2022年5月6日

※情報解禁日の厳守をお願いいたします

情報解禁日時

2022年5月9日（月）0:00
投票総数

約42万票!

次世代エースがついに決定！！
気になる結果は？

5月9日
『アイスクリームの日』
に発表！

党対抗フレーバー総選挙 結果発表
1位に輝いたのは、ブレないおいしさのあの党！
フレーバー別ランキングは、次世代エース宣言をしたあのフレーバーが1位に！
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／代表取締役会長 兼CEO ジョン・
キム：JASDAQ 2268）は、2022年3月31日（木）から4月24日（日）まで、「サーティワン党対抗フレーバー総選
挙」を実施しました。昨年に続き「フレーバー総選挙」第二弾となる今年は、党対抗での総選挙を開催！昨年の王者ポッピ
ングシャワーは殿堂入りし、次世代エースを狙いリベンジに燃えるチョコレートミントが「チョコミン党」を結成！他のフレーバー達
も次々と党を立ち上げ、６党・60フレーバーがエントリーし、白熱の選挙となりました！各党公約を掲げ、1位になった党
は、その党のラインナップ内の過去の人気フレーバーの復刻発売も！
気になる投票結果は5月9日（月）アイスクリームの日に発表！次世代エースがついに決定です！！
党別ランキング

第１位

THE テイス党 88530票

党別ランキングの1位に輝いたのは、キャラメルリボン率いる、負けない、ブレ
ない、ハズさない、定番から個性派までクセになる味わいのラインナップをそろ
えた「THE テイス党」！幅広い年代の多くの方からバランス良く得票し、2位
と約1万票の差をつけました。見た目は地味でもやっぱりアイスクリームは
“味”！テッパンのおいしさのフレーバーがみんな大好きなことを証明しました！

公約実現！
リッチな「フレンチバニラ」が26年ぶりに来年復活！
THE テイス党の公約は、卵黄を使ったリッチな味わいの「フレンチバニ
ラ」の復活！1985年、従来のバニラに加え食べ分けを楽しめるスペ
シャルフレーバーとして登場後、1996年までの約12年間にわたり店頭
にラインナップされていました。今回の総選挙でも、往年のサーティワン
ファンから復活を熱望する声が多く聞かれたレアフレーバーなんです！
来年1月の復活に向けて鋭意準備しますので、お楽しみに♪
また、投票してくださった方の中から31名様に党オリジナルTシャツを抽
選でプレゼントします！

「フレンチバニラ」と、THEテイス党オリジナルTシャツ

フレーバー別ランキング

第１位

チョコレートミント 52030票
（チョコミン党）

今回の総選挙の言い出しっぺ、「チョコレートミント」が、フレーバー別ランキング
の堂々1位に輝きました！チョコミン党は惜しくも1位ならずでしたが、党首チョコ
レートミントの底力はすごかった！
日本のチョコミントのパイオニアと言われるサーティワンの「チョコレートミント」は、
爽やかミントと口どけのよいチョコレートのバランスがおいしさの秘密。1974年の
サーティワン日本上陸時から、ずっと愛されているフレーバーなのです！
SNSでは、「チョコミント一択」、「歯磨き粉みたいなんて言わせない！」「日本
中を爽やかに」など、その味わいに魅了される熱烈なコメントもいただきました！

→次のページで「チョコレートミント」ヒストリーをご紹介！

「チョコレートミント」ヒストリー
サーティワンの「チョコレートミント」はチョコミン党のさきがけ！
フレーバー別ランキング1位に輝いた「チョコレートミント」は、サーティワン日本上陸の
1974年から発売しているロングセラー。
初登場時は「チョコレートミント」そのものが珍しく、“この青色のアイスクリームは何だ⁉”と
話題になりました。当時のフレーバーリストには、ミントという言葉が定着していないことも
あり、「スーッとするハッカ味のアイスクリームにチョコレートのスライスがほろ苦く・・・大人の
味」と説明されています。
その物珍しさと新しいおいしさが評判を呼び、
70年代後半には爆発的ヒットに！
さらに、この数年のチョコミントブームで人気が
再燃！今回の総選挙でめでたく1位になりま
した♪
サーティワンの「チョコレートミント」は日本のチ
ョコミント界のパイオニアと言えるのです！

日本第1号店の目黒店
1974年のフレーバーリスト

党別ランキング2位以下はこちら！
第2位
キュー党

第3位
おとなスマー党

74917票
第3位は、大人にもおいしい、
味わい深いフレーバーがタッグを
組んだ、「おとなスマー党」！そ
の名の通り、50～60代の大人
のサーティワンファンから多くの票
を獲得し、スマートに3位にラン
クインしました。

77376票

第2位は、味はもちろん映える
かわいさがアピールポイントの、
「キュー党」です。特に若者の
人気を独占！サーティワンらし
いポップでキュートな見た目は、
みんなをワクワクさせちゃうこと
が証明されました！

第4位
チョコミン党

73170票

先走っていち早く党を結成し、次世代
エースを狙った「チョコミン党」は、第4
位に…。そのクールな魅力のアピール
が足りなかったのか⁉
しかし、党首「チョコレートミント」の底
力はすごかった！フレーバー別ランキン
グでは堂々1位の結果に、チョコミン党
普及にますますやる気の様子です。

第5位
チョコレー党

60339票
甘さも苦さも知り尽くした、揺るぎな
い安定感で勝負した「チョコレー党」
は第5位に。サーティワンファンは安定
よりも冒険を求めていた⁉
党首の「ロッキーロード®」は気を取り
直し、サーティワンのチョコレートフレー
バーの魅力を、これからも伝え続ける
ことでしょう！

第6位
果実の党

49312票
フレッシュな魅力がアピールポイント
の「果実の党」は第6位の結果に。
党首「ベリーベリーストロベリー」が
無念の涙。
でも、これからフルーツフレーバーが
おいしい季節です！果実の党は
永遠に不滅です！

フレーバー別ランキング2位以下はこちら！

第2位 40610票
ラブポーションサーティワン
（キュー党）

第3位 35106票
キャラメルリボン
（THE テイス党）

ハート型菓子がやピンクの色味が
キュートな通称「ラブポ」が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。「恋のよ
うな味」「かわいいし、おいしいし、子供
たちにも人気」「ダントツ推し」と、愛の
込もったコメントをいただきました！

党部門の王者、THE テイス党の党
首で、1974年の日本上陸時からあ
るサーティワンの王道フレーバーが第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。
「出会ったのは10年前。これからも
ずっと大好き」「キャラメルリボンこそ正
義」など、長く愛されていることがわか
りました！

第4位 30304票
ジャモカアーモンドファッジ

第5位 25013票
ロッキーロード®

（おとなスマー党）

（チョコレー党）

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、さらにア
ーモンドが絶妙にマッチした、まさにオ
トナのフ レーバーが4位に。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
でいる本格派。「結局選んじゃう」「
数十年一択」「絶対絶対これが1
番」など、根強いファンの声が！

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。 「三段全てロッキーロード」「毎
日食べたい」「濃いチョコの味とナッツ
の香ばしさ、マシュマロの食感がベス
トマッチ」と、日本上陸時からのロン
グセラーフレーバーは、ファンの心をつ
かんで離しません！

第6位 20798票
ストロベリーチーズケーキ

第7位 19130票
ベリーベリーストロベリー

（THE テイス党）
サーティワン自慢のチーズケーキフレー
バーの代表的存在。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ベストマッチ。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！ 「初めて出
会ったときから一択」「ごろっとしたチーズ
ケーキに出会えたときの幸福」と、チー
ズケーキラバーの票を集めました。

第8位 14560票
コットンキャンディ
（キュー党）
ピンクと紫のキュートな見た目でみ
んなの心をギュッとつかんじゃうフレー
バーは、食べると本当に綿菓子の
甘くて優しい味わいが♪期間限定
ですが、「ピンクと紫がかわいい」「優
しい口あたりもいい」「なぜ期間限
定？」と、ファンが多いフレーバーな
のです。

第10位 11310票
バーガンディチェリー
（果実の党）

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
味わいで、その登場を待ちわびるファ
ン続出の期間限定フレーバー！
「クセになるおいしさ」「至高です」
「通年販売して！」「レギュラー入り
して！」と、スタンダード入りを望む声
もたくさんいただきました！

（果実の党）
ごろごろのイチゴ果肉と香り高いイチ
ゴピューレを使った、サーティワンのイ
チゴフレーバーといえばこれ！なフレ
ーバー。イチゴって、みんな大好きな
フルーツですよね♪「やっぱイチゴよ」
「イチゴ果肉がおいしい」と、その甘
酸っぱい魅力に票が集まりました！

第9位 12487票
ナッツトゥーユー
（おとなスマー党）
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！ナッツ好きからの支持を集
めてランクインしました。「これしか食
べん」「三世代で食べた」「何とあわ
せても間違いない」「永遠の推し」
など熱いコメントもいただきました！

今年の総選挙も熱かった！結果速報ニュース！
その１ アイスクリームはかわいくなきゃ♪
10～20代で圧倒的な人気のキュー党

その２ おとなスマー党の支持者はやっぱりオトナ！
党首のジャモカアーモンドファッジもオトナに人気

党別総合2位のキュー党ですが、

年代別にランキングをみると、おとなスマー

10歳未満の子どもたちから20代の

党はその名の通りオトナからの支持が高く、

若い世代では圧倒的1位に！

40代では2位、50代、60代以上は1位

おいしいのはもちろん、アイスクリーム

にランクイン！党首の「ジャモカアーモンド

は見た目もかわいくなきゃ♪

ファッジ」も、40代以上に高い人気です。

若者は、#キュー党しか勝たん！！

おとなスマー党とキュー党の投票者年代比較

30代以上が約80%!

おとなスマー党

20代以下が約50%!

キュー党
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その3 根強いスタンダードフレーバー人気の中で、健闘の期間限定フレーバーが！
◀コットンキャンディ

フレーバー別ランキングのトップ10入りはほとんどがスタンダードフレーバーの中、期間限定の「コットン
キャンディ」「バーガンディチェリー」がそれぞれ8位と10位にランクイン！特に「コットンキャンディ」は10
～20代では4位と健闘しました！
毎年いつ発売されるかお問い合わせも多く、スタンダードフレーバーへのリクエストもたくさんいただいて

バーガンディチェリー▶

います！
この結果をみると、次のスタンダード入りも夢じゃないかも⁉

その4 チョコミン党はすっかり根付いた一大ジャンル⁉
スタートダッシュは良かったのですが、総合ランキングでは第3位だった「チョコミン党」。あんなに先走っ
たのに…（いいえ、党首「チョコレートミント」はフレーバー別1位で満足です⁉）。ですが、30代の
党別ランキングでは1位の結果となり、他の世代でも安定的な人気でした！これは、この数年のチョ
コミン党ブームがすっかり根付いた証拠かも！
1974年に日本で初めて「チョコレートミント」を発売したと言われるサーティワン。チョコミン党の定番
化にうれし涙が止まりません！

党対抗フレーバー総選挙 実施結果
■投票期間：2022年3月31日（木）～4月24日（日）
■総得票数：42万3,644票
■実施概要：エントリーした党は6党、フレーバーは全60種類。特設サイトより1日1回の投票。
全結果は下記特設サイト内にてご覧いただけます。
https://www.31ice.co.jp/generalelection22/site/

年代別ランキング
10代未満
1位
2位
3位
4位
5位
6位

党別

フレーバー別

キュー党
果実の党
THE テイス党
チョコミン党
チョコレー党
おとなスマー党

1位
2位
3位
4位
5位

チョコレートミント
ラブポーションサーティワン
ベリーベリーストロベリー
キャラメルリボン
オレンジソルベ

その爽やかさと甘さのバランスで子どもたちまで魅
了するチョコレートミントが1位！
党別ではキュー党に続き果実の党が上位にラン
クイン！フレーバー別でもこの世代だけオレンジソ
ルベがトップ5に入りました！

キュー党
THE テイス党
チョコミン党
チョコレー党
果実の党
おとなスマー党

1位
2位
3位
4位
5位

ラブポーションサーティワン
チョコレートミント
キャラメルリボン
コットンキャンディ
ストロベリーチーズケーキ

キュー党
THE テイス党
チョコミン党
チョコレー党
おとなスマー党
果実の党

1位
2位
3位
4位
5位

ラブポーションサーティワン
チョコレートミント
キャラメルリボン
コットンキャンディ
ストロベリーチーズケーキ

チョコミン党
THE テイス党
チョコレー党
キュー党
おとなスマー党
果実の党

1位
2位
3位
4位
5位

チョコレートミント
ラブポーションサーティワン
キャラメルリボン
ロッキーロード®
ストロベリーチーズケーキ

チョコミン党支持者が多い30代！党別でもフ
レーバー別でも1位に輝きました！
また、ここで初めてランクインしたのがロッキーロー
ド®。チョコレー党への支持も他世代より多い結
果になりました！

THE テイス党
おとなスマー党
チョコミン党
チョコレー党
キュー党
果実の党

1位
2位
3位
4位
5位

チョコレートミント
ジャモカアーモンドファッジ
キャラメルリボン
ラブポーションサーティワン
ロッキーロード®

党別ではブレないおいしさのTHE テイス党が1位
に！いろんなフレーバーを味わった結果、落ち着
いたのが安定のおいしさ⁉
そして、ここでランクインしたのがジャモカアーモンド
ファッジ！じわじわランクアップを狙います！

1位
2位
3位
4位
5位
6位

おとなスマー党
THE テイス党
果実の党
チョコレー党
チョコミン党
キュー党

1位
2位
3位
4位
5位

ジャモカアーモンドファッジ
キャラメルリボン
ロッキーロード®
チョコレートミント
ラブポーションサーティワン

50代のオトナ世代では、その名の通りおとなス
マー党とその党首のジャモカアーモンドファッジが
それぞれ1位に！
名実ともに、“オトナ”の称号いただきました！

1位
2位
3位
4位
5位
6位

おとなスマー党
THE テイス党
果実の党
チョコレー党
キュー党
チョコミン党

1位
2位
3位
4位
5位

ジャモカアーモンドファッジ
キャラメルリボン
ベリーベリーストロベリー
チョコレートミント
ラブポーションサーティワン

60代以上でもやっぱり根強いおとなスマー党と
党首ジャモカアーモンドファッジ！
行きつくところは、コレ。オトナも納得の本格派
なんです！

10代
1位
2位
3位
4位
5位
6位

10代ではキュー党とその党首ラブポーションサー
ティワンが堂々1位！
また、かわいいカラーと綿菓子の味わいで人気の
コットンキャンディもランクイン！
やはり若い世代には“映え”が重要⁉

20代
1位
2位
3位
4位
5位
6位

20代もやっぱり人気のキュー党とその党首ラブ
ポーションサーティワンがトップに！
コットンキャンディもランクインして、フレーバー別で
は10代と同じランキングに。
キュン！なかわいさは永遠です♪

30代
1位
2位
3位
4位
5位
6位

40代
1位
2位
3位
4位
5位
6位

50代

60代以上

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。
＜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

＜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/

