
2021年参加 2022年参加 店舗名 店種 郵便番号 地方区分 都道府県 住所

● ● AVRANCHES GUESNAY パティスリー 113-0033 関東 東京都 文京区本郷4-17-6
● ● パティスリーキャロリーヌ パティスリー 179-0074 関東 東京都 練馬区春日町6-10-28
● ● オ・プティ・マタン パティスリー 236-0043 関東 神奈川県 横浜市金沢区大川7-4-102

● ラ・ピエール・ブランシュ パティスリー 650-0011 近畿 兵庫県 神戸市中央区下山手通4-10-2
● ● PATISSIER SHIMA パティスリー 102-0083 関東 東京都 千代田区麹町3-12-4

● LE PATISSIER TAKAGI パティスリー 154-0013 関東 東京都 世田谷区駒沢公園1-1
● ● フィオレンティーナ ペストリーブティック ホテル 106-0032 関東 東京都 港区六本木6-10-3

● フランス菓子タマミィーユ パティスリー 276-0003 関東 千葉県 八千代市大学町2-1-10
● ● Cafe & Dining ZelkovA ホテル 107-0061 関東 東京都 港区北青山3-6-8
● ● A.Lecomte パティスリー 103-8001 関東 東京都 中央区日本橋室町1-4-1
● ● Pâtisserie Yu Sasage パティスリー 157-0062 関東 東京都 世田谷区南烏山6-28-13
● ● ease パティスリー 103-0026 関東 東京都 中央区日本橋兜町9-1

● Patisserie Gregory Collet パティスリー 650-0003 近畿 兵庫県 神戸市中央区山本通2-3-5
● 菓子工房 tsururin パティスリー 815-0075 九州 福岡県 福岡市南区長丘4-16-13
● Pâtisserie MORANGE パティスリー 221-0822 関東 神奈川県 横浜市神奈川区西神奈川1-15-15

● ● パティスリーラ・ヴィ・ドゥース パティスリー 160-0005 関東 東京都 新宿区愛住町23-14
● パティスリーミュウミュウ パティスリー 657-0832 近畿 兵庫県 神戸市灘区岸地通1-8-7
● RUE DE PASSY パティスリー 152-0004 関東 東京都 目黒区鷹番3-17-6

● ● MAISON GIVRÉE パティスリー 242-0007 関東 神奈川県 大和市中央林間4-27-18
● UMEGAOKA ARPAJON パティスリー 154-0022 関東 東京都 世田谷区梅丘1-22-7
● Régalez-Vous パティスリー 248-0012 関東 神奈川県 鎌倉市御成町10-4

● ● パーク ハイアット 東京 ペストリー ブティック ホテル 163-1055 関東 東京都 新宿区西新宿3-7-1-2
● ● Addict au Sucre パティスリー 152-0023　 関東 東京都 目黒区八雲1-10-6

● Pâtisserie A.K Labo パティスリー 180-0006 関東 東京都 武蔵野市中町3-28-11
● ポワブリエール パティスリー 730-0847 中国 広島県 広島市中区舟入南3-12-24
● エーグルドゥース パティスリー 161-0033 関東 東京都 新宿区下落合3-22-13
● シェ・シバタ 名古屋 パティスリー 464-0064 中部 愛知県 名古屋市千種区山門町2-54
● Cafe de Lyon カフェ 451-0042 中部 愛知県 名古屋市西区那古野1-23-8
● ARNAUD LARHER PARIS パティスリー 150-0012 関東 東京都 渋谷区広尾5-19-9

● ● トシ・ヨロイヅカ パティスリー 104-0031 関東 東京都 中央区京橋2-2-1
● お菓子屋 レニエ レニエグランメゾン パティスリー 452-0806 中部 愛知県 名古屋市西区五才美18-2
● ラトリエ ドゥ マッサ パティスリー 658-0072 近畿 兵庫県 神戸市東灘区岡本4-4-7
● パティスリーヒロヤ京都太秦 パティスリー 616-8142 関西 京都府 京都市右京区太秦樋ノ内町1-10
● ヴォアラ パティスリー 156-0054 関東 東京都 世田谷区桜丘3-27-4
● PATISSERIE LES PLANETES パティスリー 178-0061 関東 東京都 練馬区大泉学園町5-8-20
● PATISSERIE LES PLANETES 江古田店 パティスリー 176-0006 関東 東京都 練馬区栄町9-13
● フランス菓子 トワ・グリュ パティスリー 860-0834 九州 熊本県 熊本市南区江越2-1-11
● Patissier Eiji Nitta パティスリー 663-8035 近畿 兵庫県 西宮市北口町8-15

● ● The Peninsula Boutique & Cafe ホテル 100-0006 関東 東京都 千代田区有楽町1-8-1
● ● EN VEDETTE パティスリー 135-0022 関東 東京都 江東区三好2-1-3

● パティスリー レザネフォール 中野店 パティスリー 165-0026 関東 東京都 中野区新井5-5-10
● ● オクシタニアル パティスリー 103-0014 関東 東京都 中央区日本橋蛎殻町1-39-7

● POIRE 帝塚山本店 パティスリー 545-0037 関西 大阪府  大阪市阿倍野区帝塚山1-6-16
● カフェタナカ パティスリー 462-0809 中部 愛知県 名古屋市北区上飯田西町2-11-2

● ● Frédéric Cassel パティスリー 104-8212 関東 東京都 中央区銀座4-6-16
● MUNI LA TERRASSE レストラン 616-8385 関西 京都府 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3
● kazunori ikeda individuel パティスリー 980-0811 東北 宮城県 仙台市青葉区一番町2-3-8
● L'AVENUE パティスリー 650-0003 近畿 兵庫県 神戸市中央区山本通3-7-3
● Seiichiro,NISHIZONO パティスリー 550-0003 関西 大阪府 大阪市西区京町堀1-12-25
● MOGU kyoto パティスリー 606-8395 関西 京都府 京都市左京区東丸太町15-1
● SINLESS CAFÉ カフェ 604-0837 関西 京都府 京都市中京区瓦之町384
● maison coelacanthe カフェ 980-0811 東北 宮城県 仙台市青葉区一番町2-3-8

● ● 菓子工房 オークウッド パティスリー 344-0006 関東 埼玉県 春日部市8-966-51
● Pâtisserie LES BIEN-AIMÉS パティスリー 231-0868 関東 神奈川県 横浜市中区石川町2-78-15
● パティスリー レザネフォール 恵比寿本店 パティスリー 150-0021 関東 東京都 渋谷区恵比寿西1-21-3
● フランス菓子 シャルル　フレーデル パティスリー 598-0021 関西 大阪府 泉佐野市日根野4356-1
● Pâtisserie Girouette Café パティスリー 464-0036 中部 愛知県 名古屋市千種区本山町2-2
● Day and Anny パティスリー 111-0036 関東 東京都 台東区松が谷2-31-6
● PATISSERIE MIYOSHI パティスリー 534-0001 関西 大阪府 大阪市都島区毛馬町1-5-15
● patisserie RUI パティスリー 816-0861 九州 福岡県 春日市岡本6-15
● pâtisserie monter au plus haut du ciel パティスリー 650-0024 近畿 兵庫県 神戸市中央区海岸通3-1-17
● パティスリーホソコシ パティスリー 167-0053 関東 東京都 杉並区西荻南1-16-19
● patisserie PASH パティスリー 460-0008 中部 愛知県 名古屋市中区栄1-4-16
● ドゥブルベ・ボレロ パティスリー 524-0012 関西 滋賀県 守山市播磨田町48-4
● ザ・ペニンシュラブティック＆カフェ 伊勢丹新宿店 パティスリー 160-0022 関東 東京都 新宿区新宿3-14-1
● レストラン＆パティスリー　リリウム パティスリー 420-0035 中部 静岡県 静岡市葵区七間町15-1
● レーブドゥシェフ名谷本店 パティスリー 655-0852 近畿 兵庫県 神戸市垂水区名谷町321-1
● レーブドゥシェフ北六甲店 パティスリー 651-1313 近畿 兵庫県 神戸市北区有野中町1-21-9

● ● Ryoura パティスリー 158-0097 関東 東京都 世田谷区用賀4-29-5
● パティスリーハダ パティスリー 237-0064 関東 神奈川県 横須賀市追浜町3-19
● シャンドワゾー パティスリー 332-0016 関東 埼玉県 川口市幸町1-1-26
● Pâtisserie Cafe Jeu Coeur パティスリー 702-8026 中国 岡山県 岡山市南区浦安本町74-5

● ● 菓子工房 グリューネベルク パティスリー 226-0019 関東 神奈川県 横浜市緑区中山1-2-7
● ● PATISSERIE DU CHEF FUJIU パティスリー 191-0031 関東 東京都 日野市高幡17-8

● 京都パティスリーボゥ・ベル・ベル パティスリー 604-8304 関西 京都府 京都市中京区黒門通御池上る織物屋町209-1
● Pâtisserie & café MythiQue パティスリー 980-0004 東北 宮城県 仙台市青葉区宮町1-1-69
● Pâtisserie Porte Bonheur パティスリー 330-0074 関東 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1-24-11
● PATISSERIE.S パティスリー 600-8433 関西 京都府 京都市下京区高辻通室町西入繁昌町300-1
● PATISSERIE.S salon カフェ 600-8434 関西 京都府 京都市中京区朝倉町546
● パティスリーカカオエットパリ　中目黒本店 パティスリー 153-0043 関東 東京都 目黒区東山1-9-6
● パティスリーカカオエットパリ　武蔵小山店 パティスリー 142-0063 関東 東京都 品川区荏原3-8-7-102
● パティスリー アングレーズ フィーユ パティスリー 464-0044 中部 愛知県 名古屋市千種区自由ヶ丘2-10-17
● 菓子工房プランタン パティスリー 170-8481 関東 東京都 豊島区駒込3-24-3
● CHOCOLATERIE TAKASU パティスリー 460-0002 中部 愛知県 名古屋市中区丸の内3-19-14
● パティスリー ケン ニシオ パティスリー 465-0033 中部 愛知県 名古屋市名東区明が丘91

● ● ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック ホテル 105-8576 関東 東京都 港区海岸1-6-2
● Atelier TiDANEFA パティスリー 194-0011 関東 東京都 町田市成瀬が丘2-23-13
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● フランス菓子　エリティエ パティスリー 112-0001 関東 東京都 文京区白山2-29-6
● シェラトンマルシェ ホテル 658-0032 近畿 兵庫県 神戸市東灘区向洋町中2-13
● remref パティスリー 920-0834 中部 石川県 金沢市常盤町21-2

● ● パティスリー ル ガリュウ Ｍ パティスリー 143-0023 関東 東京都 大田区山王1-32-6
● トレカルム パティスリー 112-0011 関東 東京都 文京区千石4-40-25
● パティスリーアキト パティスリー 650-0022 近畿 兵庫県 神戸市中央区元町通3-17-6
● ルーテシア パティスリー 950-0973 中部 新潟県 新潟市中央区上近江3-3-19
● Fauchon Hotel Kyoto ホテル 600-8027 関西 京都府 京都市下京区難波町406

● ● 帝国ホテル 東京 ホテルショップ「ガルガンチュワ」 ホテル 100-8558 関東 東京都 千代田区内幸町1-1-1
● ● PASSION DE ROSE パティスリー 108-0072 関東 東京都 港区白金1-13-12

● Numéro 5 Paris パティスリー 152-0034 関東 東京都 目黒区緑が丘1-23-10
● ● INFINI パティスリー 158-0083 関東 東京都 世田谷区奥沢7-18-3
● ● Le Coin Vert パティスリー 162-0825 関東 東京都 新宿区神楽坂2-20-14

● ラ・パティスリー by アマン東京 ホテル 100-0004 関東 東京都 千代田区大手町1-5-6 
● ルバカサブル パティスリー 605-0012 関西 京都府 京都市東山区西海子町51
● Confect-Concept パティスリー 111-0041 関東 東京都 台東区元浅草2-1-16
● Pâtisserie Aux Plaisirs Sucrés パティスリー 653-0022 近畿 兵庫県 神戸市長田区東尻池町4-10-7

● ● エクラデジュール パティスリー 135-0016 関東 東京都 江東区東陽4-8-21
● La KLASSIQUE パティスリー 606-0805 関西 京都府 京都市左京区下鴨森本町13-9
● La maison JOUVAUD KITTE 名古屋店 パティスリー 450-0002 中部 愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-1 
● pâtisserie usagui パティスリー 664-0851 近畿 兵庫県 伊丹市中央1-7-15
● まるずcake パティスリー 111-0041 関東 東京都 台東区元浅草1-14-13
● パティスリーMaru's パティスリー 111-0053 関東 東京都 台東区浅草橋3-15-11
● パティスリーMaru's 錦糸町店 パティスリー 130-0003 関東 東京都 墨田区横川3-2-10
● patisserie aterre パティスリー 563-0025 関西 大阪府 池田市城南1-2-3

● ● L'AUTOMNE パティスリー 165-0023 関東 東京都 中野区江原町2-30-1
● ● パティスリー サロン・ドゥ・テ アミティエ 神楽坂 パティスリー 162-0818 関東 東京都 新宿区築地町8-10

● L'UNIQUE パティスリー 235-0045 関東 神奈川県 横浜市磯子区洋光台3-10-15
● パティスリーロタンティック パティスリー 336-0025 関東 埼玉県 さいたま市南区文蔵2-29-19

● ● パティスリーカメリア パティスリー 104-0061 関東 東京都 中央区銀座7-5-12
● パティスリーボン パティスリー 814-0123 九州 福岡県 福岡市城南区長尾5-30-19
● コンラッド東京 ホテル 105-7337 関東 東京都 港区東新橋1-9-1
● モンサンクレール パティスリー 152-0035 関東 東京都 目黒区自由が丘2-22-4
● Pâtisserie ravierelier パティスリー 530-0024 関西 大阪府 大阪市北区山崎町5-13
● パティスリー・ショコラトリー Le Magnolier パティスリー 188-0001 関東 東京都 西東京市谷戸町3-10-2
● 株式会社アドリア洋菓子店 パティスリー 114-0001 関東 東京都 北区東十条4-7-17
● TOKINONE御影本店 パティスリー 658-0045 近畿 兵庫県 神戸市東灘区御影石町4-15-15
● STOVE＋ パティスリー 010-0041 東北 秋田県 秋田市広面近藤堰越21-2
● Les Alternatives パティスリー 184-0002 関東 東京都 小金井市梶野町5-7-18
● La maison JOUVAUD パティスリー 605-0087 関西 京都府 京都市東山区大和大路新橋上ル元吉町71-5
● Pâtisserie AZUR パティスリー 460-0026 中部 愛知県 名古屋市中区伊勢山1-11-7
● ル・ププラン パティスリー 206-0011 関東 東京都 多摩市関戸4-78
● パティスリーラネージュ パティスリー 003-0021 北海道 北海道 札幌市白石区栄通19-3-2

● ● パティスリーSATSUKI ホテル 102-8578 関東 東京都 千代田区紀尾井町4-1
● パティスリールシェルシェ パティスリー 550-0015 関西 大阪府 大阪市西区南堀江3-9-28
● ベルグの4月 パティスリー 225-0002 関東 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2-19-5
● PLACE au SOLEIL パティスリー 464-0824 中部 愛知県 名古屋市千種区稲舟通1-38
● リュミエール パティスリー 183-0045 関東 東京都 府中市美好町3-1-23
● フォーシーズンズホテル東京大手町 ホテル 100-0004 関東 東京都 千代田区大手町1-2-1
● Pâtisserie CanneLier パティスリー 569-1117 関西 大阪府 高槻市天神町1-5-5
● la maison JOUVAUD ジェイアール京都伊勢丹店 パティスリー 600-8555 関西 京都府 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

● Touchez du bois パティスリー 532-0028 関西 大阪府 大阪市淀川区十三元今里2-21-3
● HERITAGE パティスリー 162-0801 関東 東京都 新宿区山吹町261
● フランス菓子工房ムーラタルト パティスリー 530-0041 関西 大阪府 大阪市北区天神橋3-1-6
● Patisserie Agricole パティスリー 655-0039 近畿 兵庫県 神戸市垂水区霞ヶ丘5-1-26
● フランス菓子・料理教室EikoMorita カフェ 231-0861 関東 神奈川県 横浜市中区元町1-21-2
● CHOCOLATIER PALET D'OR パティスリー 100-6301 関東 東京都 千代田区丸の内1-5-1
● ASSEMBLAGES KAKIMOTO パティスリー 604-0982 関西 京都府 京都市中京区竹屋町通寺町西入ル松本町587-5
● パティスリークグラパン パティスリー 248-0006 関東 神奈川県 鎌倉市小町3-6-12
● ナンポルトクワ パティスリー 604-8127 関西 京都府 京都市中京区堺町通錦小路上ル菊屋町527-1

● ● ベージュ アラン・デュカス 東京 レストラン 104-0061 関東 東京都 中央区銀座 3-5-3
● ケーキとチョコレートの店　ファミーユ パティスリー 577-0803 関西 大阪府 東大阪市下小阪5-4-11
● フランス菓子　ブーケデスポワール パティスリー 231-0868 関東 神奈川県 横浜市中区石川町2-78-10
● Macoline KOBE®  パティスリー 652-0041 近畿 兵庫県 神戸市兵庫区湊川町4-1-3

● ● ル・ポミエ 北沢本店 パティスリー 155-0031 関東 東京都 世田谷区北沢4-25-11
● ● パレスホテル東京スイーツ&デリ ホテル 100-0005 関東 東京都 千代田区丸の内1-1-1
● ● パレスホテル東京 エステール レストラン 100-0005 関東 東京都 千代田区丸の内1-1-1

● La maison JOUVAUD 虎ノ門ヒルズ店 パティスリー 105-0002 関東 東京都 港区愛宕1-1-1
● La maison JOUVAUD 広尾店 パティスリー 106-0047 関東 東京都 東京都港区南麻布5-10-24

● ● toshi yoroizuka ミッドタウン パティスリー 107-0052 関東 東京都 港区赤坂9-7-2
● グレーヌ･ド･ポアール 玉出 パティスリー 557-0063 関西 大阪府 大阪市西成区南津守7-13-10
● ポアール･ド･ノール 北新地本通 パティスリー 530-0002 関西 大阪府 大阪市北区曽根崎新地1-2-22
● ポアール･ド･ジュネス 堂島 パティスリー 530-0003 関西 大阪府 大阪市北区堂島1-2-13
● ポアール･アントレ あべのハルカス パティスリー 545-0052 関西 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
● パティスリーアクイユ パティスリー 550-0014 関西 大阪府 大阪市西区北堀江1-17-18-102
● パティシエ　ジュン　ホンマ パティスリー 166-0003 関東 東京都 杉並区高円寺南4-8-1

● ● Paris S'éveille パティスリー 152-0035 関東 東京都 目黒区自由が丘2-14-5
● ● パティスリー タダシ ヤナギ　八雲店 パティスリー 152-0023 関東 東京都 目黒区八雲2-8-11
● ● パティスリー タダシ ヤナギ　マルイファミリー海老名店 パティスリー 243-0432 関東 神奈川県 海老名市中央1-6-1


