：03-5766-3010
公式サイト: https://www.vogue.co.jp/
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