
 

 

NEWS RELEASE 

 

2020 年 2 月 13 日 

 株式会社カカクコム 

 

 

「食べログ スイーツ 百名店 2020」を発表 

「TOKYO」「EAST」「WEST」の各エリアで選出 

バレンタインデー目前！今食べに行きたいスイーツ最新 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、2020 年 2 月 13 日（木）、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 2020」を「TOKYO」「EAST」「WEST」の各エリアで発表しました。 

TOKYO：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets_tokyo/2020 

EAST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets_east/2020 

WEST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets_west/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食べログ スイーツ 百名店 2020」について                    

「食べログ 百名店」は「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルご

とに高い評価を集めた 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

表しており、「スイーツ 百名店」は今年で 4 回目の発表となります。今回は初選出店とともに、各エ

リアで選出されたチョコレートのお店（食べログ登録のジャンルにチョコレートが含まれるお店）をご紹介しま

す。 

選出方法について：2020 年 1 月初旬における、食べログの各エリアスイーツジャンル総合点上位 100 店を選出 

  

【スイーツ TOKYO 百名店】 

 100 店中、「洋菓子」（ケーキ、チョコレートなど）ジャンルが 59 店、「和菓子・甘味処」が 29

店。かき氷やフルーツパーラー、アイスクリームなど「その他スイーツ」ジャンルが 12 店となりま

した。 

https://tabelog.com/
https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets_tokyo/2020
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets_east/2020
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets_west/2020
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また、初選出店は 24 店。「日本橋 長門」「清寿軒」といった江戸時代から続く老舗や、2018 年に

日本初の路面店をオープンしたフランスのパティスリー「アルノー・ラエール 広尾本店」などさま

ざまなお店が新たに百名店入りしました。 

 

【スイーツ EAST 百名店】 

 ジャンル別では「洋菓子」58 店、「和菓子・甘味処」25 店、「その他スイーツ」や「カフェ」など

17 店。中でも特にかき氷 7 店、アイスクリームが 5 店となり、「TOKYO」よりも多いことが今年の

特長のひとつといえそうです。また、神奈川県が 33 店（前年：23 店）、埼玉県が 12 店（前年：9

店）となり、前年よりも選出店を増やしています。 

今年の初選出店は 18 店。江の島「SE1」や軽井沢「ハーベスト ナガイファーム 軽井沢店」とい

ったアイスクリーム店や、ハワイで人気のマラサダ（ドーナツ）専門店「レナーズ 横浜ワールドポ

ーターズ店」、埼玉県春日部市の一軒家で営まれている和菓子店「細井」などが新たに百名店入りし

ました。 

 

【スイーツ WEST 百名店】 

 「洋菓子」46 店、「和菓子・甘味処」41 店、「カフェ」7 店、「その他スイーツ」が 6 店となりま

した。他のエリアより和菓子の比率が高いことは WEST の特長である一方、今年は「カフェ」が前

年より 6 店増えるという動きもありました。 

 初選出店は 17 店。「カフェ」ジャンルではフルーツたっぷりのかき氷が人気の「こちかぜ」や京都

の老舗旅館プロデュースによるわらび餅を楽しめる「遊形 サロン・ド・テ」などが、「和菓子」ジャ

ンルでは明治 30 年創業のおはぎ専門店「今西軒」や奈良の歴史ある町家を復元した和菓子店「みや

け 旧鴻池邸表屋」などが新たに選出されました。 

 

スイーツ 百名店 2020 初選出店                                

 

TOKYO（24 店） 

店名 エリア 

アルノー・ラエール 広尾本店 渋谷区 

オーボンヴュータン 日本橋高島屋店 中央区 

紀の善 新宿区 

志むら 豊島区 

シュークリー 中央区 

すずめや 豊島区 

スタイルズケイクス＆カンパニー 千代田区 

清寿軒 中央区 

たいやき ひいらぎ 渋谷区 

ナタ・デ・クリスチアノ 渋谷区 

日本橋 長門 中央区 

パティスリー カカオエット・パリ 目黒区 

https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13011481/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13213772/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13217253/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140403/14029135/
https://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20009286/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140103/14014796/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140103/14014796/
https://tabelog.com/saitama/A1102/A110204/11022003/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27009604/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26005378/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26002101/
https://tabelog.com/nara/A2901/A290102/29004637/
https://tabelog.com/nara/A2901/A290102/29004637/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13217253/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13023670/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13000478/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130502/13003855/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13050996/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13009255/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13125138/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13213772/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13026096/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13153384/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13011481/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13039525/
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パティスリー タダシ ヤナギ 八雲店 目黒区 

パティスリィ ドゥ・ボン・クーフゥ 武蔵小山本店 品川区 

パティスリー・スリール 目黒区 

パティスリーサロン・ドゥ・テ アミティエ 新宿区 

北斎茶房 墨田区 

瑞穂 渋谷区 

柳屋 中央区 

ラ・ヴィエイユ・フランス 本店 世田谷区 

ラ・ファミーユ 豊島区 

ラ・プレシューズ 紀尾井町店 千代田区 

ラデュレ サロン・ド・テ 銀座三越店 中央区 

リョウラ 世田谷区 

 

EAST（18 店） 

店名 エリア 

赤福茶屋 ジェイアール名古屋タカシマヤ店 愛知県 

SE1 神奈川県 

菓匠 花桔梗 本店 愛知県 

栗きんとん本家 すや JR 名古屋高島屋・直営店 愛知県 

ケーキショップ コフレ 神奈川県 

たい焼き なみへい 神奈川県 

ティーハウスマユール 宮崎台店 神奈川県 

ハーベスト ナガイファーム 軽井沢店 長野県 

パティスリー イケダ 神奈川県 

パティスリー ロタンティック 埼玉県 

パティスリーアプラノス 埼玉県 

平五郎 本店 長野県 

細井 埼玉県 

マーロウ そごう横浜店 神奈川県 

ミセスエリザベスマフィン ランドマークプラザ店 神奈川県 

みのわ 神奈川県 

レナーズ 横浜ワールドポーターズ店 神奈川県 

ロア レギューム 朝霞本店 埼玉県 

 

 

 

https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13019733/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131710/13032289/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13018799/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13047005/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13009563/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13001154/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13003065/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131809/13043939/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13005624/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13198490/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13053865/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131707/13188208/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23000989/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140403/14029135/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23001344/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23009929/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140103/14000632/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14032944/
https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140507/14009451/
https://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20009286/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140203/14038154/
https://tabelog.com/saitama/A1101/A110102/11035023/
https://tabelog.com/saitama/A1101/A110102/11027913/
https://tabelog.com/nagano/A2001/A200101/20015759/
https://tabelog.com/saitama/A1102/A110204/11022003/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14000083/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140103/14002570/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14002574/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140103/14014796/
https://tabelog.com/saitama/A1103/A110302/11000029/
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WEST（17 店） 

店名 エリア 

今西軒 京都府 

カカオサンパカ 大丸梅田店 大阪府 

加茂みたらし茶屋 京都府 

木と根 京都府 

cocoo cafe 大阪府 

こちかぜ 大阪府 

サロン・ド・テ・アルション 法善寺本店 大阪府 

サロン・ド・テ・ジャマン 大阪府 

パスティチュリア・デリチュース 大阪店 大阪府 

パティシエ・エイジ・ニッタ 兵庫県 

ミッシェルバッハ 兵庫県 

みやけ 旧鴻池邸表屋 奈良県 

村上開新堂 京都府 

遊形 サロン・ド・テ 京都府 

ラ・ヴァチュール 京都府 

ル・ピノー 北堀江本店 大阪府 

レ・プティット・パピヨット 大阪府 

 

スイーツ 百名店 2020 選出 チョコレート店                       

※食べログ登録のジャンルにチョコレートが含まれるお店 

TOKYO（6 店） 

店名 エリア 

アヴランシュ・ゲネー 文京区 

ア コテ パティスリー 港区 

クリオロ 中目黒店 目黒区 

ケンズカフェ東京 新宿区 

パティスリー カーヴァンソン 新宿区 

パティスリー リョーコ 港区 

 

EAST（3 店） 

店名 エリア 

エチエンヌ 神奈川県 

シャンドワゾー 埼玉県 

https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26002101/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27055936/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26001758/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26005984/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27031667/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27009604/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001538/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27012523/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27010561/
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280301/28002149/
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280301/28001388/
https://tabelog.com/nara/A2901/A290102/29004637/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26004753/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26005378/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260302/26001070/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27001030/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27064714/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13186450/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13051424/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13077927/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130402/13024643/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13035194/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131603/13137010/
https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140508/14042063/
https://tabelog.com/saitama/A1102/A110201/11025121/
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ミッシェル・ブラン JR 名古屋高島屋 愛知県 

 

WEST（4 店） 

店名 エリア 

カカオサンパカ 大丸梅田店 大阪府 

パティスリー ショコラトリー オーディネール 大阪府 

パティスリージラフ 富山県 

Poche du Reve 兵庫県 

 

＜各対象エリアについて＞ 

EAST：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 

 

WEST：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

（https://award.tabelog.com/）」と合わせ、多様なニーズに合わせて外食をさらに楽しんでいただ

けるよう、幅広いジャンルで名店 100 店を発表しています。2020 年も対象ジャンルを拡大し発表し

ていく予定です。 

 

【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/  

 

2020 年２月現在の掲載レストラン数は約 90 万件、口コミ投稿数は約 3,500 万件。 

アクセス状況：月間利用者数 １億 1,846 万人、月間総 PV 18 億 2,883 万 PV（2019 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 73 万人 パソコン：1,773 万人 

 

※月間利用者数の計測方法について： 

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う利用者数の重複や、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います。 

 

 

 

https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23036323/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27055936/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27076593/
https://tabelog.com/toyama/A1601/A160101/16000052
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280302/28012993/
https://award.tabelog.com/
https://tabelog.com/help/beginner/
https://tabelog.com/help/score/
https://tabelog.com/help/policy/
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＜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：https://corporate.kakaku.com/company/service 

https://www.facebook.com/tabelog/
https://twitter.com/tabelog/
https://corporate.kakaku.com/company/service

