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2019年 12月 13日 

 

アイスクリーム・冷凍食品 消費者キャンペーン 

 第 7回フローズン・アワード  

『冷凍男子 冷凍女子 総選挙2019』 

受賞商品決定のお知らせ 

 

株式会社日本アクセス (所在地：東京都品川区、代表取締役社長：佐々木淳一 )は、         

消費者キャンペーン“第 7 回フローズン・アワード表彰式”において、 以下のとおり受賞商品を

発表いたしました。各部門の受賞商品は一般消費者の Web 投票件数により決定し、Web 投票件数

は昨年の 155 万票の約 2 倍の 3,228,177 票を集めました。 

Web 投票の順位をもとに、今後全国約 5,500 店舗にて店頭販促プロモーションをご提案し、

フローズン売場全体の活性化を図ってまいります。 

 

 

 

 

冷凍食品部門 アイスクリーム部門 

 
 

本格炒め炒飯® クリスピーサンド キャラメルクラシック 

ニチレイフーズ ハーゲンダッツジャンパン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪第 7 回フローズン・アワード グランプリ≫ 
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≪各部門投票結果≫ 

 

■ 冷凍食品部門得票順位（6 部門） 

 

おかず（食卓）(みんなでいっしょに部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ 特から® 

１位 特から® ニチレイフーズ 23,183 

 

2位 ギョーザ 味の素冷凍食品 19,120 

3位 やわらか若鶏から揚げボリュームパック 味の素冷凍食品 18,752 

4位 大阪王将羽根つき餃子 イートアンド 18,618 

5位 ザ★シュウマイ 味の素冷凍食品 18,501 

おかず（弁当）(愛がいっぱい部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ ミニハンバーグ 

１位 ミニハンバーグ ニチレイフーズ 21,417 

 

2位 プリプリのエビシューマイ 味の素冷凍食品 18,576 

3位 えびとチーズのグラタン マルハニチロ 18,450 

4位 エビ寄せフライ 味の素冷凍食品 18,320 

5位 星のポテト屋さん ハインツ日本 18,282 

 ご飯・米類(やっぱ米でしょ部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ 本格炒め炒飯® 

１位 本格炒め炒飯® ニチレイフーズ 24,731 

  

2位 焼おにぎり ニチレイフーズ 23,043 

3位 ザ★チャーハン 味の素冷凍食品 20,102 

4位 大きな大きな焼きおにぎり 日本水産 19,847 

5位 大阪王将直火で炒めた炒飯 イートアンド 19,527 

麺類(チュルっといきたい部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ さぬきうどん５食 

１位 さぬきうどん５食 テーブルマーク 19,745 

  

2位 青の洞窟ボロネーゼ 日清フーズ 19,320 

3位 讃岐麺一番肉うどん テーブルマーク 19,265 

4位 横浜あんかけラーメン マルハニチロ 19,042 

5位 ちゃんぽん 日本水産 18,983 

軽食・おやつ(間食しちゃいます部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ 今川焼あずき 

１位 今川焼あずきあん ニチレイフーズ 21,979 

  

2位 ごっつ旨いお好み焼 テーブルマーク 18,871 

3位 ごっつ旨い大粒たこ焼 テーブルマーク 18,863 

4位 たこ焼き 18個 日本水産 18,846 

5位 明治レンジピッツァ＆ピッツァ２枚入 明治 18,804 

 冷凍野菜・果実(からだにやさしい部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ そのまま使える高原育ち®のブロッコリー 

１位 そのまま使える高原育ち®のブロッコリー ニチレイフーズ 22,385 

  

2位 Delcy皮ごと食べられるぶどう 日本アクセス 19,991 

3位 塩あじ茶豆 日本水産 19,905 

4位 細切りフライドポテト シューストリング 300g ハインツ日本 19,557 

5位 Delcy北海道産フライドポテト 日本アクセス 19,470 

 



 

 3 / 5 

 

 

■ アイスクリーム部門得票順位（5 部門） 

 

カップ(ゆっくり味わう部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ やわもちアイス（つぶあんミルクカップ） 

１位 やわもちアイス（つぶあんミルクカップ） 井村屋 17,229 

 

2位 サクレレモン フタバ食品 16,980 

3位 明治エッセルスーパーカップ超バニラ 明治 16,978 

4位 ＭＯＷバニラ 森永乳業 16,976 

5位 明治エッセルスーパーカップチョコクッキー 明治 16,888 

ハンディー(サクッと気軽に部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ ピノバニラ 

１位 ピノバニラ 森永乳業 17,409 

   

2位 チョコモナカジャンボ 森永製菓 17,353 

3位 雪見だいふく ロッテ 17,352 

4位 ジャイアントコーン 江崎グリコ 17,328 

5位 パピコチョココーヒー 江崎グリコ 17,006 

箱(みんなで楽しく部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ ヨーロピアンシュガーコーンバニラ 

１位 ヨーロピアンシュガーコーンバニラ クラシエフーズ販売 16,832 

  

2位 パリパリバー 森永製菓 16,732 

3位 ガツン、とみかん 赤城乳業 16,699 

4位 ＢＯＸあずきバー 井村屋 16,690 

5位 ミルクレアチョコレート 赤城乳業 16,511 

プレミアム(ちょっぴり贅沢部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ クリスピーサンドキャラメルクラシック 

１位 クリスピーサンドキャラメルクラシック ハーゲンダッツジャパン 18,464 

 

2位 BRULEE（ブリュレ） オハヨー乳業 18,262 

3位 ミニカップバニラ ハーゲンダッツジャパン 18,101 

4位 ミニカップグリーンティー ハーゲンダッツジャパン 17,982 

5位 エッセルスーパーカップＳｗｅｅｔ’ｓ 苺ショートケーキ 明治 17,744 

箱（リッチ）(みんなでリッチに部門)         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ ＰＡＲＭチョコレート 

１位 ＰＡＲＭチョコレート 森永乳業 17,365 

    

2位 ピノチョコアソート 森永乳業 17,332 

3位 きなこもちマルチ 丸永製菓 17,036 

4位 ガーナ濃密チョコレートアイス ロッテ 16,876 

5位 パピコマルチ 江崎グリコ 16,811 
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■新商品部門得票順位（2 部門） 

 

冷凍食品         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ たいめいけんドライカレー 

１位 たいめいけんドライカレー ニチレイフーズ 19,246 

 

2位 ささみソースカツ ニチレイフーズ 19,054 

3位 大阪王将羽根つき焼き小籠包 イートアンド 17,077 

4位 日清具多白胡麻担々麺 日清食品冷凍 17,051 

5位 大阪王将羽根つきカレーぎょうざ イートアンド 17,044 

アイスクリーム         

順位 商品 メーカー 投票数 ▼ ＢＯＸやわもちアイス（黒みつきなこカップ） 

１位 ＢＯＸやわもちアイス（黒みつきなこカップ） 井村屋 17,832 

 

2位 ザ・クレープ＜チョコ＆バニラ＞ 森永製菓 17,743 

3位 不二家ミルキーカップ 赤城乳業 17,688 

4位 レディーボーデンマルチアーモンドチョコレートバー ロッテ 17,676 

5位 アイスの実大人のショコラ 江崎グリコ 17,672 

 

■マニア賞 

 

冷凍食品 マニア賞（冷凍食品ジャーナリスト 山本純子氏選定） 

№ 商品 メーカー 

1 よくばり御膳 五目ご飯と鶏と野菜の黒酢あん 日本製粉 

2 炭火焼 牛カルビ焼肉コチュジャン入り旨辛たれ 日本ハム冷凍食品 

3 満足丼 濃厚オムライス 明治 

4 WILDish焼豚五目炒飯 マルハニチロ 

5 Delcy カットレモン 日本アクセス 

 

1    2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選定理由】 

1． 野菜もしっかり摂れるワンプレート商品。買い置きマスト！ひとつあれば安心できます。 

2． 1 トレイをお弁当に、2 トレイをお昼のカルビ丼の具に。美味しくて肉食の満足が得られる逸

品です。 

3． 1 人で大満足、2 人シェアも OK♪濃厚デミグラスソース、バターの香るとろとろ卵、海老の  

トッピング入り！ 

4. 袋のままレンジで解凍、袋のままワイルドに食べる！超手間いらずなだけじゃない、    

「あおり炒め」製法の美味しい炒飯 

5. レモン 1切！安心素材。これぞ冷凍のメリットです。数個を氷代わりに使えば香り高く、薄ま

らないレモネードやレモンハイのでき上がり。 
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アイスクリーム マニア賞 （アイス大好きタレント、女優、歌手 小川麻琴氏選定） 

№ 商品 メーカー   

1 ＢＯＸあずきバー 井村屋   

2 あいすまんじゅう 丸永製菓   

3 爽バニラ ロッテ   

4 あいすまんじゅうきなこもち 林一二   

5 あんこーん クラシエフーズ販売   

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

  
 

 

【選定理由】 

 1.子供の頃から慣れ親しんだ味で、大好きです。私の夏の定番です。 

2.アイスとあんこが大好物の私にとって、初めて食べた時の味は衝撃的でした。 

3.昔からよく食べていました。ジャムやあんこをトッピングして食べるのが大好きです。 

4.「きなこ」に「もち」までプラスした和テイストに心惹かれました。 

5. あずきフェチにはたまらない組み合わせのアイスです。 

 

以上 


