
 

 

NEWS RELEASE 

 

2019 年 4 月 18 日 

 株式会社カカクコム 

 

 

「食べログ パン 百名店 2019」を発表 

北海道から九州まで、口コミ評価の高いパンの名店を選出 

今年は 9 店が新たに百名店入り！ 

 

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 4 月 18 日（木）、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ パン 百名店 2019」

を発表しました。 

URL：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/bread/ 

 

「食べログ パン 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、

今回は 2019 年版のパン 百名店を発表しました。今年のパン 百名店を都道府県別に見ると、東京都

52 店、京都府 10 店、大阪府 9 店の順で選出店が多い結果となりました。 

※選出方法について：2019 年 1月末における食べログのパンジャンル総合点上位 100店を選出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019 年 初選出店】 

今年は 9 店が新たに百名店に選出されました。大分県から唯一選出された「友永パン屋」は、1916

年創業の老舗で県外からも多くの人が訪れる有名店です。また、北海道からは道産の原材料にこだわ

ったパンが人気の札幌「ブーランジェリー コロン 本店」が初選出。京都府の「ファイブラン」は、

パン 百名店に 3 年連続で選出されている福岡県「パンストック」出身の店主によるパン店です。また、

東京都からは、武蔵野エリアの人気店「パサージュ ア ニヴォ」、京都の名店「ル・プチメック」が

2018 年 3 月にオープンした「ル・プチメック 日比谷店」など、さまざまなお店が初選出店としてラ

インナップされています。 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/bread/
https://tabelog.com/oita/A4402/A440202/44000059/
https://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010102/1040487/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26026337/
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400201/40024379/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132003/13056438/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26000210/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13219670/
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2019年 初選出店（9店） 

店名 エリア 

ecomo Bakery YOKOHAMA MOTOMACHI 神奈川県横浜市 

カフェむぎわらい 東京都荒川区 

友永パン屋 大分県別府市 

パサージュ ア ニヴォ 東京都武蔵野市 

パン ド エスキス フォー ワコウ 東京都中央区 

パン家のどん助 東京都新宿区 

ファイブラン 京都府京都市 

ブーランジェリー コロン 本店 北海道札幌市 

ル・プチメック 日比谷店 東京都千代田区 

 

【東京都の選出店】 

東京都内の選出店数 TOP2 は、渋谷区（9 店）・世田谷区（7 店）。 

渋谷区では、富ヶ谷エリアのお店が多く「365 日」「テコナ ベーグルワークス」「ルヴァン 富ヶ谷

店」といった人気店が選出されています。 

世田谷区では、小田急線・田園都市線・世田谷線などさまざまな路線エリアから百名店が選ばれて

おり、世田谷区全体にパンの名店が広がっていることがわかる結果となりました。 

 

渋谷区（9店） 

店名 最寄り駅 

VIRON 渋谷店 渋谷駅 

カタネベーカリー 代々木上原駅 

365 日 代々木公園駅 

空と麦と 代官山駅 

テコナ ベーグルワークス 代々木公園駅 

パンとエスプレッソと 表参道駅 

ル パン ドゥ ジョエル・ロブション 渋谷ヒカリエ ShinQs 店 渋谷駅 

ルヴァン 富ヶ谷店 代々木八幡駅 

レフェクトワール 明治神宮前駅 

 

世田谷区（7店） 

店名 最寄り駅 

アルチザン・ブーランジェ・クピド 奥沢駅 

カイソ 世田谷代田駅 

シニフィアン シニフィエ 世田谷本店 三軒茶屋駅 

Boulangerie Sudo 松陰神社前駅 

ブランジュリー パリの空の下 若林駅 

ベッカライ・ブロートハイム 桜新町駅 

ラトリエ ドゥ プレジール 祖師ヶ谷大蔵駅 

https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14059688/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131104/13056511/
https://tabelog.com/oita/A4402/A440202/44000059/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132003/13056438/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13187195/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13020179/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26026337/
https://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010102/1040487/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13219670/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13164031/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13061492/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13001841/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13001841/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13004626/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131811/13020931/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13164031/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13164057/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13061492/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13090477/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13140263/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13001841/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13149666/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131711/13035704/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131812/13129587/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13030788/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131709/13098861/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131709/13100024/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131707/13001529/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131814/13050412/
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【京都府・大阪府の選出店】 

 京都府では、1947 年創業で昔ながらのパンが人気の「まるき製パン所」や、京都市の中心からバス

で 30 分以上を要する住宅街に位置する「クロア」など市内から 8 店が選出。また、宇治市から「た

ま木亭」、木津川市から「レガル」が選出されています。 

 大阪府では、岸部市の名店「ル・シュクレクール 岸部」と、その姉妹店「ル・シュクレクール」や、

味だけでなく見た目も芸術的なパンに高い評価が集まる「パリアッシュ」など 9 店が選ばれました。 

京都府（10店） 

店名 エリア 

クロア 京都市北区 

たま木亭 宇治市 

ナカガワ小麦店 京都市左京区 

ファイブラン 京都市中京区 

フリップアップ 京都市中京区 

まるき製パン所 京都市下京区 

ル・プチメック 今出川店 京都市上京区 

ル・プチメック 御池店 京都市中京区 

レガル 木津川市 

レディオベーグル 京都市北区 

 

大阪府（9店） 

店名 エリア 

パネ・ポルチーニ 大阪市福島区 

パリアッシュ 大阪市北区 

パンデュース 大阪市中央区 

ブーランジェリー ブルディガラ 大阪店 大阪市北区 

ブーランジュリー グウ 大阪市中央区 

ブランジュリ P&B 大阪市西区 

ル・シュクレクール 大阪市北区 

ル・シュクレクール 岸部 吹田市 

ROUTE271 梅田本店 大阪市北区 

 

【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

（https://award.tabelog.com/）」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

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、ラーメ

ン・ハンバーガー・カレー・ピザなどさまざま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

https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260203/26003237/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26002694/
https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260701/26025957/
https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260701/26025957/
https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260705/26005980/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270602/27003426/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27092018/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27074010/
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/A260202/26026337/
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/A260503/26007367/
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/A2701/A270101/27009000/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27014650/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270105/27010111/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27092018/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270602/27003426/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27087157/
https://award.tabelog.com/
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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 4 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 7 号 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 

運営サイト一覧：http://corporate.kakaku.com/company/service  

https://tabelog.com/help/beginner/
https://tabelog.com/help/score/
https://tabelog.com/help/policy/
https://www.facebook.com/tabelog/
https://twitter.com/tabelog/
http://corporate.kakaku.com/company/service

