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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」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 2018 年 6 月 14 日（水）、2018 年上半期に、みんなが支持した市販のおやつを表彰する「おやつ大賞 2018 上半期」を発表いたし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. おやつ大賞 2018 上半期とは 

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・「イーネッ！！」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：2017 年 11 月 1 日～2018 年 4 月 30 日） 

 

2.総合大賞は風味のよい抹茶を従来商品の 1.2 倍使用した濃厚な抹茶スイーツの、 

セブン-イレブン「濃いまっちゃもこ」 

2017 年のおやつ大賞上半期スイーツ部門で 2 位にランクインした、セブン-イレブン「宇治抹茶クリームの抹茶もこ」を、風味の

良い抹茶を従来の 1.2 倍使用し、さらに濃厚な抹茶クリーム仕立てにした商品です。セブン-イレブンで人気の「もこ」シリーズと

「抹茶」の組み合わせに注目が集まり、堂々の総合大賞受賞となりました。今年は特に濃い味わいが人気を博しており、もぐナビ

のクチコミでも絶賛の声が集まっています。 

 

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 32 万点の商品情報と、97 万件以上の生活者のクチコミ・評価を掲載しております。（2018 年 6 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・「イーネッ！！」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】 2017 年 11 月 1 日～2018 年 4 月 30 日  

【対象クチコミ件数】 46,246 件 

【対象商品】 11,844 件 

 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

総合 大賞 セブン-イレブン セブン-イレブン 濃いまっちゃもこ 

  2 ハーゲンダッツジャパン ハーゲンダッツ 華もち 桜あん カップ９１ｍｌ 

  3 井村屋 井村屋 やわもちアイス 安納芋カップ カップ１４０ｍｌ 
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部門 順位 メーカー名 商品名 

チョコレート 大賞 有楽製菓 有楽製菓 ブラックサンダー 大人のプレミアム 袋１本 

  2 チロルチョコ チロル チロルチョコ 桔梗信玄餅 １個 

  3 明治 明治 メルティーキッス こだわりのバニラ 箱５６ｇ 

クッキー 大賞 ヤマザキビスケット ＹＢＣ Ｎｏｉｒ 袋９枚×２ 

  2 不二家 
不二家 Ｗｉｔｈチョコ カントリーマアム 超チョコミント 

袋４５ｇ 

  3 不二家 不二家 カントリーマアム 香るさくら 袋８枚 

スナック 大賞 カルビー カルビー じゃがりこ はちみつバター味 カップ５２ｇ 

  2 ヤマザキビスケット ＹＢＣ エアリアル コーンポタージュ味 袋７０ｇ 

  3 湖池屋 コイケヤ スゴーン 和牛すき焼き 袋７０ｇ 

アイス 大賞 ハーゲンダッツジャパン ハーゲンダッツ 華もち 桜あん カップ９１ｍｌ 

  2 井村屋 井村屋 やわもちアイス 安納芋カップ カップ１４０ｍｌ 

  3 ハーゲンダッツジャパン 
ハーゲンダッツ クリーミーコーン キャラメル＆マカデミア 

８９ｍｌ 

洋菓子 大賞 セブン-イレブン セブン-イレブン 濃いまっちゃもこ 

  2 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 ショコラタルト 

  3 ローソン 
ローソン Ｕｃｈｉ Ｃａｆｅ’ ＳＷＥＥＴＳ×ＧＯＤＩＶＡ 

濃厚ショコラケーキ 

和菓子 大賞 セブン-イレブン セブン-イレブン ふわっとろ京風きなこのくりぃむわらび 

  2 セブン-イレブン セブン-イレブン ふわっとろ濃い宇治抹茶わらび 黒蜜入り 

  3 セブン-イレブン セブン-イレブン もっちりチョコパンケーキどら 

カップデザート 大賞 セブン-イレブン セブン-イレブン 抹茶わらび＆白玉くりぃむぜんざい 

  2 ローソン 
ローソン Ｕｃｈｉ Ｃａｆｅ’ ＳＷＥＥＴＳ × ＧＯＤＩＶ

Ａ ショコラパフェ 

  3 オハヨー乳業 オハヨー 焼スイーツ まろやかチーズ カップ１０５ｇ 

中華まん 大賞 ローソン ローソン ポムポムプリンまん カスタード味 

  2 ファミリーマート ファミリーマート 湯葉包みトンポーローまん 

  3 ファミリーマート ファミリーマート じゃぱりまん チーズカレー 

揚げ物 大賞 ローソン ローソン Ｌチキ 黒こしょうだれ 

  2 セブン-イレブン セブン-イレブン とろ～りチーズのいももち 

  3 ローソン ローソン 北海道産いももち チーズ 

カップ麺 大賞 日清食品 
日清食品 カップヌードル 旨辛チーズスンドゥブ味 カップ７

７ｇ 

  2 日清食品 
日清食品 カップヌードル チリチリ♪チリトマトヌードル カ

ップ７８ｇ 

  3 東洋水産 
マルちゃん ＱＴＴＡ サワークリームオニオン味 カップ８７

ｇ 

ラテ・オレ 大賞 ドトールコーヒー ドトール 桜香るホワイトショコラ・ラテ カップ２００ｍｌ 

  2 サントリー食品インターナショナル 
スターバックス さくらキャラメリーミルク ＷＩＴＨ ミック

スベリー カップ１８０ｇ 

  3 サントリー食品インターナショナル スターバックス ゴールドラテ カップ１８０ｍｌ 

野菜・果汁飲料 大賞 カゴメ 
カゴメ 野菜生活１００ Ｓｍｏｏｔｈｉｅ カカオアーモンド

Ｍｉｘ ボトル３３０ｍｌ 

  2 カゴメ 
カゴメ 野菜生活１００ 有田みかんミックス パック１９５ｍ

ｌ 

  3 名古屋製酪 
スジャータめいらく すりつぶし 苺 ミックススムージー カ

ップ２００ｇ 

炭酸飲料 大賞 サントリー食品インターナショナル 
サントリー デカビタＣダブルスーパーチャージ ゼロ ペット

５００ｍｌ 

  2 日本コカ・コーラ 
コカ・コーラ い・ろ・は・す メロンクリームソーダ ペット５

１５ｍｌ 

  3 サントリー食品インターナショナル 
スターバックス スパークリング ピーチスプラッシュ ローカ

ロリー ペット３９０ｍｌ 

乳製品 大賞 森永乳業 
クラフト フィラデルフィア クリーミーマリアージュ クリー

ムチーズと贅沢チョコの運命の出会い 箱１５ｇ×４ 

  2 森永乳業 
森永 濃密ギリシャヨーグルト パルテノ アップルシナモンソ

ース入 カップ８０ｇ 
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  3 ダノンジャパン 
ダノン オイコス 脂肪０ アメリカンチェリー カップ１１０

ｇ 

ギルトフリー 大賞 江崎グリコ グリコ ビスコ 焼きショコラ 箱５枚×３ 

  2 江崎グリコ グリコ ＳＵＮＡＯ 発酵バター 箱３１ｇ×２ 

  3 協同乳業 
メイトー ３種のドライフルーツａｎｄアーモンド カップ１０

０ｍｌ 

バランス栄養食 大賞 アサヒグループ食品 アサヒ クリーム玄米ブラン 豆乳カスタード 袋２枚×２ 

  2 アサヒグループ食品 アサヒ クリーム玄米ブラン 豆乳アサイーベリー 袋２枚×２ 

  3 アサヒグループ食品 
アサヒ バランスアップ クリーム玄米ブラン アップルパイ 

袋２枚×２ 

菓子パン 大賞 セブン-イレブン セブン-イレブン ザクっと！クレームブリュレ 

  2 ファミリーマート ファミリーマート チョコづくしコッペパン 

  3 ローソン ローソン 黒いメロンパン ベルギーチョコホイップ 

惣菜パン 大賞 ローソン ローソン たまごを包んだしっとりパン 

  2 第一屋製パン 第一パン ３種のチーズパン 袋１個 

  3 ファミリーマート ファミリーマート とろーりチーズの白いパン 

食事パン 大賞 敷島製パン Ｐａｓｃｏ ゆめちから入り塩バターパンレーズン 袋４個 

  2 敷島製パン Ｐａｓｃｏ 窯焼きパスコ 国産小麦のバゲット 袋１本 

  3 フジパン フジパン お米ぱん 袋１個 

 

 

◆ もぐナビ「おやつ大賞 2018 上半期」発表ページ 

もぐナビ「おやつ大賞 2018 上半期」発表ページでは、受賞商品の詳細や受賞企業のコメントなどをご覧いただけます。 

 

◇発表ページ 

https://mognavi.jp/do/campaign/ranking2018_former 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お問合せ◆  株式会社アイスタイル コーポレートコミュニケーション室  TEL：03-5575-1286 FAX：03-5575-1261  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 

 

【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 
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