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「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。 

 

 

2019 年 12 月 23 日 

報道関係各位 

CCC マーケティング株式会社 

 
Ｔカードの商品クチコミサービス「カッテミル」、2019 年間ランキングを発表！ 

ユーザー評価 1 位は「アサヒ スーパードライ 瞬冷辛口」 

最もクチコミを集めたのは「キリン 午後の紅茶 ザ・マイスターズ ミルクティー」 

https://km.tsite.jp/html/2019ranking/ 

 
CCC マーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：北村和彦）は、T カード

のお買い物履歴から商品のクチコミができるサービス「カッテミル」（https://km.tsite.jp/）に

おける「2019 年 カッテミル年間ランキング」をお知らせいたします。 

 

2019 年 1 月から 2019 年 10 月末までに発売された新商品※1※3について、全てのクチコミを集

計し、お客さまから最も評価が高かった商品やクチコミが多かった商品などをランキング形式で紹

介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ユーザー評価が最も高い『人気新商品ランキング』 

「カッテミル」でのクチコミ数※2が 10 件以上あり、かつクチコミをしたお客さまから高い評価を

獲得した『人気新商品ランキング』において、1 位を獲得した商品は 4 月 2 日に発売された飲んだ

瞬間の冷涼感と爽快なキレ味が楽しめるビール「アサヒスーパードライ 瞬冷辛口 缶 350ml 6

缶パック」、2 位は長時間前発酵製法で作られた「小岩井 生乳だけで作った脂肪０（ゼロ）ヨーグ

ルト 400ｇ」、３位は酸味料や香料など無添加で作られた自然派飲料「CHOYA 夏梅ソーダ 

500g」、4 位は 2 商品がランクインし、濃厚なマンゴー感が味わえるアイス「赤城 プレミール

濃厚マンゴー 85ml」とカントリーマアムを表現したチョコレート「不二家 カントリーマアム

チョコレート（ゴールドレシピ） 12 粒」となりました。 
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「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。 

 

順位 商品名 評価点 

1 位 アサヒスーパードライ 瞬冷辛口 缶３５０ｍｌ ６缶パック 4.87 

2 位 小岩井 生乳だけで作った脂肪０（ゼロ）ヨーグルト ４００ｇ 4.84 

3 位 CHOYA 夏梅ソーダ ５００ｇ 4.79 

4 位 赤城 プレミール濃厚マンゴー ８５ｍｌ 4.75 

4 位 不二家 カントリーマアムチョコレート（ゴールドレシピ） １２粒 4.75 

6 位 亀田製菓 ハッピーターン コクのやみつきカレー味 ８５ｇ 4.74  

7 位 ブルボン ひとくちルマンド ４７ｇ 4.73 

7 位 なとり 甘ずっぱいカリカリ梅 種ぬき無着色 ２８ｇ 4.73 

9 位 アサヒもぎたて期間限定爽やかスウィーティー 缶３５０ｍｌ 4.72 

9 位 日清シスコ チョコフレークプレミア ラム&レーズン ５０ｇ 4.72 

 

 

■ユーザーのクチコミを最も多く集めた『最多クチコミ商品ランキング』 

2019 年に発売された新商品で、「カッテミル」のクチコミ数※2 が多い『最多クチコミ商品ランキ

ング』で 1 位を獲得した商品はティーインストラクター監修のもとで作られた微糖ミルクティー

「キリン 午後の紅茶 ザ・マイスターズ ミルクティー 500ml」、2 位は濃いぶどう・濃いもも・

白いカフェオレの３品をアソートした「グリコ アイスの実 アソート 84ml」、3 位は GABA を

28mg 使用した機能性飲料「グリコ カフェオーレ ゆるリリース 180ml」、4 位はブラックコ

ーヒー「キリン ファイア ワンデイ ブラック PET 600ml」、5 位は和の黒蜜きなこ味のチョコ

パイ「ロッテ 和のチョコパイ黒蜜きなこ 袋 1 個」となりました。 

 

順位 商品名 クチコミ数 

1 位 キリン 午後の紅茶 ザ・マイスターズ ミルクティー ５００ｍｌ 1184 

2 位 グリコ アイスの実 アソート ８４ｍｌ 602 

3 位 グリコ カフェオーレ ゆるリリース １８０ｍｌ 587 

4 位 キリン ファイア ワンデイ ブラック ＰＥＴ ６００ｍｌ 583 

5 位 ロッテ 和のチョコパイ黒蜜きなこ 袋１個 432 

6 位 グリコ プリッツおさつ ６２ｇ 425 

7 位 
ダイドードリンコ ピエール・エルメ×ダイドーブレンド カフェ・オ・レ ショコラ・ブリー

ズ ５００ｍｌ 
407 

8 位 不二家 ルック（２つのこだわり和栗） １２粒 398 

9 位 不二家 ルック２（チョコミント食べくらべ） １２粒 305 

10 位 アサヒ 極上＜キレ味＞ 缶 ３５０ｍｌ 282 
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「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。 

 「カッテミル」は、T カードのお買い物履歴から実際に購入した商品へのクチコミができ、商品

のクチコミ評価ランキングなどを見ることができるサービスです。食料品や飲料、化粧品や日用雑

貨など「商品」を軸にユーザー同士がつながりコミュニケーションができ、さらに楽しくスマート

にお買い物をサポートするサービスとして多くのユーザーに利用いただいています。今後も対象ジ

ャンルを拡大しながら、様々な機能を追加していくことで、「カッテミル」のユーザーのクチコミ

をもとに、毎日のお買い物をもっとスマートに、そして新しい商品との出会いと発見につながるサ

ービスを目指してまいります。 

 

 

 

【「カッテミル」にクチコミできる商品の対象店舗】 

■カメラ・写真・素材：カメラのキタムラ 

■コンビニ：ファミリーマート 

■スーパーマーケット：マルエツ、マミーマート、タウンプラザかねひで、東武ストア／フエンテ、

レッドキャベツ、プラッセ＆だいわ、リウボウストア、ヤスサキグルメ館、ヤオマサ 

■ドラッグストア：ウエルシア、ハックドラック、ダックス、ハッピー・ドラッグ、金光薬品、マ

ルエドラッグ、NARCIS、B.B.ON、ドラッグイレブン、DRUG ユタカ、ドラッグストア mac、ふ

く薬品 

■ホームセンター：島忠・ホームズ、ジョイフル本田 

■家電：エディオン、100 満ボルト 

■飲食関連：牛角、ステーキ宮、北海道、ラ・パウザ、ロッテリア 

■ファッション：ヤスサキ ファッションプラザ 

■眼鏡・コンタクト：眼鏡市場、ALOOK、レンズスタイル／レンズダイレクト、コンタクトのア

イシティ 

■車関連：ENEOS、オートバックス 

 

 

 

 

 

 

 

※1 2019 年に発売された商品のうち、プライベートブランドを除く（一部リニューアル商品を含む） 

※2 評価点、クチコミ数は 2019 年 10 月末時点 

※3 掲載商品には、終売商品を含みます 

                                                                                           

本件に関するお問い合せ： 

CCCマーケティング株式会社 

広報担当：安藤 

TEL：03-6800-4464 


