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株式会社アイスタイル（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 ＣＥＯ：吉松徹郎 東証一部・コード番号 3660）の連結子会社で

あり、国内最大級の食品クチコミサイト「もぐナビ」（URL：http://mognavi.jp/）を運営する株式会社 Eat Smart（本社：東京都港

区、代表取締役社長：若林貞伸）は 2017 年にみんなが支持した市販のおやつを表彰する「おやつ大賞 2017」を発表いたしました。 

 

「おやつ大賞 2017」発表ページ：http://mognavi.jp/do/campaign/ranking2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. おやつ大賞 201７とは 

サイト内に登録されている商品のうち、おやつに該当する商品の中から、商品ページのアクセス数・ユーザーが投稿したクチコ

ミ内容・評価点数・「食べたい」ボタンのクリック数・「イーネ！！」ボタンのクリック数をベースに、今、みんなが支持している

おやつを表彰するアワードです。（集計期間：2016 年 11 月 1 日～2017 年 10 月 31 日） 

 

2.総合大賞は近年人気を集める安納芋フレーバーの、ミニストップ「プレミアム安納芋ソフト」 

ミニストップの看板商品「ソフトクリーム」を安納芋でプレミアム仕立てにした商品です。なめらかで濃厚な安納芋ソフトの味わ

いを堪能したレビュアーから 100 件以上のクチコミが寄せられ、上半期総合大賞受賞のセブン-イレブン「ふわっとろ 宇治抹茶わ

らび 黒蜜入り」と僅差での総合大賞受賞となりました。 

 

3.もぐナビとは  

市販食品やお取り寄せ商品を対象にしたクチコミ情報を掲載する日本最大級の食品クチコミサイトです。お菓子や調味料等 185

ジャンル、約 31 万点の商品情報と、89 万件以上の消費者のクチコミ・評価を掲載しております。（2017 年 12 月 1 日時点） 

 

4.受賞商品一覧  

【集計方法】  

サイト内に登録されている商品のうち、おやつに該当する商品の中から、商品ページのアクセス数・ユーザーが投稿したクチコミ

内容・評価点数・「食べたい」ボタンのクリック数・「イーネ！！」ボタンのクリック数をベースに順位を決定しています。 

【集計対象期間】 2016 年 11 月 1 日～2017 年 10 月 31 日  

【対象クチコミ件数】 143,727 件 

【対象商品】 43,205 件 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

総合 大賞 ミニストップ ミニストップ プレミアム安納芋ソフト 

 
2 セブン&アイ・ホールディングス セブン-イレブン ふわっとろ宇治抹茶わらび 黒蜜入り 

 
3 ファミリーマート 

ファミリーマート ケンズカフェ東京監修 

抹茶が薫る クレームショコラ 
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【株式会社アイスタイル 会社概要】   http://www.istyle.co.jp   東証一部・コード番号 3660 

▌ 所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階 

▌ 設 立：1999 年 7 月 27 日 

▌ 資本金：34 億 8,200 万円 

▌ 代表者：代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 吉松 徹郎 

▌ 事業内容：美容系総合ポータルサイト＠ｃｏｓｍｅの企画・運営、関連広告サービスの提供 

部門 順位 メーカー名 商品名 

チョコレート 大賞 江崎グリコ グリコ ポッキーミディ ストロベリーフロマージュ 箱４本×３ 

  2 明治 明治 ザ・チョコレート 深遠なる旨味抹茶 箱５０ｇ 

  3 ブルボン ブルボン アルフォート ミニチョコレートプレミアム 濃苺 袋１２個 

スナック 大賞 湖池屋 コイケヤ スゴーン 海老まるごと 袋７０ｇ 

  2 セブン&アイ・ホールディングス セブンプレミアム チーズインスナック ブラックペッパー味 袋４０ｇ 

  3 ＵＨＡ味覚糖 ＵＨＡ味覚糖 Ｓｏｚａｉのまんま コロッケのまんま 袋３０ｇ 

アイス 大賞 ハーゲンダッツジャパン 
ハーゲンダッツ ミニカップ デコレーションズ  

チーズベリークッキー カップ８５ｍｌ 

  2 赤城乳業 赤城 ガリガリ君リッチ 黒みつきなこもち 袋１００ｍｌ 

  3 森永製菓 森永製菓 板チョコアイス トリプルホワイト 箱７２ｍｌ 

スイーツ 大賞 ミニストップ ミニストップ プレミアム安納芋ソフト 

  2 セブン&アイ・ホールディングス セブン-イレブン ふわっとろ宇治抹茶わらび 黒蜜入り 

  3 ファミリーマート 
ファミリーマート ケンズカフェ東京監修 

抹茶が薫る クレームショコラ 

カップ麺 大賞 日清食品 日清 カップヌードル ナイス 濃厚！ キムチ豚骨 カップ５８ｇ 

  2 日清食品 日清 カップヌードル ミルクシーフードヌードル カップ８３ｇ 

  3 寿がきや食品 寿がきや 麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん カップ１３６ｇ 

ドリンク 大賞 キリンビバレッジ ＫＩＲＩＮ サプリ ヨーグルトテイスト ペット５００ｍｌ 

  2 雪印メグミルク Ｄｏｌｅ ワイナリーから葡萄便り パック４５０ｍｌ 

  3 カゴメ カゴメ 野菜生活１００ 北海道メロンミックス パック１９５ｍｌ 

乳製品 大賞 ダノンジャパン ダノン オイコス 脂肪０ トロピカルマンゴー カップ１１０ｇ 

  2 オハヨー乳業 
オハヨー ピエールエルメ ヨーグルト アンフィニマン 

ヴァニーユ カップ１１５ｇ 

  3 森永乳業 
クラフト フィラデルフィア 贅沢３層仕立ての濃厚クリーミーチーズ 

袋３７ｇ×４ 

ロカボ 大賞 江崎グリコ グリコ ＳＵＮＡＯ バニラソフト 袋１５２ｍｌ 

  2 日清食品 
日清 カップヌードル ナイス 濃厚！ クリーミーシーフード 

カップ５７ｇ 

 
3 ローソン ローソン ブランのチーズ蒸しケーキ 北海道産クリームチーズ 

バランス栄養食品 大賞 アサヒグループ食品 アサヒ クリーム玄米ブラン 苺のブラウニー 袋７０ｇ 

 2 アサヒグループ食品 アサヒ １本満足バー シリアルラムレーズン 袋１本 

 3 森永製菓 ウイダー ウイダーｉｎバー プロテイングラノーラ 袋３０ｇ 

菓子パン 大賞 第一屋製パン 第一パン スイートポテト蒸し 袋１個 

 2 敷島製パン Ｐａｓｃｏ たっぷりホイップあんぱん 袋１個 

 3 山崎製パン ヤマザキ パン・オ・ショコラ 袋１個 

惣菜パン 大賞 敷島製パン Ｐａｓｃｏ 国産小麦の白いチーズパン 袋１個 

 2 ファミリーマート ファミリーマート 白いチーズクリームパン 

 3 セブン&アイ・ホールディングス セブン-イレブン たっぷりたまごサラダロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お問合せ◆  株式会社アイスタイル 広報室 TEL：03-5575-1286 FAX：03-5575-126  Email: istyle-press@istyle.co.jp 

【株式会社 Eat Smart 会社概要】   https://www.eatsmart.co.jp 

▌ 所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階 

▌ 設 立：2004 年 5 月 6 日 

▌ 資本金：6,150 万円 

▌ 代表者：代表取締役社長 若林 貞伸                                 

▌ 事業内容：国内最大級の食品クチコミサイト「もぐナビ」や全国の料理教室ポータルサイト「クスパ」等の運営 
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