NEWS RELEASE

2019 年 3 月 27 日
株式会社カカクコム

「食べログ スイーツ 百名店 2019」を発表
TOKYO・EAST・WEST の 3 エリアで選出！
老舗の和菓子からトレンドスイーツまで、今食べに行きたいお店 TOP100
」
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、2019 年 3 月 27 日（水）
、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ スイーツ 百名店
2019」を、TOKYO・EAST・WEST の 3 エリアに分けて発表しました。
TOKYO：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/sweets_tokyo
EAST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/sweets_east
WEST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/sweets_west

「食べログ スイーツ 百名店 2019」について
「うまいもの、いま食べるなら、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です。
2017 年より数々のジャンルで毎年発表を行っており、
2019 年もスイーツジャンルから発表を開始します。今回は、各エリアの初選出店を中心にご紹介しま
す。
※「スイーツ 百名店」選出基準日：2019 年 1 月初旬

【スイーツ 百名店 TOKYO】
100 店中、
「洋菓子」
（ケーキ、チョコレートなど）ジャンルが 63 店、
「和菓子・甘味処」が 21 店。
またかき氷やフルーツパーラー、ドーナツといった、「その他のスイーツ」ジャンルが 16 店となって
おり、東京のスイーツジャンルの幅広さが見て取れます。
初選出店には、小さな洋菓子の専門店「UN GRAIN」、近年注目度が高まっているとされる「アシェ
ットデセール」
（お皿に美しく盛られたデザート）をコース形式で提供する「ジャニス・ウォン」
、写

NEWS RELEASE

真映えするかわいらしいクレープが人気の「クレープリー チロル」など、個性豊かな 12 店が並んで
います。
TOKYO

初選出店（12 店）

店名

エリア

UN GRAIN

港区

ete

渋谷区

クレープリー チロル

世田谷区

ジャニス・ウォン

渋谷区

PARLA

渋谷区

パティスリー

ラ・グリシーヌ

目黒区

パティスリー ラブリコチエ

中野区

パティスリー レザネフォール 恵比寿本店

渋谷区

パティスリートレカルム

文京区

ブロンディール

練馬区

メゾン・ダーニ

港区

ラ・メゾン・デュ・ショコラ 青山店

港区

スイーツ 百名店 TOKYO：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/sweets_tokyo

【スイーツ 百名店 EAST】
「洋菓子」59 店、
「和菓子・甘味処」が 26 店。中でも甘味処が 7 店と、TOKYO よりも多い結果に。
岐阜や宮城、長野、神奈川といった各地の甘味処が選出されています。
初選出店は、箱根の「甘酒茶屋」や岐阜県大垣市「金蝶園総本家 大垣駅前本店」といった江戸時代
から続く老舗や、横浜市の住宅街にあるパティスリー「アン・プチ・パケ」
、名古屋市の人気パフェ店
「カフェ ド リオン」
、アップルパイを目当てに行列ができる北海道砂川市「ナカヤ」など 18 店。幅
広いエリアから多様なお店が新たに選出されました。
EAST

初選出店（18 店）

店名

エリア

甘酒茶屋

神奈川

アルカイク

埼玉

アン・プチ・パケ

神奈川

歐林洞 鎌倉本店

神奈川

KANON PANCAKES

北海道

カフェ ド リオン

愛知

川上屋 本店

岐阜

KINOTOYA BAKE JR 札幌駅東口店

北海道
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金蝶園総本家 大垣駅前本店

岐阜

ナカヤ

北海道

納言志るこ店

神奈川

沼の家

北海道

パティスリー アヴァロン

愛知

パブロフ 元町本店

神奈川

緋毬

愛知

ベイク チーズ タルト 大宮店

埼玉

Bébé

愛知

ベルグの４月 本店

神奈川

スイーツ 百名店 EAST ：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/sweets_east
対象エリア：北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川
県/新潟県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県

【スイーツ 百名店 WEST】
「洋菓子」が 45 店、「和菓子・甘味処」が 47 店となり、TOKYO・EAST と比べると和菓子店や甘
味処が多い点が西日本エリアの特徴です。
初選出店においても 9 店が「和菓子・甘味処」となっており、創業 1000 年超となる京都市・今宮
神社の炙り餅店「一文字屋和輔」や和スイーツを味わえる金沢市の甘味処「つぼみ」などが新たに百
名店に入りました。また洋菓子では、鴨川を眺めながらスイーツを楽しめる京都市のショコラティエ
「サロン・ド・ロワイヤル 京都店」や、美術館が併設された石川県七尾市の「ル ミュゼ ドゥ アッ
シュ 和倉店」などが初選出となっています。
WEST

初選出店（13 店）

店名

エリア

庵月

大阪

老松 北野店

京都

茶房一笑

石川

サロン・ド・ロワイヤル 京都店

京都

ショコラティエ パレ ド オール 大阪

大阪

セイイチロウ ニシゾノ

大阪

ゼンカフェ

京都

つぼみ

石川

二條若狭屋 寺町店

京都

一文字屋和輔

京都

みつばち

京都

森乃お菓子

大阪

ル ミュゼ ドゥ アッシュ 和倉店

石川
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スイーツ 百名店 WEST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/sweets_west
対象エリア：富山県/石川県/福井県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山
県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県

【食べログ 百名店について】
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
」と合わせ、気軽な食べ歩きに活用して毎日の外食をさらに楽しん
（https://award.tabelog.com/）
でいただけるよう、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。2019 年も、パン・
ラーメン・ハンバーガー・カレー・ピザなど様々なジャンルで発表していきます。
【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/
2019 年 3 月現在の掲載店舗数は約 90 万件、口コミ投稿数は約 3,000 万件。
アクセス状況：月間利用者数 １億 1,806 万人、月間総 PV 18 億 8,358 万 PV（2018 年 12 月実績）
。
（デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：9,730 万人

パソコン：2,068 万人

※月間利用者数について：
サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた人数であり、1 ヶ月の間に複数回訪問した人も 1 人と数えた場合の
正味の人数です。なお、モバイル端末のウェブページ高速表示に伴い、月間利用者数の計測において一部重複が
発生していましたが、2018 年 9 月より重複を除外する集計方法に変更しています。また、第三者による自動収集
プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しておりますが、一部は上記利用者数・
ページビュー数に含まれている可能性があります。

＜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

