NEWS RELEASE
2018年2月23日
株式会社サンケイリビング新聞社

延べ15万8760票の全国の主婦の声で決定！
食品部門金賞は「明治 ザ・チョコレート」
日用品部門金賞は「キュキュット CLEAR泡スプレー」
女性のための生活情報紙「リビング新聞」を発行するサンケイリビング新聞社（所在地: 東京都千代田区、
代表取締役社長 和田 直樹）ほかリビング新聞ネットワーク各社では、毎年、1年間に発売・発表された新商
品・新サービスの中から、主婦が「助かった！」と思うものを選び大賞を決定する「助かりました大賞」を実施していま
す。
今年は「ワーキングママ応援部門」を新設。2016 年9月～2017年9月に発売・発表された新商品・新サービ
スを対象（ 「ワーキングママ応援部門」のみ対象期間なし）に、全国の読者に「これがあって便利、助かった！」と
実感した商品への投票を募った結果、延べ15万8760票の全国の主婦の声で金・銀・銅賞が決定しました。

食品・飲料部門
金賞 明治 ザ・チョコレート ／ 明治
銀賞 特から® ／ ニチレイフーズ
銅賞 フルグラ®糖質25％オフ ／ カルビー
〈その他入賞商品〉50音順
・おにぎり丸® ／ 味の素冷凍食品 ・カラダカルピス ／ アサヒ飲料
・キリン 零ICHI ／ キリンビール
・コカ・コーラ プラス ／ コカ・コーラ
・サントリー天然水 PREMIUM MORNING TEA レモン ／ サントリー
・シールド乳酸菌タブレット ／ 森永製菓 ・すごい納豆 S-903 ／ タカノフーズ

日用品部門
金賞 キュキュット CLEAR（クリア）泡スプレー ／ 花王
銀賞 アリエール パワージェルボール3D ／ P&G
銅賞 アトリックス ハンドミルク ／ ニベア花王
〈その他入賞商品〉50音順
・衣類スチーマー NI-FS530 ／ パナソニック
・エリクシール シュペリエル エンリッチド リンクルクリーム S ／ 資生堂
・ GNセスキ密着泡スプレー500ml ／ レック ・脱臭炭 ニオイとり紙 ／ エステー
・トイレクイックル ニオイ予防プラス ／ 花王 ・ドメスト パイププロ ／ ユニリーバ・ジャパン
・ｈａｄａｋａｒａ ボディソープ ／ ライオン
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一般・サービス部門 （東日本）

一般・サービス部門 （西日本）

※一般・サービス部門は「東日本」「西日本」の2エリアで実施。エリアにより一部アイテムが異なります
金賞 ジャイアントパンダの赤ちゃん生まれる／上野動物園
銀賞 三太郎の日 ／ KDDI
銅賞 タクシー初乗り410円 ／東京ハイヤー・タクシー協会

金賞 三太郎の日 ／ KDDI
銀賞 うんこ漢字ドリル ／ 文響社
銅賞 糖質オフシリーズ ／ くらコーポレーション

〈その他入賞商品〉50音順
・ e発送サービス ／ 日本郵便
・うんこ漢字ドリル ／ 文響社
・個人型確定拠出年金「iDeCo」 ／ 厚生労働省
・サンシャイン水族館「マリンガーデン」 ／サンシャインシティ
・糖質オフシリーズ ／ くらコーポレーション
・ドコモ 子育て応援プログラム ／ ＮＴＴドコモ
・都市ガスの小売り全面自由化 ／ 資源エネルギー庁

〈その他入賞商品〉50音順
・関西国際空港LCC拡大 ／ 関西エアポート
・関電ガスなっトクプラン ／ 関西電力
・GAS得プランもっと割料金 ／ 大阪ガス
・グラン ／ 日本マクドナルド
・個人型確定拠出年金「iDeCo」 ／ 厚生労働省
・セルフメディケーション税制 ／ 厚生労働省
・ドコモ 子育て応援プログラム ／ ＮＴＴドコモ

ワーキングママ応援部門～とにかく早く夕食を～
金賞 クックパッド ／ クックパッド
銀賞 Kurashiru[クラシル] ／ dely
銅賞 ルクエ スチームケース レギュラーサイズ
／ ティーライフ
〈その他入賞商品〉50音順
・Ｋｉｔ Ｏｉｓｉｘ ／ オイシックスドット大地
・サーモス 真空保温調理器シャトルシェフ KBJ-4500
／ サーモス
ワーキングママ応援部門～お得・便利でママにっこり～
金賞 メルカリ ／ メルカリ
銀賞 BBパーフェクトクリーム ／ ドクターシーラボ
銅賞 ドコモ 子育て応援プログラム ／ ＮＴＴドコモ

〈その他入賞商品〉50音順
・イトーヨーカドー ネットスーパー ／ イトーヨーカドー
・ギュット・ミニ・DX ／ パナソニックサイクルテック

ワーキングママ応援部門～時短で家族の時間を～
金賞 ウタマロ石けん ／ 東邦
銀賞 【激落ちくん】 ／ レック
銅賞 スクラビングバブル トイレスタンプクリーナー
／ ジョンソン
〈その他入賞商品〉50音順
・ルック おふろの防カビくん煙剤 ／ ライオン
・ロボット掃除機 ルンバ 980 ／ アイロボット
ワーキングママ応援部門～子どもの健康・教育・安全に～
金賞 手ピカジェル ／ 健栄製薬
銀賞 メリット 泡で出てくるシャンプーkid’s ／ 花王
銅賞 ミューズ泡ハンドソープ フルーティフレッシュの香り
／ レキットベンキーザー・ジャパン

〈その他入賞商品〉50音順
・おくすり飲めたね ／ 龍角散
・クリニカkid’sハブラシ ／ ライオン

【結果発表】 2月22日付リビング新聞（首都圏15エリア／2,301,2461部、大阪・兵庫11エリア／1,428,877部、
ほか）に掲載。弊社公式ホームページ「リビングWeb」 https://mrs.living.jp/tag/tasukariでも紹介します。
「助かりました大賞」決定までの道のり

食品・飲料、日用品、一般・サービスの各部門において、 2016年9月～2017年9月に発売・発表さ

れたものの中から「これは便利、助かった！」との視点で、企業からのエントリーのほか、読者（主婦）と編集部がピックアップ（ワーキングママ応援部
門のみ、新商品・新サービスに限らず、これまでに登場した商品・サービスすべてが対象）。第一次投票、読者審査会を経て、各部門入賞商品を
決定。2017年11月25日付のリビング紙面およびWebなどで投票を呼びかけました。
投票期間：2017年11月23日～2018年1月4日

■本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社サンケイリビング新聞社 リビング編集部 担当：和田・仁張
TEL：03-5216-9161 FAX：03-5216-9260 E-mail：living_henshubu@sankeiliving.co.jp
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