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１.研究概要

1.現状、経緯

■現在、日本の消費財メーカーにおいては、過去からの延長線で 描いた未来に向けた施策では立ち行かないとの懸念から、

未来洞察（フォーサイト）研究が求められている。

■しかし、未来洞察手法は、デルファイ法、シナリオ法等第二次世界大戦時に米国で開発された専門家による予測手法に

頼っている。

2.あるべき姿

■イノベーションが頻繁に起こる科学技術分野においては、現状の専門家による予測手法がツールとして最適と思われるが、

食品等の消費財分野では、消費者ニーズを基点としたマーケティングが定着する現在、消費者ニーズを基にした未来洞察

手法開発が求められている。

3.ギャップ、ソリューション

■ネット上には、膨大な数の消費者の発言、声がある。これらから、当該市場の未来に関わる声を集める為に、どの様に検索

エンジンの活用すべきか。

■集めた声をテキストマイニングソフトを使用し、どのように未来予測として表すか。

4.研究テーマ（５年後の菓子トレンド）

■「消費財分野の未来洞察ツール開発」をテーマとし、

1）専門家による従来の未来洞察手法（デルファイ法）

2）統計手法による予測（食マップ）

3）ネット上にて、一般消費者が書き込んでいる当該テーマ（例えば：菓子）に関するニーズ・不満を抽出し、テキストマイニン

グソフトにて分析。ニーズ・不満が解決される事を未来洞察とする。（新未来洞察ツール）

■1）、2）、3）を比較し、確からしさを考察・分析することで、一般消費者のニーズ発言を基にした新未来洞察ツールの可能性を

考察する。
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2.第10分科会メ ンバー

■東急エージェンシー

■（株）ライオン

■ハウス食品（株）

■オフィス東井

■（株）ミツカン

■もんじゅ

■(株）ロッテ

チーム 1チーム 1

 食関連の専門家チーム

 従来のデルファイ法により、「５年後の菓子トレ
ンド」を予測

志智 氏

新條 氏

宮戸 氏

東井 氏

嶋 氏

江澤 氏

須藤

チーム 2チーム 2

 リサーチ関連の専門家チーム

 ネット上のボイス（声）をデータベースに、テキス
トマイニングソフトを使い、「5年後の菓子トレン
ド」を予測

福田 氏

後藤 氏

大久保 氏 石部 氏

空閑 氏

北出 氏

後藤 氏 渡部 氏

五條 氏

荒生

■縄文コニュニケーション

■（株）東芝

■（株）コプロシステム

■

■トランスコスモス

■富士通

■Ｒ＆Ｄ

■ロッテ
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３.結果報告
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デルファイ法による5年後の菓子トレンド
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１位 大人菓子大衆化
２位 和テイストのメジャー化
３位 シニアスナック
４位 二極化ブランド淘汰
５位 新味・新食感・新カテゴリー
６位 別格のメジャー化
７位 おつまみスナック
８位 菓子のグローバル化
９位 アジアンテイスト

１０位 メディカルスナック

デルファイ法による5年後の菓子トレンド
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１位 大人菓子大衆化

本格スイーツのCVS化

高品質・本格志向の

オリジナルスイ―ツ

VM高級スィーツ

パティシエコラボ商品の

増加とパティシエ価値の一般化

地域銘菓のＮＢ化、流通活発
化

有名パテシェエのコラボ菓子がより一層一般的小売業態に広がり、希少性は薄れる。あくまでパティシエの店での販売商品とは

一線を隠した監修商品として流通する。ﾊ゚ ティシエそのもののブランド価値も高品位維持が難しくなる。

ご当地銘菓が従来の流通の枠組みを超えて、ネット通販だけでなく一般小売業でも販売されるようになり、従来のＮＢ菓子製品
と差別化ポジションを取りつつランクアップＮＢ化するまた、お菓子版Ｂ１グランプリのような地域活性化も定着する。

有名パティシエブランドによる自販機専用スィーツの展開

洋菓子店並みの高品質で高級感を感じさせるスィーツだが、保存性の担保、専用VM開発、オペレーション開発が必要

パティシエブランド・スイーツ
高級志向では、作り手が見えるパティシエブランドのスイーツが常態化。スーパーでも通常取り扱い。

業態によっては、パティシエコラボレーションのプライベート・ブランドで展開。

高級和菓子ブランドの安定
京都京菓子司「末富」や「とらや」のような、完全に流通菓子とはまったく違う価値は安定して推移し、贈答用等の高級菓子分野は

経験価値的なモノ作りとして揺るがない分野となる。

オトナ菓子拡大
少子高齢化で、需要の中心がオトナ（成人⇒熟年）へとシフト。

おつまみ系の菓子が成長。

NB商品化だけでなく、当然のようにCVSで本格スイーツが安価に販売される。ローソンを中心としたプレミアムロールケーキの

ヒットは記憶に新しい。これからも続々 とこの流れは続くであろう。

女性客の取り込みを中心に手ごろな価格帯で高品質で本格志向のスイ―ツが拡大（コンビニの店頭で増加）
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２位 和テイストのメジャー化

和スイーツの発達

和＋洋のスイーツ

和洋ボーダーレス化

伝統産業の絶品菓子
京菓子等・・・
和菓子のNB化

和菓子、伝統菓子の隆盛

和喫茶のFC化

和菓子においては地域ブランド、ストアブランドが主体であったが、ナショナルブランドの和菓子が構築される。
健康志向、高品質志向、こだわり志向を受けて和菓子の製造ラインの効率の向上がみられる。

団塊の世代以上の増加により、和菓子や伝統菓子の消費が上がる。待ちの和菓子屋のﾁｪｰﾝ化やＣＶＳによる

和素材だけを使った 和アイスクリーム専門店（OUCA）が恵比寿にある。

CVSのデザート棚（特にセブンイレブン）を見れば明らかだが、和スイーツもますます発展する。理由は明白で
最大ボリュームゾーンである団塊の世代がどんどん高齢化し、洋スイーツから和スイーツに嗜好がシフトしていくから。

このように、和＋洋を組み合わせたようなスイーツが日本独自で発達する余地がある。

伝統菓子（京菓子、乾菓子等）の販売も増加する。

和菓子、洋菓子の垣根を越え、素材やテイストで、単なる折衷ではなく新しいジャンルを創造する。

地域の名物や土地の特産品を使った絶品菓子の流通拡大

和菓子とお茶をとれる和の喫茶チェーンがFC化する可能性がある。（Kootｓは苦戦しているが）

高級和菓子ブランドの安定
京都京菓子司「末富」や「とらや」のような、完全に流通菓子とはまったく違う価値は安定して推移し、

贈答用等の高級菓子分野は経験価値的なモノ作りとして揺るがない分野となる。
スタバ、ドトールなどコーヒーと軽食をとれるFCチェーンが発達している。今後、高齢化がすすむ中では
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３位 シニアスナック

シニア向けスナックカテゴリー創出

高齢者向けチャネルの開拓

メディカルスナックの開発

スイーツケータリングの登場

健康志向のスイーツ

おいしさと健康

伝統産業の絶品菓子

京菓子等・・・

ロングセラーブランドの拡張製品が
より活性化

直近でも「明治チェルシー」「不二家ミルキー」などの拡張製品がすでに上市され始めている。今後、より30? 40年経
過ブランドの派生商品が活性化する。

内食化によるスイーツレシピが人気
贈答品減少・内食化により、2人以上の世帯では、ホームメイド・スイーツが人気に。特に、有名パティシエの簡単レシピを

自宅でチャレンジ。

長寿国の日本のニーズにマッチした健康維持や体質改善をアピールした商品が菓子ジャンルでも拡大

特定保健食品申請商品も。但し食の安全に対するコスト増→収益力低下

地域の名物や土地の特産品を使った絶品菓子の流通拡大

総合嗜好調査好きなお菓子：40代男性1位はポテトチップス。 （20年前にはランク外）
50代に突入しても依然上位と予測する反面、生理的に油っぽさが受け入れられなくなるため、おかきやせんべいと、ス

ナックとの中間的な存在の新スナックが各社から提案される。

団塊世代の後期高齢化に向けて、宅配や介護老人ホーム向けのチャネルに大手小売業の参入含めて新たな販売チャネル
として確立する。

菓子特にチョコレートなどの食べやすさおいしさを担保とした薬品としての菓子が国から認可がされ

よりおいしく、水なしで摂取できるﾁｭｱﾌﾞﾙタイプの薬品が上市される。

専門店の味が自宅に居ながら楽しめるようになる。

ナットスーパーなど地域の量販店がスイーツブランドの宅配を実施する。

レトロ菓子人気
市場は、高級志向と駄菓子志向に二極化。高齢化を背景に、駄菓子志向では、昭和の駄菓子の復刻版やリメイク品が

人気になる。
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４位 二極化ブランド淘汰

本格スイーツのCVS化

高品質・本格志向の

オリジナルスイ―ツ

VM高級スィーツ

パティシエコラボ商品の

増加とパティシエ価値の一般化

地域銘菓のＮＢ化、流通活発
化

有名パテシェエのコラボ菓子がより一層一般的小売業態に広がり、希少性は薄れる。あくまでパティシエの店での販売商品とは

一線を隠した監修商品として流通する。ﾊﾟティシエそのもののブランド価値も高品位維持が難しくなる。

ご当地銘菓が従来の流通の枠組みを超えて、ネット通販だけでなく一般小売業でも販売されるようになり、従来のＮＢ菓子製品
と差別化ポジションを取りつつランクアップＮＢ化するまた、お菓子版Ｂ１グランプリのような地域活性化も定着する。

有名パティシエブランドによる自販機専用スィーツの展開

洋菓子店並みの高品質で高級感を感じさせるスィーツだが、保存性の担保、専用VM開発、オペレーション開発が必要

パティシエブランド・スイーツ
高級志向では、作り手が見えるパティシエブランドのスイーツが常態化。スーパーでも通常取り扱い。

業態によっては、パティシエコラボレーションのプライベート・ブランドで展開。

高級和菓子ブランドの安定
京都京菓子司「末富」や「とらや」のような、完全に流通菓子とはまったく違う価値は安定して推移し、贈答用等の高級菓子分野は

経験価値的なモノ作りとして揺るがない分野となる。

オトナ菓子拡大
少子高齢化で、需要の中心がオトナ（成人⇒熟年）へとシフト。

おつまみ系の菓子が成長。

NB商品化だけでなく、当然のようにCVSで本格スイーツが安価に販売される。ローソンを中心としたプレミアムロールケーキの

ヒットは記憶に新しい。これからも続々とこの流れは続くであろう。

女性客の取り込みを中心に手ごろな価格帯で高品質で本格志向のスイ―ツが拡大（コンビニの店頭で増加）



1212

５位 新味・新食感・新カテゴリー

甘苦、甘辛、甘鹹スィーツ

新食感、遊び感覚スィーツ

レジェンド・スィーツ

新カテゴリー、新機能の

菓子の発売

冷凍ケーキ、チルドデザートの発達により従来流通不可能であった、冷凍果実そのものの菓子化等が始まり、アイスでもチルドでも

ケーキでもないカテゴリーが登場。また、治癒効果等機能性の進化を実現する流通菓子が登場する。

マラニョン・カカオなど、失われた素材を復活させ、本来の豊かな味を提供する。

「出来立て食感」菓子の人気
アツアツ、ふっくら、カリカリ､等、「出来立ての食感」を大事にするトレンドが出現。

レンジでチンして、ひと手間菓子がこだわり層に流行。

全く想定外の食品を模した遊び感覚一杯のスィーツ
新食感、遊び感覚スィーツ

既にある甘酸以外の「五味」の組み合わせによる新しいテイストの提案。塩キャラメルなどで馴化が始まりつつある。

「温故知新」、「原点回帰」、世界の歴史に埋もれた菓子が現代のテイストで蘇る。

苦味、酸味菓子の定着

新原材料の菓子の登場
アラブのデーツ（ﾅﾂﾒﾔｼの実）のように、現在おたふくソースの甘味料としての使用が日本では主だが、中東からヨーロッパで

はケーキ用の甘味やﾄｯﾋﾟﾝｸﾞｽｲｰﾂとして使用されているものの国内での同様の使用が始まる。

香辛料、ミネラル類など本来の菓子原料にならなかった素材の新たな可能性を見出す。

見慣れた定番スィーツでも食感や味に意外性が感じられる菓子

全く想定外の食品を模した遊び感覚一杯のスィーツ

お菓子＝甘い、塩気から、酸味や苦味を伴う味覚にトレンドが起こる。健康志向や清涼感が人気を後押しする。

見慣れた定番スィーツでも食感や味に意外性が感じられる菓子
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６位 別格のメジャー化

デパ地下、駅ナカ発信の

スイーツ流行の定着

単品特化型専門店

伝統産業の絶品菓子

京菓子等・・・

キラースイ―ツの拡大

パティシエコラボ商品の

増加とパティシエ価値の一般化

有名パテシェエのコラボ菓子がより一層一般的小売業態に広がり、希少性は薄れる。あくまでパティシエの店での販売商品とは

一線を隠した監修商品として流通する。ﾊﾟティシエそのもののブランド価値も高品位維持が難しくなる。

高級和菓子ブランドの安定
京都京菓子司「末富」や「とらや」のような、完全に流通菓子とはまったく違う価値は安定して推移し、贈答用等の高級菓子分野は

経験価値的なモノ作りとして揺るがない分野となる。

パティシエブランド・スイーツ
高級志向では、作り手が見えるパティシエブランドのスイーツが常態化。スーパーでも通常取り扱い。

業態によっては、パティシエコラボレーションのプライベート・ブランドで展開。

海外有力メーカーの参入
ネスレ、ユニリーバ、クラフト等の海外メジャーの日本市場進出攻勢が強まる。特に、アイスはｽﾄﾚｰﾄ果汁を使用したソルべが大量

に入ってくる（日本は濃縮還元果汁し輸入出来ない）。ＴＰＰ，ＦＴＰによる価格の優位性も大きくなる。

地域の名物や土地の特産品を使った絶品菓子の流通拡大

身近な拠点で人が集客できてミニ店舗形式でキラースイ―ツが伸びる

また著名なパティシエと連携しての商品企画や無店舗販売も（インターネットの活用）

品川駅構内や地下鉄駅なかなどで、ミニ店舗でキラー商品をもってヒットするスイーツが増えている。

たとえば八天堂のクリームパンなどが、その好例。今後もこの流れは続く。

デパ地下や路面店でカップケーキやマカロンのような単一品種だがバラエティ豊かな菓子を売る専門店のさらなる拡大

「オンリーワン」商品で、世界に一つしかない価値の訴求
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７位 おつまみスナック

ベジ菓子

カワイイ・スィーツ

スナック菓子の拡大

中食菓子の開発

おつまみ市場の分解、再
構成

飲酒シーン対応へ従来の珍味からスナック、米菓、チョコレートがすでに進出しつつあるが、これらをひとくくりにした
新たなカテゴリー構築の動きが活発化する。

女性の取り込みや高級感志向のおつまみの需要が拡大する。

米菓のバリエーション拡
大

食料危機で安定供給が確保できるのは、米菓のみとなることから、米原料による菓子のバリエーションが増える。

野菜ケーキなど、植物性の強みを活かした菓子がまだまだ拡大する。
輸入品で古くからあるドライフルーツや和菓子の甘納豆のようなものがさらにsophisticateされていく。
小さいが「チョーカワイイ」菓子。ダイエット志向にもマッチし、ノンアルコール飲料のおつまみに。

軽くつまめるタパスやピンチョスに対応する。有名パティシエがプロデュースするも１個当たりの価格にはお得感あり。

タルト、パテ、キッシュなどのスイーツ商品が普及する。
コンビニエンスの流通が進化しより生品質の中食デザートが供給できるようになる。
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８位 菓子のグローバル化

輸入洋菓子チェーンの

定着。

海外菓子の日本化

世界の菓子＋スタイルの輸入

国内、海外チェーンの日本展開

海外チェーンの模倣品増加

停滞する国内市場

海外進出

クリスピークリームドーナッツ。コールドストーンなど海外で流行っているスイーツチェーンで

FC展開して流行るパターンも今後も続く。アンティ・アンズというプリッツ専門店もこれから増える模様。

現在菓子の海外進出は全体で５％（大手で１０％弱）で新興国での（インド・中国）急成長が見込まれる

米国ディランズキャンディーズバーなど、エンターテイメント性の高い専門業態が日本に進出し、独自の製品、ＭＤ展開が
若年層を中心に受け入れられる

チェーン「優の良品」（１５０店舗展開）のように模倣品を扱う海外チェーンが増加し、ブランド知財管理がより要求されるようになる。

海外菓子業態の日本進出

海外有力メーカーの参入
ネスレ、ユニリーバ、クラフト等の海外メジャーの日本市場進出攻勢が強まる。特に、アイスはｽﾄﾚｰﾄ果汁を使用したソルべが大量

に入ってくる（日本は濃縮還元果汁し輸入出来ない）。ＴＰＰ，ＦＴＰによる価格の優位性も大きくなる。

「お菓子のまちおか」のような国内企業の展開や、海外スイーツチェーンの日本展開も多くなる。同時に、東アジア最大の菓子

ウォーカーズショートブレットを手本にカロリーメイトブロックは作られたといわれている。ソイジョイは

アメリカのワンハンドバーを参考に開発されたと言われている。海外菓子の中に日本化できる商品のアイデアは、まだまだ沢山ある。

ハーゲンダッツ、ティラミス、ナタデココなどのように、食べ方のスタイルと共にブームを仕掛ける。

その国や地域の生活や文化の中で位置づけを明確にし、知的好奇心を掻き立て、テイストへの関心を深める。
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９位 アジアンテイスト

チョウンマのNB化 中国や韓国（チョウンマ）のスナック菓子で、唐辛子をそのまま揚げた菓子がある。

非常に辛いがビールに良く会う。日本のNB商品でこれと同じものはない。ヒットの余地あり。

アジアン菓子台頭
グローバル化・アジア圏の成長により、日本国内もかなりアジア系民族で多国籍化が進む。アジアン・テーストのお菓子が

市場に出回るようになり、ある程度のプレゼンスをもつようになる。
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１０位 メディカルスナック

メディカルスナックの開発 菓子特にチョコレートなどの食べやすさおいしさを担保とした薬品としての菓子が国から認可がされ

よりおいしく、水なしで摂取できるﾁｭｱﾌﾞﾙタイプの薬品が上市される。

チョコレートの健食化
王道チョコレートが新しい機能性チョコレートの方向性を追求。ボケ防止、老化防止、視力回復、頭が良くなる、

素肌の為の、疲労回復、丈夫な骨をつくる、胃腸の状態を整える、血液がサラサラになる等、様々な機能性チョコ出現。
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食マップによる5年後の菓子トレンド（参考）
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食MAPによる5年後のトレンド

■ 簡便指向と食のライトミール化が菓子類の市場を拡大させる

■ 子供の嗜好が食卓を決める

■ 家庭回帰に適合する菓子・デザート類

■ 安全、健康、栄養への意識に応える菓子類の課題

■ ストレス解消への欲求増大

■ ストック食材としての菓子類

■ 新しいカテゴリーが求められ

■ 伝統回帰に応える菓子類

■ 節約と倹約意識の高まり

■ 「顔」の見える商品が求められる

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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1.食ＭＡＰから得られる食卓データの概要

・データ期間 1998年10月以降、直近１週間前までの日別データ

・調査対象 １都３県（東京30km圏）の２人以上世帯の主婦（20～64歳）

３６０世帯（１年間のモニター契約、最長３年パネル）、定期入れ換え

・毎日の食卓機会別データ（内食）

メニュー： 約1000分類（内、菓子・デザート類98分類）

メニュー別使用材料：約2000分類（内、菓子類145分類）

食卓機会： 朝、昼、夕、弁当、間食・夜食、作り置き

飲食者： 世帯員個人別

食卓状況： メニュー決定の動機、食卓ごとの人気度評価、メニュー別の人気度評価

食品の購買： 購入店舗、購入商品名（ＪＡＮコード）、購入数量、購入日

食品在庫： 購入から開封までの日数、使い切りまでのストック期間、使用回数

イベント情報： 日別の生活イベント、居住地の天候、気温、降水量、日照、湿度、不快指数等

・モニター世帯属性

家族成員別の年齢、性別

世帯年収、主人及び主婦の職業、学歴、住居形態と間取り

家族構成・ライフステージ

居住地域、出身地

食生活意識（69問）

生活価値観（Japan-VALS）

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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2.データ分析システム

 メニュー別の食卓出現トレンド

 食品材料別の使用トレンド

 メニュー別の使用材料､調味料のトレンド

 食品材料別の使途メニューのトレンド

 食卓同時出現メニュー

 メニュー別の個人別飲食状況

 その他（ブランド分析､手作り度､食生活意識によるメニューと食材傾向､味覚嗜好分析､等）

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測
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3.菓子のトレンド予測 ① 簡便指向と食のライトミール化が菓子類の市場を拡大させる

 三食の比重の低下、間食の高まり、食のライトミール化が進む。食全体が簡便な食へと傾斜し
つつあり、菓子類もそのトレンドに沿って食の手段としての役割が上昇してゆく。

（将来予測の根拠データ）

 １日計の食事シーンにおける間食の比重、三食における主菜メニューの内容、手作り度の低
下、簡便調味料への傾斜、三食を補う菓子類の品目内容

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測 ② 子供の嗜好が食卓を決める

 家庭における夕食内容が子供の好むメニューに傾斜しつつある。主人のメニュー決定権の地
盤沈下、子供に食べてもらいたいという主婦意識、子供の間食品目が主婦の間食スタイルに
も伝播。しかし、子供ターゲットは基盤人口の減少とともにマーケットの不安要因となる。

（将来予測の根拠データ）

 三食のメニュー内容、メニュー決定における食卓動機、食卓のメニュー人気度、間食内容、家
族成員別の個人別飲食メニュー、品目別の親子の共食状況

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測 ③ 家庭回帰に適合する菓子・デザート類

 内食率上昇の食卓のロングトレンドの下で大震災が家庭回帰を加速させた。家族の絆意識、
家庭の団欒にとって菓子類はその演出者となる。

（将来予測の根拠データ）

 三食別内食率の上昇トレンド、大震災後の食卓トレンドのシフト、家族一緒の食卓機会の増加、
団欒メニューのトレンド、間食メニューと共食状況、家族の食卓人気度評価

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測 ④ 安全、健康、栄養への意識に応える菓子類の課題

 食品の安全を巡るこれまでの歴年の事件や出来事の中で、安全、健康、栄養バランスへの意
識の高まり。原発の事故はこの流れを加速した。栄養バランス手段としての生鮮野菜は家族
に不人気、主婦本人も好まない。サプリの低迷、食品での栄養摂取への意識下で、栄養機能
の付加価値をもった菓子類に期待。

（将来予測の根拠データ）

 食生活意識別の飲食メニューのトレンド、メニュー決定での栄養バランス動機、サプリ、栄養補
給菓子や既存の菓子・デザート類のメニュートレンド

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測 ⑤ ストレス解消への欲求増大

 契機低迷、家計不安、物価上昇懸念、これに加えて震災再来への不安。ストレス社会では菓
子類の市場が拡大する。災害に備えた備蓄食品リストでは、チョコレートなど菓子類はストレス
緩和手段としても重要視されている。

（将来予測の根拠データ）

 菓子類の食卓トレンド、食ＭＡＰモニター特別調査（震災後の生活不安、食品嗜好等）による食
生活意識別の菓子・デザート類の喫食状況

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測 ⑥ ストック食材としての菓子類

 常温保存食品へのニーズを大震災が加速した。菓子類は災害時などにおけるカロリー補給で
きる保存食品として見直される。

（将来予測の根拠データ）

 震災後のストック買いの品目別トレンド、家族ライフステージ別のストック品目の特性

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測 ⑦ 新しいカテゴリーが求められる

 旧来のメニュー・品目カテゴリーに収まらない新しいカテゴリー食品への関心が高まっている。
菓子・デザート類についても例外ではなく、新カテゴリーの出現、フュージョン化が進む。簡便、
保存性、栄養、健康増進・回復、団欒、楽しさ、意外性など、菓子類のフロンティアが拡大する。

（将来予測の根拠データ）

 メニュー・食材分類の各カテゴリーで「その他」が増大（その他のカレー、その他のスパゲッティ、
その他の焼き菓子などの増加の増加トレンド）

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測 ⑧ 伝統回帰に応える菓子類

 食のライトミール化の背景には「食意識の希薄化」と「食の規範の喪失」が窺われるが、それと
は裏腹に「日本的食」「伝統的な食」への関心が高まっている。「日本的な食の良さ」は、菓子
類においても（古くて）新しいコンセプトとして伸長する。

（将来予測の根拠データ）

 食卓のワンプレート化、一汁三菜のメニュー比率のトレンド、メニューの和洋中割合の変化、菓
子類の和・洋割合の変化、乳幼児のいる世帯、シルバー世帯など世代別の嗜好特性のトレン
ド

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測 ⑨ 節約と倹約意識の高まり

 基礎的な食への支出金額の「倹約」、食品の選択や調理の仕方における「節約」の傾向は、
リーマンショック後、そして大震災後にさらに高まった。経済的に余裕のない若い世代の家族
形成（団塊２世）、団塊１世の職場からのリタイアー。節約・倹約意識への適合が菓子・デザー
トでも必須となる。付加価値のある商品（機能性食品など）も、この意識トレンドに沿う菓子類の
要件でもある。

（将来予測の根拠データ）

 冷蔵庫などにあるストック食品を活用した調理の増大、残り物食材の使いまわしの増大、容量
が多くて割安な容器形態の増加、使い切り容量でムダの出ない少容量な容器形態、品目別・
ブランド別の容量分析、年齢階層別のブランド選択

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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3.菓子のトレンド予測 ⑩ 「顔」の見える商品が求められる

 食品の安全・安心への心配は、商品の氏素性への関心の増大に繋がっており、大震災はこの
傾向をさらに加速させた。安心感に応える商品提供は菓子においても求められ、信頼できる商
品、信頼できるメーカーとしての姿勢強化が必要要件となっている。

（将来予測の根拠データ）

 購入商品におけるブランド選別、リピート購入比率、トライアル購買のブランド選択状況

「出典：㈱ライフスケープマーケティングの食MAP」
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テキストマイニングソフトによる5年後の菓子トレンド
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テキストマイニングソフトによる5年後の菓子トレンド

■キャンディ、チョコレート、アイス、ガムについては
味以外の価値や今までの常識に逆らった価値が求
められている。

■声が変わるなど、遊び心がある商品が求められ
ている。

■従来の菓子の概念にはない形態が求められてい
る。

■食感、機能などについて従来にない新しい価値
が求められている。

■懐かしさ、素朴さなど、原点回帰

■スイーツ、スナック、煎餅については現行の欠点
をとことんまで改善し、さらに新しい価値がプラスさ
れていることが求められている。

■素材の持つ価値を最大限に活かした菓子が求め
られている。

■健康を意識し、食事のように楽しむ。
現在の菓子が持っている欠点を解消（ex.カロリー、

脂肪過多など）。

■歯については歯磨き剤に求められる機能が菓子
にも求められている。

■小麦粉の代わりに積極的に米を利用した菓子が
求められている。

■既存の常識に逆ったスィーツ（温かいアイス等）

■おもちゃ・遊びまでに拡げた、超奇抜な菓子

■デザイン＆形に新規性や奇抜性があるスイーツ

■色も形も食感も、画一的ではなく、多様な食感の菓子
“もちもち”“プルン”“ふわふわ”“バリバリ”“ざくざく”

■古くからある有名なお菓子を活かした、新たなお菓子

■味以外にも、様々な価値への拡がり（おいしさの両立、
体に優しい）

■手作りなどの「共創価値」やプレゼントなど「つなぐ
価値」を持った菓子

■祝い＆祭時でも、従来にない楽しさを味わえるスイーツ

■「ストレス抑制」「解放感後・飲んだ後」に、満足感を与え
るお菓子

■他のお菓子の味との組み合わせ（新しい組み合わせ
に、新たな需要を生み出す可能性。お菓子同士での
デコ。チョコや駄菓子など）

２０１１年（ツイッターによる収集） ２０１２年（ブログからの抽出）
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5年後のトレンドについてのアウトプットのプロセス

5年後の菓子についてツィッターのつぶやきを集める（517）

頻出名詞上位60単語を抽出

カテゴリー名の統一化
味・素材・機能に関する単語のグループ化とタイトル付け

作成した文脈を10に集約

各カテゴリー、「味・素材・機能」に関してマッピングし文脈を作成（19）
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「未来の夢のお菓子」への分析

ブログでの投稿デ－タ収集（１１４１テキスト）

頻出名詞上位を抽出（100）

「お菓子カテゴリー」「非お菓子カテゴリー（味・素材・機能等）」
で上位１０を抽出

「テキストマイニング」
（電通ベクストマイニング分析活用）

文脈集約

【Step1】

【Step2】

【Step3】

【Step4】

【Step5】
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1位 ケーキ 208

2位 スイーツ 191

3位 お菓子 180

4位 チョコ 73

5位 甘い 37

6位 プリン 35

7位 デザート 35

8位 アイス 30

9位 クッキー 22

10位 野菜 19

11位 おやつ 18

12位 食感 16

13位 デコ 16

14位 パン 16

15位 コンビニ 15

16位 マカロン 14

17位 カロリー 13

18位 タルト 12

19位 ティラミス 11

20位 和菓子 11

21位 腹持ち 10

22位 スナック 9

23位 団子 9

24位 パフェ 9

25位 キャラメル 8

26位 クレープ 7

27位 声 7

28位
シューク
リーム

7

29位 マシュマロ 7

30位 抹茶 7

31位 ムース 7

32位 エクレア 5

33位 ドーナツ 5

34位 満足 5

35位 ヨーグルト 5

36位
アイスク
リーム

4

37位 かき氷 4

38位 ガム 4

39位 ガム 4

40位 コラボ 4

41位 大福 4

42位 歯 4

43位
パンナコッ
タ

4

44位 ビスケット 4

45位 饅頭 4

46位 アメ 3

47位 カステラ 3

48位 健康 3

49位 ジェラート 3

50位 煎餅 3

51位 駄菓子 3

52位 フルーツ 3

53位 ポッキー 3

54位 マドレーヌ 3

55位 洋菓子 3

56位 アーモンド 2

57位
アレル
ギー

2

58位 あんこ 2

59位 あんこ 2

60位 おつまみ 2

61位 口当 2

62位 グミ 2

63位
こんぺいと
う

2

64位 塩 2

65位
シャーベッ
ト

2

66位 食後 2

67位 ショコラ 2

68位 新食感 2

69位 スコーン 2

70位
ソフトク
リーム

2

71位 どら焼き 2

72位 どら焼き 2

73位 ババロア 2

74位
フィナン
シェ

2

75位
ポップコー
ン

2

76位
ミルフィー
ユ

2

77位 ようかん 2

78位 レアチーズ 2

79位 3D 1

80位
アップルパ
イ

1

81位 杏仁 1

82位 あんみつ 1

83位 イベント 1

84位 お誕生日 1

85位 お取り寄せ 1

86位 おはぎ 1

87位 カフェ 1

88位
体にやさし
い

1

89位 かりんとう 1

90位 寒天 1

91位 ギフト 1

92位 血糖値 1

93位 豪華 1

94位 コーヒー 1

95位 氷菓子 1

96位 ごま 1

97位 米粉 1

98位 シフォン 1

99位 ジャム 1

100位 ジュース 1

101位 ジュレ 1

102位 白玉 1

103位 スフレ 1

104位 スムージー 1

105位 贅沢 1

106位 そば粉 1

107位 タピオカ 1

108位 冷たい 1

109位 手作り 1

110位 豆乳 1

111位 とける 1

112位
ドライフ
ルーツ

1

113位 ドロップ 1

114位
バース
デー

1

115位
バームクー
ヘン

1

116位 パイ 1

117位 バニラ 1

118位
バレンタイ
ン

1

119位 ひんやり 1

120位 麩菓子 1

121位 ブラウニー 1

122位 プリッツ 1

123位 フローズン 1

124位 ベーカリー 1

125位 ボーロ 1

126位
ホット
ケーキ

1

127位
ポテト
チップス

1

128位 メープル 1

129位
モンブラ
ン

1

130位 ラムネ 1

131位 ロール 1

132位 ワッフル 1

133位 わらび餅 1

134位 味 0

【Step2】頻出名詞上位１００を抽出

1位 スイーツ 191

2位 お菓子 180

3位 甘い 37

4位 デザート 35

5位 野菜 19

6位 おやつ 18

7位 食感 16

8位 デコ 16

9位 コンビニ 15

10位 カロリー 13

1位 ケーキ 207

2位 チョコ 73

3位 プリン 35

4位 アイス 30

5位 クッキー 22

6位 パン 16

7位 マカロン 14

8位 タルト 12

9位 ティラミス 11

10位 スナック 9

カテゴリー名での上位 「味・素材・機能」での上位

【Step3】カテゴリー・それ以外（味・素材・機能）に別けて分類

【Step2】【Step3】
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クラスターマップ 属性クロス集計

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。
分類結果をインタラクティブなインターフェースで閲覧可能。

クラスタリング（Clustering)マップの活用によって、
下記の視点からの分析が可能。
・カテゴリ全体
・ブランドイメージ
・ブランド間の比較・選択基準
・キーコンセプトとブランド間の連想・逆連想

ベクストマイナー電通版 の詳細説明①

クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）
ベクストマイナー電通版 の詳細説明①

クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

【Step4】ブログ内容分析
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ベクストマイナー電通版 の詳細説明②

簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）
ベクストマイナー電通版 の詳細説明②

簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

DE-FACTO®とは
DE-FACTO®は、文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を示す、
電通／電通マーケティングインサイトオリジナルの自由言語解析システムです。

手軽にDE-FACTO®を体験できるように、出現頻度、重要度、キーワードとの
関連性で自由回答に含まれる単語をマッピングする機能を切り取り、簡易版として

VextMinerに搭載した。

簡易De-facto®

【Step4】ブログ内容分析
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・味以外にも、様々な価値への拡がり
・おいしさを両立した、体に優しいお菓子（例えばアレルギー対応）

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

【207発言】
１ケーキ49.3%

ケーキ(広告)

19.8%

ケーキ

15.9%
ロールケーキ

0.5%
季節限定

1.4%

その他

0.5%

クリスマスケーキ

1%
しっとり

0.5%

自由が丘
スイーツフォレスト

1.9%

ケーキ作り教室

1.9%
スイーツパラダイス

(スイーツ食べ放題店)

0.5%

白い恋人パーク

1%

手作りケーキ

0.5%
伝統のケーキ

1%
アレルギー対応

のケーキ

1%
パンケーキ

1.4%

アニメに登場する
ケーキ

0.5%

スイーツラボ
(オリジナルタルト)

1%
身体に優しい

ケーキ

0.5%
ひんやり

1 ケーキ①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

1 ケーキ②
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・チョコ起点での、お菓子への連想は多岐に渡る。
・チョコ味を活用した様々なスイーツへの可能性。
新しい組み合わせに、新たな需要を生み出す可能性がある。

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

【73発言】
２ チョコレート

1.4%
チョコレート
ファウンテン

24.7%
チョコ味ｽｲｰﾂ

1.4%

雪見だいふく
生チョコレート

1.4%

フローズン
エクレア

1.4%

ゴディバ

5.5%

チョコを使った
手作りお菓子

26%
チョコレート

9.6%
その他

4.1%
焼マカロンチョコ

1.4%

マーブルチョコ

9.6%
チョコスイーツネット通販

(広告)

1.4%

ベイクチップス
1.4%

ポアール生チョコ

1.4%
野菜チョコ

1.4%
チョコレートキャンデー

「チャオ」

1.4%

チョコボール

1.4%

フォンダンショコラ

5.5%
バレンタイン

2 チョコレート①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

2 チョコレート②
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（プリンという）味への幅が少ない商品において、
他のお菓子の味との組み合わせ。

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

【35発言】
３ プリン

5.7%
お土産

2.9%

高級プリンお取り寄せ

17.1%
プッチンプリン

20%

ネット通販(広告)

14.3%
コンビニスイーツ

2.9%

味噌プリン

2.9%

男のプチンプリン

17.1%
プリン

5.7%
バケツでプリン

5.7%
その他

2.9%

野菜プリン

2.9%

プリンで
イライラ防止

3 プリン①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

3 プリン②
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温かいアイスなど、既存のアイスの常識に逆らうものへの需要

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

【30発言】
４ アイス

30%
アイス

3.3%

どら焼きアイス

3.3%

アイスドッグ

23.3%
ウェルカムサービス

のアイス(広告)

3.3%

サーティワン
アイスクリーム

13.3%
その他

6.7%
アイスの天ぷら

13.3%
アイストッピング

3.3%

ガリガリ君

4 アイス①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

4 アイス②



4848

・手作りなどの「共創価値」への期待。
・プレゼントなど「つなぐ価値」への期待。

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

【22発言】
５ クッキー

4.5%
クッキーのギフト

4.5%
ボランティアで
クッキーを送る

9.1%
スイーツショップ

のクッキー

4.5%

ラングドシャクッキー
4.5%

食事の代わりの
クッキー

4.5%
アレルゲンレスクッキー

36.4%
お菓子作り・クッキー

13.6%
アイシングクッキー

4.5%

お菓子作り教室

4.5%
津島名物「ネギクッキー」

4.5%
ザ・メープルマニアの

クッキー

4.5%
その他

5 クッキー①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

5 クッキー②
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Key Point

・ハンドメイドなどの「共創価値」。
・他のスイーツとの組み合わせる価値への期待。

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

【16発言】
６ パン 12.5%

スイーツとパン

18.8%

コーヒーとパン

6.3%
パンケーキ

6.3%
菓子パン

18.8%

パン作り

6.3%
キャラクター

タイアップのパン

12.5%
パンの耳の活用法

6.3%
チョコリング

12.5%
その他

6 パン①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

6 パン②
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・食感を楽しむお菓子。
・マカロンタワーなど、おもちゃ・遊びに拡げた、奇抜なアイデア

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

【14発言】
７ マカロン

14.3%
マカロンタワー

7.1%
ピエールエルメ
のマカロン

35.7%
マカロン

7.1%
番組コラボの

マカロン
7.1%

手作りマカロン

14.3%
焼きマカロン

7.1%
その他

7.1%
マカロンのデコ

スイーツ

7 マカロン①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

7 マカロン②
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※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

誕生日やお祝い＆祭時でも、
従来にない、楽しさを味わえるスイーツへ。

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

Key Point

【12発言】
８ タルト

8.3%
ティラミスロール

ケーキ

33.3%
タルト

41.7%
誕生日にはフルー

ツタルト

16.7%
おやつや朝食

代わりにもなる
優しい味の焼き

ドーナツ

8 タルト①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

8 タルト②
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【11発言】
９ ティラミス

9.1%
かぼちゃのティ

ラミス

9.1%
デザインの良い

ディラミス

9.1%
テラス席で、お
寿司とティラミス

9.1%
高級感あふれる

ティラミス

45.5%
ティラミス

18.2%

ティラミスロール
ケーキ

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

・ティラミスが付加する雰囲気＆食感が、スイーツの可能性を拡げる。
「ティラミスロールケーキ」「デザインが素敵で見とれてしまったティラミス」「かぼちゃのティラミス（下にはフカフカ
のパンスポンジ） 」

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

Key Point

9 ティラミス①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

9 ティラミス②
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※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

古くからある有名なお菓子を活かした、新たなお菓子アイデア

9
１０ スナック

11.1%
「キンツバ」（の
び太が食べた）

11.1%
かっぱえびせん
が、画期的だっ

た

66.7%
不明・その他

11.1%
ポテトチップスに
チョコレートソー

ス

10 スナック①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

10 スナック②
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これまでのお菓子が持つ価値を活かした、お菓子作り

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

190
11 スイーツ

1.
1
%フルーツパラダ

イス(食べ放題
店)

1.
6
%美容と健康

18.9%

スイーツ

35.3%
スイーツ(広告)

4.
7%ひんやり

1.
1
%食べ歩き

3.
2
%コンビニスイー
ツ

0.
5
%お土産

7.4%
その他

1.
1
%スイーツフォレ
スト

4.
7%不思議食感・新
食感

2.
1
%我慢・ダイエット

0.
5
%濃厚

1.
1
%高級

1.
6
%笑顔・幸せ

2.
1
%イベント

2.
6
%シンプル・定番

1.
1
%話題・入手困難

3.
2
%季節限定

1.
6
%歴史 2.

1
%手作り

0.
5
%お祝い

0.
5
%お取り寄せ

0.
5
%誕生日

0.
5
%ふんわり

0.
5
%フルーツラボ(食

べ放題店)

11 スイーツ①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

11 スイーツ②
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１２ お菓子①

・やはり、お菓子の原点は「お菓子の家」「手作り」「伝統のお菓子」
・その反面、超奇抜なお菓子ニーズもある。

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

Key Point

180
１２ お菓子

12.2%
お菓子の家

1.
1
%お菓子を食事の

代わりに

32.8%
お菓子

1.
7
%楽しい・笑顔

5%
手作り

16.1%
不明・その他

11.1%
お菓子(広告)

2.
8
%アニメに登場

1.
1
%アエッルギーレ
ス

0.
6
%白い恋人パーク

10%
伝統のお菓子

0.
6
%スイーツフォレ

スト(食べ放題
店)

0.
6
%デジタルビス

ケット

0.
6
%画期的なキャラ

メルコーンの食
べ方

0.
6
%ミルキー

0.
6
%ネギクッキー

0.
6
%モナカアイス

0.
6
%マシュマロにチョ

コレート

0.
6
%幻のラムネ

0.
6
%持ち手がガム

0.
6
%虹色カップケー
キ
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１２ お菓子②

※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。
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「ストレス抑制」「解放感後・飲んだ後」に、
満足感を与えるお菓子。

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

37
１３ 甘い

2.
7
%恋愛みたい

54.1%
スイーツ

16.2%
スイーツ(広告)

5.4
%おつまみ

2.
7
%賞味期限が長

い(保存がきく)

2.
7
%甘い×しょっぱ
い

2.
7
%呑んだ後に食べ

たい

2.
7
%イライラした時に

食べたい

2.
7
%その他

5.4
%食べ歩き

2.
7
%おいしそう

13 甘い①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

13 甘い②
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・健康価値のあるデザートニーズ。
・「野菜を使ったデザート」「健康に良いデザート」

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

35
１４ デザート

5.7
%デザートは別腹

42.9%
デザート

2.
9
%思い出のデザー
ト

14.3%
デザート(広告)

2.
9
%健康に良いデ

ザート

11.4%
外食

8.6%
野菜を使ったデ

ザート

2.
9
%無料サービス

5.7
%その他

2.
9
%手作り

14 デザート①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

14 デザート②
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・野菜とスイーツ。野菜をスイーツとともに摂取することにも肯定的。
・健康感を付加したスイーツ。
（例えば、「野菜たっぷりのサンド」「ショコラドトマト」「かぼちゃチップロールケーキ」）

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

19
１５ 野菜

68.4%
不明・その他

10.5%
新野菜たっぷり

のサンド

5.3
%ショコラドトマト

5.3
%かぼちゃチップ

とロールケーキ

5.3
%野菜カリントウ

5.3
%スイーツベジタ

ブルロールカ
フェ

15 野菜①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

15 野菜②
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・新しい食材＆スイーツの組み合わせ。
・「トマトチップス」「ティラミスのロールケーキ」「プリンの素お菓子」「もなかアイス」

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

Key Point

17
１６ おやつ

52.9%
不明・その他

5.9
%バケツいっぱい

の抹茶プリン

5.9
%ブルーベリーお

菓子

5.9
%夢のおかし袋

5.9
%トマトチップス

5.9
%もなかアイス

5.9
%カメのおやつ

5.9
%ティラミスのロー

ルケーキ

5.9
%お鍋で付属のプ

リンの素をコトコ
ト

16 おやつ①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

16 おやつ②
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・新食感新感覚スイーツ。
・色も形も食感も、画一的ではなく、多様な食感ニーズへ。
“もちもち”“プルン”“ふわふわ”“バリバリ”“ざくざく”

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

Key Point

16
１７ 食感

6.3%
色も形も食感も

楽しめる

37.5%
不明・その他

18.8%

新食感新感覚
の、飲むスイー

ツ

6.3%
ぷるんとした食

感

6.3%
もちもち食感

6.3%
濃厚でビターな
チョコムースに
濃縮液をまぜた、
なめらかな食感

6.3%
チョコレ－トのバ
リバリの食感

6.3%
口の中ですっと
とけるような、
チョコの中にザ
クザクした食感

6.3%
かき氷なのに、
かき氷でないふ
わふわの食感

17 食感①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

17 食感②
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・お菓子同士でのデコ。チョコや駄菓子など。
・オモチャのように遊ぶことに、可愛いさや、おもしろみを求める。

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

Key Point

16
１８ デコ

6.3%
スイーツデコビ
アガーデン

43.8%
スイーツデコ

12.5%
大人可愛いス
イーツデコ

18.8%

駄菓子でデコ
レーション

6.3%
デコレーション

ケーキ

12.5%
可愛いデコレー

ション

18 デコ①



7575

※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

18 デコ②
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デザイン＆形に新規性や奇抜性があるスイーツ。
（「夢のスイーツトレイン」「レインボーエクレア」など）

Key Point

※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

15
１９ コンビニ

6.7%
マンゴードリンク

ケーキ

6.7%
南国向け、夏の
ロールケーキ

13.3%
「踊る大捜査線」
レインボーエク

レア

6.7%
プレミアムトロピ
カルフルーツの
ロールケーキ

26.7%
不明・その他

6.7%
明治のショコラド

トマト

33.3%
夢のスイーツト

レイン

19 コンビニ①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

19 コンビニ②
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※クラスタリング分析（VextMiner Perception Visualizer®）

・見た目はすごいが、でもやはり低カロリーである商品価値へ
・「糖尿病患者向け、低カロリースイーツ」「トマトプリン」

自由回答を文章レベルでクラスタリング化。

Key Point

11
２０ カロリー

9.1%
カロリーはお米
と同じで、どうみ
たってスイーツ

27.3%
糖尿病患者向
けの低カロリー

スイーツ

9.1%
ゼロカロリーき

なこもち

18.2%

その他

9.1%
カロリー控えめ
のデザート

9.1%
トマトプリンで低

カロリー

9.1%
低カロリーで美

味しい

9.1%
見た目すごいけ
ど、低カロリー

パフェ

20 カロリー①
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※簡易De-facto®分析（Easy De-facto®）

文章情報を分析し、単語レベルのネットワーク関係を把握。

20 カロリー②
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①ケーキ ・味以外にも、様々な価値への拡がり
・おいしさを両立した、体に優しいお菓子

②チョコ ・チョコ味を活用した様々なスイーツへの可能性。
・新しい組み合わせに、新たな需要を生み出す可能性がある。

③プリン ・（プリンという）味への幅が少ない商品においても、他のお菓子の味との組み合わせ。
。

④アイス ・温かいアイスなど、既存のアイスの常識に逆らうものへの需要

⑤クッキー ・手作りなどの「共創価値」への期待。
・プレゼントなど「つなぐ価値」への期待。

⑥パン ・ハンドメイドなどの「共創価値」。
・他のスイーツとの組み合わせる価値への期待。

⑦マカロン ・食感を楽しむお菓子。
・マカロンタワーなど、おもちゃや遊びに拡げた、奇抜なアイデア

⑧タルト ・誕生日やお祝い＆祭時でも、従来にない楽しさを味わえるスイーツ。

⑨ティラミス ・ティラミスが付加する雰囲気＆食感が、スイーツの可能性を拡げる。

⑩クッキー ・古くからある有名なお菓子を活かした、新たなお菓子アイデア

①ケーキ ・味以外にも、様々な価値への拡がり
・おいしさを両立した、体に優しいお菓子

②チョコ ・チョコ味を活用した様々なスイーツへの可能性。
・新しい組み合わせに、新たな需要を生み出す可能性がある。

③プリン ・（プリンという）味への幅が少ない商品においても、他のお菓子の味との組み合わせ。
。

④アイス ・温かいアイスなど、既存のアイスの常識に逆らうものへの需要

⑤クッキー ・手作りなどの「共創価値」への期待。
・プレゼントなど「つなぐ価値」への期待。

⑥パン ・ハンドメイドなどの「共創価値」。
・他のスイーツとの組み合わせる価値への期待。

⑦マカロン ・食感を楽しむお菓子。
・マカロンタワーなど、おもちゃや遊びに拡げた、奇抜なアイデア

⑧タルト ・誕生日やお祝い＆祭時でも、従来にない楽しさを味わえるスイーツ。

⑨ティラミス ・ティラミスが付加する雰囲気＆食感が、スイーツの可能性を拡げる。

⑩クッキー ・古くからある有名なお菓子を活かした、新たなお菓子アイデア

各カテゴリーの潮流
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⑪スイーツ ・これまでのお菓子が持つ価値を活かした、お菓子作り

⑫お菓子 ・お菓子の原点は「お菓子の家」「手作り」「伝統のお菓子」
・その反面、超奇抜なお菓子ニーズもある。

⑬甘い ・ 「ストレス抑制」「解放感後・飲んだ後」に、満足感を与えるお菓子。

⑭デザート ・健康価値のあるデザートニーズ。
・「野菜を使ったデザート」「健康に良いデザート」

⑮野菜 ・野菜とスイーツ。野菜をスイーツとともに摂取する。
・健康感を付加したスイーツ。

⑯おやつ ・新しい食材＆スイーツの組み合わせ。
・「トマトチップス」「ティラミスのロールケーキ」「プリンの素お菓子」「もなかアイス」

⑰食感 ・新食感新感覚スイーツ。
・色も形も食感も、画一的ではなく、多様な食感ニーズへ。
“もちもち”“プルン”“ふわふわ”“バリバリ”“ざくざく”

⑱デコ ・お菓子同士でのデコ。チョコや駄菓子など。
・オモチャのように遊ぶことに、可愛いさや、おもしろみを求める。

⑲コンビニ ・デザイン＆形に新規性や奇抜性があるスイーツ。

⑳カロリー ・見た目はすごいが、でもやはり低カロリーである商品価値へ
・「糖尿病患者向け、低カロリースイーツ」「トマトプリン」

⑪スイーツ ・これまでのお菓子が持つ価値を活かした、お菓子作り

⑫お菓子 ・お菓子の原点は「お菓子の家」「手作り」「伝統のお菓子」
・その反面、超奇抜なお菓子ニーズもある。

⑬甘い ・ 「ストレス抑制」「解放感後・飲んだ後」に、満足感を与えるお菓子。

⑭デザート ・健康価値のあるデザートニーズ。
・「野菜を使ったデザート」「健康に良いデザート」

⑮野菜 ・野菜とスイーツ。野菜をスイーツとともに摂取する。
・健康感を付加したスイーツ。

⑯おやつ ・新しい食材＆スイーツの組み合わせ。
・「トマトチップス」「ティラミスのロールケーキ」「プリンの素お菓子」「もなかアイス」

⑰食感 ・新食感新感覚スイーツ。
・色も形も食感も、画一的ではなく、多様な食感ニーズへ。
“もちもち”“プルン”“ふわふわ”“バリバリ”“ざくざく”

⑱デコ ・お菓子同士でのデコ。チョコや駄菓子など。
・オモチャのように遊ぶことに、可愛いさや、おもしろみを求める。

⑲コンビニ ・デザイン＆形に新規性や奇抜性があるスイーツ。

⑳カロリー ・見た目はすごいが、でもやはり低カロリーである商品価値へ
・「糖尿病患者向け、低カロリースイーツ」「トマトプリン」

各カテゴリー以外の潮流
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■味以外にも、様々な価値への拡がり（おいしさの両立、体に優しい）

■他のお菓子の味との組み合わせ（新しい組み合わせに、新たな需要を生み
出す可能性。お菓子同士でのデコ。チョコや駄菓子など）

■既存の常識に逆ったスィーツ（温かいアイス等）

■手作りなどの「共創価値」やプレゼントなど「つなぐ価値」を持った菓子

■おもちゃ・遊びまでに拡げた、超奇抜な菓子

■古くからある有名なお菓子を活かした、新たなお菓子

■祝い＆祭時でも、従来にない楽しさを味わえるスイーツ

■「ストレス抑制」「解放感後・飲んだ後」に、満足感を与えるお菓子

■色も形も食感も、画一的ではなく、多様な食感の菓子
“もちもち”“プルン”“ふわふわ”“バリバリ”“ざくざく”

■デザイン＆形に新規性や奇抜性があるスイーツ。

■味以外にも、様々な価値への拡がり（おいしさの両立、体に優しい）

■他のお菓子の味との組み合わせ（新しい組み合わせに、新たな需要を生み
出す可能性。お菓子同士でのデコ。チョコや駄菓子など）

■既存の常識に逆ったスィーツ（温かいアイス等）

■手作りなどの「共創価値」やプレゼントなど「つなぐ価値」を持った菓子

■おもちゃ・遊びまでに拡げた、超奇抜な菓子

■古くからある有名なお菓子を活かした、新たなお菓子

■祝い＆祭時でも、従来にない楽しさを味わえるスイーツ

■「ストレス抑制」「解放感後・飲んだ後」に、満足感を与えるお菓子

■色も形も食感も、画一的ではなく、多様な食感の菓子
“もちもち”“プルン”“ふわふわ”“バリバリ”“ざくざく”

■デザイン＆形に新規性や奇抜性があるスイーツ。

【Step5】集約
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４. 3種の未来予測手法の結果考察
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見える化エンジンとデルファイ法の比較

１位 大人菓子大衆化

２位 和テイストのメジャー化

３位 シニアスナック

４位 二極化ブランド淘汰

５位 新味・新食感・新カテゴリー

６位 別格のメジャー化

７位 おつまみスナック

８位 菓子のグローバル化

９位 アジアンテイスト

１０位 メディカルスナック

デルファイ法

■既存の常識に逆ったスィーツ（温かいアイス等）

■おもちゃ・遊びまでに拡げた、超奇抜な菓子

■デザイン＆形に新規性や奇抜性があるスイーツ

■色も形も食感も、画一的ではなく、多様な食感の菓子
“もちもち”“プルン”“ふわふわ”“バリバリ”“ざくざく”

■古くからある有名なお菓子を活かした、新たなお菓子

■味以外にも、様々な価値への拡がり（おいしさの両立、
体に優しい）

■手作りなどの「共創価値」やプレゼントなど「つなぐ
価値」を持った菓子

■祝い＆祭時でも、従来にない楽しさを味わえるスイーツ

■「ストレス抑制」「解放感後・飲んだ後」に、満足感を与え
るお菓子

■他のお菓子の味との組み合わせ（新しい組み合わせ
に、新たな需要を生み出す可能性。お菓子同士での
デコ。チョコや駄菓子など）

テキストマイニングソフト
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デルファイ法と食MAPの比較

デルファイ法 食MAP

■ 簡便指向と食のライトミール化が菓子類の市場を
拡大させる

■ 子供の嗜好が食卓を決める

■ 家庭回帰に適合する菓子・デザート類

■ 安全、健康、栄養への意識に応える菓子類の課題

■ ストレス解消への欲求増大

■ ストック食材としての菓子類

■ 新しいカテゴリーが求められる

■ 伝統回帰に応える菓子類

■ 節約と倹約意識の高まり

■ 「顔」の見える商品が求められる

１位 大人菓子大衆化

２位 和テイストのメジャー化

３位 シニアスナック

４位 二極化ブランド淘汰

５位 新味・新食感・新カテゴリー

６位 別格のメジャー化

７位 おつまみスナック

８位 菓子のグローバル化

９位 アジアンテイスト

１０位 メディカルスナック
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テキストマイニングソフトと食MAPの比較

食MAP

■ 簡便指向と食のライトミール化が菓子類の市場を
拡大させる

■ 子供の嗜好が食卓を決める

■ 家庭回帰に適合する菓子・デザート類

■ 安全、健康、栄養への意識に応える菓子類の課題

■ ストレス解消への欲求増大

■ ストック食材としての菓子類

■ 新しいカテゴリーが求められる

■ 伝統回帰に応える菓子類

■ 節約と倹約意識の高まり

■ 「顔」の見える商品が求められる

■既存の常識に逆ったスィーツ（温かいアイス等）

■おもちゃ・遊びまでに拡げた、超奇抜な菓子

■デザイン＆形に新規性や奇抜性があるスイーツ

■色も形も食感も、画一的ではなく、多様な食感の菓子
“もちもち”“プルン”“ふわふわ”“バリバリ”“ざくざく”

■古くからある有名なお菓子を活かした、新たなお菓子

■味以外にも、様々な価値への拡がり（おいしさの両立、
体に優しい）

■手作りなどの「共創価値」やプレゼントなど「つなぐ
価値」を持った菓子

■祝い＆祭時でも、従来にない楽しさを味わえるスイーツ

■「ストレス抑制」「解放感後・飲んだ後」に、満足感を与え
るお菓子

■他のお菓子の味との組み合わせ（新しい組み合わせ
に、新たな需要を生み出す可能性。お菓子同士での
デコ。チョコや駄菓子など）

テキストマイニングソフト
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3種の未来予測手法比較

1．昨年実施したネット上で「未来の菓子」に係わるテキストデータを収集

する方法と10トレンドの内、５トレンドが近似であった。

２．3種の未来予測手法で導き出した5年後の菓子トレンドの共通項目は、

それぞれ2項目づつであり、共通項目の多さでの確からしさの優劣は

なかった。（昨年と同様）
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５．テキストデータ抽出方法
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一次抽出

■以下の３条件により、計11,807,488件の記事を抽出

1）、２０１２年３月～９月の１億件のブログ記事から、お菓子に関する

キーワードを含むページを抽出。（別紙－１参照） 11，834，695件

2）、２０１０年１１月～２０１２年９月の約２．５億件のブログ記事から、

人気グログランキングに含まれるページを抽出。 74，858件

（別紙－２参照）

3）、２０１０年１１月～２０１２年９月の約２．５億件のブログ記事から、

「未来のお菓子」または、「お菓子の未来」を含むページを抽出。

70件

テキストデータ抽出方法
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参考－１：キーワード 「お菓子」
見出し語 正規表現（見出し語と異なる場合） 二次抽出 一次抽出

団子 お?(だんご|団子) ○ ○ プリン (プリン(?![ァィ-ヶ])|プディング|カスタードプリン) ○ ○ エンガディナー × ○
菓子 お?菓子(?!屋さん) ○ ○ 柏餅 (柏餅|柏もち) ○ ○ マンゴープリン ○ ○ オーランジェ × ○
スイーツ ス[イィ]ーツ ○ ○ 草餅 (草餅|草もち) ○ ○ ババロア ○ ○ カトルカール × ○
デザート ○ ○ 桜餅 (桜餅|桜もち) ○ ○ パンナコッタ ○ ○ ガナッシュ × ○
おやつ (おやつ|オヤツ) ○ × きな粉餅 ○ × ブリュレ ○ ○ カマンベールチーズケーキ × ○
おつまみ ○ × 磯辺焼き ○ × ムース ○ ○ クラフティ クラフティー? × ○
甘いもの (あま|甘)いもの ○ × 大福 (大福|大福もち|大福餅) ○ ○ パフェ ○ ○ クレープジュゼット × ○

ごま団子 ○ ○ サンデー ○ ○ クロッカンブッシュ × ○
和菓子 ○ ○ おはぎ ○ ○ あんみつ ○ ○ サボアクイニアマン × ○
洋菓子 ○ ○ 葛桜 ○ ○ みつ豆 ○ ○ ザルツブルガトールテ × ○
生菓子 ○ ○ 生八ツ橋 (生八ツ橋|生八つ橋) ○ ○ 杏仁豆腐 ○ ○ サルミアッキ × ○
干菓子 [干乾]菓子 ○ ○ ういろう (ういろう|外郎) ○ ○ おしるこ ○ ○ シブースト × ○
半生菓子 ○ ○ ゆべし (ゆべし|柚餅子) ○ ○ ぜんざい ○ ○ シャルロット × ○
和半生菓子 ○ ○ どら焼き ○ ○ トーグルト ○ ○ シュトルーゼ × ○
砂糖菓子 ○ ○ 鯛焼き (鯛|たい)焼き ○ × 甘酒 ○ × スフレグラッセ × ○
米菓 ○ ○ わらびもち (わらびもち|わらび餅) ○ ○ スフレチーズケーキ × ○
焼き菓子 焼き?菓子 ○ ○ ようかん (ようかん|羊羹) ○ ○ ナッツ ○ ○ タピオカのココナッツミルク × ○
揚げ菓子 揚げ?菓子 ○ ○ 水ようかん (水ようかん|水羊羹) ○ ○ くるみ △ ○ タルトサンド × ○
油菓子 ○ ○ きんつば ○ × 落花生 ○ ○ タルトタタン × ○
発酵菓子 ○ ○ 甘納豆 ○ ○ 干しぶどう (干しぶどう|干しブドウ) ○ ○ チョコエクレア × ○
料理菓子 ○ ○ 甘栗 ○ ○ テュイル × ○
玩具菓子 ○ ○ 松露 ○ ○ アーモンドいりこ ○ ○ ニューヨークチーズケーキ × ○
お供え菓子 ○ ○ 最中 × × アーモンドフィッシュ ○ ○ パヴェ × ×
袋菓子 ○ ○ 桃山 × ○ ドライフルーツ ○ ○ パヴェ・ド・ショコラ × ○
砂糖漬け ○ ○ 寒天ゼリー ○ ○ バナナチップ ○ ○ バタースコッチ × ○
豆菓子 ○ ○ 琥珀 × ○ リンゴチップ ○ ○ バナナブレッド × ○
珍味 ○ ○ すはま団子 ○ ○ かぼちゃの種 ○ ○ パリ・ブレスト × ○

すはまロール ○ ○ 乾燥いも (乾燥いも|乾燥芋) ○ ○ ビジタンディーヌ × ○
せんべい お?(せんべい|煎餅) ○ ○ ほうずい ○ ○ さきイカ ○ ○ ブラバンダー・シュニッテン × ○
まんじゅう (まんじゅう|饅頭) ○ ○ 切りイカ ○ ○ ブラマンジェ × ○
スナック (スナック|スナック菓子) ○ ○ 落雁 ○ ○ おしゃぶり昆布 ○ ○ フリッター × ○
飴・キャンディ (飴|飴玉|あめ玉|キャンディ|キャンデー|キャンディー) ○ ○ ジェリービーンズ (ジェリービーンズ|ゼリービーンズ) ○ × するめ ○ ○ フルーツボンボン × ○
チョコレート (チョコ|チョコレート) ○ ○ 金平糖 (金平糖|こんぺいとう|こんぺい糖) ○ ○ たこ薫 ○ ○ ブルーベリーケーキ × ○
ガム (ガム|チューイングガム) ○ ○ たらチーズ ○ ○ フロランタン × ○
ビスケット・クッキー (ビスケット|クッキー) ○ ○ あられ △ ○ ビーフジャーキー ○ ○ ベイクドチーズケーキ × ○
ケーキ ○ ○ おかき ○ ○ ベニエ × ○
ワッフル ○ ○ 柿の種 ○ ○ アップルパイ ○ ○ マーブルケーキ × ○
パイ パイ(?!ロット) △ ○ 柿ピー ○ ○ エクレア ○ ○ ヨーグルトチーズケーキ × ○
フィユタージュ ○ ○ エッグタルト ○ ○ ラズベリーパイ × ○
タルト (タルト|タルトレット|タルロレット) ○ ○ 八ツ橋 (八ツ橋|八つ橋) ○ ○ カステラ ○ ○ リコッタチーズケーキ × ○
ヨーグルト ○ ○ カップケーキ ○ ○ りんごのプディング × ○
ゼリー ○ ○ かりんとう (かりんとう|かりん糖|花林糖) ○ ○ ガトーショコラ ○ ○ リンツァートルテ × ○
アイス (アイス(?!ホッケー)|アイスクリーム|シャーベット) ○ ○ 芋かりんとう 芋(かりんとう|かりん糖|花林糖) ○ ○ キルシュトルテ ○ ○ レアチーズケーキ × ○
かき氷 ○ × 芋けんぴ ○ ○ クレープ ○ ○ レモンメレンゲパイ × ○

ボーロ ○ ○ ザッハトルテ ○ ○ ロシアケーキ × ○
サバラン ○ ○ ロッシェ × ○

サブレ ○ ○ シフォンケーキ ○ ○ ワインケーキ × ○
ガレット ○ ○ シュークリーム ○ ○ 揚げシュー × ○
ラング・ド・シャ ○ ○ ショートケーキ ○ ○
アメリカンクッキー ○ ○ スイートポテト ○ ○ シベリア × ○
ジンジャークッキー ○ ○ スイスロール ○ ○ トリュフ × ○
クラッカー ○ ○ スコーン ○ ○
ウェハース ○ ○ スポンジケーキ ○ ○
プレッツェル ○ ○ スフレ ○ ×
ビスコッティ ○ ○ チーズケーキ ○ ○

チェロス ○ ○
リーフパイ ○ ○ チョコレートケーキ ○ ○
パンプキンパイ ○ ○ ティラミス ○ ○

ドーナッツ ドーナッ?ツ ○ ○
ポテトチップス (ポテトチップ|ポテトチップス|チップス|ポテチ) ○ ○ パウンドケーキ ○ ○
ポップコーン ○ ○ バターケーキ ○ ○
キャラメルポップコーン ○ ○ パンケーキ ○ ○
えびせん ○ ○ フィナンシェ ○ ○
ライススナック ○ ○ ブッシュ・ド・ノエル (ブ|ビュ)ッシュ・ド・ノエル ○ ○
ベビーラーメン ○ ○ プチパイ ○ ○

ブラウニー ○ ○
キャラメル ○ ○ ブランデーケーキ ○ ○
ヌガー ○ ○ フルーツケーキ ○ ○
タフィ ○ ○ フルーツタルト ○ ○
ドロップ ○ ○ マカロン ○ ×
トローチ ○ ○ マシュマロ ○ ○
錠菓 ○ ○ マドレーヌ ○ ○
ラムネ ○ ○ マフィン ○ ○
ボンボン △ ○ ミルクレープ ○ ○
グミ ○ ○ ミルフィーユ ○ ○
昆布飴 ○ ○ むしケーキ ○ ○
五色バナナ ○ ○ モンブラン ○ ○

ロールケーキ ○ ○
チョコフレーク ○ ○
ポッキー ○ ○
チョコレートボンボン ○ ○

板ガム ○ ○
糖衣ガム ○ ○
風船ガム ○ ○
キャンディガム ○ ○

おのろけ豆 ○ ○
五色豆 ○ ○

綿菓子 (綿|わた|ワタ)(飴|あめ|アメ|菓子|かし|がし|カシ|ガシ) ○ ○
乾パン ○ ○
塩釜 ○ ○
黒パン ○ ○
あんぱん アンパン ○ ×
一口香 ○ ○

【小分類（和半生菓子）】

【小分類（砂糖菓子）】

【基本用語】

【大分類】

【中分類】

【小分類（和菓子）】 【ケーキ関連：マイナーなので削除】

【ケーキ関連：別の意味を持つので削除】

【小分類（パイ）】

【小分類（スナック）】

【小分類（飴・キャンディ）】

【小分類（チョコレート）】

【小分類（ケーキ）】

【小分類（豆菓子）】

【小分類（その他）】

【小分類（デザート）】

【小分類（珍味）】

【小分類（煎餅）】

【小分類（焼き菓子）】

【小分類（揚げ菓子）】

【小分類（ビスケット・クッキー）】

【小分類（ガム）】
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参考－２：人気ブログランキング①
順位 ページ名称 URL 週間IN 週間OUT 月間IN 順位 ページ名称 URL 週間IN 週間OUT 月間IN 順位 ページ名称 URL 週間IN 週間OUT 月間IN

1 にゃーこの菓子パン日記 http://konasu.blog12.fc2.com/ 2422 21434 11494 91 赤ぴく日記 http://ameblo.jp/akapiku2/ 100 560 180 181 yura's made http://yurasmade.blog.fc2.com/ 36 72 216
2 ハタラキ蟻さんの生活日記 http://w-ari.seesaa.net/ 1494 17334 6732 92 【M*Ring】ブログ http://ameblo.jp/m-ring55/ 98 28 161 182 人生いろいろ、食もいろいろ（元首相風） http://blog.livedoor.jp/tosan1221/ 36 42 129
3 今日のお菓子 http://todayssweets.blog.fc2.com/ 1270 16170 5590 93 華麗なるジェラート デリッツエフォリエ http://ameblo.jp/delizie/ 96 352 576 183 ファストフードブログ(仮) http://manmalife.blog94.fc2.com/ 36 376 120
4 コンビニスイーツ日和！ http://readmailplus.blog48.fc2.com/ 1140 18440 4750 94 inie minie mineimo http://hiro-bluemoon.seesaa.net/ 91 7 329 184 ちょこバーガー http://chocolatehamburger.blog136.fc2.com/ 35 505 175
5 Paanilani Love パンケーキ http://paanilani.exblog.jp/ 880 11380 4230 95 みんなのお菓子！新発売・先取り情報 http://shuukana.blog.fc2.com/ 90 3240 780 185 筋トレ・休日大好き！ http://blogs.yahoo.co.jp/tb5d5brk 34 352 152
6 メタボギア http://namabolic.exblog.jp/ 700 9150 3370 96 田町梅月スタッフブログ 今日のおやつはなんだろな http://baigetsu.hamazo.tv/ 90 30 440 186 きょうもてくてく http://ameblo.jp/t-himeblog/ 34 284 34
7 Paradox Kitchen 矛盾厨房 http://atsu3.blog46.fc2.com/ 640 1950 3110 97 気になる新商品 http://kininarushinshouhin.seesaa.net/ 90 1300 400 187 子供との時間 http://blogs.dion.ne.jp/iokankai 33 3 120
8 Cinema+Sweets=∞ http://cinemasweets.blog.fc2.com/ 606 1332 2274 98 どすこいスイーツ道場 http://miwadorami.exblog.jp/ 90 120 390 188 行政書士社会保険労務士竹内紀子の日誌 http://noich.blog8.fc2.com/ 33 36 117
9 近所の和菓子屋の豆大福 パン屋のあんぱん http://yuki-ssg.seesaa.net/ 550 3320 2310 99 お菓子のパッケージが大好きで… http://tomiq1968.jugem.jp/ 90 210 380 189 月とキャンプとバウルーと http://fasine.naturum.ne.jp/ 32 46 146

10 コンビニ菓子日記 http://konasu3.blog1.fc2.com/ 490 8360 1940 100 Frogmanブログ～池から沼から http://frogmanbrog.jugem.jp/ 90 20 360 190 私のオノマトペスタイル http://happy-vocalism.cocolog-nifty.com/blog/ 32 10 142
11 おやつは一日3個マデ http://ameblo.jp/shimarisu929/ 470 13070 2100 101 ＊あまいメロディ＊ http://ameblo.jp/sucre-melodie/ 90 1330 330 191 わたきょんの観劇（感激）日記 http://blog.goo.ne.jp/watakyon/ 32 144 116
12 アレコレ脱力生活－生活館 http://henohenolife.jugem.jp/ 380 11650 1290 102 ケーキとパンと時々ごはん http://ameblo.jp/kazukazu38/ 90 400 260 192 my life &amp; my diary http://lovesweetslovecarp.blog.fc2.com/ 32 20 96
13 緑色大好き ヴェルデの雑食日記 http://plaza.rakuten.co.jp/molmolko 350 1850 1230 103 スティッチのブログ http://ameblo.jp/7omi05/ 90 60 170 193 アタシの日常 http://nayu727.blog50.fc2.com/ 30 990 240
14 スイーツ＆グルメよくばりパーク http://momokofc2.blog.fc2.com/ 340 3990 1450 104 甘いものとかの図鑑 http://cakephoto.blog110.fc2.com/ 88 144 440 194 あにゃぽんのwaiwaiぶろぐ http://plaza.rakuten.co.jp/anyaponwaiwai/ 30 18 216
15 手描き素材 Cafe わらびもち http://cafewarabimochi.doorblog.jp/ 333 216 1251 105 日本最速のパティシエ http://yaplog.jp/rose_tomoe/ 84 177 364 195 hiro-cafe http://blog.goo.ne.jp/hirohiro0209 30 10 140
16 むらなかセロファンstreet http://muranakadia86.blog77.fc2.com/ 320 3080 1380 106 del oso SWEETS http://ameblo.jp/fresaconleche 84 80 332 196 今日のメニューは・・・ http://blog.goo.ne.jp/yayoiko9 30 40 130
17 コンビニスイーツ女 http://blog.livedoor.jp/cvssweetlife/ 306 10440 1197 107 『サークルKサンクス』の菓子、デザート等 http://ytcommedesgarcons.seesaa.net/ 80 450 490 197 パンづくり お菓子づくり お料理も・・。 http://tairu.blog58.fc2.com/ 30 40 130
18 ごろごろ http://plaza.rakuten.co.jp/neconekko/ 300 5300 1310 108 とらんす！脂肪酸 http://kinoji205.blog99.fc2.com/ 80 160 400 198 SWEETHOME*SWEETTIME http://sweethomesweettime.livedoor.biz/ 30 0 130
19 パン*ぱん*ドーナッツ http://breadbakery.blog89.fc2.com/ 300 4150 1120 109 クリスマスケーキ予約2011 http://sweetlemon.seesaa.net/ 80 50 380 199 三十路男スイーツ日記 ＠DOUGHNUT http://kaimode.blog55.fc2.com/ 30 10 110
20 SSS スイーツ・ストロング・スタイル http://aeristtrist.no-blog.jp/sss/ 290 2090 1110 110 アイス大好き ぜんざえもん のBlog http://blog.livedoor.jp/ice_zenzaemon/ 80 490 350 200 晴れときどきスイーツ http://blog.livedoor.jp/sakuranosweets/ 30 100 80
21 食べ放題日記 2日に1回ケーキバイキング http://touminkuma.blog80.fc2.com/ 288 2712 1336 111 木漏れ日のお茶会と月あかり音楽会 http://relax.la-queue.net/ 80 40 344 201 おうちでeat！！ http://home-eat.seesaa.net/ 30 10 70
22 チョコライフ http://www.chocolife.info/ 280 3990 1160 112 レビューの多い人気の売れ筋商品 http://naojuntake.seesaa.net/ 80 10 315 202 みるくナッツ～チョコの海で溺れたい～ http://ameblo.jp/milk-restaurant-nut-sid/ 30 850 60
23 まねきねこ http://manekicat2.exblog.jp/ 280 1100 1000 113 トスカーナの厨房から http://castelvecchi.blog103.fc2.com/ 80 190 290 203 人気のスイーツお取り寄せ情報 http://sweets7777.seesaa.net/ 30 10 40
24 お菓子夢工房シャルム http://charmesweets.blog9.fc2.com/ 260 1430 1100 114 コンビニデザートを食べよう！ http://blog.livedoor.jp/dessertcat/ 80 610 280 204 家庭科の時間 http://blog.livedoor.jp/gonge134/ 30 0 30
25 デパ地下大好き http://blogs.yahoo.co.jp/rosevenus123/ 252 9099 1197 115 ＯＬ スージーのsweet日記 http://sweetsuzy.exblog.jp/ 80 450 270 205 ponpoccoらんど！ http://www.studio-proud.net/bicycle/blog.php?id=ponpocco 28 12 150
26 コロコロ CORY～コンビニスイーツたち http://blog.goo.ne.jp/corocoro-cory 250 6170 1100 116 愛犬と愛猫と美味しい通販ライフ http://yaplog.jp/redpepper4/ 78 144 296 206 ふくぷくキッチン http://blog.goo.ne.jp/goloso-kitchen 28 90 126
27 アイスクリームファン http://ice567.blog55.fc2.com/ 250 5720 1020 117 最新コンビニ情報 http://conveniences.seesaa.net/ 76 1296 312 207 口コミ おすすめ情報 耳寄り 話題 http://yukikoy-nikki.seesaa.net/?1332569815 28 4 120
28 おやつ※スイーツ※ココナッツ！？ http://cafedoughnut.blog8.fc2.com/ 250 2890 940 118 伊東家の食卓の裏技簡単レシピ http://ito-ke.seesaa.net/ 75 18 405 208 Ａ ＤＡＹ ＯＦ ＭＹ ＬＩＦＥ http://loopnp.blog113.fc2.com/ 28 46 104
29 *** お菓子なアメリカ *** http://americansweets.seesaa.net/ 240 1930 1570 119 くりりんのLifeStyle http://ameblo.jp/75-31/ 72 168 402 209 ずーせす・れーべん http://suessesleb.exblog.jp 28 12 92
30 茶の湯日記 http://blogs.yahoo.co.jp/omk72000 240 670 1250 120 こんこんの美味しいものと子育てブログ http://ameblo.jp/kenhayuki/ 72 471 240 210 YukiのＳｗｅｅｔｓ Ｄｉａｒｙ http://blog.livedoor.jp/yukienglish43/ 28 133 84
31 LAWSONSTORE100のデザート http://dessert-lawsonstore100.blogspot.com/2012/03/lawson-store-100.html240 4110 1020 121 笑顔でおやつ http://blog.livedoor.jp/egaodeoyatu/ 70 530 620 211 フランスとか、 http://ameblo.jp/hiyasi-paris/ 28 63 42
32 菓子パン＆Ｓｗｅｅｔｓファン http://ameblo.jp/sweetsfan/ 230 8890 1040 122 るりいろのパンスイーツ口コミ情報 http://xxbiz5.seesaa.net/ 70 120 330 212 杜の家 http://ameblo.jp/sheeta-no-heya/ 27 42 87
33 ケーキバイキング完全ガイド http://cake.1happylife.info/ 230 320 1010 123 スイーツなおはなし http://sozairoll.dtiblog.com 70 60 330 213 まゆさんのブログ http://ameblo.jp/mayu-y21/ 26 124 160
34 ぼぉ～ぼぉ～です http://higezi6636.ti-da.net/ 220 880 890 124 ガレットのお菓子日記 http://plaza.rakuten.co.jp/gateau2006/ 70 20 310 214 ジュジュはシャイプー http://joujourin.exblog.jp 26 90 139
35 petit cafe http://petitp.exblog.jp/ 210 1640 910 125 *smile Life*～毎日手作り～ http://cyamakira.blog11.fc2.com/ 70 130 290 215 香港 Hong Kong http://ameblo.jp/miyu2011miyu/ 26 120 44
36 パティシエールへの道のり http://ameblo.jp/p-etoile/ 200 540 1350 126 集まれ!チョコレー党!!! http://choco-to.seesaa.net/ 70 260 290 216 バレンタイン！チョコレート・スイーツ通販 http://amait.blog.fc2.com/ 25 50 105
37 シブヤネコ http://blog.livedoor.jp/hidilin/ 200 280 660 127 Sweet・ノート http://plaza.rakuten.co.jp/sweet261/ 70 130 280 217 pam!pan!yum! http://aayask.blog.fc2.com/ 25 1090 90
38 La Cachette ～茶菓のある風景～ http://ameblo.jp/la-cachette1/ 200 520 610 128 La vie est belle! http://yaplog.jp/roger96/ 69 165 231 218 トリ*サボ*ブロ http://ameblo.jp/torrrrrrry/ 24 0 120
39 石川県 お菓子.collabo http://ishicolla118.blog96.fc2.com/ 190 760 850 129 ずくなしぶろぐ http://takaohi.fruitblog.net/ 66 696 246 219 YUNのお取り寄せ生活ブログ http://ameblo.jp/otoriyose-report/ 24 540 102
40 アイス評論家のコンビニアイスマニア http://www.conveniice.com/ 190 980 780 130 カクレクマノミ http://ameblo.jp/roucouler/ 65 155 95 220 珍鳥戦隊研究所 Ameba支店 http://ameblo.jp/chincho-shiratamadango/ 24 162 98
41 コンビニスイーツ物語 http://convenisweets.blog14.fc2.com/ 190 3230 680 131 現役30代女教師ママのお料理Dialy http://blog.kubotakaikei.net/ 60 70 430 221 DEBU-NOTE http://aikoamhygi.hida-ch.com/ 24 218 90
42 小さなケーキ屋さん http://ameblo.jp/luck0920/ 190 100 620 132 cacao easy ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/cacaoeasy/ 60 0 410 222 69d74の日常 http://ameblo.jp/69d74 24 4 24
43 sweetsは主食だお(ノ)・ω・(ヾ) http://ameblo.jp/naa0315/ 184 5488 968 133 石窯パンとスイーツケーキ・マカロン http://ameblo.jp/palette-b/ 60 30 370 223 のほほん＊日和 http://ameblo.jp/hiro-m-y51/ 22 14 120
44 さわあこのラジオ日記 http://ameblo.jp/radio-reporter/ 182 1494 768 134 ＊MORE DELICIOUS＊ http://sweeeets.exblog.jp/ 60 120 300 224 中野ブロードウェイ劇場 http://blog.goo.ne.jp/daiyuusaku2000 22 32 114
45 R-Sweetsな生活 http://rsweets.exblog.jp/ 180 640 920 135 Love Choco http://www.lovechoco.org/ 60 540 290 225 ハルカの徒然日記 http://blogs.yahoo.co.jp/hydetomo0214 22 114 78
46 和菓子美人 http://wagashibijin.seesaa.net/ 180 520 850 136 Maple日記 http://maplebee.exblog.jp/ 60 90 250 226 YORIKOの徒然船旅記 http://yoriyorinikki.jugem.jp/ 21 3 90
47 御菓子の殿様日記 http://blog.livedoor.jp/rikidebu00/ 180 930 730 137 ３１歳からのスイーツ道＃ http://ameblo.jp/amatou/ 60 80 210 227 ＭＯＮＣＨＯＣＯＬＡT私のチョコレート屋 http://yaplog.jp/monchocolat/ 21 84 84
48 スイーツな毎日 http://blog.livedoor.jp/arucyan/ 170 690 840 138 食いしん坊プリンのグルメ日記 http://sweetsgourmet.seesaa.net/ 60 140 210 228 カヨカヨの今日もどこかで美味しいもん http://ameblo.jp/kayo-syoku2004/ 21 9 42
49 花鳥＆Ｙの気まぐれ日記 http://blog.sanukiudon.info/ 170 2410 840 139 だむ～る通信 http://ameblo.jp/cakeyasann/ 60 170 210 229 まいにちかき氷 http://kakigo-ri.jp/ 20 70 200
50 月ウサギの食べ日記 http://ameblo.jp/94863216 170 3190 750 140 パティシエのお仕事 http://patissiere.cocolog-nifty.com/ 60 0 180 230 ことばとスイーツの宝石箱 http://ameblo.jp/rainbow-diamond1229/ 20 10 170
51 Sugary Sweet Life http://ameblo.jp/angelhyl/ 170 900 710 141 ワイミーズハウスの調理簿 http://mnfosterer.blog116.fc2.com/ 60 10 180 231 すいーつあっぷ http://sweetsup.seesaa.net/ 20 10 170
52 ローソンスイーツにゃん http://eat-4.com/ 170 1770 530 142 おいしいパンと http://yaplog.jp/soprano/ 60 100 140 232 白雪姫のお食事 http://ameblo.jp/princessxsweets 20 490 170
53 うさぎのつぶやき http://blog.queue-de-lapin.com/ 170 460 520 143 スイーツ的甘いモノＬｉｆｅ http://amaimonolover.blog5.fc2.com/ 60 520 70 233 パティシエオカダ ケーキ屋さんのブログ http://ameblo.jp/cake-p-okada 20 20 120
54 アカンな～同好会【ラーメン編】 http://ameblo.jp/jose-r-b/ 160 450 1080 144 nonco diary http://ameblo.jp/noriton21 57 120 216 234 Ｒｉｎａのルコルドンブルーお菓子作り日記 http://ameblo.jp/tabasa4748/ 20 0 120
55 LAで低カロリーアイスクリーム食べ歩き http://sanamoo376.exblog.jp/ 160 710 880 145 スイーツ.com http://hhddkk.ryorika.com/ 56 252 266 235 パンツアー 今日のお買い物２ http://panyatour.blog58.fc2.com/ 20 40 110
56 **お茶の間 Sweets** http://momotalt.blog133.fc2.com/ 160 1050 810 146 オヤツの時間 http://oyatu55.blog.so-net.ne.jp/ 56 636 140 236 モナカでティーブレイク http://kimuramonakaya.blog130.fc2.com/ 20 10 105
57 きゃらめるくりぃむ でホッと一息 http://blog.goo.ne.jp/kochan-kyarameru 160 440 770 147 ケーキ教室 Petit a Petit http://ameblo.jp/chez-milles-fleurs/ 55 135 310 237 通販・コスメ・スイーツ お試し生活 http://oisiidaisuki.blog117.fc2.com/ 20 0 100
58 ３６５日スイーツ http://sweets365day.blog55.fc2.com/ 160 2140 700 148 楽しく気ままに食事アーケードゲームブログ http://blogs.yahoo.co.jp/orb1003300130011003yuki 54 75 270 238 ラスベガスとスイーツの日々 http://ameblo.jp/lasyas/ 20 96 90
59 けんの食欲物欲見聞録 http://kennokuidaore.blog.fc2.com/ 150 220 730 149 ねねの食べ歩きー京都おいしいお店探しー http://nenehiro.blog66.fc2.com/ 52 216 216 239 ろじねこ生活 http://ameblo.jp/rojineko2010/ 20 2 80
60 ほっこりまったり日和 http://plaza.rakuten.co.jp/flower358/ 150 3900 730 150 くらちゃんの Ｈａｐｐｙ Ｓｗｅｅｔｓ Ｄｉａｒｙ http://blogs.yahoo.co.jp/cbv88976 50 2030 2910 240 最強コンビニスイーツ ランキング http://saikyousweets.blog.fc2.com 20 20 70
61 新！気まぐれスイーツ日和 http://newsweets.ldblog.jp/ 150 4030 710 151 日刊スイーツ＆グルメ http://ameblo.jp/yowa-consulting 50 90 310 241 菓子パン記録帳 http://sgg78.blog98.fc2.com/ 20 70 70
62 Scrumptious!!～木の実と野菜のお菓子編～ http://veginuts.blog76.fc2.com/ 150 210 680 152 てくてく日々帖 http://ameblo.jp/studiotorte 50 310 260 242 miinaのお菓子のある生活 http://miinaclaire.blog65.fc2.com/ 20 170 70
63 スイーツ＆菓子パン日記 http://blog.sweeet.org/ 150 3100 590 153 おやつmemo http://sweetxmemo.blog16.fc2.com/ 50 1600 250 243 チャネルの女子力↑日々いろいろ日記 http://ameblo.jp/felicek/ 20 75 70
64 ノブヤンのおいしいスイーツ紹介 http://nobuyan1.blog76.fc2.com/ 150 300 590 154 スーパーのお菓子セレクション http://ameblo.jp/yoizaiko/ 50 470 240 244 メタボおやぢが食うたあんぱん・まんじゅう http://ky0528.blog.ocn.ne.jp/beanjam/ 20 10 60
65 AKIの思いつき・気まぐれDIARY http://ameblo.jp/akicakes/ 140 690 880 155 ひらめき http://ameblo.jp/hoshino-mura/ 50 280 230 245 あまいもの・まとめ＠２ちゃんねる http://blog.livedoor.jp/sweets_sweet/ 20 315 55
66 スイーツ買って来い７７７ http://bochi009.blogspot.jp/ 140 640 770 156 おいしければいいんじゃない？ http://kumaku.blog59.fc2.com/ 50 70 210 246 ＰａＰａパフェくらぶ http://papa-parfait.seesaa.net/ 20 0 50
67 たかちゃんのsweetな日々 http://ameblo.jp/tkk-sweet 140 100 710 157 PatiesserieCREAMDOLL http://suuitu-suuitu.jugem.jp/ 50 20 200 247 Smile Food 毎日おやつ http://wamo.10.dtiblog.com/ 20 270 40
68 金つばの幸福堂 幸せ和菓子日記 http://koufukudou.jugem.jp/ 140 220 570 158 みぃのブログ http://ameblo.jp/mt0602/ 50 44 194 248 スイーツ大好きベリーのブログ http://ameblo.jp/macarron20 20 330 40
69 わけありスイーツ訳ありグルメわけあり商品 http://plaza.rakuten.co.jp/gekiyasu7777/ 140 240 250 159 スイーツ取寄せ隊！ http://sweets-toriyosetai.seesaa.net/ 50 70 180 249 北海道物産展のお取り寄せ http://goodhokkaido.blog104.fc2.com/ 20 10 20
70 下僕調教見習い・時々美食家気取り http://ameblo.jp/cappuccino-muffin/ 130 230 620 160 スイーツ食べログ http://dandg.moo.jp/sweets/ 50 70 150 250 スイーツ＆デザート http://sweetscat.seesaa.net/ 20 310 20
71 チョコミントは好きですか？ http://greenchoco.exblog.jp/ 130 480 550 161 型にはまったお菓子なお茶の時間 http://ameblo.jp/lovable-kitchen/ 50 100 110 251 抹茶Fan(抹茶ファンサイト) http://matchafan.blog.fc2.com 20 80 20
72 大切なことは全て駄菓子屋が教えてくれた http://blog.livedoor.jp/dagashiyaro-dagashi/ 130 235 520 162 蔵ブログ 「半酒×半スイーツ道」 http://ameblo.jp/celsior0009/ 48 40 164 252 チワワのマロン お出かけ日記 http://happyhatchi.blog.fc2.com/ 19 35 75
73 神戸発 ちょっとおやつ http://blog.zaq.ne.jp/simokita18/ 130 195 455 163 烏骨鶏本舗のブログ http://ameblo.jp/ukokkeihonpo/ 45 108 219 253 おまけカオスな日々 http://pires7.blog.fc2.com/ 19 162 74
74 スイーツ～kokoro～ http://yunisweet.cocolog-nifty.com/ 126 261 630 164 「甘い物、語」。 http://amaimonoshohin.blog.fc2.com/ 45 60 150 254 アラフィフのおひとりさまは今日も健在 http://ameblo.jp/hanseiki-kurimaru/ 18 66 108
75 長崎県諫早市の菓子店【お菓子のみよしや】 http://ameblo.jp/okashinomiyoshiya/ 126 28 588 165 和菓子ハンターが行く！ http://wagashi.okaimono-review.jp/ 40 40 230 255 お菓子処やな田 -大福のひとこと- http://yaplog.jp/yanata/ 18 84 75
76 おじさんの気になること日記 http://tyaiko3.blog.fc2.com/ 126 1404 570 166 ろんぶーのブログ http://ameblo.jp/ron1021/ 40 32 192 256 ビランドラの小部屋 http://birandora.blog25.fc2.com/ 18 0 57
77 ウィーンのカフェ巡り、街歩き http://tokuhain.arukikata.co.jp/vienna/ 120 80 870 167 週間 ケン坊 http://kskr-family.at.webry.info/ 40 30 190 257 Rummy's 日記 http://hula-g.cocolog-nifty.com/blog/ 18 13 53
78 sakura's DIARY http://ameblo.jp/saku-sakurachan/ 120 470 380 168 手作りお菓子でおうちカフェ http://peche-blanche.at.webry.info/ 40 20 190 258 のっぽさんとたんたんたたん http://ameblo.jp/101782533189/ 18 312 24
79 よつばや番頭の コレうまっ http://ameblo.jp/yotsuba-ya/ 110 3270 680 169 たまプラーザのおいしいケーキ http://tamasweets.blog.fc2.com/ 40 150 180 259 夢みるクジャク。 http://kujyaku.blogspot.jp/ 17 18 56
80 花のようなケーキ シュガーケーキ専門店 http://hananoyounacake.hamazo.tv/ 110 420 620 170 patissiere＠AOIの日常 http://blog.goo.ne.jp/patissiere-aoi 40 60 160 260 美味しいものはいかが？ http://song20.blog119.fc2.com/ 16 0 112
81 スイーツ食べまくり日記 http://sweetsnikki.jugem.jp/ 110 300 600 171 お菓子・駄菓子の天野屋繁田商店 http://yaplog.jp/amanoya/ 40 0 152 261 まよラー http://ameblo.jp/parecchi/ 16 8 100
82 『福岡市』の洋菓子店の紹介 http://corsocomocdg.seesaa.net/ 110 30 470 172 365 http://blog.livedoor.jp/koh0706/ 40 1170 140 262 テレビで紹介されたお取り寄せグルメ http://toriyose.blog30.fc2.com/ 16 24 88
83 シフォンケーキ王国！ http://chiffoncake-maple.seesaa.net/ 110 150 310 173 世界のお菓子in片田舎 http://junksnacklover.blog.fc2.com/ 40 450 130 263 heavenly delicious!! http://yaplog.jp/mi-amere/ 16 0 88
84 お菓子工房シュクレール http://ameblo.jp/bacchus-512 110 150 200 174 マイペース スイーツ http://blogs.yahoo.co.jp/nnn_03b 40 1235 130 264 スイーツストック店長のブログ http://sweetsstock.blog.fc2.com/ 16 8 84
85 。・＊お菓子とグルメのおもちゃ箱＊・。 http://ameblo.jp/honey4481/ 108 1056 120 175 アイス喰らいマーのアイスクリームブログ http://icekuraima.blog.fc2.com/ 40 30 130 265 maakoのブログ http://maako0831.cocolog-nifty.com 16 0 84
86 バウムクーヘン．ｃｏｍ http://baubaubaumkuchen.blog.fc2.com/ 105 201 420 176 Quadri a Venezia http://2quadri2.at.webry.info/ 40 85 130 266 おかみの簡単レシピ！ http://blog.goo.ne.jp/okami1006 16 26 80
87 至福のひととき～私の食文化 http://yukino777.blog.fc2.com/ 104 872 496 177 スイーツdeパラダイス！ http://blog.livedoor.jp/pink_roserose/ 40 230 90 267 みせばんパンダのお散歩日記 http://miseban-panda.seesaa.net/ 16 7 75
88 チョコレート・パン・ケーキ。 http://barumba.blog41.fc2.com/ 102 618 420 178 おすすめスイーツ http://bin513b.seesaa.net/ 40 50 60 268 心セラピスト藤井裕子のゆうこのゆうこと http://ameblo.jp/yukofujii/ 16 8 75
89 ひとくちちょーだい。-パンケーキめぐり- http://yaplog.jp/cafe_heavenly/ 100 2610 470 179 おかし大好きぶぶちゃんの部屋 http://bubuchan.com/ 40 85 55 269 キョロちゃん日記 http://kyorochan.blog.so-net.ne.jp/ 16 12 64
90 マンゴープリンのティエラスイーツ http://tierrasweets.blog.fc2.com/ 100 230 280 180 べーぐる*あ・ら・もーど http://yuriarn.blog111.fc2.com/ 40 40 50 270 I will go slowly. http://ameblo.jp/wakuwaku-135/ 16 2 58
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271 埼京OL http://saikyouol.blog56.fc2.com/ 16 6 48 361 マイスイーツ 動画で見るお菓子づくり http://mysweets.tv/ 10 0 10 451 お地蔵さまの寄り道 http://blog.goo.ne.jp/ohisama25254 4 2 32
272 オドロキエディター http://odoroki.cocolog-nifty.com/blog/ 16 4 24 362 スイーツPARK http://blog.livedoor.jp/yamasaka2/ 10 0 10 452 Aya Cafe http://ayacafe.exblog.jp/ 4 0 30
273 へなちょこしょこらの食ブログ http://ameblo.jp/macaronalamode 15 0 110 363 世界のお菓子・飲み物ブログ～少し健康志向 http://atteatime.jugem.jp/ 10 20 10 453 Web Lavive http://www.lavive.jp/ 4 0 24
274 編み日記 http://blog.goo.ne.jp/sweet-cioccolata 15 87 61 364 りえぐみのグミグミお菓子生活 http://ameblo.jp/riegumi 10 20 10 453 美桜ママと子供と絵本と http://miomio7.blog.fc2.com/ 4 0 24
275 手作りバンザイ！ http://blog.goo.ne.jp/goobanzai/ 15 15 45 365 神戸おやつ日記 http://kobe-oyatsu.blog.so-net.ne.jp/ 10 40 10 455 SMILE http://mm66.blog45.fc2.com/ 4 11 21
276 Ohaco2007 http://blog.goo.ne.jp/ohaco2007 15 10 42 366 野菜ソムリエ＋お菓子講師のいろいろ日記 http://yurikaswee.exblog.jp/ 10 0 10 456 つるこ食堂 http://tsurucoco.exblog.jp/ 4 4 17
277 特産市場 http://tokusanichi.blog82.fc2.com/ 15 5 40 367 Ｓｗｅｅｔｓな毎日 http://blog.livedoor.jp/everyday_sweets/ 9 90 207 457 美味しい哉、人生 http://maplife.exblog.jp/ 4 4 16
278 趣味のブログ http://ichigomakaron47.blog.fc2.com/ 15 18 27 368 苺の友のブログ http://blog.livedoor.jp/ichigo_no_tomo/ 9 6 81 451 甘いものってくせになる・・・。 http://ameblo.jp/chocoholic-lalala/ 4 48 12
279 パティスリーｍａＡｍｉ http://ameblo.jp/mami-je-le-fais 14 0 64 369 埼玉のおいしいケーキ屋 http://saitama-cake.seesaa.net/ 9 0 54 452 Tomotomo. http://yaplog.jp/tomotomo0422/ 4 0 12
280 Get! Lee http://moneytree777.blog118.fc2.com/ 14 14 56 370 クレープをおいしく手作り！ http://crepelovers.blog22.fc2.com/ 9 18 54 453 chocotto* ひとりごと http://ameblo.jp/hiro3ch 4 140 8
281 ようこそごゆっくりと http://yaplog.jp/ohisamakirara/ 13 10 63 371 Psychedelic Diner http://blog.goo.ne.jp/badgeholder 9 0 54 454 虫くん魚くん http://blog.goo.ne.jp/greatohking/ 4 1 8
282 こぶたのグ～たん http://blog.goo.ne.jp/kobutanogu-tan 13 71 54 372 アイスクリームな食べログ http://ice-cream-tabelog.seesaa.net/ 9 162 54 455 コトラのキッチンブログ http://qulea.blog116.fc2.com/ 4 0 6
283 兵庫日帰り日記 http://ameblo.jp/tani3vtr250/ 13 16 49 373 coo126kittyのblog http://blog.livedoor.jp/coo126kitty/ 9 0 44 456 王子のヘンテコな日々GOLD！ http://blog.livedoor.jp/henteko_ouji/ 4 18 6
284 全国おいしいもの通信 http://iiimonomita.blog136.fc2.com/ 13 16 42 374 未病日記 http://mibyou108.fruitblog.net/ 9 28 44 457 ケーキハウスAKATONBOのブログ http://cake-akatonbo.jugem.jp/ 4 0 4
285 らぶりーすりーぴー http://ameblo.jp/mixxjuice-07/ 12 6 138 375 きらきらsappyのブログ http://ameblo.jp/italroomsappy/ 9 0 33 458 エコ丸の環境壁新聞 http://blog.livedoor.jp/osenbye/ 4 0 4
286 食べましたの記 http://sweetslove082.blog76.fc2.com/ 12 104 76 376 海王星が好き・・・ときどきビアンの日記 http://biancafuwa.blog34.fc2.com/ 9 6 30 459 ハナウタゴハン http://hanautagohan.blog17.fc2.com/ 4 0 4
287 グルメとビールの口コミサイト ぐるカジ！ http://yaplog.jp/gurukaji/ 12 7 73 377 どうぞ ゆっくり ゆったりと http://ameblo.jp/tokyo-organic-life/ 9 0 24 460 YUKIの部屋 http://yukiparis.exblog.jp 4 0 4
288 Craftfooz Twitter Life http://ameblo.jp/craft-twitter/ 12 0 72 378 ＊Simple happiness＊ http://ameblo.jp/strawberry-flavor-tea/ 9 3 24 461 サガン床屋のブログ http://sagan.tokoya.biz/ 3 19 37
289 ほのか日記 http://kkouh199834.blog62.fc2.com/ 12 0 56 379 コルリのさえずり http://coruri.com/blog/ 9 0 18 462 エミリアレッジャーニのブログ http://ameblo.jp/emilia-reggiani/ 3 54 33
290 駄菓子おもちゃ花火のすまひとのブログ http://ameblo.jp/dagashi-sumahito/ 12 54 48 380 スクールＩＥちはら台校のブログ http://ameblo.jp/ie-chiharadai/entry-11365989007.html 9 3 12 463 Gadget (and Sweets) http://gadgetsweets.com/ 3 3 31
291 赤平胡蝶蘭だより http://akabira-orc.jugem.jp/ 12 104 44 381 みき工房のナチュラルスイーツ http://ameblo.jp/miki-koubou39/ 9 0 9 464 カーリタース -オシャレ空間- http://yaplog.jp/charitas/ 3 19 24
292 まきneko*猫カメラ* http://ameblo.jp/makiyu-kaineko--0520/ 12 18 38 382 本日も口福なり http://orangedrop.cocolog-nifty.com/blog/ 9 45 9 465 お茶の間の季節 http://ameblo.jp/smart-andgevil/ 3 4 23
293 nobby blog http://nobbyweb.blog92.fc2.com/ 12 6 30 383 暇な犬のお昼寝 http://himanainu.blogspot.com/ 9 87 9 466 ボチボチいきましょ～ http://hironon2345.blog72.fc2.com/ 3 12 21
294 仕込発酵熟成発煙的動物園茶樓 http://blog.goo.ne.jp/crocco/ 12 0 20 384 風薫 http://fuca-cake.jugem.jp/ 8 152 80 467 ちっちゃいこと気にするなわかちこ～ http://ameblo.jp/gachapin0821/ 3 39 20
295 社長ブログ－Gelafru－ http://www.gelafru.jp/blog/syatyou/ 12 24 12 385 らんちだいすき http://blog.goo.ne.jp/lunch-daisuki/ 8 6 48 468 癒しの花とカフェ*Fleur et M. http://ameblo.jp/fleur-et-menthe/ 3 0 16
296 今日もシアワセ日和 http://nokkodayo.blog105.fc2.com/ 12 0 12 386 お茶屋の窓から http://masudaen.blog.fc2.com/ 8 24 48 469 84のブロカントのある生活 http://8484848484.blog.fc2.com/ 3 5 16
297 ともふぃカフェ http://www.tomoffy.com/blog/ 11 18 48 387 チーズケーキ生活 http://cheesecake.seesaa.net/ 8 0 48 470 サニーズベリー http://ladmc.blog13.fc2.com/ 3 60 15
298 気まぐれB型Life http://ameblo.jp/optionsq/ 11 16 44 388 MY SweetLife http://dessert.blog.shinobi.jp/ 8 14 46 471 sweet*sweet http://blog.livedoor.jp/yuki_3427/ 3 0 15
299 ChaiCafe http://chaicafesweet.blog15.fc2.com/ 10 15 180 389 シュガー・ラビット http://ameblo.jp/sugar-craft/ 8 0 40 472 福岡の中心より愛を叫ぶ！ http://ameblo.jp/emerald-highfly-flowsion/ 3 4 11
300 市販のパンのブログ http://pantabemasu.blog.fc2.com/ 10 330 150 390 お試し商品、わけあり商品検索隊 http://blog.livedoor.jp/tori45-otamesi/ 8 1 37 473 美味しいブログ食堂 http://dandylion3rd.blog.fc2.com/ 3 21 9
301 きのこ王子のおかしなお買いもの http://blogs.yahoo.co.jp/ktyy08290126 10 40 140 391 珈琲焙煎を楽しむブログ http://plaza.rakuten.co.jp/kohibaisen/ 8 14 34 474 ミョンちゃんのオリーブガーデン http://myungchan2.exblog.jp/ 3 3 9
302 豪州菓子事情 http://blogs.yahoo.co.jp/threeeggplants 10 40 100 392 くろまめ博士の部屋 http://blog.goo.ne.jp/kurotarou_2008/ 8 4 32 475 アメリカごはん2～田舎町での素敵な生活～ http://blog.livedoor.jp/americagohan/ 3 1 7
303 あられ屋事務員＠鈴鹿あられのブログ http://ameblo.jp/arareya3 10 0 100 393 DAYS http://plaza.rakuten.co.jp/myan2/ 8 4 31 476 かぶちゃん農園通信 http://kabuchan.biz/wp/ 3 15 6
304 「高級和菓子スイーツの店」あんこ侍ブログ http://ameblo.jp/anko-zamurai/ 10 100 90 394 ふかふか http://ameblo.jp/poplar1203/ 8 0 28 477 リカのPARIS日記 http://ricacuore.exblog.jp/ 3 87 6
305 にゃーこのパン日記 http://konasu2.blog65.fc2.com/ 10 10 90 395 アリスのお菓子タイム http://mblg.tv/alice26/ 8 336 24 478 福岡でおいしく食べよう！ http://ameblo.jp/accodayo-no1/ 3 0 3
306 手土産に最適！取寄スイーツ http://sweets-special.seesaa.net/ 10 0 80 396 モバイル業界で働く平社員のブログ http://ameblo.jp/junskynet/ 8 0 20 479 きらぽん日記 節約＆Ｂ級グルメ http://ururunkirapon.seesaa.net/index20.rdf 3 0 3
307 とりあえずモンブラン http://mont-blanc.tea-nifty.com/cake/ 10 60 80 397 全国のおいしいスイーツお取り寄せ http://ameblo.jp/yupi-shop/ 8 0 16 480 全国うまいもの市場ドットコム http://plaza.rakuten.co.jp/tan777/ 3 0 3
308 オヤジのスイーツ大好き！ http://ameblo.jp/zx11tom/ 10 330 75 398 Four colors 1247 http://syunka1247.blog104.fc2.com/ 8 4 12 481 HAPPY DAY～（以下略） http://sasakuman.exblog.jp/ 2 0 48
309 ＊甘味礼賛＊ http://plaza.rakuten.co.jp/bonchiXX/ 10 20 70 399 楽しかったら、それでいい。 http://ryoooske.blog.fc2.com/ 8 4 10 482 ＬＯＶＥ＆ＰＯＩＳＯＮ http://ksloveandpoison.blog.fc2.com/ 2 10 24
310 ＋＋至福のチョコスイーツ＋＋ http://shihukuno-choco.seesaa.net/ 10 10 60 400 マンジェ・ササスタッフBlog http://ameblo.jp/manger-sasa/ 8 16 8 483 lonokoの日記 http://yaplog.jp/lonoko/ 2 5 20
311 キング理容室スノボ大好きネギシャンの日記 http://ameblo.jp/hairsalon-king 10 42 60 401 こいまりにっき http://ameblo.jp/natalie-kym/ 8 0 8 484 zeman life～海外と東京と雑貨～ http://ameblo.jp/zemancandle/ 2 62 20
312 おいしいショートケーキ・リスト！ http://short-cake.seesaa.net/ 10 0 60 402 OrangeNabi http://ameblo.jp/orange-nabi/ 7 47 51 485 沖縄限定！お土産・お菓子 http://sweets.ti-da.net/ 2 4 14
313 にゃんこりんのおかしな生活 http://ameblo.jp/amarettodisaronno/ 10 70 50 403 e_cakeができるまで http://ecake.exblog.jp/ 7 7 35 486 毎日ちゃんとたべてるよ。 http://blog.goo.ne.jp/yu23yu 2 11 13
314 セブンイレブンのスイーツ大好き http://blog.livedoor.jp/sevensweets/ 10 20 50 404 きっと幸せ・・・ http://blog.goo.ne.jp/cameriadayori2009 7 14 34 487 お地蔵さまの寄り道 http://blog.goo.ne.jp/ohisama25254 2 2 12
315 人気の取寄（とりよせ）スイーツ http://blog.livedoor.jp/sweet48/ 10 0 50 405 続 オートバイ・ライフ http://blog.livedoor.jp/ai_motorcycle/ 7 0 30 488 モンスター日記 http://sabage69.blog.so-net.ne.jp/ 2 0 11
316 駄菓子の会。 http://continents.blog16.fc2.com/ 10 10 50 406 欧風菓子 ル・ポティロン BLOG http://blog.livedoor.jp/le_potiron/ 7 0 28 489 Ｉ・depaショップ http://idepa825.blog.fc2.com 2 4 8
317 おいしい毎日 http://ameblo.jp/omochi315/ 10 27 50 407 genuine・hanaの花かざり http://blog.goo.ne.jp/tomo-ka1968 7 28 25 490 hungry hungrier hungriest http://ameblo.jp/wearehungrynow/ 2 86 8
318 ネコのように気のむくままに http://toffee-chan.cocolog-nifty.com/ 10 3 48 408 食欲もりもり http://blog.goo.ne.jp/gooamatou/ 7 7 14 491 スタバ・タリーズ・ドトールにゆく！ http://cafecafemovie.blog.fc2.com/ 2 76 8
319 湖をわたる...まろかのブログ http://maroka3.exblog.jp/ 10 76 42 409 夢工房*:.。（´∀｀）。.:*わぁぃ http://ameblo.jp/saika-dream-factory/ 6 8 60 492 Rikarinのブログ http://ameblo.jp/rikarin600/ 2 10 8
320 うぃちゃんママのあま～ぃブログ http://ameblo.jp/uichan-mama/ 10 750 40 410 てくてくマルコ http://tastegood.mamagoto.com/ 6 15 48 493 ボンボンショコラ http://ameblo.jp/yuukoonnpu 2 0 7
321 ごきげんdeおやつ http://gokigenoya2.blog.fc2.com/ 10 420 40 411 ぱんきち。の家 http://sakuyamoti.blog29.fc2.com/ 6 15 45 494 juju girlのブログ http://ameblo.jp/juju-girl 2 9 7
322 はるもものもぐもぐ日記 http://harumogmog.blog.fc2.com/ 10 33 39 412 おんぷのプチHappy～自己満足でもいいですか？！～ http://ameblo.jp/onpurinrin/ 6 16 44 495 みぁ*ぶろ http://tomia03.at.webry.info/ 2 0 6
323 ハワイ大好きちえちゃん http://ameblo.jp/northshore-love/ 10 2 37 413 猫でもどこでも http://yukitten.wordpress.com/ 6 12 44 496 りこりこうらうら http://s.ameblo.jp/rinobaby/ 2 4 4
324 らんぶるライフ http://blogs.yahoo.co.jp/boxerhiko 10 4 35 414 ダンベのブログ http://ameblo.jp/kyokyodan/ 6 0 38 497 More Gourmet http://moregourmet.blog57.fc2.com/ 2 0 4
325 ピュアモール http://puremall.doorblog.jp/ 10 10 35 415 タベラッテのスタッフブログ http://ameblo.jp/tabelatte/ 6 2 35 498 Idol Happiness Kitchen http://blog.goo.ne.jp/sealovesyou0713 2 22 2
326 りょう助の喜怒哀楽日記 http://ryosuke77.blog47.fc2.com/ 10 2 35 416 荒木祥吾ブログ http://ameblo.jp/talesofshogo/ 6 14 34 499 ブン子の赤裸々ぶろぐ。 http://ameblo.jp/charchi/ 2 0 2
327 アントゥルメ スタッフブログ http://entremets.weblogs.jp/ 10 0 35 417 アイシングクッキーとシュガー エコールシュクレ日記 http://blog.goo.ne.jp/sugarhirono 6 12 30 500 ハルさんのプチ贅沢できるサイト http://blog.livedoor.jp/kamiyann0/ 2 2 2
328 ７ＧのＯＰ の 気ままに http://seveng.way-nifty.com/ 10 10 31 418 紫陽花の甘い囁き http://ameblo.jp/anabelga10/ 6 6 24 501 チャンモーブログ http://ameblo.jp/mo-chan-desu/ 2 6 2
329 あんこ侍 侍甘味道 京都編 http://anzamu.exblog.jp/ 10 0 30 419 キター！父ちゃんの秘密 http://gogoboin.seesaa.net/ 6 174 21 502 パフォーマーやまち http://performeryamachi.com/category/blog/ 2 16 2
330 オーナーパティシエールのひとりごと http://blog.livedoor.jp/cake_ya15/ 10 0 30 420 福梅本舗のブログリレー http://ameblo.jp/29ume/ 6 4 20 503 ｆｃｘの美味しいもの食べたい http://ameblo.jp/fcz/ 2 0 2
331 お菓子最強伝説 http://ameblo.jp/okasi-saikyo/ 10 30 30 421 デザイン家電 CITYNET http://citynet.blog90.fc2.com/ 6 34 19 504 毎日を楽しく～！美味しく～！ http://blog.livedoor.jp/renngesou/?blog_id=2549941 2 0 2
332 お菓子大好き！ http://mp.i-revo.jp/comm.php/50/ 10 20 30 422 ベルモンド伯爵の東方見聞録的新約聖書 http://ameblo.jp/maxdorimaro/ 6 0 18 505 てんとうむしのにっき http://tenntomushi.blog57.fc2.com/ 2 0 2
333 アラブのお菓子な日々*『彩』Style* http://madam-ayano.cocolog-nifty.com/blog/ 10 10 30 423 てくてく午後 http://ameblo.jp/tekuteku-staff/ 6 0 18 506 ラブまんま http://lvmnm.blog98.fc2.com/ 2 0 2
334 和菓子パティシエがおしえる和菓子づくり http://ameblo.jp/eikoudou/ 10 0 30 424 determine one's dest http://plaza.rakuten.co.jp/meipome/ 6 8 16 507 mau melody ロリィタ通販 http://yaplog.jp/maumero/ 2 0 2
335 バウムクーヘン三昧 http://baumkuchen-zanmai.seesaa.net/ 10 230 30 425 えいじのさんぽ道ｉｎ沖縄 http://sakumoto.ti-da.net/ 6 0 15 508 たかみの気ままな自己満ブログ http://ameblo.jp/takamirin915/ 2 6 2
336 麹甘酒を使うパティシエの日記帳 http://ameblo.jp/liqueur-de-lait/ 10 0 30 426 めーぷるばんず日記 http://blog.goo.ne.jp/maple_buns 6 109 14 509 元女王様：愛の舐め犬くんの魔法の首輪 http://blog.livedoor.jp/ja_a/ 2 14 2
337 Bon appetit! http://caramelmaki.blog.so-net.ne.jp/ 10 12 26 427 MARCO'TRESURE http://ameblo.jp/otoko-no-setuyaku/ 6 2 12 510 ちび魔女おやつ http://yaplog.jp/pi-chicchi/ 2 10 2
338 甘党党大会 http://plaza.rakuten.co.jp/rokkun/ 10 10 20 428 スイーツ＆バイシクル http://ameblo.jp/backbeat1230/ 6 60 6 511 放射能からヤマメを守る会 http://angler001.exblog.jp/ 2 2 2
339 低カロリー＆ノンカロリー食品の紹介 http://cal0rie0ff.blog.fc2.com/ 10 50 20 429 おいしい非常食保存食ランキング http://blog.livedoor.jp/hozonshyoku/ 6 72 6 512 panさんが探す楽しいこと！ http://panslife.exblog.jp/ 2 4 2
340 バレンタインチョコお取り寄せ2012 http://satoshe0101.blog116.fc2.com/ 10 20 20 430 コレ、おいしい！ http://koreoishi.blog54.fc2.com/ 6 36 6 513 ほっこりカフェタイム～東京～ http://ameblo.jp/0804-apple/ 2 6 2
341 Boulangerie tekkona http://tekkona.kids.bufferin.jp/ 10 0 20 431 トクトク！誰もが知りたい秘密の仕事 http://earthclimb-japan.blogspot.jp/ 6 8 6 514 ＊＊蕎麦好きの日常とは・・・＊＊ http://taberutaberu.seesaa.net/ 2 0 2
342 + dietary life + http://blog.livedoor.jp/sherrys/ 10 20 20 432 ６月の花嫁の食いしんぼうな日々 http://yaplog.jp/omoinandemo/ 5 20 205 515 wind sprint http://shiba2windsprint.shiga-saku.net/ 2 0 2
343 ハナアサの花唄 http://ameblo.jp/frejio/ 10 0 20 433 通販でもグルメ http://plaza.rakuten.co.jp/kitymam 5 0 30 516 二流の愉しみ http://ykknk.dreamlog.jp/ 1 2 7
344 お菓子のおうち http://handmadekobo.blog120.fc2.com/ 10 0 20 434 相生市観光協会ブログ http://aioimekketai.blog134.fc2.com/ 5 5 21 517 簡単過ぎるレシピ集* http://blog.livedoor.jp/lunario2/ 1 0 5
345 お菓子は魔法、お菓子は科学! http://bon-appetiit.jugem.jp/?eid=2 10 0 20 435 nigauri http://ameblo.jp/uri-orange/ 5 10 20 518 ～欧太郎の自由帳～ http://ohtaro.at.webry.info/ 1 2 4
346 ぼくとわたし http://ameblo.jp/bokutowatasi78/ 10 5 15 436 reachのデザート日記 http://ameblo.jp/reach3300/ 5 75 20 519 関西丸食い！ http://mog2.blog.shinobi.jp/ 1 0 4
347 フルーツ日記 http://banjump.seesaa.net/ 10 0 10 437 I LOVE 地元 http://ameblo.jp/zimoto123 5 50 20 520 八千代市の美味しい店 おいちぃ oity http://blog.livedoor.jp/oity/ 1 1 3
348 お菓子 ケーキ さくらのおやつ http://sakurasweets.seesaa.net/ 10 0 10 438 若手陶芸アーティストの店「陶工房」の日々 http://blog.livedoor.jp/yurico/ 5 0 15 521 石川、金沢食べ歩き http://eatoutkana.exblog.jp/ 1 2 2
349 あおいの大将日記 http://aoi.hamazo.tv/ 10 0 10 439 ミキママのノンシュガーレシピ集 http://plaza.rakuten.co.jp/unberata/ 5 0 10 522 きしな屋～食品魂～ http://kishinaya.blog.eonet.jp 1 1 2
350 熱血！パティシエ北時大のブログ http://ameblo.jp/papassier 10 390 10 440 口福カフェ http://pichan0830.blog134.fc2.com/ 5 0 10 523 たぬきブログ http://blog.tanuki.in/ 1 3 2
351 SWEETSな日常 http://plaza.rakuten.co.jp/mango55 10 0 10 441 店長の独り言｜佐藤商店 http://satoshop.com/blog/ 5 10 5 524 移動カフェ HERO'S CAFE Hyogo http://heroscafe.exblog.jp/ 1 1 1
352 日本全国お菓子＆手作り大好き http://plaza.rakuten.co.jp/soukororin7301/ 10 40 10 442 芸能人や有名人がすすめるお店など紹介 http://kanetsugu69.blog.fc2.com/ 5 0 5 525 ロデオドライブブログ http://blog.livedoor.jp/rodeo_blog/ 1 3 1
353 じゃがポックルを探せ http://plaza.rakuten.co.jp/gegegege/ 10 0 10 443 apple富山カラフル日記 http://toyama.areablog.jp/page.asp?idx=1000005490 5 0 5 526 FullUp http://fullup1999.blog50.fc2.com/ 1 0 1
354 ねこすみれ http://plaza.rakuten.co.jp/babydayan/ 10 0 10 444 安くて可愛いモノが好き｜ましゅまろガール http://plaza.rakuten.co.jp/marshma11ow/ 5 19 5 527 M http://blue-label.blog.so-net.ne.jp/ 1 0 1
355 Happy Sweet おうちでおやつ http://yaplog.jp/happy-s-oyatsu/ 10 0 10 445 ぶさいく犬もいのグルメなブログ http://blog.livedoor.jp/elliott7kt/ 4 138 50 528 room blog http://ameblo.jp/fukuoka-chintai/ 1 7 1
356 ケーキ屋繁盛記 http://dessertlabochocolat.ti-da.net/ 10 0 10 446 気ままな毎日 http://fanblogs.jp/u0321/ 4 22 48 529 Nanako Nomunomu Life http://ameblo.jp/nanako05/ 1 0 1
357 ぽにょぽにょ庵～プリン雑記帳 http://blog.livedoor.jp/pinexxxpine/ 10 310 10 447 夢ちゃんのワンdeふるLife http://ameblo.jp/dream-pocket21/ 4 14 44 530 剣道初段が大江戸を食べ歩く http://samurai-japan-tabelog.blogspot.jp/ 1 4 1
358 CAKE100.NET http://cake100.net 10 0 10 448 てるてる*ＣＡＦＥ http://blog.goo.ne.jp/teruteru-manbo/ 4 0 36 531 MicheHin おいしいお皿 http://la-petite-orange.blog.so-net.ne.jp 1 0 1
359 ケーキ屋ケンちゃん裏日記 http://kenchan.hamazo.tv/ 10 0 10 449 un lieu de repos* ～癒しの空間～ http://ameblo.jp/prunelle-1126/ 4 0 35 532 ハンカチおやじの快想録 http://homepage2.nifty.com/papion/ 1 1 1
360 ひねこの日記Ｖｏｌ．２ http://ameblo.jp/reikomssk/ 10 50 10 450 明石人？ http://harima.areablog.jp/yasumayu 4 0 32 533 handmadeの時間 http://natyu-style.cocolog-nifty.com/blog/ 1 1 1

534 Pocha-Time http://pocha-ma.blogspot.com/ 1 2 1
535 美味しいものは生きる糧なり http://xchdn315.exblog.jp/ 1 2 1
536 鉄板ダイニング ju-shi http://ameblo.jp/teppanyaki-ju-shi/ 1 0 1
537 かたつむりのしっぽ http://blogs.yahoo.co.jp/anglay75 1 0 1
538 ジュードポムのブログ http://jeu-de-paume.jugem.jp/ 1 3 1

計：５３８ブログ
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順位 ページ名称 URL ブロガー プロフィール 順位 ページ名称 URL ブロガー プロフィール

1 スイーツ取り寄せしてみる？ http://ameblo.jp/z4x/ sweets http://profile.ameba.jp/z4x/ 91 Malato a Gelato.「AMO GELA... http://ameblo.jp/ice63/ Rica http://profile.ameba.jp/ice63/
2 シェフの相棒の日記 http://ameblo.jp/an-smilingly-okasi/ 創作菓子 杏 シェフの相棒... http://profile.ameba.jp/an-smilingly-okasi/ 92 Paradox http://ameblo.jp/ayame0429/ 菖蒲 http://profile.ameba.jp/ayame0429/
3 大阪 福島区 駄菓子おもちゃ花火のすまひとのブログ http://ameblo.jp/dagashi-sumahito/ 駄菓子おもちゃ花火のすまひと http://profile.ameba.jp/dagashi-sumahito/ 93 紅茶とお菓子のある暮らし Ｈｅｒｉｔａｇｅ http://ameblo.jp/heritage-tea/ Ｈｅｒｉｔ... http://profile.ameba.jp/heritage-tea/
4 帰ってきたスタバ番長 http://ameblo.jp/lifeis101/ スタバ番長 http://profile.ameba.jp/lifeis101/ 94 らぶりーすりーぴー(*゜ω゜*)♪♯ http://ameblo.jp/mixxjuice-07/ ゆみこ(・... http://profile.ameba.jp/mixxjuice-07/
5 sweetsは主食だお(ノ)・ω・(ヾ) http://ameblo.jp/naa0315/ 甘党＠なぁ... http://profile.ameba.jp/naa0315/ 95 なぁ～ちぇ 野菜ソムリエ 美味しい時間 http://ameblo.jp/na-che70/ なぁ～ちぇ... http://profile.ameba.jp/na-che70/
6 菓子パン＆Ｓｗｅｅｔｓファン http://ameblo.jp/sweetsfan/ Ｓｗｅｅｔ http://profile.ameba.jp/sweetsfan/ 96 アイスを食べ続ける旅。 ～You continue... http://ameblo.jp/n4kt/ たてす@ア... http://profile.ameba.jp/n4kt/
7 ちょっとの工夫でかわいいケーキ http://ameblo.jp/chottono-kufu/ Junko http://profile.ameba.jp/chottono-kufu/ 97 かれんのスイーツと観劇ときどき株 http://ameblo.jp/karen245/ かれん http://profile.ameba.jp/karen245/
8 ゜+ｍｉｒｉの甘味処+゜ http://ameblo.jp/miri0326/ ｍｉｒｉ http://profile.ameba.jp/miri0326/ 98 銀座菓楽 銀座4丁目 からだにやさしい 美しい味の... http://ameblo.jp/karacu/ 田中啓太 ... http://profile.ameba.jp/karacu/
9 おやつは一日3個マデ http://ameblo.jp/shimarisu929/ はな http://profile.ameba.jp/shimarisu929/ 99 ケーキポップス CEY Japan - Creat... http://ameblo.jp/cakepopsbyyuki/ Cake ... http://profile.ameba.jp/cakepopsbyyuki/

10 渋谷OLランチのお時間☆ときどき白金台 http://ameblo.jp/yuzumit/ ゆずみつ http://profile.ameba.jp/yuzumit/ 100 かき氷日和。 http://ameblo.jp/nonohananohoshi/ ののはな。 http://profile.ameba.jp/nonohananohoshi/
11 大阪ミナミのＰＬＡＴＩＮＵＭ http://ameblo.jp/platinum-minami/ plati... http://profile.ameba.jp/platinum-minami/ 101 博多弁丸出し ちょろみ部屋 http://ameblo.jp/meiken-choro/ choro... http://profile.ameba.jp/meiken-choro/
12 愛す♪スイーツ http://ameblo.jp/ice-dada/ ちょここあ http://profile.ameba.jp/ice-dada/ 102 体にやさしく心が温かくなるお菓子 http://ameblo.jp/bsweets37/ 家庭菓子研... http://profile.ameba.jp/bsweets37/
13 *☆。afternoon tea time。☆* http://ameblo.jp/afternoon-tea-time/ milk ... http://profile.ameba.jp/afternoon-tea-time/ 103 富寿家(とみすや・トミスヤ・TOMISUYA)のブ... http://ameblo.jp/tomisuya/ 富寿家（と... http://profile.ameba.jp/tomisuya/
14 京都くり～むRADIO http://ameblo.jp/omoshiroitoomottenno/ ゆらぽこ http://profile.ameba.jp/omoshiroitoomottenno/ 104 幼稚園児のお弁当 http://ameblo.jp/obento-com/ ぱせり http://profile.ameba.jp/obento-com/
15 白雪姫のお食事 http://ameblo.jp/princessxsweets/ 白雪姫 http://profile.ameba.jp/princessxsweets/ 105 とほほママの楽しい３K日記♪懸賞☆株☆買い物 http://ameblo.jp/tohohomama/ とほほママ http://profile.ameba.jp/tohohomama/
16 ぱぱらっち マダムの 日記 http://ameblo.jp/hohoho12345/ パパラ... http://profile.ameba.jp/hohoho12345/ 106 *.hitomiの食べログ+@.* http://ameblo.jp/mitukisei/ hitom... http://profile.ameba.jp/mitukisei/
17 &quot;チャチャチャ倶楽部&quot;SAWA... http://ameblo.jp/smile-bear0709/ “チャチャ... http://profile.ameba.jp/smile-bear0709/ 107 果物番長日記 http://ameblo.jp/junjunfruits/ 果物番長f... http://profile.ameba.jp/junjunfruits/
18 【べつばら.com】の スイーツ豆知識＆ニッチ情報 http://ameblo.jp/vetsubara/ プリンは ... http://profile.ameba.jp/vetsubara/ 108 お菓子教室 『Sweets Life』 http://ameblo.jp/shihochi88/ マカロン☆ http://profile.ameba.jp/shihochi88/
19 ☆∀☆ http://ameblo.jp/arii888/ ありぃ http://profile.ameba.jp/arii888/ 109 ケーキデコレーション教室 Take The Cak... http://ameblo.jp/t3naoko-ons/ Take ... http://profile.ameba.jp/t3naoko-ons/
20 30歳サラリーマンが事務の女の子に送る洋菓子 http://ameblo.jp/hio-san/ 日緒 http://profile.ameba.jp/hio-san/ 110 毎朝パン食べてます http://ameblo.jp/panpanmania/ まめ http://profile.ameba.jp/panpanmania/
21 注）コーヒーに砂糖は入れません http://ameblo.jp/mamachin-blog/ ママちん http://profile.ameba.jp/mamachin-blog/ 111 ＊あまいメロディ＊ http://ameblo.jp/sucre-melodie/ ＊みぃ＊ http://profile.ameba.jp/sucre-melodie/
22 Green blog http://ameblo.jp/green319/ green... http://profile.ameba.jp/green319/ 112 ぶーもんのとことんぱくぱく http://ameblo.jp/buu-tan-24/ ぶーもん http://profile.ameba.jp/buu-tan-24/
23 大阪スイーツレポーターちひろの辛口スイーツランキン... http://ameblo.jp/sweetschihiro/ スイーツレ... http://profile.ameba.jp/sweetschihiro/ 113 スペインバスクのチョコレート屋から LA PENA... http://ameblo.jp/cafeconnata/ コンレチェ http://profile.ameba.jp/cafeconnata/
24 みくのパンSweet☆Life http://ameblo.jp/mikutomiku/ みく http://profile.ameba.jp/mikutomiku/ 114 香川でのたうつ菓子屋のブログ http://ameblo.jp/okasi8/ お菓子屋 http://profile.ameba.jp/okasi8/
25 Mai’s スマイル＊キッチン http://ameblo.jp/maisland/ Mai＊M... http://profile.ameba.jp/maisland/ 115 ☆rainbow heart☆～柴本愛沙Diary... http://ameblo.jp/aisa-shibamoto/ 柴本愛沙 http://profile.ameba.jp/aisa-shibamoto/
26 ☆美味しい幸せ☆ http://ameblo.jp/mikotangurume/ みこたん http://profile.ameba.jp/mikotangurume/ 116 Sweets＊Diary http://ameblo.jp/yumiko-1026/ yumi http://profile.ameba.jp/yumiko-1026/
27 Megのキッチン＊ びっくりcooking♪ http://ameblo.jp/sweet-6u6/ Meg http://profile.ameba.jp/sweet-6u6/ 117 ＊miasaのブログ＊ http://ameblo.jp/miya-merry/ miasa http://profile.ameba.jp/miya-merry/
28 chiriko&#39;s ぐるめdairy☆ http://ameblo.jp/chirichirichiriko7/ ちりこ☆ http://profile.ameba.jp/chirichirichiriko7/ 118 ふらっとパン屋巡り http://ameblo.jp/a-t-boulangerie/ 美緒 http://profile.ameba.jp/a-t-boulangerie/
29 Addicted To Sweets http://ameblo.jp/inabakoshi-178504/ ゜+★ＭE... http://profile.ameba.jp/inabakoshi-178504/ 119 毎日笑顔日和 *mai&#39;s diary* http://ameblo.jp/mainyan1011/ まぃにゃん http://profile.ameba.jp/mainyan1011/
30 スイーツデコ研究ブログ http://ameblo.jp/nut2deco/ NUT2 http://profile.ameba.jp/nut2deco/ 120 GreenSmoothieBar◇大阪・心斎橋のロ... http://ameblo.jp/green-smoothie-bar/ GSBst... http://profile.ameba.jp/green-smoothie-bar/
31 sweets＊repo http://ameblo.jp/rsweetsn/ るな http://profile.ameba.jp/rsweetsn/ 121 ちっちのお花弁＊ http://ameblo.jp/pinknoohanachan/ ちっち＊ http://profile.ameba.jp/pinknoohanachan/
32 kiyotyhoney☆実りDiary☆ http://ameblo.jp/my-room-kiyo/ kiyot... http://profile.ameba.jp/my-room-kiyo/ 122 タカヨシシェフパティシエのブログ♪ http://ameblo.jp/saint-martin1981/ タカヨシ☆... http://profile.ameba.jp/saint-martin1981/
33 あーちゃんのブログ http://ameblo.jp/arisa0623piano/ あーちゃん http://profile.ameba.jp/arisa0623piano/ 123 ☆ クッキーアトリエ megmog ☆アイシングク... http://ameblo.jp/megmog1010/ megmo... http://profile.ameba.jp/megmog1010/
34 えみりーの鈴木先生的神経症ブログ。 http://ameblo.jp/emilly-666/ えみりー＠... http://profile.ameba.jp/emilly-666/ 124 ローフードレシピ＆ロースイーツレシピ＆ローチョコレ... http://ameblo.jp/rememberthelemon/ Naoのロ... http://profile.ameba.jp/rememberthelemon/
35 オヤジのスイーツ大好き！ http://ameblo.jp/zx11tom/ トム http://profile.ameba.jp/zx11tom/ 125 あなたにおいしい(^q^)時間届けます http://ameblo.jp/yuri-sunflower-r/ ゆりちゃん http://profile.ameba.jp/yuri-sunflower-r/
36 ☆菓子パン*お菓子☆甘いものだぁいすきだって女の子... http://ameblo.jp/erika-spring/ 恵理香 http://profile.ameba.jp/erika-spring/ 126 たまごやきのＨａｐｐｙ度は１００００点？ http://ameblo.jp/lovelove2960/ たまごやき http://profile.ameba.jp/lovelove2960/
37 imahori eriのブログ http://ameblo.jp/erii-ashiya/ モデル☆今... http://profile.ameba.jp/erii-ashiya/ 127 美楽食--お菓子教室 *東京青山・大阪上本町* -... http://ameblo.jp/troissoeurs/ お菓子研究... http://profile.ameba.jp/troissoeurs/
38 りあ*&#39;s れぽ ⌒＊° http://ameblo.jp/lovsrep0ciyz/ りあ* http://profile.ameba.jp/lovsrep0ciyz/ 128 山都すみれのカラダが喜ぶお家ご飯 http://ameblo.jp/h2utakushio/ 山都すみれ http://profile.ameba.jp/h2utakushio/
39 京都でアフタヌーンティーセット。 http://ameblo.jp/kyoto-afternoontea/ あず http://profile.ameba.jp/kyoto-afternoontea/ 129 I Love to Create☆*。・ http://ameblo.jp/oubeijaponesa/ RUNE http://profile.ameba.jp/oubeijaponesa/
40 手づくりドナちゃん＠食いしん坊ブログ（東京下町♪） http://ameblo.jp/dona-lego/ ドナ http://profile.ameba.jp/dona-lego/ 130 ☆クレりょう☆のブログ http://ameblo.jp/crepemonkeys/ ☆クレりょ... http://profile.ameba.jp/crepemonkeys/
41 鹿児島のケーキ屋・洋菓子店 Sweet sweet... http://ameblo.jp/sweetsweets111/ Sweet... http://profile.ameba.jp/sweetsweets111/ 131 金藤清花 公式Blog Ameba http://ameblo.jp/abokadosa-0520/ 金藤清花 http://profile.ameba.jp/abokadosa-0520/
42 ☆Pure Life☆ http://ameblo.jp/koichi-shoot/ KOICH... http://profile.ameba.jp/koichi-shoot/ 132 k-two青山店 松浦裕哉 http://ameblo.jp/k-two-matsuura/ K-two... http://profile.ameba.jp/k-two-matsuura/
43 キャラケーキの作り方～簡単な方法・裏技レシピ http://ameblo.jp/sakuranoke-ki/ さくら★手... http://profile.ameba.jp/sakuranoke-ki/ 133 momo色な日々☆ http://ameblo.jp/bloominghills/ momo http://profile.ameba.jp/bloominghills/
44 ベリコのブログ http://ameblo.jp/ren320/ RENma... http://profile.ameba.jp/ren320/ 134 紫芋 通販のブログ http://ameblo.jp/murasakiimo-tsuhan/ 紫芋 通販 http://profile.ameba.jp/murasakiimo-tsuhan/
45 高級チョコレート楽しみ方の極意～大阪 東京 札幌 ... http://ameblo.jp/kanachocolat/ チョコレー... http://profile.ameba.jp/kanachocolat/ 135 Avec Patisserie &quot;Pla... http://ameblo.jp/plaisir-daizawa/ plais... http://profile.ameba.jp/plaisir-daizawa/
46 ソイラテのメモ帳 http://ameblo.jp/bukopeti/ ソイラテ http://profile.ameba.jp/bukopeti/ 136 パティシエ 柴田武ブログ http://ameblo.jp/chez-shibata/ パティシエ... http://profile.ameba.jp/chez-shibata/
47 ♪うぃちゃんママのひんやりアイス散歩♪ http://ameblo.jp/uichan-mama/ うぃちゃん... http://profile.ameba.jp/uichan-mama/ 137 新しいものが好き！美力☆知力☆美意識向上 ... http://ameblo.jp/happypikarin/ *+ぴかり... http://profile.ameba.jp/happypikarin/
48 パンケーキ部【PANCAKE CLUB】 http://ameblo.jp/tcspanckae/ たっちゃん... http://profile.ameba.jp/tcspanckae/ 138 ジュリアードのケーキ日記 http://ameblo.jp/mintfantasia/ ジュリアー... http://profile.ameba.jp/mintfantasia/
49 ほわほわちょうちょ http://ameblo.jp/choucho621/ ちょうちょ http://profile.ameba.jp/choucho621/ 139 フードライターrieの食日記 http://ameblo.jp/ri-ka-wa/ rie http://profile.ameba.jp/ri-ka-wa/
50 ふわっふわ♪話題のスイーツ選りすぐり案内板！ http://ameblo.jp/keiko-meraruru/ 高羽 景子 http://profile.ameba.jp/keiko-meraruru/ 140 「アラブのお菓子な日々」菓子研究家Ayaの美味し... http://ameblo.jp/ayano-muta/ Aya http://profile.ameba.jp/ayano-muta/
51 とまぽんさん家～バイキング日誌～ http://ameblo.jp/tomapon18/ とまぽん http://profile.ameba.jp/tomapon18/ 141 アイシングクッキーをもっと可愛く♪世田谷クッキー教... http://ameblo.jp/sunbaked-mermaid/ 記念日のア... http://profile.ameba.jp/sunbaked-mermaid/
52 Onaka Ponpon . Kitchen http://ameblo.jp/lesser-panda-opk/ れっさーぱ... http://profile.ameba.jp/lesser-panda-opk/ 142 Delicious Days★横浜⇔東京and世界... http://ameblo.jp/banaco2/ banac... http://profile.ameba.jp/banaco2/
53 スイーツ＆バイシクル http://ameblo.jp/backbeat1230/ MASA（... http://profile.ameba.jp/backbeat1230/ 143 ＊QueeN of Eatinｇ＊女王は食べるのが... http://ameblo.jp/a-c-s/ あおにゃん... http://profile.ameba.jp/a-c-s/
54 スイーツ男子 あまいけいきの裏ブログ http://ameblo.jp/sweets-minister/ あまいけい... http://profile.ameba.jp/sweets-minister/ 144 スイーツ王子の独り言～甘い香りに誘われて～ http://ameblo.jp/sweets-kingdom-max/ スイーツ王... http://profile.ameba.jp/sweets-kingdom-max/
55 柚イチのカフェめぐり～Sweets三昧な日々～ http://ameblo.jp/yuichi-sweets/ 柚イチ http://profile.ameba.jp/yuichi-sweets/ 145 新潟県央 ビアンポポロ♪ http://ameblo.jp/bienspopolo/ biens... http://profile.ameba.jp/bienspopolo/
56 松葉彩加のSweetTime http://ameblo.jp/ayaka-matsuba/ 松葉 彩加 http://profile.ameba.jp/ayaka-matsuba/ 146 Sweetsな時間☆ http://ameblo.jp/lollipop-sweets/ ちょこ姫 http://profile.ameba.jp/lollipop-sweets/
57 スイーツの国のerina。 ～She so Swe... http://ameblo.jp/butanecott/ erina http://profile.ameba.jp/butanecott/ 147 Erinのhappy☆life http://ameblo.jp/erio-cafe/ Erin http://profile.ameba.jp/erio-cafe/
58 †月ウサギの食べ日記† http://ameblo.jp/94863216/ 月ウサギ http://profile.ameba.jp/94863216/ 148 【焼き菓子移動販売】CHAI&#39;sSWEET... http://ameblo.jp/chai2sweets/ ちゃ‐い http://profile.ameba.jp/chai2sweets/
59 * Alice&#39;s Adventures ... http://ameblo.jp/milky-pekochan/ *Alic... http://profile.ameba.jp/milky-pekochan/ 149 La vie douce～甘い物がそこにあるだけで... http://ameblo.jp/4nabeco/ nabec... http://profile.ameba.jp/4nabeco/
60 菓子パン、スイーツ大好きママ日記 http://ameblo.jp/noa0101/ ノアンペ http://profile.ameba.jp/noa0101/ 150 ごきげんLife ～茶の葉の、おいしいもの図鑑～ http://ameblo.jp/chanohanochachacha/ 茶の葉 http://profile.ameba.jp/chanohanochachacha/
61 イクミママのどうぶつドーナツのブログ http://ameblo.jp/floresta-mama/ 動物ドーナ... http://profile.ameba.jp/floresta-mama/ 151 Baked confectionery speci... http://ameblo.jp/wani-no-niwa/ 82_no... http://profile.ameba.jp/wani-no-niwa/
62 健康時々不健康 http://ameblo.jp/yske/ ヨスケ http://profile.ameba.jp/yske/ 152 『卵は半熟じゃないと機嫌が悪いです。』 http://ameblo.jp/jkjk123/ 伊倉ちまる http://profile.ameba.jp/jkjk123/
63 ぽこパン日記。 http://ameblo.jp/pocopanya/ poco http://profile.ameba.jp/pocopanya/ 153 ～自宅で Happy Sweets～ http://ameblo.jp/sweets1005/ towak... http://profile.ameba.jp/sweets1005/
64 よつばや番頭 の コレうまっ♪ http://ameblo.jp/yotsuba-ya/ よっくん http://profile.ameba.jp/yotsuba-ya/ 154 six☆star http://ameblo.jp/zoro6/ FUKUT... http://profile.ameba.jp/zoro6/
65 今日のお弁当 http://ameblo.jp/bonapetithoaly-obento/ ホアリー http://profile.ameba.jp/bonapetithoaly-obento/ 155 お菓子教室 Minori http://ameblo.jp/okashi-minori/ お菓子教室... http://profile.ameba.jp/okashi-minori/
66 ワガハイはコロ助ナリ http://ameblo.jp/korosuke0113/ えり http://profile.ameba.jp/korosuke0113/ 156 YUNのお取り寄せ生活ブログ http://ameblo.jp/otoriyose-report/ YUN http://profile.ameba.jp/otoriyose-report/
67 雪空 ～Ｔ’ｓ footprint～ http://ameblo.jp/mo-014568/ CHIPP... http://profile.ameba.jp/mo-014568/ 157 マジックケーキデコのデコレーション日記 http://ameblo.jp/magic-cake-deco/ みどりん http://profile.ameba.jp/magic-cake-deco/
68 ＊many many sweets days＊ http://ameblo.jp/chocolate-strawberry-113/ ちょろって... http://profile.ameba.jp/chocolate-strawberry-113/ 158 コンビニパン好きのコンビニパンランキング｜コンビニ... http://ameblo.jp/panranking/ コンビニパ... http://profile.ameba.jp/panranking/
69 簡単料理・お菓子 五条まあさっちん http://ameblo.jp/narumori/ 簡単料理・... http://profile.ameba.jp/narumori/ 159 スイーツ王子の道標 http://ameblo.jp/sigma1983/ シグマ http://profile.ameba.jp/sigma1983/
70 高齢ベビ待ち 4人の天使ママ44歳＆パパ31歳 http://ameblo.jp/d22222a/ *ange... http://profile.ameba.jp/d22222a/ 160 パティシエール★あいぼん店長の日記 http://ameblo.jp/bon-aibon/ あいぼん店... http://profile.ameba.jp/bon-aibon/
71 みるくナッツ ～チョコの海で溺れたい～ http://ameblo.jp/milk-restaurant-nut-sid/ 利緒 http://profile.ameba.jp/milk-restaurant-nut-sid/ 161 joli!joli!のおうちごはんとおかしとねこ♪ http://ameblo.jp/tamahinachibi/ joli!... http://profile.ameba.jp/tamahinachibi/
72 激安グルメ 突撃情報 ～マジトク通販お気に入り～ http://ameblo.jp/gurumegurumegurume/ ピン太 http://profile.ameba.jp/gurumegurumegurume/ 162 Sweets and Happy Life http://ameblo.jp/banane-fromage/ つっきー http://profile.ameba.jp/banane-fromage/
73 スイーツがないと死んでしまうブログ http://ameblo.jp/phantomsmetal/ サラ太の国... http://profile.ameba.jp/phantomsmetal/ 163 甘党男子たっくんのｓｗｅｅｔｓ＆おでかけ日記 http://ameblo.jp/h3733hhh/ 甘党男子た... http://profile.ameba.jp/h3733hhh/
74 NOCTURNAL BLOODLUST 尋 Off... http://ameblo.jp/hiro-nb/ 尋 NOC... http://profile.ameba.jp/hiro-nb/ 164 焼きドーナツ専門店「Chambers/チェンバース... http://ameblo.jp/pupulog/ nao http://profile.ameba.jp/pupulog/
75 ichikaのお菓子の家 http://ameblo.jp/ichika-11/ 一香 http://profile.ameba.jp/ichika-11/ 165 *konakona* 空想おうちcafe http://ameblo.jp/konakona75/ なぁな http://profile.ameba.jp/konakona75/
76 路地裏シンドローム http://ameblo.jp/ozora69/ 小空 http://profile.ameba.jp/ozora69/ 166 京菓子の亀屋重久 （創業享和二年） http://ameblo.jp/kameya-shigehisa/ 京の亀屋重... http://profile.ameba.jp/kameya-shigehisa/
77 スイーツ大好き！touma(當眞健司)のMUSIC... http://ameblo.jp/ken-t-music/ touma... http://profile.ameba.jp/ken-t-music/ 167 金沢製菓調理専門学校のブログ http://ameblo.jp/ikscsg/ 金沢製菓調... http://profile.ameba.jp/ikscsg/
78 ♪宝塚なときめきhandmade（ハンドメイド）♪ http://ameblo.jp/savignaclove/ パティス... http://profile.ameba.jp/savignaclove/ 168 ★トースターで簡単お菓子作り★ http://ameblo.jp/emi-nene-tomo/ nenem... http://profile.ameba.jp/emi-nene-tomo/
79 chocotto*ひとりごと http://ameblo.jp/hiro3ch/ hiro*... http://profile.ameba.jp/hiro3ch/ 169 ＊。のんびりお家カフェ。＊ http://ameblo.jp/cafepancake/ ☆moka... http://profile.ameba.jp/cafepancake/
80 Cream&amp;Cream http://ameblo.jp/cream-and-cream/ Raraj... http://profile.ameba.jp/cream-and-cream/ 170 甘いエネミーズ http://ameblo.jp/hito-kuri/ 青瞳花 http://profile.ameba.jp/hito-kuri/
81 さなえポンの愛のスイーツレシピ http://ameblo.jp/sanaepon/ さなえポン http://profile.ameba.jp/sanaepon/ 171 隣の猫はよく食う猫だ！ http://ameblo.jp/nico19890912/ 堀田みなみ http://profile.ameba.jp/nico19890912/
82 ひーちゃんのお菓子の家 http://ameblo.jp/hkr519/ ひーちゃん http://profile.ameba.jp/hkr519/ 172 ＣＡＦＥ太陽ノ塔のブログ http://ameblo.jp/cafetaiyounotou/ ＣＡＦＥ太... http://profile.ameba.jp/cafetaiyounotou/
83 死ぬなら食って死にたい http://ameblo.jp/bellemariwendy/ べるうぇん http://profile.ameba.jp/bellemariwendy/ 173 アイフミの手作りお菓子ブログ http://ameblo.jp/aifumifamily/ アイフミ http://profile.ameba.jp/aifumifamily/
84 スイーツ大好き☆ベリー☆のブログ http://ameblo.jp/macarron20/ ベリーベリ... http://profile.ameba.jp/macarron20/ 174 テキサスマフィン モヒカンBlog http://ameblo.jp/mohican7/ mohic... http://profile.ameba.jp/mohican7/
85 岡山の移動販売 総合プロデュース らすかふぇ（クレ... http://ameblo.jp/poticoffee/ 岡山 移動... http://profile.ameba.jp/poticoffee/ 175 ゆうちゃんのブログ http://ameblo.jp/youhua09/ ゆうちゃん http://profile.ameba.jp/youhua09/
86 ＊お菓子とグルメのおもちゃ箱＊ http://ameblo.jp/honey4481/ honey... http://profile.ameba.jp/honey4481/ 176 毎日楽しく！ ～クラブハリエオフィシャルブログ～ http://ameblo.jp/hariegc/ GC http://profile.ameba.jp/hariegc/
87 心が豊かになるティータイムの作り方 http://ameblo.jp/mariecake/ マリーma... http://profile.ameba.jp/mariecake/ 177 なりのパラダイス http://ameblo.jp/ttmy-o135246/ なり http://profile.ameba.jp/ttmy-o135246/
88 南町田のお菓子教室～Ｓａｋｕｒａ ｂｌoom～ http://ameblo.jp/sakurabloom28/ Ｓａｋｕｒ... http://profile.ameba.jp/sakurabloom28/ 178 甘いの好き好き♪ぷちりこのブログ http://ameblo.jp/happyvanilla2/ ぷちりこ http://profile.ameba.jp/happyvanilla2/
89 Ｃａｆｅ Ｒｏｚａ～仙台カフェ巡り～ http://ameblo.jp/roza/ roza http://profile.ameba.jp/roza/ 179 メロンパンブログ http://ameblo.jp/melonpanic/ メロンパン... http://profile.ameba.jp/melonpanic/
90 ☆クルミルクの菓子パン日和☆ http://ameblo.jp/kurumiruku-happy/ クルミルク http://profile.ameba.jp/kurumiruku-happy/ 180 おいしい週末日記 http://ameblo.jp/love69and39/ 翔-kak... http://profile.ameba.jp/love69and39/
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順位 ページ名称 URL ブロガー プロフィール 順位 ページ名称 URL ブロガー プロフィール
181 こんにちはノブティックです http://ameblo.jp/noboutique/ ノブティッ... http://profile.ameba.jp/noboutique/ 271 mokashuのブログ http://ameblo.jp/k-mokashu/ mokas... http://profile.ameba.jp/k-mokashu/
182 ろんぶーのブログ http://ameblo.jp/ron1021/ ろんぶー http://profile.ameba.jp/ron1021/ 272 ぼんくぅ～るのブログ http://ameblo.jp/boncoeur/ Belle... http://profile.ameba.jp/boncoeur/
183 あなたの描いた絵もケーキになる！クアンカ・ドーネ http://ameblo.jp/quanca-done/ ケーキ大使... http://profile.ameba.jp/quanca-done/ 273 Caf＆BAR皇子 http://ameblo.jp/kyotogion-sweetsouji/ Sweet... http://profile.ameba.jp/kyotogion-sweetsouji/
184 yuu☆のブログ http://ameblo.jp/moonangelyuu/ yuu☆ http://profile.ameba.jp/moonangelyuu/ 274 おいしいもの大好き http://ameblo.jp/majotti/ まじょりん http://profile.ameba.jp/majotti/
185 Y＆C sweets company http://ameblo.jp/chiamama405/ chiam... http://profile.ameba.jp/chiamama405/ 275 K&#39;s Flavor http://ameblo.jp/ksf-1019/ Ｆｌａｖｏ... http://profile.ameba.jp/ksf-1019/
186 Sweetie Blog http://ameblo.jp/ausweetie0114/ Sweet... http://profile.ameba.jp/ausweetie0114/ 276 A-FACTORYブログ http://ameblo.jp/abcafactory/ A-FAC... http://profile.ameba.jp/abcafactory/
187 ★みかをのかふぇ時間★ http://ameblo.jp/mmikkaao/ みかを http://profile.ameba.jp/mmikkaao/ 277 不二家久米川店 店長ブログ http://ameblo.jp/fujiya-kumegawa/ 不二家久米... http://profile.ameba.jp/fujiya-kumegawa/
188 Sweets＆Beauty Style～おやつ+お... http://ameblo.jp/ashanti/ yoshi... http://profile.ameba.jp/ashanti/ 278 ミーハーエッコママのblog http://ameblo.jp/amaama0209/ エッコママ http://profile.ameba.jp/amaama0209/
189 ＊ Chatty Sweets ＊ http://ameblo.jp/chatty-sweets/ SAKO http://profile.ameba.jp/chatty-sweets/ 279 名古屋でスイーツ☆ＰＥＴＩＴ Ａ ＰＥＴＩＴ プチ... http://ameblo.jp/tera6657/ 名古屋☆ス... http://profile.ameba.jp/tera6657/
190 菓子パン中毒 http://ameblo.jp/breadlove/ ぴっか http://profile.ameba.jp/breadlove/ 280 namimamaのブログ http://ameblo.jp/nimimama-4660825/ namim... http://profile.ameba.jp/nimimama-4660825/
191 ☆☆Ｎｅｓｓａ’ｓ ＲＯＯＭ☆☆ http://ameblo.jp/jillstuart-doll/ nessa http://profile.ameba.jp/jillstuart-doll/ 281 もきゅっと♪ちま日記だもん☆ http://ameblo.jp/chimagorou/ ちま http://profile.ameba.jp/chimagorou/
192 京都グルメ～辛口ガイドのおすすめ～ http://ameblo.jp/chocotto/ choco... http://profile.ameba.jp/chocotto/ 282 おぃすぃ～ッのブログ http://ameblo.jp/oi-sweets/ おぃすぃ～... http://profile.ameba.jp/oi-sweets/
193 ☆☆☆ 菊地優子の♪キラキラＳＷＥＥ... http://ameblo.jp/yuko-no-happylife/ 優chan http://profile.ameba.jp/yuko-no-happylife/ 283 ★お家でカフェ気分★ http://ameblo.jp/aki-aki-mama/ あき http://profile.ameba.jp/aki-aki-mama/
194 スイーツ三昧。美味にございますう～ http://ameblo.jp/bimi2531/ bimi http://profile.ameba.jp/bimi2531/ 284 ゆーまんのブログ http://ameblo.jp/yukoman819/ ゆーまん http://profile.ameba.jp/yukoman819/
195 ジョルノのスイーツ＆ワイン日記 http://ameblo.jp/masaya96/ ジョルノ http://profile.ameba.jp/masaya96/ 285 アナスタシアのお菓子時間 http://ameblo.jp/anastasia-7/ アナスタシ... http://profile.ameba.jp/anastasia-7/
196 kdecorationのsweetなブログ http://ameblo.jp/kdecoration/ k.dec... http://profile.ameba.jp/kdecoration/ 286 【ミックスプラス】神戸生フルーツミックスジュース・... http://ameblo.jp/mixplus/ ミックスプ... http://profile.ameba.jp/mixplus/
197 anneau◇blog パティスリーアノー http://ameblo.jp/anneau87/ annea... http://profile.ameba.jp/anneau87/ 287 パティシエ水野谷祐一ブログ http://ameblo.jp/y-mizunoya/ 水野谷 祐... http://profile.ameba.jp/y-mizunoya/
198 RELAXMANIA リラックスマニア http://ameblo.jp/relaxing/ relax... http://profile.ameba.jp/relaxing/ 288 京都・鳴滝男子的Ｂ録 http://ameblo.jp/nora-aibo/ 痛2爺G(... http://profile.ameba.jp/nora-aibo/
199 北摂キャラケーキはおまかせ！カワイイケーキのお店フ... http://ameblo.jp/yamada0825/ フォンテー... http://profile.ameba.jp/yamada0825/ 289 del oso SWEETS http://ameblo.jp/fresaconleche/ りんご http://profile.ameba.jp/fresaconleche/
200 SWEETS DIARY by La Fruiti... http://ameblo.jp/lfj/ tomo http://profile.ameba.jp/lfj/ 290 MARIの探し物 http://ameblo.jp/champagne-crown/ MARI http://profile.ameba.jp/champagne-crown/
201 Honey Moon cafe http://ameblo.jp/honeymoon-cafe/ honey... http://profile.ameba.jp/honeymoon-cafe/ 291 サラリーマンお料理道場…ニャッキ、リスのブログ http://ameblo.jp/risunoriko/ ニャッキ、... http://profile.ameba.jp/risunoriko/
202 smile smile* Company http://ameblo.jp/apollochoco822/ あぽろん http://profile.ameba.jp/apollochoco822/ 292 カツウォの山ブログ（痩） http://ameblo.jp/katsuwo-run/ カツウォ http://profile.ameba.jp/katsuwo-run/
203 ＊＊＊ SAO&#39;s SWEET LAB．＊... http://ameblo.jp/toy-bread/ SAO http://profile.ameba.jp/toy-bread/ 293 CREPE HOUSE &quot;cuore&q... http://ameblo.jp/sakura2-sakura2/ CREPE... http://profile.ameba.jp/sakura2-sakura2/
204 今ここに～アユルベーダとヨガとマクロビ、ピラティス... http://ameblo.jp/shishi70/ ナヲ♪ http://profile.ameba.jp/shishi70/ 294 お菓子工房HOME☆kiriのブログ http://ameblo.jp/sweetelierhome/ kiri http://profile.ameba.jp/sweetelierhome/
205 町田のケーキ店 ジューンブライド http://ameblo.jp/june-bride2012/ june-... http://profile.ameba.jp/june-bride2012/ 295 なつみかん生活＊＊sweets holic＊＊ http://ameblo.jp/natsumikan1026/ なつみかん http://profile.ameba.jp/natsumikan1026/
206 ナミゾウのもぐもぐ図鑑 http://ameblo.jp/bgnnn/ ナミゾウ http://profile.ameba.jp/bgnnn/ 296 月砂糖の雫 http://ameblo.jp/moonsugardrop/ 柚里 http://profile.ameba.jp/moonsugardrop/
207 **Sweets Garden** by Sac... http://ameblo.jp/www-babie/ **さち*... http://profile.ameba.jp/www-babie/ 297 在宅フリーランスとパンダ ～買い物とパンダの生活日... http://ameblo.jp/kanae-kirei/ 茉莉 http://profile.ameba.jp/kanae-kirei/
208 長崎県諫早の轟渓流（とどろきけいりゅう）へお越しの... http://ameblo.jp/okashinomiyoshiya/ 長崎県諫早... http://profile.ameba.jp/okashinomiyoshiya/ 298 CLUB HARIE（クラブハリエ）オフィシャルブ... http://ameblo.jp/chchef/ CLUB ... http://profile.ameba.jp/chchef/
209 本田商店の・・・。 http://ameblo.jp/hontashuten/ 本田商店 http://profile.ameba.jp/hontashuten/ 299 毎日Happy☆ ＠モコ 乙女の日記♪ http://ameblo.jp/mokoc-mokoc/ ＠モコ http://profile.ameba.jp/mokoc-mokoc/
210 *atelier hanna* ～ 私styleの... http://ameblo.jp/hanna-y/ hanna http://profile.ameba.jp/hanna-y/ 300 satopinekoのブログ http://ameblo.jp/444neko/ satop... http://profile.ameba.jp/444neko/
211 パティシエールへの道のり Ptisserie ... http://ameblo.jp/p-etoile/ ひよっ子パ... http://profile.ameba.jp/p-etoile/ 301 たいぶろぐ http://ameblo.jp/11731173/ いとぅ http://profile.ameba.jp/11731173/
212 北欧アンティーク雑貨GLAD店長のブログ http://ameblo.jp/glad0401/ glad http://profile.ameba.jp/glad0401/ 302 Morihide Yoshida http://ameblo.jp/mori-y/ Morih... http://profile.ameba.jp/mori-y/
213 ☆美容とお洒落のキラキラ宝石箱☆ http://ameblo.jp/beautypinkrose/ くみ http://profile.ameba.jp/beautypinkrose/ 303 自転車とカメラとスウィーツ http://ameblo.jp/ivoryroad/ ivory http://profile.ameba.jp/ivoryroad/
214 ＊chocola cafe＊゜ http://ameblo.jp/chocolatalt/ choco... http://profile.ameba.jp/chocolatalt/ 304 naoのはんなり美旅ブログ http://ameblo.jp/nao-lovesweets/ nao http://profile.ameba.jp/nao-lovesweets/
215 れいの気ままな my life http://ameblo.jp/nose1223/ れい http://profile.ameba.jp/nose1223/ 305 私の心地よい生活 http://ameblo.jp/ladoucevie/ 今野 佳子 http://profile.ameba.jp/ladoucevie/
216 ぬ～んのパンとスイーツとコンビニなブログ http://ameblo.jp/pannoon37/ ぬ～ん http://profile.ameba.jp/pannoon37/ 306 ハッピークリームパフ ... http://ameblo.jp/happycreampuff/ Happy... http://profile.ameba.jp/happycreampuff/
217 大好きなスイーツを紹介★食べた分走ってます http://ameblo.jp/mm-affiliate/ 男だけど★... http://profile.ameba.jp/mm-affiliate/ 307 パカパガマ http://ameblo.jp/kayokitty/ かよ http://profile.ameba.jp/kayokitty/
218 beau temps http://ameblo.jp/poe-cahier/ poe http://profile.ameba.jp/poe-cahier/ 308 ちょこぱいとCM http://ameblo.jp/nanacorock/ nanac... http://profile.ameba.jp/nanacorock/
219 菓子パン大～好き!! http://ameblo.jp/hime68/ りぃ http://profile.ameba.jp/hime68/ 309 おかしの日記帳(*^^*) http://ameblo.jp/taaami/ ちゅん http://profile.ameba.jp/taaami/
220 チョコマスターつぐみ～身体の８０％がチョコレート～ http://ameblo.jp/under-the-bridge-66/ つぐみ http://profile.ameba.jp/under-the-bridge-66/ 310 遥か...... http://ameblo.jp/chanchikido/ てつ http://profile.ameba.jp/chanchikido/
221 大阪 心斎橋 ネイルサロン「Harmony」 http://ameblo.jp/harmonys111/ ☆Nail... http://profile.ameba.jp/harmonys111/ 311 ばんぶ～かふぇ http://ameblo.jp/soul77/ 長崎Bam... http://profile.ameba.jp/soul77/
222 キャラクターケーキ 誕生日バースデーケーキ 通販専... http://ameblo.jp/kanokabirthdaycake/ TV番組多... http://profile.ameba.jp/kanokabirthdaycake/ 312 raphaela&#39;s sweet life http://ameblo.jp/purin1226/ らふぁえら http://profile.ameba.jp/purin1226/
223 ＊風船になれたら…＊ http://ameblo.jp/iitoyomarie0105/ ＊ひなた＊ http://profile.ameba.jp/iitoyomarie0105/ 313 綾弥のスイーツな毎日 http://ameblo.jp/melindablog/ 綾弥 http://profile.ameba.jp/melindablog/
224 The Diary of Maytie http://ameblo.jp/maytie1106/ Mayti... http://profile.ameba.jp/maytie1106/ 314 キラ☆キラ http://ameblo.jp/yagiw/ yagiw http://profile.ameba.jp/yagiw/
225 NPO四国スイーツ88推進協議会 http://ameblo.jp/shikoku-sweets88/ 四国スイー... http://profile.ameba.jp/shikoku-sweets88/ 315 ＊ばら色のお茶会＊ http://ameblo.jp/raspberry-macaron56/ りりあ http://profile.ameba.jp/raspberry-macaron56/
226 おいしい手土産～秘書のナイショ話～ http://ameblo.jp/hisho-temiyage/ たんぽぽ http://profile.ameba.jp/hisho-temiyage/ 316 華音のぷぃんぷぃん日記(^^♪ http://ameblo.jp/kanonns2/ 華音 http://profile.ameba.jp/kanonns2/
227 むしろパフェになりたい（仮）（旧・岡山ふらふら日記... http://ameblo.jp/xxcat28xx/ みゅん http://profile.ameba.jp/xxcat28xx/ 317 Baby Cat ブーニャン Official B... http://ameblo.jp/babycatjp/ ブーニャン http://profile.ameba.jp/babycatjp/
228 *Ch0c0late Fact0ry* http://ameblo.jp/ch0c0late-fact0ry/ MILK http://profile.ameba.jp/ch0c0late-fact0ry/ 318 DELIZIEFOLLIE ～デリッツエフォリエ～ http://ameblo.jp/delizie/ イタリア生... http://profile.ameba.jp/delizie/
229 首都圏スイーツ＆横浜ランチブログ http://ameblo.jp/miyu-no-happy-life/ miyu http://profile.ameba.jp/miyu-no-happy-life/ 319 mionpan日記 その http://ameblo.jp/mionpan/ mionm... http://profile.ameba.jp/mionpan/
230 てらまちとKANZAKIのブログ http://ameblo.jp/aaanianime/ てらまちと... http://profile.ameba.jp/aaanianime/ 320 mocchanのブログ http://ameblo.jp/monsieur-mocchan/ mocch... http://profile.ameba.jp/monsieur-mocchan/
231 手作り工房 ナウシカブログ♪ http://ameblo.jp/asonoke-kiya/ スポンジケ... http://profile.ameba.jp/asonoke-kiya/ 321 アラフォー甘党サラリーマンのブログ http://ameblo.jp/41-monomono/ まっさん http://profile.ameba.jp/41-monomono/
232 brookのおやつ日記 http://ameblo.jp/brook2012/ brook http://profile.ameba.jp/brook2012/ 322 西八王子 やなわらばぁのブログ http://ameblo.jp/0426735041/ 西八王子 ... http://profile.ameba.jp/0426735041/
233 bonbon CHOUCHOUXと喜びのひととき。 http://ameblo.jp/papassier/ シェフパテ... http://profile.ameba.jp/papassier/ 323 ricarica http://ameblo.jp/ricaricablog/ ricar... http://profile.ameba.jp/ricaricablog/
234 ★ chu chu Lemon ★ http://ameblo.jp/lemon1969/ Lemon http://profile.ameba.jp/lemon1969/ 324 ☆アンパンマン工場☆ http://ameblo.jp/noza-machan/ アンパンマ... http://profile.ameba.jp/noza-machan/
235 くりりんのＬｉｆｅＳｔｙｌｅ http://ameblo.jp/75-31/ くりりん http://profile.ameba.jp/75-31/ 325 スイーツ大学生活！ http://ameblo.jp/daisuke-osa/ おさピン http://profile.ameba.jp/daisuke-osa/
236 お昼の花道 パンケーキとホテ朝が好き+α http://ameblo.jp/shufu-lunch2005/ お昼の花道 http://profile.ameba.jp/shufu-lunch2005/ 326 ゜.+夢見るハイジ+.゜ http://ameblo.jp/d-haidi/ ゜.+えり... http://profile.ameba.jp/d-haidi/
237 烏骨鶏本舗のブログ http://ameblo.jp/ukokkeihonpo/ 烏骨鶏本舗 http://profile.ameba.jp/ukokkeihonpo/ 327 うるちゃんのお部屋 http://ameblo.jp/uruuru-ururun/ ゜・*:.... http://profile.ameba.jp/uruuru-ururun/
238 アイスドッグのおっちゃんのブログ http://ameblo.jp/giants-sa/ 愛 http://profile.ameba.jp/giants-sa/ 328 ひろ御殿 http://ameblo.jp/hirotansp/ ひ ろ た... http://profile.ameba.jp/hirotansp/
239 りらくの部屋 http://ameblo.jp/rirakuroom/ りらく http://profile.ameba.jp/rirakuroom/ 329 Love Sweets http://ameblo.jp/myroom-mycakes/ 紫スミレ http://profile.ameba.jp/myroom-mycakes/
240 サン・フルーツ スイーツブログ http://ameblo.jp/sunfruits-sw/ サン・フル... http://profile.ameba.jp/sunfruits-sw/ 330 やめられないとまらないのブログ http://ameblo.jp/caloriecaloriecalorie/ やめられな... http://profile.ameba.jp/caloriecaloriecalorie/
241 2つの仕事を持つ私のTalk to myself ... http://ameblo.jp/yokohama-allons-y/ masak... http://profile.ameba.jp/yokohama-allons-y/ 331 【モエちゃんはミドルネーム？！】 http://ameblo.jp/anzucoguma/ anzuc... http://profile.ameba.jp/anzucoguma/
242 お菓子のおうち ～small kitchen～ http://ameblo.jp/sweets-smallkitchen/ yuki http://profile.ameba.jp/sweets-smallkitchen/ 332 FLAME 手作り雑貨委託販売とネイルのお店 http://ameblo.jp/n-flame/ OMI http://profile.ameba.jp/n-flame/
243 reachのデザート日記 http://ameblo.jp/reach3300/ reach http://profile.ameba.jp/reach3300/ 333 ★TAKE it EASY★ http://ameblo.jp/mariebiscuit119/ そら http://profile.ameba.jp/mariebiscuit119/
244 ＊マリーの食卓＊ http://ameblo.jp/poupeedemaring/ マリー・ア... http://profile.ameba.jp/poupeedemaring/ 334 Ｓｗｅｅｔ Ｌｉｆｅ ★ Ｈａｐｐｙ Ｓｔｙｌｅ http://ameblo.jp/tas-xoxo/ megu★... http://profile.ameba.jp/tas-xoxo/
245 菓子パン＆コンビニパン＆お取り寄せスイーツ http://ameblo.jp/yupi-shop/ あわ人間 http://profile.ameba.jp/yupi-shop/ 335 オレンジカウンティ ～せたがやクレープ＆せたがや... http://ameblo.jp/orangecounty20070217/ せたがやク... http://profile.ameba.jp/orangecounty20070217/
246 ジブンジカン http://ameblo.jp/pitit-tomato/ ゆみ http://profile.ameba.jp/pitit-tomato/ 336 キッチンスタジオ◆横浜ミサリングファクトリー http://ameblo.jp/misaling/ 松本美佐 ... http://profile.ameba.jp/misaling/
247 いつものごはん&amp;おやつ日記 http://ameblo.jp/mikiguma-sweets/ ぶーちん http://profile.ameba.jp/mikiguma-sweets/ 337 クリーム・ラビリンス～fake-sweets fa... http://ameblo.jp/creamlabyrinth/ みさこボー... http://profile.ameba.jp/creamlabyrinth/
248 hanapie-0310さんのブログ http://ameblo.jp/hanapie-0310/ 花ぴぃ http://profile.ameba.jp/hanapie-0310/ 338 アメダマ あさひさん official blog ... http://ameblo.jp/amedama-asahi/ アメダマ ... http://profile.ameba.jp/amedama-asahi/
249 マイライフ...be with you... http://ameblo.jp/tajw8259/ ママちゃん http://profile.ameba.jp/tajw8259/ 339 田村ゆきこの もう少し食べたいな♪ http://ameblo.jp/tamurayukiko/ 田村ゆきこ http://profile.ameba.jp/tamurayukiko/
250 おいしいじかん～ランチ・スイーツ・お出かけ大好き～ http://ameblo.jp/yukimaru139/ Rin http://profile.ameba.jp/yukimaru139/ 340 ろりぽっぷ＠あめぶろぐ http://ameblo.jp/ame-lolipop/ あめ＠ろり... http://profile.ameba.jp/ame-lolipop/
251 お台場のおじ様のブログ http://ameblo.jp/kamamesi2001/ お台場のお... http://profile.ameba.jp/kamamesi2001/ 341 アイシングクッキー専門店SHON-PY HEART... http://ameblo.jp/shon-py/ SHON-... http://profile.ameba.jp/shon-py/
252 ☆しぃ☆のブログ http://ameblo.jp/comnyaro/ ☆しぃ☆ http://profile.ameba.jp/comnyaro/ 342 ハッピーマジパンランド♪ http://ameblo.jp/marzipandoll/ pirok... http://profile.ameba.jp/marzipandoll/
253 シャーク団のレトロ空間見聞録 http://ameblo.jp/shark-dan/ シャーク団 http://profile.ameba.jp/shark-dan/ 343 岡山・倉敷ポ-セラ-ツサロンRainbow Ro... http://ameblo.jp/yu-min0414/ 岡山・倉敷... http://profile.ameba.jp/yu-min0414/
254 pombashisweets 萌ぇ～ぷ http://ameblo.jp/pombashi-moeeepu/ 大魔法使い http://profile.ameba.jp/pombashi-moeeepu/ 344 森のおはぎ のお話 日々の小さなできごと http://ameblo.jp/moriohagi/ moriy... http://profile.ameba.jp/moriohagi/
255 スタバと紅茶とブラックケロな日々 http://ameblo.jp/brufen12345/ ぶるふぇん http://profile.ameba.jp/brufen12345/ 345 ☆ワールドワイドラビュ☆ http://ameblo.jp/aaa1783/ りかぷ http://profile.ameba.jp/aaa1783/
256 Sweet Ribbon お菓子と仲間達 http://ameblo.jp/sweet-ribbon/ sweet... http://profile.ameba.jp/sweet-ribbon/ 346 和菓子パティシエがおしえる和菓子作り http://ameblo.jp/eikoudou/ 和菓子パテ... http://profile.ameba.jp/eikoudou/
257 ★夜桜姫★のブログ http://ameblo.jp/doke-doke/ 夜桜姫 http://profile.ameba.jp/doke-doke/ 347 エトワールの美味しいブログ http://ameblo.jp/etoile527/ エトワール http://profile.ameba.jp/etoile527/
258 Sanctuary of A Gothic http://ameblo.jp/asakitoshiki/ Pan-d... http://profile.ameba.jp/asakitoshiki/ 348 ★Sweets Diary★ http://ameblo.jp/catlover111/ catlo... http://profile.ameba.jp/catlover111/
259 おいしい♪ 楽しい♪ my kitchen http://ameblo.jp/sweets-meru/ meru http://profile.ameba.jp/sweets-meru/ 349 Sun＆Mary’ｓおいしいお菓子 http://ameblo.jp/sun-mary/ Y坊まま http://profile.ameba.jp/sun-mary/
260 ３１歳からのスイーツ道＃ http://ameblo.jp/amatou/ amato... http://profile.ameba.jp/amatou/ 350 Happy Happy Sugar http://ameblo.jp/happysugarcraft/ ｙａｍｕｙ... http://profile.ameba.jp/happysugarcraft/
261 パーティーランド渋谷スペイン坂店のブログ http://ameblo.jp/partyland-spainzaka/ パーティー... http://profile.ameba.jp/partyland-spainzaka/ 351 明洞１番地（ミョンドン1番地）のブログ http://ameblo.jp/md1banchi/ 明洞１番地... http://profile.ameba.jp/md1banchi/
262 呑気にどうでしょう☆リターンズ http://ameblo.jp/cristiano17/ mikim... http://profile.ameba.jp/cristiano17/ 352 小金井シェフのジュブリルタン日記 http://ameblo.jp/chpan/ 小金井 利... http://profile.ameba.jp/chpan/
263 おままごと食堂 http://ameblo.jp/tagosakuyukiko/ ちょこ http://profile.ameba.jp/tagosakuyukiko/ 353 アルブル http://ameblo.jp/arbre1990/ アルブル洋... http://profile.ameba.jp/arbre1990/
264 クロスと暮らす http://ameblo.jp/spool-cloth/ 十夢子 http://profile.ameba.jp/spool-cloth/ 354 パンセのブログ http://ameblo.jp/penseee/ パンセ http://profile.ameba.jp/penseee/
265 めいちゃんのぱぴぷぺぽ http://ameblo.jp/mei-melochan/ 枢木 めい http://profile.ameba.jp/mei-melochan/ 355 ビジョナリーアーツ/フードクリエイト学科 http://ameblo.jp/va-food-tokyo/ va-fo... http://profile.ameba.jp/va-food-tokyo/
266 笑顔のパンデミック パティスリーもりんの日記 http://ameblo.jp/egao-morin/ パティスリ... http://profile.ameba.jp/egao-morin/ 356 仙台HAPPYLIFE http://ameblo.jp/mi-love-happy/ 永奈（えい... http://profile.ameba.jp/mi-love-happy/
267 夙川・西宮 イタリア料理教室 Piacere http://ameblo.jp/aboleoitaly/ 夙川・西宮... http://profile.ameba.jp/aboleoitaly/ 357 “小さなアトリエ Pomponnettes” お菓... http://ameblo.jp/atelier-pomponnettes/ Okayu... http://profile.ameba.jp/atelier-pomponnettes/
268 とみっちLife♪♪ http://ameblo.jp/tomimaru/ こが とみ... http://profile.ameba.jp/tomimaru/ 358 目黒スイーツさんぽ http://ameblo.jp/hisako-1213/ hisa http://profile.ameba.jp/hisako-1213/
269 クレープ＆ジェラート＆タピオカのお店☆テイクザハニ... http://ameblo.jp/take-the-honey/ TAKE ... http://profile.ameba.jp/take-the-honey/ 359 ☆東日本ベスト3代表☆カリスマ講師のお菓子・パン教... http://ameblo.jp/parisbrest1/ Fukuy... http://profile.ameba.jp/parisbrest1/
270 紫陽花の甘い囁き http://ameblo.jp/anabelga10/ かんちゃん http://profile.ameba.jp/anabelga10/ 360 食いしん坊の独り言 http://ameblo.jp/cyokojp/ チョコ http://profile.ameba.jp/cyokojp/
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361 Biscuits Sec～ビスキュイ セック～お菓... http://ameblo.jp/biscuits-sec/ ふ～みん＠... http://profile.ameba.jp/biscuits-sec/ 451 SWEETS HOUSE REGINA http://ameblo.jp/sweets-regina/ REGIN... http://profile.ameba.jp/sweets-regina/
362 たかちゃんのsweetな日々♪ http://ameblo.jp/tkk-sweet/ たかちゃん http://profile.ameba.jp/tkk-sweet/ 452 キュウセイカネゴンのブログ http://ameblo.jp/motisuama/ キュウセイ... http://profile.ameba.jp/motisuama/
363 &quot;Journal sucre&quot; http://ameblo.jp/seiichironishizono/ 西園誠一郎 http://profile.ameba.jp/seiichironishizono/ 453 アイスイーツ道 ～アイス＆スイーツに偏った旅日記～ http://ameblo.jp/more-gelato/ Gelat... http://profile.ameba.jp/more-gelato/
364 365日甘いもの http://ameblo.jp/yuuchin00/ ユウチ http://profile.ameba.jp/yuuchin00/ 454 Nsのたまごdiary。+.゜ http://ameblo.jp/minami-j3/ みなみ http://profile.ameba.jp/minami-j3/
365 気持ちは半分ドイツ人 http://ameblo.jp/nachmittagstee-wind/ Heinr... http://profile.ameba.jp/nachmittagstee-wind/ 455 蔵ブログ 「半酒×半スイーツ道」 ハクレイ酒造の1... http://ameblo.jp/celsior0009/ 中西 哲也 http://profile.ameba.jp/celsior0009/
366 doo-bop裏方、miyabinBlog～Whi... http://ameblo.jp/miyabin100/ miyab... http://profile.ameba.jp/miyabin100/ 456 ☆札幌の美味しいワッフルパフェとラテアートのアモー... http://ameblo.jp/cafe-amor/ 札幌唐揚げ... http://profile.ameba.jp/cafe-amor/
367 ☆ずぅのぬくぬく日和☆ http://ameblo.jp/asu-zuki/ ずぅ http://profile.ameba.jp/asu-zuki/ 457 DogsalonOhana&amp;Sweetsc... http://ameblo.jp/ohamahaamichi/ オハマハあ... http://profile.ameba.jp/ohamahaamichi/
368 甘いものだけ食べて暮らしたい★ http://ameblo.jp/mainichisweets/ oyats... http://profile.ameba.jp/mainichisweets/ 458 笑って甘く過ごせたらいいじゃない http://ameblo.jp/tatta-waratte-amaku/ タッタ http://profile.ameba.jp/tatta-waratte-amaku/
369 ろまん亭のブログ http://ameblo.jp/romantei1989/ ろまん亭 http://profile.ameba.jp/romantei1989/ 459 スイーツ総合 http://ameblo.jp/sweetssougou/ スイーツ総... http://profile.ameba.jp/sweetssougou/
370 パン屋さんを夢見る♪ Kaoriのブログ http://ameblo.jp/kaori-pain-studio/ JHBS認... http://profile.ameba.jp/kaori-pain-studio/ 460 東京千住ポーセラーツ&amp;シュガーデコレーショ... http://ameblo.jp/salon-de-sucre/ お砂糖愛子 http://profile.ameba.jp/salon-de-sucre/
371 お菓子教室 Studio-gemma（スタジオジェ... http://ameblo.jp/e-macaron/ まかろん http://profile.ameba.jp/e-macaron/ 461 Fukaya reno-blog http://ameblo.jp/reno-cube5/ renoc... http://profile.ameba.jp/reno-cube5/
372 ベルモンド伯爵の東方見聞録的新約聖書 http://ameblo.jp/maxdorimaro/ ベルモンド... http://profile.ameba.jp/maxdorimaro/ 462 洋菓子店 Komorebiの日々つれづれ http://ameblo.jp/komorebi096/ コモレビ http://profile.ameba.jp/komorebi096/
373 加藤家のブログ http://ameblo.jp/ra-fuukatouke/ 加藤家 http://profile.ameba.jp/ra-fuukatouke/ 463 全力で北乃きいちゃんを愛すひでのりのブログ http://ameblo.jp/hidenori77/ ひでのり http://profile.ameba.jp/hidenori77/
374 ☆Happy Sweets Life☆ http://ameblo.jp/maronpan1010/ くりこ http://profile.ameba.jp/maronpan1010/ 464 ～魔法の食事～ http://ameblo.jp/c-pb/ 蓮沼ちひろ http://profile.ameba.jp/c-pb/
375 笠間きらら館のブログ http://ameblo.jp/kasama-kilala/ 笠間きらら... http://profile.ameba.jp/kasama-kilala/ 465 ＊trifle＊ http://ameblo.jp/trifleblog/ mame http://profile.ameba.jp/trifleblog/
376 Ｊｅｒｖｉｓのブログ http://ameblo.jp/cafejervis3/ Ｊｅｒｖｉ... http://profile.ameba.jp/cafejervis3/ 466 京都亀岡のケーキショップ エプルヴェ・イシカワ http://ameblo.jp/eprouver/ エプルヴェ http://profile.ameba.jp/eprouver/
377 ゆゆんてーる。 http://ameblo.jp/luv-mm-27/ べあー。 http://profile.ameba.jp/luv-mm-27/ 467 甘党の広島食べ歩き備忘録 http://ameblo.jp/amatou-s/ 甘党 http://profile.ameba.jp/amatou-s/
378 ゜+ペコのコンビニＬｉｆｅ♪゜+ http://ameblo.jp/peko12pp/ ペコ http://profile.ameba.jp/peko12pp/ 468 こいまりにっき♪ http://ameblo.jp/natalie-kym/ ナタリー＠... http://profile.ameba.jp/natalie-kym/
379 滝島梓オフィシャルブログ「滝島梓の日本茶らいふ」 http://ameblo.jp/azusa-takishima/ 初代・電波... http://profile.ameba.jp/azusa-takishima/ 469 うどん屋開店奮闘記 http://ameblo.jp/jimajyonio/ キタロク http://profile.ameba.jp/jimajyonio/
380 ☆朝ちゃんの ごゆるりブログ☆ http://ameblo.jp/asachan-2525/ 手作りケー... http://profile.ameba.jp/asachan-2525/ 470 オーダーケーキハウス HONEY スタッフブログ http://ameblo.jp/cakehousehoney/ ハニーさゆ... http://profile.ameba.jp/cakehousehoney/
381 奈良のケーキ屋 *.+フリアンディーズ恋の窪店店... http://ameblo.jp/friandise-0203/ Frian... http://profile.ameba.jp/friandise-0203/ 471 きまぐれ見習いパティシエール http://ameblo.jp/aqmeg/ めぐみん♪ http://profile.ameba.jp/aqmeg/
382 strawberry*ribbon http://ameblo.jp/strawberry3920/ mi！ http://profile.ameba.jp/strawberry3920/ 472 チョコレート&amp;ケーキ デリス・カフェ・ブロ... http://ameblo.jp/delice-cafe/ デリス・カ... http://profile.ameba.jp/delice-cafe/
383 チョコの美男ですねブログ http://ameblo.jp/ok405/ チョコ http://profile.ameba.jp/ok405/ 473 あきちゃんのスイーツ＆癒しブログ http://ameblo.jp/subwaybus/ あきちゃん http://profile.ameba.jp/subwaybus/
384 小田原『樫の樹』幸せ配達日記 http://ameblo.jp/kashinoki-shiawase/ 樫の樹 http://profile.ameba.jp/kashinoki-shiawase/ 474 今日も ひとり部活… http://ameblo.jp/himanano/ Himax http://profile.ameba.jp/himanano/
385 お菓子な日記 http://ameblo.jp/shirokuma-chan/ 白くま http://profile.ameba.jp/shirokuma-chan/ 475 子育てママの”勇気づけの心理学”＆”おもてなし”☆... http://ameblo.jp/kazokujikan/ りえ http://profile.ameba.jp/kazokujikan/
386 Sweets Drop のスイーツデコ&amp;ス... http://ameblo.jp/sweetsdrops/ スイーツド... http://profile.ameba.jp/sweetsdrops/ 476 パティスリークリエーター 田中 博子のブログ http://ameblo.jp/irokobise/ パティスリ... http://profile.ameba.jp/irokobise/
387 Natural Cafe Sweets～体にやさし... http://ameblo.jp/patissiere-soleil-ciel/ フード&ス... http://profile.ameba.jp/patissiere-soleil-ciel/ 477 「Ｓｕｃｒｅ」アツシのブログ http://ameblo.jp/atu0610sucre/ 「Ｓｕｃｒ... http://profile.ameba.jp/atu0610sucre/
388 女医chocolatemintの日記 http://ameblo.jp/ohanamaria/ choc... http://profile.ameba.jp/ohanamaria/ 478 ナナイロのセカイ http://ameblo.jp/rainbow-angelsmile/ 史桜 http://profile.ameba.jp/rainbow-angelsmile/
389 。゜+。＊ Diamond Princess＊゜+... http://ameblo.jp/kirakirahpppm/ ゜・+＊ｎ... http://profile.ameba.jp/kirakirahpppm/ 479 ◎ RYON - blog Ξ. http://ameblo.jp/kazuyaluvluv/ りょん,(... http://profile.ameba.jp/kazuyaluvluv/
390 La Cachette ～茶菓のある風景～ http://ameblo.jp/la-cachette1/ cache... http://profile.ameba.jp/la-cachette1/ 480 ときどきお菓子教室 Atelier Sur un ... http://ameblo.jp/nuage2006/ ブラウニー http://profile.ameba.jp/nuage2006/
391 HAPPY COOKING School Blog http://ameblo.jp/happycooking-life/ 東京・大阪... http://profile.ameba.jp/happycooking-life/ 481 ラッキーマンの おいしいコンシェルジュ http://ameblo.jp/oishii-fukuoka/ ラッキーマ... http://profile.ameba.jp/oishii-fukuoka/
392 大阪 守口市でお取り寄せも人気の美味しい和菓子屋さ... http://ameblo.jp/mottrock/ 守口市の和... http://profile.ameba.jp/mottrock/ 482 九条は西区で西九条は此花区 http://ameblo.jp/camedeko/ かめきち http://profile.ameba.jp/camedeko/
393 愛知県春日井市でケーキ、スイーツのお店、ケーキ屋モ... http://ameblo.jp/55montdor/ かっぱくん http://profile.ameba.jp/55montdor/ 483 どじとん ＝ 自宅ケーキ教室『ぷち しゃんぶる』 http://ameblo.jp/somurie-j-00/ どじとん http://profile.ameba.jp/somurie-j-00/
394 Cinema+Sweets&#61;∞ http://ameblo.jp/snapshots/ しんぽん http://profile.ameba.jp/snapshots/ 484 ５ニャンズ改め６ニャンズライフと趣味ケーキ http://ameblo.jp/10241146/ ナッツ http://profile.ameba.jp/10241146/
395 *白ちょこ*SNOOPY*ブログ http://ameblo.jp/rab-pig/ ちょこ http://profile.ameba.jp/rab-pig/ 485 sakura saku http://ameblo.jp/sugar-roll/ sakur... http://profile.ameba.jp/sugar-roll/
396 pommeの手づくり日記 http://ameblo.jp/fruitsrouges0308/ pomme http://profile.ameba.jp/fruitsrouges0308/ 486 パティスリー ロアレギューム -roi-legum... http://ameblo.jp/roi-legume/ roile... http://profile.ameba.jp/roi-legume/
397 二子玉川スイーツ手土産に二子玉メレンゲハウス http://ameblo.jp/meringuehouse/ お菓子な整... http://profile.ameba.jp/meringuehouse/ 487 中目黒+mana-nina＊ 美味しいお菓子を作り... http://ameblo.jp/manamimi-bambi/ マナニナ＊... http://profile.ameba.jp/manamimi-bambi/
398 ケーキあとりえChihiroのブログ～Neko B... http://ameblo.jp/cakeachihiro/ ケーキあと... http://profile.ameba.jp/cakeachihiro/ 488 極甘党お菓子ソムリエmanamicroのコンビニス... http://ameblo.jp/manami-sakanaka/ 坂中まなみ http://profile.ameba.jp/manami-sakanaka/
399 Hatch Cafe http://ameblo.jp/hatchcafe/ Hatch... http://profile.ameba.jp/hatchcafe/ 489 「心に天使をすまわせて」穏やかな心を養うお菓子教室... http://ameblo.jp/le-coeur-de-l-ange/ 大山慶子♪... http://profile.ameba.jp/le-coeur-de-l-ange/
400 高松市のカルチャー＆雑貨＆イベントカフェ エミリア... http://ameblo.jp/emilia-reggiani/ エミリア http://profile.ameba.jp/emilia-reggiani/ 490 茶の環スタッフのブログ http://ameblo.jp/chanowa/ 茶の環スタ... http://profile.ameba.jp/chanowa/
401 甘党男子ひっきーのブログ http://ameblo.jp/amadan-hikki/ 甘党男子ひ... http://profile.ameba.jp/amadan-hikki/ 491 しょこら★日記 http://ameblo.jp/aquachocolat/ 杏 http://profile.ameba.jp/aquachocolat/
402 4丁目の小さなケーキ屋さん ４Ｃ－ｈｏｍｅ http://ameblo.jp/luck0920/ mappe http://profile.ameba.jp/luck0920/ 492 札幌カフェ＆スイーツ探索隊 http://ameblo.jp/sapporosweet/ うさぎマン http://profile.ameba.jp/sapporosweet/
403 ++ at ease ++ http://ameblo.jp/cafe-at-ease/ at-ea... http://profile.ameba.jp/cafe-at-ease/ 493 めるちゃんの魔法きらりんでいず。 http://ameblo.jp/meru016/ める@He... http://profile.ameba.jp/meru016/
404 主婦女将のコレ書いとかなアカンやろ～ http://ameblo.jp/chimaki-hompo/ 店長 薫っ... http://profile.ameba.jp/chimaki-hompo/ 494 夜も私を知らない http://ameblo.jp/immanis/ もるがん http://profile.ameba.jp/immanis/
405 ひとりぼっち研究所 http://ameblo.jp/yukinoshima/ yukin... http://profile.ameba.jp/yukinoshima/ 495 Mii&#39;s Life http://ameblo.jp/glitter-with-pink/ みー http://profile.ameba.jp/glitter-with-pink/
406 大垣のパン職人のブログ http://ameblo.jp/ykunieda/ 大垣のパン... http://profile.ameba.jp/ykunieda/ 496 Patisserie Araki の Sweet... http://ameblo.jp/patisserie-araki/ mayu-... http://profile.ameba.jp/patisserie-araki/
407 【広島レモン屋】 レモンとロック♪ http://ameblo.jp/oko-depa/ 【マスダヤ... http://profile.ameba.jp/oko-depa/ 497 リアルFunk★Fu http://ameblo.jp/gallery-fu/ ふーちゃん http://profile.ameba.jp/gallery-fu/
408 まるふく農場のブログ http://ameblo.jp/marufukufarm/ まるふく農... http://profile.ameba.jp/marufukufarm/ 498 キャンディの食いしん坊ブログ 時々スタバ http://ameblo.jp/kirakiracandy1616/ キャンディ http://profile.ameba.jp/kirakiracandy1616/
409 サニーズ大洗店のブログ http://ameblo.jp/sunnys-ooarai/ サニーズ ... http://profile.ameba.jp/sunnys-ooarai/ 499 『全国美味しいものを食べつくせ！！！』 http://ameblo.jp/felix32/ Zuuuu... http://profile.ameba.jp/felix32/
410 conanoco scone http://ameblo.jp/conanoco/ conan... http://profile.ameba.jp/conanoco/ 500 マイミヌとトラオちゃん http://ameblo.jp/3may3/ マイミヌ http://profile.ameba.jp/3may3/
411 wilskitchenのブログ http://ameblo.jp/wilskitchen/ wilsk... http://profile.ameba.jp/wilskitchen/
412 えこまよごはん http://ameblo.jp/ecomayo/ えこまよ http://profile.ameba.jp/ecomayo/
413 gourmetvoyagephoto http://ameblo.jp/myu-1228/ m*u http://profile.ameba.jp/myu-1228/
414 スイーツ王子のスイーツ探訪記 http://ameblo.jp/kyotogion/ スイーツ王... http://profile.ameba.jp/kyotogion/
415 モグモグブログ http://ameblo.jp/amtgam-lovely/ もんきち http://profile.ameba.jp/amtgam-lovely/
416 ☆シマシマ☆のSweetsな（？）毎日。。。 http://ameblo.jp/vwpassatvariant/ ☆シマシマ... http://profile.ameba.jp/vwpassatvariant/
417 サイコベアーの＊sweet Diary＊ http://ameblo.jp/psycho-bear13/ サイコベ... http://profile.ameba.jp/psycho-bear13/
418 そこらへんの主婦♪バタコの日記。 http://ameblo.jp/batabatabatako/ バタコ http://profile.ameba.jp/batabatabatako/
419 ☆ジャスミンのブログ☆ http://ameblo.jp/domremy-takasaki/ ジャスミン http://profile.ameba.jp/domremy-takasaki/
420 コンビニの新デザートを味見したい！ http://ameblo.jp/dessert7/ desse... http://profile.ameba.jp/dessert7/
421 ☆Happy Sweets☆ 目黒区祐天寺のお菓子... http://ameblo.jp/takako-sweets/ フリーアナ... http://profile.ameba.jp/takako-sweets/
422 チェヴのブログ http://ameblo.jp/raiiry/ チェヴ http://profile.ameba.jp/raiiry/
423 国際製菓専門学校のブログ http://ameblo.jp/kokusai-seika/ 国際製菓専... http://profile.ameba.jp/kokusai-seika/
424 ナッティー・ババリアンのブログ http://ameblo.jp/yako0307/ ナッティー... http://profile.ameba.jp/yako0307/
425 お菓子最強伝説☆～体にいいお菓子や、スタバもね♪～ http://ameblo.jp/okasi-saikyo/ まゆ http://profile.ameba.jp/okasi-saikyo/
426 あとあとかとか。 http://ameblo.jp/atoatokatoka/ atoat... http://profile.ameba.jp/atoatokatoka/
427 annaのブログ http://ameblo.jp/a-n-na-hip/ あんな。 http://profile.ameba.jp/a-n-na-hip/
428 菓子工房KAMANARIYAのスタッフブログ http://ameblo.jp/kamanariya-kyoto-uji/ 菓子工房K... http://profile.ameba.jp/kamanariya-kyoto-uji/
429 パンとスイーツに熱愛中* http://ameblo.jp/snowwhite-0512/ らむ http://profile.ameba.jp/snowwhite-0512/
430 パブロくんのブログ http://ameblo.jp/pablo-3/ ＰＡＢＬＯ... http://profile.ameba.jp/pablo-3/
431 Alla Pace（アッラパーチェ) http://ameblo.jp/luppys-tabemakurelaxuma/ らっぴ－ ... http://profile.ameba.jp/luppys-tabemakurelaxuma/
432 きっとダイジョーblog http://ameblo.jp/yochicream0531/ YOCCH... http://profile.ameba.jp/yochicream0531/
433 *honey drop* http://ameblo.jp/potinue/ honey... http://profile.ameba.jp/potinue/
434 新人MRみほはケーキとおくすりでできている！ http://ameblo.jp/miti1121/ みほ http://profile.ameba.jp/miti1121/
435 華のある街と揚羽蝶 http://ameblo.jp/kyoto-hannari-blog/ AGEHA... http://profile.ameba.jp/kyoto-hannari-blog/
436 大阪東住吉区カフェ 美味しいスイーツとランチが人気... http://ameblo.jp/cafe-lychee/ 大阪東住吉... http://profile.ameba.jp/cafe-lychee/
437 パフェラーカップルの食べ物ALBUM http://ameblo.jp/applemarth/ あっぷる http://profile.ameba.jp/applemarth/
438 パンケーキ＆カフェ 38mitsubachi スタ... http://ameblo.jp/buttermilkpancake/ panca... http://profile.ameba.jp/buttermilkpancake/
439 よぴざき http://ameblo.jp/chuchu-baka-xxx/ よしざき(... http://profile.ameba.jp/chuchu-baka-xxx/
440 初心者でも簡単 ケーキ教室 プチ タ プチ Pet... http://ameblo.jp/chez-milles-fleurs/ みゅっ http://profile.ameba.jp/chez-milles-fleurs/
441 AKIの思いつき・気まぐれDIARY http://ameblo.jp/akicakes/ AKIお菓... http://profile.ameba.jp/akicakes/
442 milkcrown&#39;s room http://ameblo.jp/milkcrown-room/ milkc... http://profile.ameba.jp/milkcrown-room/
443 パティシエ 一見恭子の お菓子とパンの教室 http://ameblo.jp/kyokoichimi/ パティシエ... http://profile.ameba.jp/kyokoichimi/
444 美味しいモノを少しだけ http://ameblo.jp/kattyan1122/ かっちゃん http://profile.ameba.jp/kattyan1122/
445 ☆みいこのブログ☆～3人の娘のパパはシュレック... http://ameblo.jp/mippppy/ みぃこ http://profile.ameba.jp/mippppy/
446 いつもいっしょ。 http://ameblo.jp/spica-1/ ジェイ http://profile.ameba.jp/spica-1/
447 Ｓｗｅｅｔｓ Ａｙａｙａｃ http://ameblo.jp/sweets-ayayac/ あやこ http://profile.ameba.jp/sweets-ayayac/
448 ～幕張スイーツファクトリー・スタッフブログ～ http://ameblo.jp/petitmarier/ 幕張スイー... http://profile.ameba.jp/petitmarier/
449 ○ありがとう～自分を好きになるために○ アロマのし... http://ameblo.jp/momo-meron/ アロマ http://profile.ameba.jp/momo-meron/
450 コトラコーヒーのブログ http://ameblo.jp/19744916/ ディエゴ http://profile.ameba.jp/19744916/
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テキストデータ抽出方法

２次抽出

■一次抽出の結果11,807,488件から、「未来」に関するキーワード（参考－３）
と「菓子」に関するが含むページを以下のパターンで抽出。

1）、同ページに両方のキーワードが含まれるページ。・・・・・・2,１４４,５２１件

２）、両方のキーワードが10字以内で含まれるページ・・・・・・・・・・・５,５１４件

例）未来（10文字）お菓子

３）、両方のキーワードが1文字以内で含まれるページ。・・・・・・・・・・・５１０件

例）未来（の）チョコレート、ガム（が）あったらいい

４）、フレーズ（参考資料－４）を含むページ。･･････・・・・・・・・・・・・・・・６４１件

＊4）+5）条件で抽出した１,１４１件（510+641）を採用
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参考－３：キーワード「未来」

見出し語 正規表現 前方接続 後方接続 二次抽出

未来 未来 未来の の未来 ○
将来 将来 将来の の将来 △
次世代 次世代 次世代の △
～年後 [1-9１-９][0-9０-９]*年後 の[1-9１-９][0-9０-９]*年後 ○
夢 夢 夢の △

画期的 画期的 画期的な ○
革新的 革新的 革新的な ○
今までにない (今|いま)までにない (今|いま)までにない ○

あったらいい あったら(いい|イイ|いー|良い|幸せ|嬉しい) があったら(いい|イイ|いー|良い|幸せ|嬉しい) ○
あればいい (あれば|あると)(いい|イイ|いー|良い|幸せ|嬉しい) が(あれば|あると)(いい|イイ|いー|良い|幸せ|嬉しい) △

なったらいい
(なったら|なれば|なると|なってい?ると)(いい|イイ|いー|良い|幸
せ|嬉しい)

に(なったら|なれば|なると|なってい?ると)(いい|イイ|いー|良い|幸
せ|嬉しい)

○

できたらいい
(できて?たら|出来て?たら|できれば|出来れば|できると|出来る
と)(いい|イイ|いーい|良い|幸せ|嬉しい)

が(できて?たら|出来て?たら|できれば|出来れば|できると|出来
ると)(いい|イイ|いーい|良い|幸せ|嬉しい)

○

たらいい (たら|と)(いい|イイ|いーい|良い|幸せ|嬉しい) △
あればと思う あればと思(う|います) があればと思(う|います) △
であって欲しい であって(欲しい|ほしい) △
開発して欲しい (開発し|販売し|発売し|作って)て[欲ほ]しい を(開発し|販売し|発売し|作って)て[欲ほ]しい ○
作ってみたい を作ってみたい △

ようになっている ようになってい?る △
ているかも (ているかも|いるかも[知し]れない|いるかも[知し]れません) △
できると思う できると思(う|います) ができると思(う|います) △

欲しい [欲ほ]しい が[欲ほ]しい ×
して欲しい して[欲ほ]しい ×
食べたい [食た]べたい [がを][食た]べたい ×
素敵 (素敵|すてき) (素敵|すてき)な ×
どうでしょう どうでしょ はどうでしょ ×

【ノイズを拾うので削除】

【願望】

【予測】

【未来】

【画期的・革新的】
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参考－４：フレーズ
見出し語 正規表現（見出し語と異なる場合） 二次抽出

未来のお菓子 未来のお?菓子(?!屋さん) ○
未来のスイーツ 未来のスイーツ ○
未来のデザート 未来のデザート ○
未来のおやつ 未来のおやつ ○
未来のおつまみ 未来のお?つまみ ○
将来のお菓子 将来のお?菓子(?!屋さん) ○
将来のスイーツ 将来のスイーツ ○
将来のデザート 将来のデザート ○
将来のおやつ 将来のおやつ ○
将来のおつまみ 将来のお?つまみ ○
～年後のお菓子 [1-9１-９][0-9０-９]*年後のお?菓子(?!屋さん) ○
～年後のスイーツ [1-9１-９][0-9０-９]*年後のスイーツ ○
～年後のデザート [1-9１-９][0-9０-９]*年後のデザート ○
～年後のおやつ [1-9１-９][0-9０-９]*年後のおやつ ○
～年後のおつまみ [1-9１-９][0-9０-９]*年後のお?つまみ ○
夢のお菓子 夢のお?菓子(?!屋さん) ○
夢のスイーツ 夢のスイーツ ○
夢のデザート 夢のデザート ○
夢のおやつ 夢のおやつ ○
夢のおつまみ 夢のお?つまみ ○
画期的なお菓子 画期的なお?菓子(?!屋さん) ○
画期的なスイーツ 画期的なスイーツ ○
画期的なデザート 画期的なデザート ○
画期的なおやつ 画期的なおやつ ○
画期的なおつまみ 画期的なお?つまみ ○
革新的なお菓子 革新的なお?菓子(?!屋さん) ○
革新的なスイーツ 革新的なスイーツ ○
革新的なデザート 革新的なデザート ○
革新的なおやつ 革新的なおやつ ○
革新的なおつまみ 革新的なお?つまみ ○
今までにないお菓子 (今|いま)までにないお?菓子(?!屋さん) ○
今までにないスイーツ (今|いま)までにないスイーツ ○
今までにないデザート (今|いま)までにないデザート ○
今までにないおやつ (今|いま)までにないおやつ ○
今までにないおつまみ (今|いま)までにないお?つまみ ○

お菓子の未来 お?菓子の未来 ○
スイーツの未来 スイーツの未来 ○
デザートの未来 デザートの未来 ○
おやつの未来 おやつの未来 ○
おつまみの未来 お?つまみの未来 ○
お菓子の将来 お?菓子の将来 ○
スイーツの将来 スイーツの将来 ○
デザートの将来 デザートの将来 ○
おやつの将来 おやつの将来 ○
おつまみの将来 お?つまみの将来 ○

【未来・画期的×お菓子】

【未来・画期的×お菓子】



9999

キーワード
見出し語 正規表現（見出し語と異なる場合） 二次抽出

食材 △ 手軽 △
カロリー (カロリー|kcal) △ ごはん △ 手作り △
ダイエット (ダイエット|diet) △ お米 △ 小分け △
体重 △ ライス △ 日持ち △
太る △ 米粉 △ 作り立て △
太らない △ 玄米 △ 開けたて △
シュガーレス △ そば粉 △ 食べかけ △

小麦粉 △ 腹一杯 △
病気 △ パン × 満足感 △
治療 △ ピザ △ 新食感 △
トクホ △ 花 △ モチモチ感 △
成人病 △ フラワーエッセンス △ まるごと (まる|丸)ごと △
糖尿病 △ ハーブ △ やわやわ △
食事制限 △ 寒天 △ どきどき △
アレルギー △ 油 △ とろっと △
アレルゲン △ 卵 △ まったり (まったり|マッタリ) △

豆乳 △ 温度 △
顎の発達 △ 豆腐 △ 香り △
歯 △ ハチミツ (はちみつ|ハチミツ) △ 風味 △
歯科 △ 生クリーム △ フレーバー △
虫歯 △ コーヒー △ 芳ばしい △
歯磨き △ 紅茶 △ 濃い味 △
知覚過敏 △ ミント △ 甘い 甘[いく] △
ホワイトニング △ 練乳 △ 甘さ △

甲殻類 △ 甘みを押さえる 甘[さみ]を押さえ △
栄養 △ エビ △ 女性向け △
栄養価 △ ブドウ糖 △ アレンジ △
栄養素 △ カクテル △ ちょい足し △
栄養食 △ お酒 △ 加工しやすい △
エネルギー △ ウイスキー △ クッキング △
健康 △ リキュール △ 見た目 △
健康志向 △ ジン △ 焦げ目 △
若返る 若返[るり] △ バランス △
体にいい 身?体にも?([いよ良]い|[よ良]くない|[よ良]さそう|優し|やさし) △ おかあさん (おかあさん|お母さん) △ シンプル △
デトックス効果 △ 主婦 △ ファッション △
消化 △ 大人 △ カラフル △

オッサン △ ノンアルコール (ノンアルコール|ノンアル) △
ロハス △ サラリーマン △ キャラクター △
環境 △ 親子 △ コラボ △
環境保全 △ 子供 (子供|子ども) △ コンビニ △
自然な △ お年寄り お?年寄り △ 宅配 △
自然食品 △ 素朴 △
動物性 △ 朝 △ 原点回帰 △
ベジタリアン △ 仕事 △ 現実離れ △
人工的 △ 残業 △ 個包装 △
人工甘味料 △ 休憩室 △ 再現 △
保存料 △ 社員食堂 △
添加物 △ ハイキング △ 昔 △
食品添加物 △ 行動食 △ 昔の人 △
無添加 △ 非常食 △ 懐かしい △
化学製品 △ 主食 △ ご当地 △
化学調味料 △ 普段 △ 隠れた名品 △
天然素材 △ 普段口にする △ 縁日 △
賞味期限 △ 普段食べる △ 屋台 △
産地 △ 夏 真?夏 △ 花畑 △
安心 △ 冬 真?冬 △ 家庭 △
安全 △ 暑いとき △ 感動 △
食育 △ 寒いとき △ 初恋 △
社会貢献 △ 常温 △ キス △

笑顔 △
野菜 △ しけない (しけら?ない|湿気ら?ない) △ 文化 △
いも × 溶けてなくなる [溶融]けて[な無]くなる △ 愛情 △
ごぼう (ごぼう|ゴボウ) △ 溶けない ([溶融]けない|[溶融]けにくい) △ 日本 △
さつまいも (さつまいも|サツマイモ) △ 味がなくなる 味が[な無]くなる △ 日本人 △
かぼちゃ (かぼちゃ|カボチャ) △ 味が変わる 味が変わ △
にんじん (にんじん|ニンジン|人参) △ 形が変わる 形が変わ △
ほうれん草 (ほうれん草|ほうれんそう|ホウレンソウ) △ 声が変わる 声が変わ △
トマト △ なくならない [な無]くならない △
枝豆 △ 味がなくならない △

歯にくっつかない 歯にくっつかな △
果物 △ 体があたたまる 体が(あたたまる|暖まる) △
いちご (いちご|イチゴ|ストロベリー) △ 体が軽くなる △
ブルーベリー △ 指の汚れない △
ラズベリー △ 割れない △
いちじく (無花果|いちじく|イチジク) △ 長持ち △

長時間 △
食べやすい △
食べ続けられる △
たくさん食べれる たくさん食べら?れる △
日常的に食べられる △
やめられない △
とまらない [と止]まらない △
ヒンヤリ △
ベタベタしない △
遊べる △
楽しめる △
愉しそう △

【キーワード（イメージ）】

【キーワード（自然・環境・安全）】

【キーワード（野菜）】

【キーワード（果物）】

【キーワード（食材）】

【キーワード（人）】

【キーワード（状況）】

【キーワード（効果）】

【キーワード（ダイエット）】

【キーワード（病気）】

【キーワード（歯）】

【キーワード（健康）】

【キーワード（特性）】
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今回のテキストデータ抽出作業でわかった事－１

1、フリーの書かれたネット上のブログにも、当該市場の未来に係わる有益

なテキストデータはある。（昨年は、ツイッター上に「お菓子の未来研究所」

を開設し、テキストデータを収集した。）

２、しかし、一般人が、既存の検索エンジン（グーグル、ヤフー等）で有益な

テキストデータをダイレクトに抽出する事は、現在は、ほぼ不可能である。

３、今回の研究では、富士通研究所の協力で、専門家が大規模なサーバー

を用いて、最終的に有益なテキストデータを抽出するまで、フィルタリング

マッチングの試行錯誤を行った。その中で、いくつかの一般化への方向

性が得られた。

＜全体＞
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今回のテキストデータ抽出作業でわかった事－２

1、今回の一次抽出では、３方向で抽出したが、当該市場に係わる名詞での

抽出は効率が良くない。

→ 今回の当該市場が菓子の場合、約１億件のブログ記事の中に、菓子に

係わる記事は、１０００万件以上ある。（1/10にしか出来ない）

２、一次抽出では、当該市場をテーマにしているブログを先に選定した方が、

効率的である。

→ 今回の結果では、２．５億件のブログ記事の中で、菓子をテーマした

１０３８のブログの中の記事は７万５０００件。（1/3000に出来る）

３、ブログ記事の中の精査により、一次抽出を7500件程度に縮小。

→ 今回の1000のブログの中の、パン屋、ケーキ屋等を経営者のブログ

を削除し、100ブログにしても最終テキストデータに影響ないと思われる

（1/30000）

＜一次抽出＞
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今回のテキストデータ抽出作業でわかった事－３

1、未来を示すキーワードには、名詞、副詞、動詞ともに指し示す時間

ポイントが異なる。

今 5年 10年

＜未来名詞＞

＜ｲﾝﾍﾞｰｼｮﾝ＞

＜願望＞

＜予測＞ （ようになっている、ているかも、出来ると思う）

＜ノイズ語句＞ 欲しい、して欲しい、食べたい、素敵、どうでしょう

＜二次抽出＞

（未来、5年後）

（画期的、革新的、今までにない）

（あればいい）

（次世代、夢の）

（あったらいい、なったらいい）

（たらいい） （できたらいい）

（あって欲しい）

（作ってみたい） （開発して欲しい）
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今回のテキストデータ抽出作業でわかった事－４

２、菓子の言葉には、ノイズを拾いやすい単語がある

→ １） プリン ： プリンター、プリント、プリン体

２） 最中 ： 最中（さいちゅう）

３） お菓子 ： お菓子屋さん

４） パイ ： パイロット

＜二次抽出＞
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６.一般化への課題（来年のテーマ）
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一般化への課題（来年のテーマ案）

1、一次抽出は、当該テーマのブログの中から、

有益なテキストデータが含まれるもの100を

上限に選定。

２、当該市場に係わる単語辞書と未来に係わる

キーワード表のパターンマッチ処理

３、抽出した約1000のテキストのノイズ処理を

人の手で行う。

■1万ページ以内へ
の絞込みでエクセ
ルで保管可能

■既存の検索エン
ジンソフトの改良

■ノイズ処理ソフト
の研究

1、テキストマイニングソフトの機能開発

1）、固有名詞の名寄せ

2）、類似名詞のグループ化

3）、グループへのタイトルづけ

4）、フラワーマップの自動文脈化

■テキストマイニン
グソフトの機能開発
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まとめ

『ネットフィールドワーク』

『インサイドフィールドワーク』
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ご清聴ありがとうございました！
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参考
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分類①「お菓子何でも情報館」「お菓子の王国」
大分類 中分類 小分類 大分類 中分類 小分類

もちもの おはぎ
蒸しもの 大福もち
焼きもの 生八ツ橋
流しもの ういろう
練りもの ゆべし
揚げもの どら焼き
あんもの 栗まんじゅう
おかもの 柏餅
焼きもの だんご
流しもの 桜餅
練りもの わらびもち
砂糖漬けもの 水ようかん
打ちもの みつ豆の寒天
押しもの 松露
掛けもの 最中
焼きもの 桃山
あめもの 寒天ゼリー
揚げもの 琥珀
豆菓子 寒天ゼリー
米菓 すはま団子
スポンジケーキ類 すはまロール
バターケーキ類 ほうずい
シュー菓子類 飴・キャンディ
発酵菓子類 和三盆糖の干菓子
フィユタージュ類 落雁
タルト・タルロレット類 お供え菓子
ワッフル類 ゼリービンズ
シュトルーゼ類 金平糖
料理菓子類 うるち米 せんべい
スポンジケーキ類 あられ
バターケーキ類 おかき
発酵菓子類 ピーナッツ煎餅
タルト・タルロレット類 かわらせんべい
砂糖漬け類 八ツ橋
キャンデー類 花林糖（かりんとう）
チョコレート類 芋けんぴ
チューインガム類 芋かりんとう
ビスケット類 スポンジケーキ
スナック類 ロールケーキ

シフォンケーキ
バターケーキ
サブレ
ラング・ド・シャ
アメリカンクッキー
ガレット
ジンジャークッキー
リーフパイ
アップルパイ
パンプキンパイ
ミルフィーユ
一口サイズのパイ

チョコレート チョコレート
ポテトチップス
ポップコーン
キャラメルポップコーン

お菓子何でも情報館 お菓子の王国

和菓子 和菓子

砂糖菓子

干菓子

洋菓子

和菓子 生菓子

半生菓子

干菓子

米菓

生菓子

その他焼き・揚げ菓子

半生菓子

洋菓子

和半生菓子

その他砂糖菓子

和菓子

餅米

焼き菓子

揚げ菓子

クッキー

カステラ・ケーキ洋菓子

クッキー・パイ

スナック菓子 スナック菓子

パイ



110110

分類②「JICFS分類」
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分類②「底値調査隊」「ケーキの種類」
大分類 中分類 大分類 中分類 大分類 中分類
袋菓子 ポテトチップス ショートケーキ カスタードプリン
ガム シフォンケーキ りんごのプディング

プリン モンブラン ババロア
アイスクリーム ブランデーケーキ ムース
ケーキ ワインケーキ ゼリー
ゼリー ロールケーキ アイスクリーム

チョコレート チョコレートケーキ シャーベット
ビスケット カステラ スフレグラッセ
キャラメル カトルカール ティラミス
キャンディ ガトーショコラ ブリュレ
せんべい シャルロット パンナコッタ
クッキー フルーツケーキ ブラマンジェ
珍味 ブルーベリーケーキ 杏仁豆腐

ブッシュ・ド・ノエル マンゴープリン
ザルツブルガトールテ タピオカのココナッツミルク
キルシュトルテ ごま団子
パウンドケーキ フルーツボンボン
マーブルケーキ ワッフル
フルーツケーキ チェロス
マドレーヌ スイートポテト
マフィン ミルクレープ
バナナブレッド クレープ
ビジタンディーヌ サバラン
カップケーキ クレープジュゼット
ベイクドチーズケーキ パンケーキ
レアチーズケーキ ドーナッツ
ヨーグルトチーズケーキ フリッター
スフレチーズケーキ バームクーヘン
ニューヨークチーズケーキ テュイル
カマンベールチーズケーキ ラング・ド・シャ
リコッタチーズケーキ クラフティ
ミルフィーユ クッキー
アップルパイ サブレ
クラフティー スコーン
プチパイ ビスコッティ
ラズベリーパイ サボアクイニアマン
レモンメレンゲパイ
タルトタタン
シュークリーム
チョコエクレア
パリ・ブレスト
ベニエ
クロッカンブッシュ
ブラバンダー・シュニッテン
揚げシュー
シブースト
フロランタン
リンツァートルテ
エンガディナー
エッグタルト
フルーツタルト
タルトレット
タルトサンド
ガトーショコラ
パヴェ・ド・ショコラ
トリュフ
ガナッシュ
ロッシェ
オーランジェ
ブラウニー
フィナンシェ
パヴェ
ザッハトルテ

ケーキの種類底値調査隊

デザート

ケーキの種類

スポンジケーキ系

タルト系

チョコレート系

その他のケーキの種類

バターケーキ系

チーズケーキ系

パイ系

シュー系
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【
ネ
ッ
ト
上
の
ボ
イ
ス
】

<ボイス>

<ボイスシェア>

<数値予測> <テキスト予測>
【未来予測】

■順位の予測に対してボイスの
内容（良い・悪い）にて補正

■選挙のような順位予測に
相関関係が見られるが、
ボイスの内容の検討が必要

Ex.）AKB48総選挙

＜ボイスシェア⇒順位予測＞

■予測精度をボイスシェアで補正

＜ボイス⇒テキスト予測＞

■テキストマイニングソフト機能開発
1、固有名詞の統一化
2、類似名詞のグループ化
3、グループへのタイトルづけ

■フラワーマップの自動文脈化
■ランキング化

ネット上のボイスからの未来予測課題


