
 

 

NEWS RELEASE 

2018 年 4 月 12 日 

 株式会社カカクコム 

 

 

口コミで高評価！「食べログ パン百名店 2018」発表 

東京都から 49 店、関西エリアから 30 店選出 

食パンなど専門店が人気、国産小麦の銘柄で選べるベーカリーにも注目集まる 

株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サイト「食べログ（https://tabelog.com/）」

は、2018 年 4 月 12 日（木）、食べログユーザーから高い評価を集めたパンの名店 100 店「食べログ 

パン百名店 2018」を発表しました。 

URL：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2018/pan/japan 

 

「食べログ パン百名店 2018」について                    

「うまいもの、今食べるなら、このお店。」をコンセプトに、カジュアルなジャンルで高い評価を集

めた 100 店を発表するグルメアワード。ピクニックなどの行楽でパンの出番が多い春の季節、ユーザ

ーの皆様の食べ歩きにご活用いただけるよう、4 月 12 日「パンの記念日」に合わせて 2018 年版のパ

ン百名店を発表しました。 

今回はパンの最新トレンドとともに、選出店のラインナップをご紹介します。 

※選出基準日：2018 年 3 月末日 

食パンやコッペパンなど専門店に注目集まる 

数ある種類の中でも近年人気を得ているのが食パン。自宅用だけでなくギフトにもなるほどクオリ

ティを高めた高級食パンが登場し、専門店も増えています。パン百名店でも「セントル ザ・ベーカリ

ー（東京・銀座）」「ダンディゾン（東京・吉祥寺）」「AOSAN（東京・仙川）」「ナカガワ小麦店（京都

市内）」といった、特に食パンが人気となっているお店も選出されました。また、近年は様々なメーカ

ーから高機能オーブントースターが発売され、トーストをよりおいしく作れるようになったのも人気

の一因のようです。 

 さらにここ数年ではコッペパン専門店が相次いで登場。スイーツ系や総菜系など、様々な種類があ

ることや食べ歩きパンとして楽しめる点なども人気の理由となっています。パン百名店に選出された

「ブーランジェリー・イアナック（東京・西日暮里）」は、上野でコッペパン専門店も展開。常時 10

種類以上のコッペパンを取りそろえ、日々行列の大人気店となっています。 

 

国産小麦の銘柄で選べるベーカリーも人気に 

 近年は店頭で小麦の銘柄を明示するベーカリーにも注目が集まっており、銘柄ごとにパンを作り分

けるお店や、小麦の生産者まで明記するお店が人気となっています。パン百名店でも「365 日（東京・

代々木公園）」「バックシュトゥーベ ツオップ（千葉・松戸）」「ムール ア・ラ ムール（神奈川・伊勢

原）」といった小麦へのこだわりを見せるお店が選出されました。 

  

 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2018/pan/japan
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13157424/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13157424/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13005834/
https://tabelog.com/tokyo/A1326/A132601/13047751/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260302/26019004/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131105/13048516/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13164031/
https://tabelog.com/chiba/A1203/A120302/12000514/
https://tabelog.com/kanagawa/A1408/A140803/14035775/
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選出店：東京都が約半数、関西エリアで 30店。また、14店が初選出！ 

 選出店のうち、東京都から 49 店。大阪府・京都府・兵庫県から合計 30 店が選出されました。創業

60 年以上となる「パンのペリカン（東京都）」「まるき製パン所（京都府）」などの老舗から、「ル・シ

ュクレクール（大阪府）」「ROUTE271 梅田本店（大阪府）」といったオープン 3 年以内の比較的新し

いお店も選ばれています。 

 また、今回初めてパン百名店に選出されたのは 14 店。店舗数の多い東京・大阪以外からは「ブラフ

ベーカリー（神奈川県）」「ラ ブリオッシュ（福岡県）」「Le Suprême.（愛知県）」が初選出店として

ラインナップされました。 

 

【大阪府：12 店】 

シュクレクール 四ツ橋出張所  大阪市 

パネ・ポルチーニ  大阪市 

パリアッシュ  大阪市 

パンデュース  大阪市 

プレザン  高槻市 

ブーランジェ エス・カガワ 大阪市 

Boulangerie gout  大阪市 

Boulangerie P＆B  大阪市 

ブーランジェリー ブルディガラ 大阪店  大阪市 

ル・シュクレクール 岸部  大阪市 

ル・シュクレクール  吹田市 

ROUTE271 梅田本店  大阪市 

 

【京都府：11 店】 

eight  京都市 

グランディール 下鴨店  京都市 

クロア  京都市 

たま木亭  宇治市 

ナカガワ小麦店  京都市 

Flip up！  京都市 

まるき製パン所  京都市 

ル・プチメック 今出川店  京都市 

ル・プチメック 御池店  京都市 

レガル  木津川市 

ワルダー  京都市 

 

 

 

https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13003662/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260203/26003237/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27092018/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27092018/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27087157/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14038740/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14038740/
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400105/40004442/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230113/23005960/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27080741/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27049674/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27074010/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27003262/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27017741/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27059555/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27014650/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270105/27010111/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27009000/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270602/27003426/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27092018/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27087157/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260601/26018675/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26002312/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26002694/
https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260701/26025957/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260302/26019004/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26004579/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260203/26003237/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26000210/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26005029/
https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260705/26005980/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26004637/
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【兵庫県：7 店】 

ameen’s oven  西宮市 

コンセントマーケット  西宮市 

サ・マーシュ  神戸市 

パンやきどころ RIKI  神戸市 

ビゴの店 本店  芦屋市 

ブランジェリー コム・シノワ  神戸市 

ベッカライ ビオブロート  芦屋市 

 

 

【パン百名店 初選出店：14 店】 

グランディール下鴨店  京都府 

空と麦と  東京都 

ブーランジェ エス・カガワ 大阪府 

ブーランジェリーレカン  東京都 

Boulangerie Sudo  東京都 

ブラフベーカリー  神奈川県 

プレザン  大阪府 

マンマーノ  東京都 

ラトリエ･デュ･パン  東京都 

ラ ブリオッシュ  福岡県 

ル・グルニエ・ア・パン  東京都 

ROUTE271 梅田本店  大阪府 

Le Suprême.  愛知県 

レフェクトワール  東京都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280301/28006379/
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280301/28025424/
https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28027356/
https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28038627/
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280302/28001784/
https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28004087/
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280302/28001945/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26002312/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13164057/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27059555/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13175684/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131709/13098861/
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https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13147689/
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400105/40004442/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130803/13011374/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27087157/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230113/23005960/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13149666/
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食べログでは、日本が誇る「おいしい」お店を表彰する年間アワード「The Tabelog Award

（https://award.tabelog.com/）」と合わせ、気軽な食べ歩きに活用いただけるよう、よりカジュア

ルなジャンルで名店 100 店を発表しています。ユーザーの皆様に、毎日の外食をさらに楽しんでいた

だけるよう、今後も対象ジャンルごとに発表していきます。 

 

【食べログ 概要】 

2005 年 3 月開設のレストラン検索・予約サイト。好みがマッチする人のおすすめや多様な検索条

件、独自の記事コンテンツなどから、ニーズや好みに合わせてお店を楽しく探せます。また 24 時間い

つでも、スマートフォンなどからインターネット予約を完了できます。 

 

・食べログの特長と便利な使い方：https://tabelog.com/help/beginner/ 

・点数・ランキングについて：https://tabelog.com/help/score/  

・口コミ・ランキングに対する取り組み：https://tabelog.com/help/policy/  

  

2018 年 4 月現在の掲載レストラン数は 80 万件超、口コミ投稿数は約 2,400 万件。 

アクセス状況：月間利用者数 １億 3,669 万人、月間総 PV 18 億 4,098 万 PV（2017 年 12 月実績）。 

 （デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：1 億 1,371 万人 パソコン：2,280 万人 

 

＜公式 SNS アカウント＞ 

・LINE（食べログマガジン）：＠oa-tabelog-magazine 

・LINE（食べログ）：@tabelog 

・Facebook：https://www.facebook.com/tabelog/  

・Twitter：https://twitter.com/tabelog/ 

 

【株式会社カカクコム 会社概要】 

所在地： 東京都渋谷区恵比寿南 3 丁目 5 番地 7 デジタルゲートビル 

代表取締役： 畑 彰之介 

事業内容： サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供 

当社運営サイト：http://corporate.kakaku.com/company/service  
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https://tabelog.com/help/score/
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https://twitter.com/tabelog/
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