
B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役社長：渡辺 裕明：JASDAQ

2268）は、2021年4月2日から4月25日まで、サーティワン初の「フレーバー総選挙」を実施いたしました。

日本上陸から47年、1,300種類以上のフレーバーをお届けしてきた中から厳選した100種類をエントリーし、お気に入りのフレーバー

を投票していただいた「フレーバー総選挙」。10歳未満の子供から、上はなんと99歳代の方までたくさんの方にご参加いただき、投票総

数は50万7052票！栄えあるNo.1フレーバーは？意外なフレーバーが大健闘でランクイン？！など、大盛り上がりとなりました！幅広

い方からの推しフレーバー愛が伝わるコメントと一緒に、5月9日（木）『アイスクリームの日』に結果を発表しちゃいます！

2021年5月7日

第１位

ポッピングシャワー
投票総数50万7052票の頂点に輝いたのはポッピング

シャワー！2位と2.5万票近くの差をつけ堂々の1位

（47都道府県全て1位）でした！ポッピングシャワー

は2000年に「ミレニアム」という名前で3か月の期間限

定で登場し、大好評でわずか2週間で完売した！とい

う伝説をもつフレーバー。ミントとチョコ風味のアイスク

リームにパチパチ弾けるポップロックキャンディが入ってい

る、13年間連続年間売上ランキングNo.1フレーバー

は総選挙でもやっぱり大人気でした！Twitterでは

「サーティワンに行ってポッピン買わずに出たことない！」

「サーティワンに行く理由の九割五分はポッピングシャ

ワーでしょ」などの声があり、まさに”サーティワンと言え

ば！”の大人気フレーバーであることが証明されまし

た！第2位
ラブポーションサーティワン

第3位
キャラメルリボン

ハート型菓子がキュートなフレー

バーが見事2位に！ラズベリーとホワ

イトチョコの魅惑的な味わいにハー

ト型チョコ菓子を加えた「恋の媚薬」

の名を持つフレーバー。実は年間売

上ランキングでは9位なので、大躍

進の結果に！「31の中で一番かわ

いいフレーバー。とても美味しい！」

「恋のような味」「頼むのちょっと恥ず

かしいんだけどめちゃくちゃに好きな

味」など、まさに恋の媚薬に魅せら

れたたくさんの方からの投票をいただ

きました！

1974年の日本上陸時からある

伝統的フレーバーが3位に！バニ

ラとマッチしたこだわりのとろ～り広

がるキャラメルフレーバー。「私は

ずっとあなたひとすじ」「なんだかん

だでキャラメルリボン食っちまうんだ

よなぁ～」「とりあえずキャラメルリ

ボンはガチ」などはなが～く愛され

ていることがわかりました！

ベスト4からは次のページ！

ファンによる人気No.1フレーバーが決定！！

10歳未満の子供から～90歳代の方まで
”サーティワン愛”が大盛り上がり！

フレーバー総選挙 結果発表
1位に輝いたのは、おいしさ弾けるあのフレーバー！

55043票

30506票 27448票



意外なフレーバーもランクイン?! ベスト10はこちら！！

＜2020年年間売上ランキング＞ ※（）内はフレーバー総選挙での順位

1位 ポッピングシャワー（1位）

2位 キャラメルリボン（3位）

3位 ベリーベリーストロベリー（11位）

4位 ストロベリーチーズケーキ（4位）

5位 クッキーアンドクリーム（16位）

6位 チョコレートミント（5位）

7位 チョップドチョコレート（19位）

8位 バニラ（33位）

9位 ラブポーションサーティワン（2位）

10位 チョコレート（36位）

第4位 27065票 第5位 25344票

第6位 22434票 第7位 20578票

第8位 17807票 第9位 17529票

第10位 14588票

クリームチーズを使ったベイクドチーズケー
キと甘酸っぱいストロベリーリボンが絶妙な
フレーバー。ベイクドチーズケーキピースが

ごろごろ入って味も食感もとっても贅沢！
「アイス食べながらケーキも食べれるからな
んかお得～ってよく思ってる」「初めて食べ

た時の衝撃忘れられない」「元気がない
時もストロベリーチーズケーキを食べたら
笑顔になれます」などのコメントがありまし

た。

近年「チョコミン党」などで注目度急上昇中の
チョコレートミント！爽やかミントと口どけの良い
チョコレートのバランスが美味しさの秘密です。

実は1974年の日本初上陸時からあるフレー
バーなんです！（当時は”ミント”に馴染みが
なく、”薄荷（ハッカ）”と表現していました）

「子どもの頃からコレ一択！」「学生時代の爽
やかな気持ちがよみがえる～」など昔からの推
しコメントがありました。

2種の豆をブレンドしたコーヒーアイスク
リームにチョコレートリボンがとろ～り。さら
にアーモンドが絶妙にマッチしているフ

レーバー。実はこちらのフレーバー、実際
工場でコーヒー豆をドリップして、その抽
出したコーヒーをアイスクリームに混ぜ込

んでいるんです！だからあんなにコーヒー
のいい香りがするんですね！
「この味知ってからはこれしか選ばなく

なってしまった…大好き」「ジャモアー最
愛」などのコメントがありました。

ポッピングシャワー発売20周年記念で発売さ
れた期間限定フレーバーが堂々ランクイン！い
つものミントとチョコ風味に赤いミックスベリーア

イスクリームがプラスされた豪華なフレーバー。
「味も見た目もドリーム級！」「ベリー香るポッピ
ンドリームでまたパチパチしたいです」「再販して

～もっかい食べたい」など再販を望む熱い声も
多くありました！
※4/28より期間限定で再登場中です！お

見逃しなく！

アーモンドとマシュマロ、チョコレートで
雪解けのロッキー山脈のでこぼこ道を
表現した、食感も楽しいフレーバー。

「ナッツとマシュマロの食感が大好
き！」「ロッキーロードが一番食べた
回数多いかも」などのコメントがありま

した。

香ばしくローストしたナッツがアーモンド、カシュ―、
ピーカン、ピーナッツ、ウォールナッツの5種類も入っ
たフレーバー！ナッツファンの方に食べてほしい一品

です。「なにはなくても、ナッツ一筋。やっぱり美味し
い。そして大好き！」「アイス部分もクリームの濃い
味がして美味しいので食べて」など熱いコメントがあ

りました。

チェリーのアイスクリームに豊かな食
感のチェリー果肉が入ったクセになる
味わい！春の期間限定フレーバー

がトップ10に入りました！「これの時
期は、これしか食べない」「外であん
まりアイス食べない私が、しばらく通っ

たくらい激推しフレーバー」「これ好き
すぎて去年でかいパックで買った」な
ど熱烈なファンの愛が伝わってきまし

た！

ベスト10の注目ポイント！

・3位 キャラメルリボンと4位 ストロベリーチーズケーキは僅差の大接戦！

また、11位 ベリーベリーストロベリーと12位 クイーンオブナッツピスタチオはなんと61票差！ベスト10以外

でも熱い戦いが繰り広げられた展開となりました！

・年間売上ランキング外のジャモカアーモンドファッジが6位、ロッキーロード が8位に！

ランク外のフレーバーも大躍進したベスト10の結果になりました。

・春限定フレーバーにも関わらず、バーガンディチェリーがトップ10にランクイン！たくさんの根強いファンの方に

愛されているフレーバーなのがわかりました。

ストロベリーチーズケーキ チョコレートミント

ジャモカアーモンドファッジ ポッピンドリーム

ロッキーロード ナッツトゥユー

バーガンディチェリー

🄬
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ビジュアル
フレーバー総選挙 実施結果
■投票期間：2021年4月2日（金）～4月25日（日）

■総得票数：50万7052票

■実施概要：エントリーフレーバーは合計100種類（投票期間中発売の31種＋これまで販売してきたフレーバー69種類）

特設サイト／31cLubアプリ内より1日1回の投票

全結果は右記特設サイト内にてご覧いただけます。
https://www.31ice.co.jp/generalelection/site/

“推し”に傾向アリ？！サーティワン結果速報ニュース！

その４ 30代から高まるジャモカ愛！

30代以上男女に人気

だったのがジャモカアーモン

ドファッジ。20代以下だと

トップ10圏外でしたが、

30代以上の方から熱烈

な支持をいただきました！

特に50代女性ではジャモ

カアーモンドファッジが1

位！コーヒーの香り深い味

わいが、オトナの皆様に愛

されているようです。

その１ 10年以上人気最下位の「大納言あずき」、人気1位に輝く世代も！

知る人ぞ知る?!サーティワンのスタンダードフレーバーの中で10年以上人気最下位の「大納言あずき」。なんと

65～69歳男性、75～79歳女性の投票では1位でした！Twitterでは「大納言あずきが好きすぎてこれしか

食べない！人気最下位でも私は大好き」「頼む！大納言あずき一番売れてないとか聞いたけどめっちゃ好きな

んだ広まってくれ！！！」などの熱いコメントも。大納言あずきを愛してくださる皆様、本当にありがとうございま

す！北海道産あずきを使用した、こしあん入りの日本オリジナルの和フレーバー。これを機に食べてみよう！

と思ってくださる方が増えたら嬉しいです！

その３ やはり「映え」が強い？！
20代以下はキュン！なカラフルなフレーバーが人気！

サーティワンならではのカラフルなフレーバーが20代以下では人気でした。特

にコットンキャンディワンダーランドは、20代以下の男女どの世代でもトップ

10入り！また10代以下の女性では、ポッピンドリームが1位に！これからも

キュートなフレーバーをお届けしますので、楽しみにしていてくださいね！

その５ 31cLubアプリ会員＆店舗スタッフで高順位！
ファンによるフレーバー「クイーンオブナッツピスタチオ」

オリジナルフレーバーを募集し、お客

様の投票によって商品化されるフレー

バーを決めた「フレーバーコンテスト」で

1位となったフレーバー。ファンによる

ファンのためのフレーバーは、アプリ会

員＆店舗スタッフの投票結果でも人

気でした！特に31cLubアプリ会員が

選ぶ期間限定フレーバーでは2位でし

た。まさにクイーンの名にふさわしい愛

されフレーバー！

【番外編】 こちらも気になる?!逆ベスト３

100位

モンキーマッシュ

99位

ピンクバブルガム

98位

ラプソディインブルーベリー

０票はなし！全てのフレーバーに多くの票をいただきました！

投票してくださった方のオンリーワンになれたら嬉しいです！

その２ スイーツ界の一大勢力?!注目のチョコミン党の意外な傾向?!

総合ランキングでは5位に入っているチョコレートミント。昔から「関西人はチョコレートミントは苦手」という都市

伝説がまことしやかに囁かれていますが…。今回の結果を地域別で見てみると、関東では3位、関西では5

位と若干の違いがありました！

「関西人はチョコレートミントが嫌い」説検証?!

チョコミン党の隠れ支持者は30～40代男性?!
30代男性、40代男性でそれぞれ2位にランクイン。この世代では特にチョコレートミントが人気な傾向があ

りました！

329票 154票 128票



＜一般の方からのお問い合わせ＞
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社
○URL. http://www.31ice.co.jp/

＜報道関係の方からのお問い合わせ＞
サーティワン アイスクリームPR事務局 担当／中川・野口・高橋
○TEL: 03-5550-1811    ○FAX: 03-5550-1817

バスキンロビンス社は、世界55カ国・8,000店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。
1,300種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。

年代・男女別ランキング

男性はフルーツ系フレーバー
が人気!?オレンジソルベ、マ
スクメロンは唯一トップ5に入
りました。女性ではコットン
キャンディワンダーランドが唯
一のトップ5入り！

10代

1位 ポッピングシャワー
2位 キャラメルリボン
3位 チョコレートミント
4位 ベリーベリーストロベリー
5位 ラブポーションサーティワン

1位 ポッピンドリーム
2位 ポッピングシャワー
3位 ラブポーションサーティワン
4位 キャラメルリボン
5位 ストロベリーチーズケーキ

女性

20代

1位 ポッピングシャワー
2位 キャラメルリボン
3位 チョコレートミント
4位 ストロベリーチーズケーキ
5位 ラブポーションサーティワン

1位 ポッピングシャワー
2位 ラブポーションサーティワン
3位 ストロベリーチーズケーキ
4位 キャラメルリボン
5位 ポッピンコットンキャンディ

30代

1位 ポッピングシャワー
2位 チョコレートミント
3位 キャラメルリボン
4位 ストロベリーチーズケーキ
5位 ジャモカアーモンドファッジ

ロッキーロード

1位 ポッピングシャワー
2位 チョコレートミント
3位 ストロベリーチーズケーキ
4位 ラブポーションサーティワン
5位 キャラメルリボン

40代

1位 ポッピングシャワー
2位 チョコレートミント
3位 ジャモカアーモンドファッジ
4位 ストロベリーチーズケーキ
5位 キャラメルリボン

1位 ポッピングシャワー
2位 ジャモカアーモンドファッジ
3位 チョコレートミント
4位 キャラメルリボン
5位 ラブポーションサーティワン

50代

1位 ポッピングシャワー
2位 ラムレーズン

ジャモカアーモンドファッジ
4位 キャラメルリボン
5位 ロッキーロード

1位 ジャモカアーモンドファッジ
2位 キャラメルリボン
3位 ナッツトゥーユー
4位 バーガンディチェリー
5位 ポッピングシャワー

60代以上

1位 ポッピングシャワー

2位 ラムレーズン

3位 ジャモカアーモンドファッジ

4位 バニラ

5位 大納言あずき

1位 ジャモカアーモンドファッジ

2位 ポッピングシャワー

3位 ナッツトゥーユー

4位 バーガンディチェリー

5位 キャラメルリボン

1位 ポッピングシャワー
2位 キャラメルリボン
3位 オレンジソルベ
4位 マスクメロン
5位 ベリーベリーストロベリー

1位 ポッピングシャワー
2位 ラブポーションサーティワン
3位 コットンキャンディワンダーランド
4位 ベリーベリーストロベリー
5位 キャラメルリボン

10代未満

男性

10代女性の1位はなんとポッ
ピンドリーム！絶対的王者の
ポッピングシャワーよりも人気
でした！

20代女性で唯一トップ5入りしたポッピンコッ
トンキャンディ。また、～10代男性ではトップ5
圏外だったストロベリーチーズケーキが4位
に！ストロベリーチーズケーキのおいしさに目
覚める年代なのでしょうか?!

チョコミン党支持者が多い30代！男女ともに2
位にランクインしました！
またジャモカアーモンドファッジもランクイン。30
代以降は男女全ての世代でランクインしていま
す！同率5位でロッキーロード も人気！

オトナな味わいのジャモカ
アーモンドファッジ、男女とも
に上位にランクイン！

ジャモカアーモンドファッジ、50代女
性ではなんと1位！ナッツトゥユーや
バーガンディチェリーの人気が高い
のも特徴的です。男性ではラム
レーズンがジャモカアーモンドファッジ
と同率2位！

バニラ、大納言あずきは
60代男性で唯一トップ
5入り！落ち着いたスタ
ンダードな味わいが好ま
れる傾向にありました。
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