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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 2018 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 2018 を発表いたしま

した。 

 

「もぐナビ」ベストフードアワード 2018 発表ページ：https://mognavi.jp/do/campaign/ranking2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 「もぐナビ」ベストフードアワード 2018 とは 

実際に商品を試したもぐナビユーザーから、この 1 年間にもぐナビに寄せられたクチコミ投稿をベースに今、生活者が支持して

いる商品をランキング形式で表彰するアワードです。今年よりこれまでの「おやつ大賞」から対象商品を広げて、より生活者視点に

立った受賞ラインナップを展開。これまでの、総合+6 カテゴリ 19 部門から、総合+10 カテゴリ 37 部門と大幅に拡大し、「もぐナ

ビベストフードアワード」としてバージョンアップしました。なお、同時発表の「＠ｃｏｓｍｅベストコスメアワード」の関連企画

となります。 

 

2.総合大賞は長年愛され続ける、ひとくちサイズのアイスクリーム、「森永 ピノ」 

今回総合大賞を受賞したのは、1976 年に販売を開始し今もなお愛される続ける「森永 ピノ」です。食べやすいひとくちサイズ

とちょうどいい量、チョコとバニラが絶妙なバランスで溶けあう何度食べても飽きのこない味わいで絶大な支持を得ています。 

   「子供のころから大好き！」や「ピノを嫌いな人はいないのでは？」など、大絶賛のクチコミが多くみられ、まさに生活者が支持し

た商品を表彰する「もぐナビ」ベストフードアワードにふさわしい受賞商品といえます。 

 

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 33 万点の商品情報と、104 万件以上の消費者のクチコミ・評価を掲載しております。（2018 年 12 月時点） 

 

4.受賞商品一覧  

【集計方法】  

サイト内に登録され、国内で販売されている市販商品全般の中から、生活者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】 2017 年 11 月 1 日～2018 年 10 月 31 日  

【対象クチコミ件数】 149,148 件 

【対象商品】 42,592 件 

 

 

 

「『もぐナビ』ベストフードアワード 2018」を 12 月 3 日に発表 

総合大賞はアイスの定番「森永 ピノ」が受賞 

 

 

 

http://mognavi.jp/
https://mognavi.jp/do/campaign/ranking2018
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■ 総合 

■ベストスイーツ 

■ベストスナック 

 

 

 

 

 

 

順位 メーカー名 商品名 

大賞 森永乳業株式会社 森永 ピノ 箱１０ｍｌ×６ 

2 日清食品株式会社 日清食品 カップヌードル カップ７７ｇ 

3 ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ カップ１１０ｍｌ 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

チョコレート 1 株式会社 明治 明治 メルティーキッス プレミアムショコラ 箱６０ｇ 

2 森永製菓株式会社 森永製菓 白いダース 箱１２粒 

3 株式会社 明治 明治 メルティーキッス こだわりのバニラ 箱５６ｇ 

キャンディ 1 ＵＨＡ味覚糖株式会社 ＵＨＡ味覚糖 ＣＵＣＵ スイートポテト 袋８０ｇ 

2 ＵＨＡ味覚糖株式会社 ＵＨＡ味覚糖 特濃ミルク８．２ 袋１０５ｇ 

3 森永製菓株式会社 森永製菓 すッパイチュウ レモン味 １２粒 

クッキー 1 株式会社東ハト 東ハト ソルティ バター 袋１０枚 

2 ヤマザキビスケット株式会社 ＹＢＣ Ｎｏｉｒ 袋９枚×２ 

3 株式会社不二家 不二家 Ｗｉｔｈチョコ カントリーマアム 超チョコミント 袋４５ｇ 

アイス 1 森永乳業株式会社 森永 ピノ 箱１０ｍｌ×６ 

2 ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ カップ１１０ｍｌ 

3 森永乳業株式会社 

森永 ＭＯＷ ソルティーバターキャラメル カップ１４０ｍ

ｌ 

洋菓子 1 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン 濃いまっちゃもこ 

2 株式会社ファミリーマート ファミリーマート デビルズチョコケーキ 

3 株式会社ファミリーマート 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 

和菓子 1 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン ふわっとろ濃い宇治抹茶わらび 黒蜜入り 

2 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン ふわっとろ京風きなこのくりぃむわらび 

3 山崎製パン株式会社 ヤマザキ あんたっぷりどら焼 粒あん＆マーガリン 袋１個 

カップデザート 1 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン 濃厚かぼちゃプリン 

2 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン 秋のご褒美パフェ 

3 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 カップ１１５ｇ 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

スナック 1 カルビー株式会社 カルビー ピザポテト 濃厚チーズ味 袋６０ｇ（終売） 

2 ヤマザキビスケット株式会社 ＹＢＣ エアリアル 濃厚チェダーチーズ味 袋７０ｇ 

3 ヤマザキビスケット株式会社 ＹＢＣ エアリアル コーンポタージュ味 袋７０ｇ 
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■ベストドリンク 

■ベストスープ&ヌードル 

 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

炭酸飲料 

1 サントリー食品インターナショナル株式会社 

サントリー 南アルプス クラフトスパークリング  

無糖ジンジャー ペット５００ｍｌ 

2 アサヒグループホールディングス株式会社 アサヒ ウィルキンソン タンサン ドライ ペット５００ｍｌ 

3 サントリー食品インターナショナル株式会社 

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 

豆乳・乳飲料 1 株式会社ドトールコーヒー ドトール 桜香るホワイトショコラ・ラテ カップ２００ｍｌ 

2 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 

ポッカサッポロ 黒糖のまろやか豆乳飲料  

ユーグレナ＆ＳＢＬ８８ パック２００ｍｌ 

3 キッコーマン株式会社 キッコーマン 豆乳飲料 チョコミント パック２００ｍｌ 

ティー・コーヒー 1 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 ゴールドラテ カップ１８０ｍｌ 

2 日本コカ・コーラ株式会社 コカ・コーラ 綾鷹 ほうじ茶 ペット５２５ｍｌ 

3 日本コカ・コーラ株式会社 

コカ・コーラ 紅茶花伝 クラフティー  

贅沢しぼりピーチティー ペット４１０ｍｌ 

お酒 1 アサヒビール株式会社 アサヒ 贅沢搾り グレープフルーツ 缶３５０ｍｌ 

2 キリン株式会社 ＫＩＲＩＮ 本搾り ピンクグレープフルーツ 缶３５０ｍｌ 

3 アサヒビール株式会社 アサヒ 贅沢搾り 桃 缶３５０ｍｌ 

ノンアルコール 

1 サントリーホールディングス株式会社 

サントリー のんある気分 香る白桃スパークリング  

缶３５０ｍｌ 

2 サントリーホールディングス株式会社 

サントリー のんある気分 キウイサワーテイスト  

缶３５０ｍｌ 

3 サントリーホールディングス株式会社 サントリー オールフリー オールタイム ペット３８０ｍｌ 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

カップ麺 1 日清食品株式会社 日清食品 カップヌードル カップ７７ｇ 

2 寿がきや食品株式会社 寿がきや 麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん カップ１３７ｇ 

3 明星食品株式会社 明星食品 一平ちゃん夜店の焼そば カップ１３５ｇ 

スープ 

1 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 

ポッカサッポロ じっくりコトコト 濃厚コーンポタージュ  

箱２３ｇ×３ 

2 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 

ポッカサッポロ じっくりコトコト  

シャキシャキコーンの冷たいポタージュ 缶１７０ｇ 

3 味の素株式会社 

クノール カップスープ 冷たい牛乳でつくる えだ豆のポタージュ  

箱１２．１ｇ×３（現在は季節商品により休売中） 

生麺 1 シマダヤ株式会社 シマダヤ 流水麺 冷し中華 ごまだれ味 袋５１０ｇ 

2 シマダヤ株式会社 シマダヤ 流水麺 そうめん 袋４００ｇ 

3 シマダヤ株式会社 シマダヤ 流水麺 そば 袋３８０ｇ 

 



     PRESS RELEASE      

 

■ベストソイ&ミルク 

■ベストヘルシーフード 

■ベスト加工食品 

 

 

 

 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

チーズ&ヨーグルト 

1 株式会社 明治 

明治 ＴＨＥ ＧＲＥＥＫ ＹＯＧＵＲＴ プレーン  

カップ１００ｇ 

2 森永乳業株式会社 

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 

3 オハヨー乳業株式会社 オハヨー ぜいたく果実 雪梨＆ヨーグルト カップ１２５ｇ 

納豆 

1 株式会社 Mizkan 

ミツカン 金のつぶ たれたっぷり！ たまご醤油たれ  

パック４０ｇ×３ 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

ギルトフリー 1 江崎グリコ株式会社 ＳＵＮＡＯ ビスケット 発酵バター 袋３１ｇ 

2 株式会社ローソン ローソン ブランのキャラメルシフォンケーキ 

3 森永乳業株式会社 森永 おいしい低糖質プリン カスタード カップ７５ｇ 

バランス栄養食品 1 アサヒグループ食品株式会社 アサヒ クリーム玄米ブラン 苺のブラウニー 袋７０ｇ 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

レトルト 1 大塚食品株式会社 大塚食品 ボンカレーゴールド 中辛 箱１８０ｇ 

2 ハウス食品株式会社 ハウス カリー屋カレー 中辛 箱２００ｇ 

3 株式会社 明治 明治 銀座カリー 中辛 箱１８０ｇ 

冷凍食品 

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 蒙古タンメン中本 辛旨汁なし麻辛麺  

袋３５０ｇ 

2 株式会社ニチレイフーズ ニチレイ 今川焼 クリームチーズ 袋５個 

3 日本ハム冷凍食品株式会社 

ニッポンハム 焼の匠 チーズ入りハンバーグ  

赤ワイン仕立てのデミグラスソース 袋１６０ｇ 

サラダチキン 1 株式会社ローソン ローソン セレクト サラダチキンスティック バジル 

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 サラダチキン チーズ パック１１０ｇ 

3 株式会社ファミリーマート 

ファミリーマート ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉ

ｏｎ 国産鶏サラダチキン カラムーチョ ホットチリ味 

サラダフィッシュ 1 松岡水産株式会社 松岡水産 サラダサーモン スモーク 袋７０ｇ 

2 一正蒲鉾株式会社 一正 サラダスティック 瀬戸内レモン風味 １２本 

惣菜 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 明太ポテトサラダ 袋１００ｇ 

調味料 1 ヱスビー食品株式会社 Ｓ＆Ｂ きざみ青じそ 箱３８ｇ 

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 箱１４０ｇ 
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■ベストブレッド&シリアル 

■ベストコンビニフード 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

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 株式会社ファミリーマート ファミリーマート ホイップデニッシュメロンパン 

3 山崎製パン株式会社 ヤマザキ パン・オ・モンブラン 袋１個 

惣菜パン 1 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン クリームチーズ＆バジルチキン 

2 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン ローストビーフサンド 山わさびソース 

3 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン ブリトーハム＆チーズ 

食事パン 1 敷島製パン株式会社 Ｐａｓｃｏ 超熟 イングリッシュマフィン 袋４個 

2 山崎製パン株式会社 ヤマザキ 塩バターフランスパン 袋７枚 

3 敷島製パン株式会社 Ｐａｓｃｏ ゆめちから小麦と米粉のロール 袋６個 

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 袋３６０ｇ 

2 カルビー株式会社 カルビー フルグラ 袋８００ｇ 

3 日清シスコ株式会社 

日清シスコ ごろっとグラノーラ 紫いものスイートポテト  

袋４５０ｇ（期間限定品 ※年内に販売終了予定） 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

中華まん 1 株式会社ローソン ローソン ポムポムプリンまん カスタード味 

2 株式会社ローソン ローソン リラックまん チョコレート味 

3 株式会社ローソン ローソン ひよこちゃんまん 

ホットスナック 1 株式会社ローソン ローソン からあげクン 旨辛キムチ味 

2 株式会社ローソン ローソン Ｌチキ 黒こしょうだれ 

3 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン とろ～りチーズのいももち 

コンビニカフェ 

1 株式会社ファミリーマート 

ファミリーマート ＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦＥ  

ラムレーズンジェラートフラッペ 

2 株式会社ローソン ローソン ＭＡＣＨＩ ｃａｆｅ’ アイスほうじ茶ラテ 

3 株式会社ローソン ローソン ＭＡＣＨＩ ｃａｆｅ’ カフェラテ Ｍ 

コンビニドーナツ 1 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン まるで大学芋なオールドファッション 

2 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン 宇治抹茶オールドファッション 

3 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン もちもちリングきな粉 

コンビニ弁当 1 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン とろ～りチーズソースで食べる！トマトグラタン 

2 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン もち麦もっちり！梅こんぶおむすび 

3 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン-イレブン 銀座デリー監修バターチキンカレードリア 
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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：35 億 5,600 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 

■ベストテイクアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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：03-5575-126  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門 順位 メーカー名 商品名 

ファストフード 

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 

2 日本マクドナルド株式会社 マクドナルド マックフルーリー 白いブラックサンダー 

3 日本マクドナルド株式会社 マクドナルド ワッフルコーン プレーン 

 

http://www.istyle.co.jp/
mailto:istyle-press@istyle.co.jp
https://www.eatsmart.co.jp/

