NEWS RELEASE

2022 年 10 月 20 日
株式会社カカクコム

「食べログ スイーツ 百名店 2022」を発表
食べログユーザーから高い評価を集めたスイーツの名店 TOP100
初選出店は「TOKYO」6 店、「EAST」11 店、
「WEST」11 店！
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、2022 年 10 月 20 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 2022」を発表しました。今回も TOKYO・EAST・WEST の 3 エリアに分けて各 100 店を選
出しています。
TOKYO：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets_tokyo/2022
EAST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets_east/2022
WEST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets_west/2022

「食べログ スイーツ 百名店 2022」について
「食べログ 百名店」は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 5 回目の発表となり
ます。
エリア別に選出店の多かった市区町村・道府県を見ると、「TOKYO」は目黒区が 13 店、中央区 12
店、渋谷区と港区が各 11 店となりました。「EAST」では神奈川県が 31 店と約 3 割を占め、愛知県
18 店、埼玉県 13 店と続きました。また「WEST」は、京都府 43 店、大阪府 34 店、兵庫県が 10
店と、この 3 府県で 9 割近くを占める結果となりました。今回は、各エリアの初選出店をご紹介しま
す。
選出方法について
選出基準日：2022 年 9 月 9 日
以下条件に該当する店舗から、各エリア点数上位 100 店を選出
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・第一ジャンルが「ケーキ」、
「チョコレート」
、「マカロン」、
「バームクーヘン」、
「洋菓子（その他）」
、「和菓子」、「甘味処」
、
「たい焼き・大判焼き」
、「どら焼き」、
「大福」
、「せんべい」、
「中華菓子」、
「アイスクリーム」
、「ソフトクリーム」、
「かき氷」
、
「クレープ」、
「パフェ」
、「フルーツパーラー」
、「ジュースバー」、
「パンケーキ」、「ドーナツ」、
「フレンチトースト」、
「アサイ
ーボウル」、
「タピオカ」または「スイーツ（その他）」となっている

【TOKYO 初選出店】
「TOKYO」の初選出店は 6 店。独創的で目にも鮮やかなパフェなどを提供する「ラトリエ ア マ
ファソン」（世田谷区上野毛）、ホテルメイドの味が楽しめる「ザ マンダリン オリエンタル グルメ
ショップ」（中央区日本橋）や「ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ」（千代田区有楽町）などが
選ばれています。また、イタリア人と日本人のオーナーシェフが 2 人で開いた「LESS」（目黒区三
田）ではイタリアの伝統菓子パネットーネを看板商品にしています。

スイーツ TOKYO 百名店 2022 初選出店（6 店）
店名

エリア

おかしやうっちー

渋谷区

ラトリエ ア マ ファソン

世田谷区

ザ マンダリン オリエンタル グルメショップ

中央区

カカオ サンパカ 丸の内本店
ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ
LESS

千代田区
目黒区

【EAST 初選出店】
「EAST」からは、厚みのある生地に粒あんがぎっしりと詰まった今川焼が名物の「さのや 今川焼
店」（千葉県銚子市）や「台ヶ原金精軒 本店」（山梨県北杜市）
、「みすゞ飴本舗 飯島商店 上田本
店」（長野県上田市）など和菓子を扱ったお店も選ばれました。また神奈川県からはバターの香りが
香ばしいフィナンシェなどの焼き菓子も人気の「ラトリエヒロワキサカ」
（川崎市）など 5 店が初選
出となりました。

スイーツ EAST 百名店 2022 初選出店（11 店）
店名

エリア

アカシエ 北浦和本店

埼玉県

御菓子司 角八本店
さのや 今川焼店

千葉県

レタンプリュス 本店
MAISON GIVRÉE
華正樓 横浜中華街新館売店
聚楽
ラトリエヒロワキサカ
レ・ザンジュ 鎌倉本店

神奈川県
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台ヶ原金精軒 本店

山梨県

みすゞ飴本舗 飯島商店 上田本店

長野県

【WEST 初選出店】
「WEST」の初選出店は京都府と大阪府から 11 店となりました。2021 年 6 月にオープンし約 1
年での選出となった「京都宇治金時や」
（京都市東山区）は、好みの抹茶が選べるかき氷を提供。一
方、1869 年（明治 2 年）創業の果物店が営む「フルーツパーラーヤオイソ」（京都市下京区）、
1889 年（明治 22 年）創業、すべての工程を手作業で行うフルーツ餅が評判の「松竹堂 吹田山田本
店」（大阪府吹田市）などの老舗も選ばれています。また百名店 4 回選出「ツマガリ 甲陽園本店」
（兵庫県西宮市）が本店の「ツマガリ 大丸梅田店」（大阪府北区）も今回初選出となりました。

スイーツ WEST 百名店 2022 初選出店（11 店）
店名
京都宇治金時や
フルーツパーラーヤオイソ

エリア
京都府

梅田 ミックスジュース
コム・シノワ 高島屋大阪店
松竹堂 吹田山田本店
ジョエル
ツマガリ 大丸梅田店

大阪府

出入橋きんつば屋
パティスリー アクイユ
パティスリー・ラ プラージュ
ミキ フルーツ カフェ
※移転やリニューアルの場合も初選出としています
＜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

※外出される際は、感染症対策を実施するなど十分にご留意ください。
※サイトに掲載されている営業日、営業時間などに変更が生じる可能性があるため、ご来店の際には
事前にお店にご連絡いただくなど、ご確認をお願いいたします。
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【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、多様なニーズに合わせたお店選びに活用いただけるよ
（https://award.tabelog.com/）
う、幅広いジャンルで名店 100 店を発表しています。引き続き、今年もバー、ラーメンなどのジャ
ンルを発表予定です。
【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/
・食べログアプリについて：https://tabelog.com/appli_campaign
2022 年 10 月現在の掲載レストラン数は約 84 万件、口コミ投稿数は約 4,820 万件。
アクセス状況：月間利用者数 9,325 万人、月間総 PV 20 億 56 万 PV（2022 年 6 月実績）。
（デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：7,817 万人 パソコン：1,508 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利用者数です（特定のブラウザ、OS 等によっては一定期間経過
後に再訪した利用者を重複計測する場合があります）。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。なお、食べログにおいては、2022 年２月をもって AMP（Accelerated Mobile Pages）対応を終了いたしま
した。

＜公式 SNS アカウント＞
・Facebook：https://www.facebook.com/tabelog/
・Instagram：
食べログ【東京】公式 @tabelog_tokyo_official
https://www.instagram.com/tabelog_tokyo_official/
食べログ【福岡】公式 @tabelog_fukuoka_official
https://www.instagram.com/tabelog_fukuoka_official/
・LINE（食べログマガジン）：＠oa-tabelog-magazine
・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

