報道関係各位

2015 年 12 月 2 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

『2015 年度ベスト眉ニスト』は

ラグビー日本代表・五郎丸歩さん、
フィギュアスケート・浅田真央さんに決定！
～ピース・又吉さん、眉では“栄誉”受賞ならずも・・・コンビでランクイン！～

自分に合う眉が分からない『眉迷子女子』はなんと 7 割以上も！！
-手入れの前に、自分に合う眉を確認したいと思っている人は約 8 割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 2015 年 11 月に実施しましたので、本日その結果を発表します。

【調査結果サマリー】
■2015 年度ベスト眉ニストは、五郎丸歩さん、浅田真央さん！
男性は、ラグビーW 杯で日本躍進の大黒柱として大活躍を遂げ、「五郎丸ポーズ」が流行語トップテンにも選
出された五郎丸歩さんが初の栄冠に。
女性は、今年のジャパン・オープンで見事な復活を遂げたフィギュアスケートの浅田真央さんが、2 度目の
ベスト眉ニストに選ばれました。

■眉がきれいだと思う男性芸能人の 1 位に輝いたのは、今年結婚を発表し、世の女性に衝撃
を与えた福山雅治さん！女性芸能人では、福山さんとの結婚で全女性の憧れの的となって
いる女優・吹石一恵さんが 3 位にランクイン！
また、「火花」が大ヒットを記録しているピースの又吉さんは、眉ニストの受賞を逃すも、コンビ
で上位にランクイン！
「幸せや成功」を手にし、上位にランクインした面々に共通するのは「運気アップ眉」！？
今年結婚を発表し、「福山ロス」という言葉まで誕生する事態となった、俳優・福山雅治さんが男性芸能人部
門で 1 位を獲得。女性芸能人では、福山さんとの結婚を発表した吹石一恵さんが初のランクインを果たして
います。ピースの又吉さんは芥川賞との“ダブル受賞”を逃すも、綾部さんと共に芸人部門でランクインを果
たしています。
男女ともに、公私において充実した方々が選ばれる結果となりました。

■自分に合う眉が分からない『眉迷子女子』はなんと 7 割以上も！
「自分の眉のお手入れに自信がない」と回答した人は約 8 割！
自分に合う眉が分からないと回答した女性は 7 割以上にも。「眉迷子女子」が多発しています！
また、「眉に悩みを抱えている」「自分の眉のお手入れに自信がない」と回答した人はどちらも 8 割以上と
なっています。
そんな中、眉悩みの解決方法として「自己流でやる」と回答した人は 6 割にも及んでいます。
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■眉のお手入れの前に、自分に合う眉を確認したいと回答した人は約 8 割！
「眉のお手入れをする前に、自分に合う眉を確認できたら・・・」そんな人が 8 割にも及んでいます。
また、眉のお手入れの失敗談として、「左右の形が不揃いになってしまった」「細くなってしまった」が約半数を
占めるという結果に。

■1,000 人が選んだ“今年の眉”は “ナチュラルハンサム眉”！
約半数が「自然体で凛とした女性らしい」印象を与えるからと回答！
“今年の眉”は、「ナチュラルハンサム眉」が選ばれました。「ナチュラルハンサム眉」とは、毛に長さあり、自
然な毛流れと適度な太さをもつ眉です。それが、「自然体で凛とした女性らいしい」印象につながっているの
ではないでしょうか。

■年末年始の運気アップのために行動している人はわずか 2 割！
その中でも、 “イメチェン”をしていると回答した人はたったの 1 割という結果に！
約 8 割の方が運気アップのための行動を起こしていないという結果が。
また、 「あなたが年末年始運気を上げるために実行していることはなんですか」という質問に対し、
「イメージチェンジをする」と回答した人は、わずか 1 割という結果に。
※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。
【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 ：GMO RESEARCH 「CLOUD PANEL」
･調査実施期間 ：2015 年 11 月 5 日（木）～2015 年 11 月 9 日（月）
・対象地域
：全国主要都市圏：関東圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）、関西圏（京都府・大阪府・兵庫県）、北海道、宮城県、
愛知県、福岡県
・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

■アナスタシア＆『顔相学専門家』池袋絵意知氏による眉分析
●五郎丸歩さん（ベスト眉ニスト）

真っ直ぐにのびる眉＆ほどよい太さのナチュラル眉が決め手! 今年の活躍は、顔相学的にも裏付けがあった !?

【アナスタシアによる分析】
ほどよい太さのあるナチュラルな眉です。眉頭～眉尻まで真っ直ぐにのびた眉が、忍耐力、地道な努力、ゆるぎない不屈の精神を感じさせます。
おだやかで、紳士的な雰囲気の中に、静かに熱く燃える信念を深く印象づけます。骨格、筋肉にあわせ、バランスのとれた眉が、優れた身体能力のイメ
ージに加えて、理性的で冷静さを兼ね備えた、プロフェッショナルの真髄を感じさせます。
【池袋氏による分析】
男らしい眉ですが、単に荒々しいのではなく“一文字にのびるしっかりした強い眉”だからこそ、2015 年は大人気の年になりました。アナスタシアが“ほど
よい太さのあるナチュラルな眉”と言っておりますが、顔相学の観点から見ても、自然に見えることはとても重要で、自然体を意識することが開運に結び
ついています。一文字のストレート眉は、肝が据わっていて物怖じせずに行動することを表します。形も太いにも関わらずアウトラインがハッキリしていて、
リラックスした中に几帳面な性格がうかがえます。話題となったキック前に見せるルーティンにも彼の性格が表れていますね。だからこそ、あれだけ精度
の高いキックができたのでしょう。
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●浅田真央さん（ベスト眉ニスト）

艶のある眉と自然なカーブが、復活の鍵だった！

【アナスタシアによる分析】
眉頭から眉尻にかけて自眉を活かしたナチュラルで太さのある眉です。骨格、筋肉にあった、自然なカーブが、豊かな感情の動きを増幅させ、
大人の女性としての魅力あふれる表情までも際立たせます。また、自眉をしっかり活かしたほどよい太さの眉頭が、明るくのびやかな雰囲気の中にある、
アスリートの強く、真摯な姿勢を感じさせます。自分の限界のその先を真っ直ぐに見据えて、挑戦し続け、壁を乗り越えていく、凛とした美しさを強く印象
づけます。
【池袋氏による分析】
浅田さんはいい顔の代表として 10 年間見続けていますが、常に眉間と眉が輝いています。“艶のある眉”をキープしたからこそ、2015 年は復活の年に
なりました。形としては、雛人形をイメージさせるアーチ型の眉が開運に結びついています。アナスタシアが“自然なカーブ”と言っているように、自然な曲
線で柔軟性のある眉だからこそ、年齢に応じた練習スタイルに変化させ、安定感のある演技によって復活できたんだと思います。

■タレント部門：眉美人なタレントは、北川景子さん＆福山雅治さん！
女性タレント部門は、女優として男女問わず大人気の北川景子さんが 1 位に選出されました。3 位には、福
山雅治さんとの結婚を発表した女優の吹石一恵さんが初のランクイン。5 位には同じく結婚を発表した女優の
堀北真希さんがランクインしています。男性タレント部門は、吹石さんとの結婚を発表し世間を驚かせた福山雅
治さんが堂々の 1 位を獲得。その他の順位は、昨年から顔ぶれの変化はないものの、福士蒼汰さんが 3 位に
ランクアップしその人気の高さを証明しています。
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

北川景子

1位

福山雅治

2位

石原さとみ

2位

向井理

3位

吹石一恵

3位

福士蒼汰

4位

綾瀬はるか

4位

竹野内豊

5位

堀北真希

5位

西島秀俊

●福山雅治さん （男性芸能人１位）

大人の余裕を感じさせる眉と目とのバランス！これがベストな判断力に!！

【アナスタシアによる分析】
鼻筋から眉頭にかけてのラインがとてもきれいに通っている眉です。爽やかでスマートな印象を際立たせています。また、眉頭～眉尻まで、骨格、筋肉
に沿って、自眉を活かした、バランスのよい、ほどよい太さの眉が、優しげな瞳に、さりげない力強さを与えています。見つめられるだけで、心つかまれる
ような魅力につながっています。母性本能をくすぐる、夢を追う少年のような魅力、人間味にあふれた、大人の男性としての魅力など、さまざまな側面の
中に、ストイックで、ゆるぎない信念を感じさせます。
【池袋氏による分析】
強さの中に優しさがあるビタースウィートな眉をしています。“自眉を活かした、バランスのよい、ほどよい太さの眉”とアナスタシアが言うようにお顔全体、
特に目とのバランスが絶妙で、やんちゃな少年の心を持ちながら、成熟した大人の余裕を感じます。この大人の判断力がベストなタイミングでの結婚と
なり、2015 年は幸せな年となりました。

●吹石一恵さん （女性芸能人 ３位）

自眉の毛流れの美しさが、結婚運を引き寄せたか！？

【アナスタシアによる分析】
適度な太さで、骨格、筋肉に沿ってやさしくのびる優雅な眉のカーブとくっきりとした眉色が、目元に力を与えるとともに、肌の美しさをより引き立てていま
す。その結果、女優としての美しさをさらに印象づけています。また、自眉の毛流れを活かすことで生まれるナチュラルさ、ヘルシーさが、美しさだけにと
どまらない、自然体でおおらかな人間的な魅力までも感じさせます。
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【池袋氏による分析】
「福山さんもそうですが、吹石さんは“色艶が良くて毛並みがとてもいい眉”をしています。アナスタシアが言うように毛並みがいい“自眉の毛流れを活か
すこと”が 2015 年を幸せな年にできた理由でしょう。眉にも顔のどこにも無駄な力が入っておらず、おっとりされていますがしっかりとしたお顔です。とて
もツヤがあり、肉体的にも精神的にも健康なのが眉毛からわかります。この輝きがあって毛並みのいい眉が、内面の上品さを醸し出しています。

■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 位に選ばれたのは昨年と同じく友近さん。僅差の第 2 位、第 3 位には、こちらも昨年と同
様に柳原可奈子さん、渡辺直美さんがランクインし、変わらぬ人気の高さを見せつけました。また、男性芸人部
門では、イケメン芸人として根強い人気を誇る徳井義実さんが昨年同様 1 位を獲得。第 2 位、第 3 位にはコン
ビでランクインしたピースのお 2 人が。芥川賞を受賞した又吉さんは、惜しくも眉ニストの獲得は逃したものの、
堂々の 3 位にランクインを果たしました。
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

綾部祐二（ピース）

3位

渡辺直美

3位

又吉直樹（ピース）

4位

小原正子（クワバラオハラ）

4位

渡部建（アンジャッシュ）

5位

椿鬼奴

5位

じゅんいちダビッドソン

●又吉直樹さん （男性芸人 ３位）

コンビの眉は真逆なほど、相性がよく、運気もアップ！

【アナスタシアによる分析】
骨格、筋肉にそって、眉頭から眉尻まで、まっすぐに伸びたナチュラルな眉です。表情にあわせて、眉尻が少し下がることで、はにかんだような、アンニュ
イでやさしげな雰囲気を際立たせています。また、骨太で、しっかりした男性的な鼻筋とのギャップが、魅力を増幅させています。自然体でしなやかさを
感じさせる眉が、自分の感覚を大事にしながら、流されず、飄々と信じる道を進んでいく姿勢を感じさせます。眉を透明のジェルで梳かすようにして、毛
流れを活かし、ツヤ感を加えると、爽やかさがプラスされ、ますます魅力が際立つのではないでしょうか。
【池袋氏による分析】
普段はちょっとボサボサで下がり気味の困ったような眉をしていますが、髪とともに眉を整えるとイケメンに大変身します。整えた時の凛々しい眉が評価
されてランクインできたのでしょう。普段から眉にツヤ感を出していたら運気がさらにアップし、ベスト眉ニストを受賞できたのでは？」

●綾部祐二さん （男性芸人 ２位）
【アナスタシアによる分析】
自眉の毛流れを活かしつつ、ほどよい太さで適度なお手入れ感のある眉をされています。骨格に沿った、ほどよい太さの眉が、チャーミングで少年のよ
うな輝きをもった目元に、転んでもただでは起きないような、パワフルさ、タフさを印象づけています。眉尻の毛流れを最大限に活かし、しっかり濃さを出
すと、又吉さんとはタイプの違う、綾部さんらしいエネルギッシュさが前面に出て、コンビならではの魅力がますますアップしそうです。
【池袋氏による分析】
イケメンに多いちょっと上がった眉なのでランクインしたのでしょう。コンビの顔は真逆なほど相性がよくなって運気も上がります。２人の眉相性はいいの
ですが、綾部さんは眉が隠れる髪型が多いので損をしています。
せっかく又吉さんが下がり気味の眉で綾部さんが上がり気味の眉をしているので、綾部さんが常に眉全体が見える髪型にするとコンビとして理想の眉
がよくわかって運気も上がるはずです。
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■アスリート部門：眉美人なアスリートは、浅田真央さん＆五郎丸歩さん！
男性アスリート部門では、今年のラグビーワールドカップで大躍進を遂げた日本代表のエース、五郎丸歩さ
んが初のランクインにして、ベスト眉ニストを獲得しました。ワイドショーやバラエティ番組にも引っ張りだこで、
その圧倒的な人気の高さを証明する受賞となりました。第 2 位には、今年結婚を発表したダルビッシュ有さん
が昨年に続いてランクイン。内田篤人さんや羽生さんなど、昨年に続きランクインしている方が多く、継続した
人気を表しています。
女性アスリート部門では、今年見事な復活を遂げた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。4 位には、女子サッカー日本代表で、こちらも今年結婚を発表した澤穂希さんがランクイン。また、5 位
にはこれからのフィギュア界を引っ張っていく村上佳菜子さんがランクインしています。
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

五郎丸歩（ラグビー）

2位

木村沙織(バレーボール)

2位

ダルビッシュ有（野球）

3位

石川佳純(卓球)

3位

内田篤人（サッカー）

4位

澤穂希（サッカー）

4位

羽生結弦（フィギュアスケート）

5位

村上佳菜子（フィギュアスケート）

5位

イチロー（野球）

■自分に合う眉が分からない『眉迷子女子』はなんと 7 割以上も！
「自分の眉のお手入れに自信がない」と回答した人は約 8 割！
自分に合う眉が分からないと回答した女性は 7 割以上にも。「眉迷子女子」が多発しています！
また、「眉に悩みを抱えている」「自分の眉のお手入れに自信がない」と回答した人はどちらも 8 割以上と
なっています。そんな中、眉悩みの解決方法として「自己流でやる」と回答した人は 6 割にも及んでいます。

Q.女性の方のみに質問します。
あなたは自分に合う眉をわかっていますか？（SA）【n=500】

はい
26%

Q.あなたは自分の眉のお手入れに自信はありますか？（SA）【n=1000】

はい
19%
はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ
74%

いいえ
81%
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Q.あなたの眉の悩みについて教えてください。（MA）
【n=1,000】
自分に合う眉がわからない

38.6

眉の形が気に入らない

24.0

左右で形が揃っていない

20.5

眉毛が多すぎる（濃い）

18.9

眉の毛流れが乱れている

14.1

眉毛がなかなか生えない（薄い）

10.2

眉の長さがまだら

9.2

眉の毛質が気に入らない

6.6

眉の色が黒すぎる

5.4

眉が下がっている

3.8

眉が細い

3.4

その他

1.6

眉に悩みはない

19.1
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q.あなたは眉についての悩みをどのように解決していますか？（MA）
【n=1,000】
自己流でやる

59.9

美容院や床屋で整えてもらう

19.5

どうしたらよいか分からず、 諦めている

13.9

WEBで解決策を探す

8.0

雑誌で解決策を探す

7.9

友人、パートナーに相談する

7.1

眉サロンに通う

6.3

その他

4.2
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

■眉のお手入れの前に、自分に合う眉を確認したいと回答した人は約 8 割！
「眉のお手入れをする前に、自分に合う眉を確認できたら・・・」そんな人が 8 割にも及んでいます。
また、眉のお手入れの失敗談として、「左右の形が不揃いになってしまった」「細くなってしまった」が約半数を
占めるという結果に。

Q.眉のお手入れをする前に、自分に合う眉を確認できるとしたら
確認したいですか？（SA） 【n=1000】

11%
9%
37%

ぜひやりたい
まあまあやりたい
あまりやりたいと思わない
やりたいと思わない

43%
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Q.眉はどのような状態になりましたか？（MA） 【n=1,000】

眉の形が左右不揃いになってしまった

50.1

眉が細くなってしまった

44.1

眉がまだらになってしまった

28.9

眉の長さが短くなってしまった

23.4

眉の形に違和感を感じた

20.8
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■1,000 人が選んだ“今年の眉”は “ナチュラルハンサム眉”！
約半数が「自然体で凛とした女性らしい」」印象を与えるからと回答！
“今年の眉”は、「ナチュラルハンサム眉」が選ばれました。「ナチュラルハンサム眉」とは、毛に長さあり、自
然な毛流れと適度な太さをもつ眉です。それが、「自然体で凛とした女性らいしい」印象につながっているの
ではないでしょうか。
Q.今年、最もトレンド感のある眉はなんだと思いますか。（SA） 【n=1000】

素朴眉
8%

マダム眉
6%

平行眉
9%
困り眉
4%
ふわボサ眉
8%

ナチュラルハンサム眉

ナチュラル・
ハンサム眉
65%

ふわボサ眉
困り眉

平行眉
素朴眉
マダム眉
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■年末年始の運気アップのために行動している人はわずか 2 割！
その中でも、 “イメチェン”をしていると回答した人はたったの 1 割という結果に！
約 8 割の方が運気アップのための行動を起こしていないという結果が。
また、 「あなたが年末年始運気を上げるために実行していることはなんですか」という質問に対し、
「イメージチェンジをする」と回答した人は、わずか 1 割という結果に。
Q.具体的に行っていることは何ですか？（MA） 【n=189】

Q.あなたは年末年始に運気を上げるために実行していることはありますか？（SA）
【n=1000】
神社にお参りに行く

はい
19%

67.7

掃除をする

54.0

新しい物を使う

20.1

はい
いいえ

パワースポットに行く

いいえ
81%

16.9

初日の出を見に行く

15.3

イメージチェンジ をする

11.6

その他

5.8
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■眉で顔の印象が変わると思う人は約９割！
何もしないなんてもったいない！眉でイメチェンして開運アップを！
アナスタシア＆『顔相学専門家』池袋絵意知氏による“眉で開運”の秘訣
【池袋氏からのコメント】
・顔相学では運は眉間から入ってくるもの言われています。眉間は気の入口なので良い気が入ってくるよう眉間と眉
頭をきれいにしておくのが開運の秘訣です。眉間が見える髪型にしていると、顔の T ゾーンが交差する部分がより
輝いて見えるので運気が上がります。
・顔が人それぞれ違うように、眉も人それぞれ似合う形が違います。開運には肌も髪もそして眉も「ツヤ」が大事です。
ツヤ感を大事にし、色艶のある眉にしたほうが開運につながります。
・眉の頂上部分である眉山に光を当てると開運につながります。富士山の日の出をイメージするとよいでしょう。人生
の見晴らしもよくなります。
【アナスタシアからのコメント】
・眉は骨格の影響を受けるパーツです。鼻筋から眉頭にかけて骨格に沿った自然な流れがあると、
顏全体のバランスも美しく見えるので、眉間は髪の毛などで隠さず、しっかりと見せるとよいです。
・眉にツヤを出すためには、透明の眉用スタイリング剤がおすすめです。眉毛にハリ光沢を与えるとともに、毛流れ
を整え、一日中美しいフォルムをキープしてくれます。
・眉山に光を与えるためには、眉用ハイライトがおすすめです。光を取りこみワントーン明るくすることで、自然に眉を
美しく際立たせることができます。
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80%

眉迷子女子に朗報！！
気軽に眉をトライできるアプリ 「まゆ毛ドレッサー」 で
自分に似合う眉が簡単に見つかる！
眉の意識調査から、眉に悩みを抱いている人は約 8 割、
また、自分に合う眉が分からないという「眉迷子女子」が 7 割以上いることが判明しました。
自己流で悩みを解決しようとするものの“左右不揃いになってしまった”“細くなってしまった”と
失敗を嘆く女性も少なくありません。
そんな眉悩みもつ「眉迷子女子」に朗報です。
眉のパイオニア「アナスタシア」が、気軽にさまざまな眉毛を試すことができるアプリ

「まゆ毛ドレッサー」の提供を、12 月 2 日よりスタートいたしました。
『眉は顔の印象の約 8 割を決める』といわれるほど重要なパーツです。
眉で悩んだり、失敗したりする前に、まずはアプリで試してみませんか？

【アプリ概要】
■アプリ名： まゆ毛ドレッサー
■ダウンロード URL： https://itunes.apple.com/jp/app/eyebrow-dresser-powered-by/id1052015960
■価格： 無料
■互換性： iOS8.0 以降。iPhone、iPad、および iPod touch に対応
撮影した自分の顔に合わせ、さまざまなまゆ毛を気軽に試せるので、
自分に似合う眉を簡単に見つけることができます。
プロが提案するまゆ毛をはじめ、ちょっとお茶目なまゆ毛など、
バリエーション豊かなまゆ毛がドレッサーに勢ぞろい。
まゆ毛 1 つで、あなたの印象がガラリと変わります。
シミュレーションした画像は、保存してお手入れやメイクの参考にしたり、
SNS でシェアすることもできます。

【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
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