報道関係各位

2014 年 12 月 8 日
クレディアワールドワイド株式会社 アナスタシア事業部

『2014 年度ベスト眉ニスト』は

ソチ冬季オリンピック金メダリスト羽生結弦さん、
女優の石原さとみさんに決定！
眉が叶えるお年始デビュー！？「年始に変身願望がある女性」は約 7 割！
-眉で印象が変わると思っている人は約 9 割～1,000 人が選んだ“今年の眉”は“ナチュぼさ眉”！決めては、『ありのまま』！？～
アイブロウトリートメントサロン「アナスタシア」が『眉に関する意識調査』を発表

クレディアワールドワイド株式会社 アナスタシア事業部（本社：大阪市北区、代表取締役：岡部庸一）が展開
する、アイブロウトリートメントサロン「アナスタシア」は、20 代～50 代の男女 1,000 名を対象にインターネットに
よる『眉に関する意識調査』を 2014 年 11 月に実施しましたので、本日その結果を発表いたします。

【調査結果サマリー】
■2014 年度ベスト眉ニストは、羽生結弦さん、石原さとみさん！
男性は、ソチ冬季オリンピックで日本男子史上初の金メダルを獲得したフィギュアスケートの羽生結弦さん、
女性は、CM・ドラマ等で大活躍、多くの女性の憧れの的となっている女優・石原さとみさんが
ベスト眉ニストに選ばれました。

■最も眉がきれいだと思う男性芸能人は、結婚報道で話題となった向井理さん！
次いで、2 位は独身貴族を貫く福山雅治さん、3 位も結婚が話題となった西島秀俊さんが
ランクイン！
イケメン俳優向井理さん、福山雅治さん、西島秀俊さんが上位にランクインしました。
ご結婚が話題となった向井理さんと西島秀俊さんがランクインし、公私共に充実したお二人が選ばれる結果
となりました。

■眉がキレイだと思う男性芸人は徳井義実さん、女性芸人は接戦を制した友近さんが受賞！
僅差で柳原可奈子さんが 2 位にランクイン！
男性芸人の 2 位以降のランキングは、グルメで話題の渡部建さん、有吉弘行さん。
女性芸人は渡辺直美さんが第 3 位にランクインいたしました。

■眉がキレイだと思う女性アスリートは、2 年連続で浅田真央さんが受賞！
2 位以降のランキングは、現在はスポーツキャスターやタレントとしてもご活躍されている体操の田中理恵さ
ん、バレーボール日本代表の木村沙織さんと続きました。

■1,000 人が選んだ“今年の眉”は“ナチュぼさ眉”！決めては、『ありのまま』！？
約 8 割の女性が「ありのままの自分を表現できると思うから」と回答！
2014 年最もトレンド感のある眉として「ナチュぼさ眉」が選ばれました。今年の流行語大賞を受賞した「ありの
ままで」ですが、“自眉を最大限に活かす眉創り”で、よりよい自分を表現することができるのではない
でしょうか。
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■眉が叶えるお年始デビュー！？年始に変身願望がある女性は約 7 割！
変えたい箇所の第 1 位は「見た目の印象」という結果に！また、9 割の女性が「眉で顔の印
象が変わる」と回答するも、約 8 割が眉に自信が待てずにいる！
約 9 割の女性が「眉で顔の印象が変わる」と回答した一方で、「眉に自信がありますか」という質問に対し、
「自信がない」と回答した人は 75.6％にも及び、「どこまでカットしたらいいか」「眉の太さが決められない」が、
眉に自信を持てない原因になっています。眉を変えることが、“お年始デビュー”を叶えるきっかけになるかも
しれませんが、眉のセルフケアは難しいと感じている人が多いようです。

■年末年始・・旅行シーズン！旅行先ですっぴんになった時は、やっぱり目元・眉が気になる！
すっぴんになった時に思わず隠したくなる顔のパーツは、「目元」に次いで「眉」がランクイン！
「眉を隠したくなる」と回答した人の理由として、「左右のバランスが悪いから」「眉が薄いから」という声が大多
数を占めました。また、「宿泊先ですっぴんになる際に 1 つのアイテムだけ使用できるとしたら？」という質問
では、「アイブロウ」を選ぶ人が最も多いという結果になりました。
※本リリースに含まれる調査結果をご掲載頂く際は、必ず「アナスタシア調べ」と明記下さい。
※本リリースに記載していない調査結果もございます。詳細は下記までお問合せください。
※ベスト眉ニストに関しては、特設サイト「美眉総研」でも発表しております。
「美眉総研」内では、12 月 9 日（火）10 時頃を目処に公開予定です。 http://www.bimayu-soken.jp/mayunist/
【調査概要】
眉に関する意識調査
・調査方法
：インターネットアンケート
・調査実施機関 ：株式会社ネオマーケティング
･調査実施期間 ：2014 年 11 月 29 日（土）～2014 年 11 月 30 日（日）
・対象地域
：全国
・対象者
：20 代（20～29 歳）、30 代(30～39 歳）、40 代（40〜49 歳)、50 代（50～59 歳）の男性・女性各 500 名

計 1,000 名

■2014 年度ベスト眉ニストは、羽生結弦さん、石原さとみさん！
眉のスペシャリストである「アナスタシア」（アイブロウトリートメントサロン）は、ソチ冬季オリンピックで日本男子
史上初の金メダルを獲得したフィギュアスケートの羽生結弦さん、CM・ドラマ等で大活躍、多くの女性の憧れの的
となっている女優・石原さとみさんをベスト眉ニストに認定致しました。
お二方それぞれの眉について分析してみると、羽生結弦さんに関しては、骨格、筋肉に沿った自然な眉のカー
ブが、純真さとともに繊細な雰囲気を醸し出し、一方で、しっかりと主張のある眉頭は、大胆さやストイックな印象
を与えています。世界中を魅了する優美な姿に秘められた、男性らしい意志の強さを感じさせています。
石原さとみさんに関しては、鼻筋から眉頭～眉尻まで続く、スッとなめらかで美しいカーブが女性らしい透明感
ととともに凛とした印象を与えています。時に無垢であどけなく、時に色っぽさを垣間見せる石原さん。自眉を活か
したナチュラルでほどよい太さの眉が、大きな瞳を引き立て、石原さんの豊かな表情をより際立たせています。
お二人に共通して言えることは、『自眉を最大限に活かした上で、個性を引き立てるようなお手入れ』をされて
おり、“ありのままの自分”を眉で表現しているように感じられます。自然体でありながらも、多くの人を引きつける
魅力は、眉にあるのかもしれません。
そして、今回の調査では、「タレント部門」「芸人部門」「アスリート部門」にて、「眉美人ランキング」調査も実
施いたしました。
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■タレント部門：眉美人なタレントは、石原さとみさん＆向井理さん！
女性タレント部門は、ナチュラル眉が印象的な石原さとみさんが 1 位に選出されました。昨年 3 位だった綾
瀬はるかさんが 2 位にランクアップした他、フリーアナウンサーの滝川クリステルさんが上位にランクインしまし
た。男性タレント部門は、結婚報道で話題となった向井理さんが昨年の 3 位からトップに輝き、同じく結婚報道
のあった西島秀俊さんは 3 位にランクイン。昨年 1 位だった福山雅治さんは今年も 2 位にランクインし、根強い
人気を誇っています。
眉がきれいだと思う女性芸能人

眉がきれいだと思う男性芸能人

1位

石原さとみ

1位

向井理

2位

綾瀬はるか

2位

福山雅治

3位

滝川クリステル

3位

西島秀俊

4位

上戸彩

4位

竹野内豊

5位

米倉涼子

5位

福士蒼汰

■芸人部門：眉美人な芸人は、友近さん＆徳井義実さん（チュートリアル）！
女性芸人部門で 1 位に選ばれたのは友近さん。僅差の第 2 位には MC としても活躍中の柳原可奈子さん
が選出され、3 位の渡辺直美さん、4 位の椿鬼奴さん、5 位のいとうあさこさんは大接戦となりました。また、男
性芸人部門では、イケメン芸人として人気のある徳井義実さんが 1 位にランクインし、芸能界のグルメ通・プレ
ゼン王として再ブレイク中のアンジャッシュ・渡部建さんが 2 位に選出されました。
眉がきれいだと思う女性芸人

眉がきれいだと思う男性芸人

1位

友近

1位

徳井義実（チュートリアル

2位

柳原加奈子

2位

渡部建（アンジャッシュ)

3位

渡辺直美

3位

有吉弘行

4位

椿鬼奴

4位

博多大吉（博多華丸・大吉）

5位

いとうあさこ

5位

狩野英孝

■アスリート部門：眉美人なアスリートは、羽生結弦さん＆浅田真央さん！
男性アスリート部門では、ソチ冬季オリンピックで史上初の金メダルを獲得したフィギュアスケートの羽生結
弦さんが 1 位を獲得。2 位には、テニス世界ランキングで 5 位になり世界的にも注目を浴びる錦織圭さんがラ
ンクインしています。3 位には、先日フィギュアの引退を発表した高橋大輔さんが選出されています。
女性アスリート部門では、2 年連続の受賞となるフィギュアスケーターの浅田真央さんが 1 位を獲得していま
す。また、昨年同様に、2 位には第一線を退きスポーツキャスターやタレントとしてもご活躍されている、体操の
田中理恵さんが選出されました。4 位には、最年少でのランクインとなる卓球の石川佳純さんが選出されてい
ます。
眉がきれいだと思う女性アスリート
眉がきれいだと思う男性アスリート
1位

浅田真央(フィギュアスケート)

1位

羽生結弦(フギュアスケート)

2位

田中理恵(体操)

2位

錦織圭(テニス)

3位

木村沙織(バレーボール)

3位

高橋大輔(フィギュアスケート)

4位

石川佳純(卓球)

4位

ダルビッシュ有(野球)

5位

川澄奈穂美(サッカー)

5位

内田篤人(サッカー)

3

■1,000 人が選んだ“今年の眉”は“ナチュぼさ眉”！決めては、『ありのまま』！？
約 8 割が「ありのままの自分を表現できると思うから」と回答！
今年最もトレンド感のある眉として、半数の指示を集め「ナチュぼさ眉」が選ばれました。今年の流行語大賞
を受賞した「ありのままで」ですが、“自眉を最大限に活かす眉創り”で、よりよい自分を表現することができるの
ではないでしょうか。

■眉が叶えるお年始デビュー！？年始に変身願望がある女性は約 7 割！
変えたい箇所の第 1 位は「見た目の印象」という結果に！また、9 割の女性が「眉で
顔の印象が変わる」と回答するも、約 8 割が眉に自信が持てずにいる！
「来年の年始から自分を変えたいという願望はありますか」という質問に対し、66.2％の女性が「ある」と回答。
「変えたい箇所」を問う質問では、「見た目の印象（40.2％）」が最多でした。
また、約 9 割の女性が「眉で顔の印象が変わると思う」と回答した一方で、「眉に自信がありますか」という質
問に対し、「自信がない」と回答した女性は 75.6％にも及びました。眉に自信を持てない理由としては、約半数
の女性が「どこまでカットしたらいいか（46.0％）」「眉の太さが決められない（43.9％）」と回答。眉を変えることが、
“お年始デビュー”を叶えるきっかけになるかもしれませんが、眉のセルフケアは難しいと感じている人が多い
ようです。
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■年末年始・・旅行シーズン！旅行先ですっぴんになった時は、やっぱり目元・眉が
気になる！ すっぴんになった時に思わず隠したくなる顔のパーツは、
「目元」に次いで「眉」がランクイン！
「眉を隠したくなる」と回答した人の理由として、「左右のバランスが悪いから」が 42.8％、「眉が薄いから」が
31.9％という結果が出ました。また、「宿泊先ですっぴんになる際に 1 つのアイテムだけ使用できるとしたら？」
という質問では、「アイブロウ」を選ぶ人が最も多い結果となり、“自眉の重要性”が浮き彫りになりました。
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目指すはお年始デビュー！

“眉を変えるだけ”で、“見た目の印象”が変わる！
セルフケアが難しい眉だからこそ、プロの手に委ねましょう。
年の瀬の訪れとともに、巡りくる新たな 1 年の幕開け。
新年を迎えるにあたり、“こう変わりたい”、と新たな志をもつ人は少なくありません。
「年始に自分を変えたい」という変身願望がある女性が約 7 割にも及び、
さらに変えたい箇所の最多回答は、「見た目の印象」という実態が判明しました。
眉は顔の印象の約 8 割を決めると言われるほど、見た目を左右する重要なパーツです。
ほとんどの女性がそれに気づいていながらも、
セルフケアが上手くいかず、眉に自信を持てずにいるようです。
眉は骨格 筋肉 フェイスバランスが関係するため、主観視が非常に難しいパーツ。
プロが客観的な視点から眉を整えることで、
その人の本来もつ美しさや個性が最大限に引きだされ、見た目の印象 UP に繋がっていきます。

アナスタシア
アイブロウスペシャリスト
遠藤さゆり

お年始デビューを目指すなら、眉サロンで変身してみませんか？

アナスタシア アイブロウトリートメント
独自の理論に基づき、一人ひとり異なる骨格・筋肉・フェイスバランスから、
その人の顔立ちの美しさをもっとも活かす完璧な眉を提供いたします。
「自眉を活かした眉を創ること」が、施術のベースとなります。
眉にふんわりとした立体感やナチュラルな毛流れが生まれ、
より自然体な魅力を引き出すことができます。
アイブロウトリートメント 【価格（税抜）】
・初回
・2 回目以降

4,800 円 （表参道店のみ 7,000 円）
4,300 円 （表参道店のみ 6,500 円）

【アナスタシアについて】
「眉こそ、美のすべて」を世界に認識させた、眉のパイオニア。
美術・建築・解剖学・美容などから編み出された独自の理論を展開。
性別・人種の区別なく、一人ひとりに合った「パーフェクトアーチ」をこだわりの基軸としています。
日本には 2004 年 10 月に初上陸し、現在全国で 24 店舗を展開。
モデルやタレント、文化人まで、幅広い著名人を顧客にもちます。
■会社名：
■所在地：
■事業内容：
■設立：

クレディアワールドワイド株式会社
大阪府大阪市北区豊崎 3-19-3
サロン事業(アナスタシア経営）、化粧品販売
2004 年

アナスタシア URL： http://www.anastasia-eyebrow.jp/
アナスタシア特設サイト「美眉総研」 http://www.bimayu-soken.jp/
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