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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：三宅弘樹）は 2019 年に生活者が支持した商品を表彰するもぐナビベストフードアワード 2019 を発表いたしました。 

 

もぐナビベストフードアワード 2019 発表ページ ： https://mognavi.jp/do/campaign/ranking2019 

 

       1.もぐナビベストフードアワード 2019 とは 

もぐナビ会員からこの一年間に寄せられた評価クチコミ投稿をベースに、生活者が支持している商品を表彰するアワードです。

2010 年に「もぐナビ大賞」としてはじまり、2018 年より現在の名称・形式にリニューアルしました。もぐナビならではの生活者視

点に立った受賞ラインナップが食品業界から注目いただいています。真正なるもぐナビ会員のクチコミともぐナビ独自の指標を加

味したベストフードの発表は、国内最大の食品総合サイトであるもぐナビだからこそ実現できる企画となっています。 

 

2.総合大賞は「ハーゲンダッツ デコレーションズ アーモンドキャラメルクッキー」 

今回総合大賞を受賞したのは、ハーゲンダッツの期間限定新商品「ハーゲンダッツ デコレーションズ アーモンドキャラメルク

ッキー」です。今年２月の発売時より多くの支持を得て、もぐナビベストフードアワード 2019 上半期新作ベストフード総合２位に

ランクイン。その勢いは年間を通しておとろえることなく、年間での総合大賞受賞となりました。「甘さとほろ苦さが絶妙」「キャラ

メルの味がかなりしっかりと香る」などのクチコミにも現れているように、リッチな風味と触感が好評でした。また、2019 年はキ

ャラメル味の人気が再上昇しており、他部門でも「サーティワン シーズンフレーバー キャラメル クロカンブッシュ」、「シャトレ

ーゼ キャラメルマキアートダブルシュー」、「トーヨービバレッジ 町村農場 キャラメルラテ」などがランクイン。「ハーゲンダッツ 

デコレーションズ アーモンドキャラメルクッキー」の総合大賞受賞は、まさに今年のトレンドを表す結果となりました。 

 

3.2019 年のベストフードアワードは、カテゴリが拡大し大幅パワーアップ 

今年から新たな試みとして、対象期間中に人気を博しながらも販売終了となった商品を対象とした「特別賞」や、「ベストお土産

など」のカテゴリを新設。昨年の総合+10 カテゴリ 37 部門から、総合+14 カテゴリ 60 部門へと大きく拡大しました。 

 

4.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 36 万点の商品情報と、115 万件以上の消費者のクチコミ・評価を掲載しております。（2019 年 12 月時点） 

 

5.受賞商品一覧  

【集計方法】 もぐナビベストフードアワードは、みなさんのクチコミ評価などをもとに順位を決定しています。 

【集計対象期間】 2018 年 11 月 1 日～2019 年 10 月 31 日  

【対象クチコミ件数】 120,567 件 

【対象商品】 31,817 アイテム 

※国内における市販食品全般および外食チェーンにおけるテイクアウト可能な食品を対象としています。 

※複数のカテゴリに渡りクチコミ投稿されている商品は、商品性質を考慮し主たる 1 つのカテゴリに絞って集計しています。 

「もぐナビベストフードアワード 2019」を 12 月 3 日に発表 

総合大賞は「ハーゲンダッツ」期間限定新商品が受賞 

 

 

http://mognavi.jp/
https://mognavi.jp/do/campaign/ranking2019
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■総合 

■ベストスイーツ 

■ベストス―プ 

 

順位 メーカー名 商品名 

大賞 ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 ハーゲンダッツ デコレーションズ アーモンドキャラメルクッキー  

2 株式会社東ハト 東ハト ソルティ バター  

3 日清食品株式会社 日清食品 カップヌードル  

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

アイスクリーム 1 ハーゲンダッツジャパン株式会社 
ハーゲンダッツ デコレーションズ  

アーモンドキャラメルクッキー  

2 森永乳業株式会社 森永 ピノ 蔵出し熟成 宇治抹茶  

3 ハーゲンダッツジャパン株式会社 ハーゲンダッツ 35 周年記念商品 翠 濃茶  

キャンディ 1 カンロ株式会社 カンロ 金のミルクキャンディ  

2 ノーベル製菓株式会社 ノーベル タピオカミルクティーキャンディー  

3 カンロ株式会社 カンロ ミルクのカンロ飴  

クッキー 1 株式会社東ハト 東ハト ソルティ バター 

2 株式会社東ハト 東ハト ソルティ 4 種のナッツ  

3 三立製菓株式会社 SANRITSU 五穀とアーモンドのクッキー 

タブレット 1 アサヒグループ食品株式会社 アサヒ ミンティア チョコミント  

チョコレート 1 チロルチョコ株式会社 チロル チロルチョコ 生もちきなこ 

2 森永製菓株式会社 森永製菓 ダース ラムレーズンサンド 

3 チロルチョコ株式会社 チロル チロルチョコ フロランタン 

プリン 1 オハヨー乳業株式会社 オハヨー ジャージー牛乳プリン ミルク  

2 オハヨー乳業株式会社 オハヨー 焼スイーツ とろ～りクリームチーズ  

3 協同乳業株式会社 メイトー メイトーのなめらかプリン 

洋菓子 1 株式会社ブルボン ブルボン もっと濃厚チョコブラウニー 

2 株式会社銀座コージーコーナー 銀座コージーコーナー マドレーヌ 

3 株式会社ドンレミー ドンレミー しあわせスフレロール 

和菓子 1 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブンプレミアム しっとりまろやか 抹茶ミルク餡まん 

2 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブンプレミアム プリンの生どら 

3 山崎製パン株式会社 ヤマザキ 雪苺娘 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

スープ 1 理研ビタミン株式会社 リケン わかめスープ わかめとたまごのスープ 

2 カゴメ株式会社 
カゴメ 野菜生活 100 Smoothie  

かぼちゃとにんじんのソイポタージュ 

3 カゴメ株式会社 
カゴメ 野菜生活 100 Smoothie  

とうもろこしのソイポタージュ 
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■ベストスナック・せんべい 

■ベストソイ&ミルク 

■ベストテイクアウト 

 

 

 

 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

ヨーグルト 1 日本ルナ株式会社 日本ルナ バニラヨーグルト 

2 森永乳業株式会社 森永 ギリシャヨーグルト パルテノ はちみつ付 

3 ダノンジャパン株式会社 ダノン オイコス ストロベリー 

ラテ・オーレ 1 日本ルナ株式会社 日本ルナ ときめきカフェ プリンは飲みモノ 

2 雪印メグミルク株式会社 雪印メグミルク 濃厚ミルク仕立て クリーミーミルク 

3 サントリー食品インターナショナル株式会社 スターバックス 抹茶ラテ  

豆乳飲料 1 キッコーマン株式会社 キッコーマン 豆乳飲料 マカダミアナッツ  

乳酸菌 1 株式会社ヤクルト ヤクルト 三つ星 Factory カップ de ヤクルト 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

外食チェーン 

・スイーツ 
1 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 

サーティワン スタンダードフレーバー  

ストロベリーチーズケーキ 

2 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 
サーティワン シーズンフレーバー  

キャラメル クロカンブッシュ 

3 株式会社シャトレーゼ シャトレーゼ キャラメルマキアートダブルシュー 

外食チェーン 

・ドーナッツ 
1 株式会社ダスキン ミスタードーナツ ポン・デ・リング 

 

外食チェーン 

・パン 
1 株式会社乃が美ホールディングス 乃が美 生 食パン 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

おつまみ 1 カルビー株式会社 カルビー NATURAL Calbee えだ豆ミックスうす塩味 

スナック 1 株式会社湖池屋 コイケヤ スコーン 憧れのクアトロチーズ 

2 株式会社湖池屋 コイケヤ スコーン どはまり濃いもろこし 

3 カルビー株式会社 カルビー じゃがりこ サラダ 

せんべい 1 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブンプレミアム 枝豆チップス 

2 亀田製菓株式会社 亀田製菓 通のえだ豆 

3 越後製菓株式会社 越後製菓 ふんわり名人 きなこ餅 

ポテトチップス 1 株式会社東ハト 東ハト じゃがいもパリ焼き 焼き塩味 

2 カルビー株式会社 カルビー ポテトチップス うすしお味 

3 ヤマザキビスケット株式会社 YBC チップスターS 和牛ステーキ味 
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■ベストドリンク 

 

 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

アーモンド飲料 
 

1 江崎グリコ株式会社 グリコ アーモンド効果 砂糖不使用 

コーヒー 1 トーヨービバレッジ株式会社 トーヨービバレッジ 町村農場 キャラメルラテ 

2 森永乳業株式会社 
マウントレーニア カフェラッテ キャラメルブリュレ  

恋とキャラメルを焦がすラテ 

3 森永乳業株式会社 マウントレーニア カフェラッテ ナイトダークメープル 

ジュース 1 ハルナプロデュース株式会社 HARUNA CHABAA ウォーターメロンジュース  

スパークリングウ

ォーター 
1 アサヒ飲料株式会社 アサヒ ウィルキンソン タンサン グレープフルーツ  

2 アサヒ飲料株式会社 アサヒ ウィルキンソン タンサン ティー 

3 サントリーホールディングス株式会社 サントリー 天然水クラフトスパークリング 無糖うめ  

チューハイ 1 キリンビール株式会社 KIRIN キリン・ザ・ストロング ゴールドサワー 

2 サントリーホールディングス株式会社 サントリー ほろよい はっさく 

3 サントリーホールディングス株式会社 サントリー ほろよい アイスティーサワー 

ノンアルコール 

飲料 
1 アサヒビール株式会社 アサヒ ドライゼロ 

ビール・発泡酒 1 アサヒビール株式会社 アサヒ スーパードライ 

2 アサヒビール株式会社 アサヒ クリアアサヒ 

3 サントリーホールディングス株式会社 サントリー ザ・プレミアム・モルツ 

ブレンド茶 1 アサヒ飲料株式会社 アサヒ 十六茶  

健康飲料 1 株式会社 明治 ザバス MILK PROTEIN 脂肪 0 ココア風味  

2 株式会社伊藤園 伊藤園 ごくごく飲める 毎日 1 杯の青汁 

3 株式会社伊藤園 伊藤園 毎日 1 杯の青汁 まろやか豆乳ミックス  

紅茶 1 キリンビバレッジ株式会社 KIRIN 午後の紅茶 おいしい無糖  

2 キリンビバレッジ株式会社 KIRIN 午後の紅茶 ザ・マイスターズ ミルクティー  

3 日本コカ・コーラ株式会社 コカ・コーラ 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー コールド  

炭酸飲料 1 キリンビバレッジ株式会社 メッツ 超炭酸 マスカット  

2 キリンビバレッジ株式会社 キリンレモン ゼロ  

3 日本コカ・コーラ株式会社 コカ・コーラ ゼロ 

野菜ジュース 1 カゴメ株式会社 カゴメ あまいトマト  

緑茶 1 キリンビバレッジ株式会社 KIRIN 生茶  

2 サントリーフーズ株式会社 サントリー 緑茶 伊右衛門  

3 サントリーフーズ株式会社 サントリー 天然水 GREEN TEA 
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■ベストヌードル 

■ベストバランス栄養食 

■ベストブレッド＆シリアル 

■ベストレトルト 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

カップうどん・そ

ば 
1 東洋水産株式会社 マルちゃん 赤いきつねうどん 東 

2 日清食品株式会社 日清食品 日清のどん兵衛 きつねうどん 東 

3 日清食品株式会社 日清食品 日清のどん兵衛 天ぷらそば 東  

カップラーメン 1 日清食品株式会社 日清食品 カップヌードル 

2 日清食品株式会社 日清食品 カップヌードル カレー  

3 日清食品株式会社 日清食品 カップヌードル シーフードヌードル  

カップ焼きそば 1 明星食品株式会社 明星食品 一平ちゃん夜店の焼そば  

2 日清食品株式会社 日清食品 日清焼そば U.F.O.  

3 まるか食品株式会社 ペヤング ソースやきそば ビッグ 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

バランス栄養食品 1 ハマダコンフェクト株式会社 ハマダ ショートブレッド 北海道バター  

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

シリアル 1 日本ケロッグ合同会社 ケロッグ ハーシー チョコビッツ  

2 日清シスコ株式会社 
日清シスコ こんがりブレッドシリアル  

フレンチトースト仕立て  

3 カルビー株式会社 カルビー フルグラ チョコクランチ＆バナナ 

菓子パン 1 第一屋製パン株式会社 第一パン スイートポテト蒸し 袋 1 個 

2 株式会社 木村屋總本店 木村屋 ジャンボむしケーキ プレーン 

3 フジパン株式会社 フジパン くるみあんぱん  

食事パン 1 株式会社タカキベーカリー タカキベーカリー 阿蘇牛乳のミルクブレッド 

2 敷島製パン株式会社 Pasco 超熟 フォカッチャ 

3 第一屋製パン株式会社 第一パン emini 食パン  

惣菜パン 1 第一屋製パン株式会社 第一パン ポンデスティック チーズ 

2 第一屋製パン株式会社 第一パン ひとくちつつみ ソーセージ 

3 第一屋製パン株式会社 第一パン 3 種のチーズパン  

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

レトルトお粥 1 株式会社むらせ むらせライス 炊きたて香る梅のお粥  

レトルトカレー 1 株式会社明治 明治 銀座カリー 25 周年 特別限定品  

レトルトごはん 1 日清食品株式会社 日清食品 カップヌードル 謎肉丼 

缶詰 1 いなば食品株式会社 いなば 深煮込みカレー 中辛  
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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：36 億 4,700 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 

■ベスト加工食品 

■ベスト冷凍食品 

■ベストお土産 

■特別賞 

 

 

 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

きなこ 1 株式会社真誠 真誠 とろけるきなこ  

サラダチキン 1 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブンプレミアム サラダチキンバー  

スプレッド 1 雪印メグミルク株式会社 雪印メグミルク ミルキーソフト キャラメル味 

ドレッシング 1 理研ビタミン株式会社 リケン リケンのノンオイル くせになるうま塩  

ねりもの 1 株式会社紀文食品 紀文 わさび チーちく  

ふりかけ 1 丸美屋食品工業株式会社 丸美屋 たれサクふりかけ えび天味  

麺 1 株式会社紀文食品 紀文 糖質 0g 麺 丸麺  

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

冷凍食品 

・スイーツ 
1 株式会社キャメル珈琲 カルディ セリ・エキスキーズ カヌレ  

冷凍食品 

・ラーメン 
1 株式会社キンレイ 

キンレイ なべやき屋キンレイ お水がいらない  

五目あんかけラーメン  

冷凍食品・惣菜 1 イートアンド株式会社 大阪王将 羽根つき餃子  

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

スイーツ 1 六花亭製菓株式会社 六花亭 マルセイバターサンド 

2 株式会社原田 
ガトーフェスタ・ハラダ ガトーラスク グーテ・デ・ロワ  

ホワイトチョコレート  

3 豊島屋 豊島屋 鳩サブレー 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

ドリンク 1 スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 
スターバックス  

＃STRAWBERRYVERYMUCHFRAPPUCCINO 

菓子パン 1 第一屋製パン株式会社 第一パン ガトーショコラ蒸し  

2 敷島製パン株式会社 Pasco ホイップメロンパン チーズクリーム  

3 山崎製パン株式会社 ヤマザキ パン・オ・モンブラン さくら風味 

外食チェーン 

・スイーツ 
1 日本マクドナルド株式会社 マクドナルド ホットアップルカスタードパイ 

外食チェーン 

・ハンバーガー 
1 株式会社モスフードサービス モスバーガー 激辛テリヤキチキンバーガー 

 

◆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 

▌ 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 三宅 弘樹                                 

▌ 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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