
 

 

NEWS RELEASE 

2017年 6月 26日 
 株式会社カカクコム 

 
 

「うまいもの、今食べるなら、このお店。」 
高い評価を集めた 100店を選出する「食べログ 百名店」を開始 

第 1弾として「ラーメン」「スイーツ」「パン」TOP100を発表 
～今行くべき店がすぐ分かる、カジュアルシーン向けのグルメアワード～ 

 
 株式会社カカクコム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：畑 彰之介）が運営するランキングと
口コミのグルメサイト「食べログ（https://tabelog.com/）」は、2017年 6月 26日（月）、食べロ
グユーザーから高い評価を集めた 100店を選出する「食べログ 百名店」を新たにスタートし、第 1
弾として「ラーメン」「スイーツ」「パン」について結果を発表しました。 
特設サイト：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ 

 

■「食べログ 百名店」について 
 「うまいもの、今食べるなら、このお店。」をコンセプトに、カジュアルなジャンルで高い評価を集
めた 100店を発表します。これまで食べログは「ベストスイーツ」「ベストラーメン」のブランドで
年間ランキングを発表してきましたが、スイーツやラーメンだけでなく、パンやカレー、そば、うど
ん、とんかつなどのジャンルについても、今行くべきお店が一目で分かる新たな企画として、「食べロ
グ 百名店」をスタートします。 
第 1弾として、食べログでも特に人気の高い「ラーメン」「スイーツ」「パン」のジャンルで、2017

年 4月末時点の評価点数をもとに TOP100を選出。なお、特に店舗数が多い「ラーメン」については、
「東京」「東日本（EAST）」「西日本（WEST）」のエリア別で発表します。特設サイトでは、受賞店を
エリア別で絞り込んだり、自身が「行った」に登録しているお店も一覧で確認できます。 

 
食べログでは、日本が誇る「おいしい」お店を表彰する年間アワード「The Tabelog Award」と合

わせ、気軽な食べ歩きに活用いただける「食べログ 百名店」を提供することで、ユーザーの皆様に、
毎日の外食をさらに楽しんでいただければと考えています。今後も、対象ジャンルを年 4回に分け、
各 TOP100を順次発表してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/
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■結果概要 
ラーメン 百名店                                
食べログに掲載されているラーメン店は全国約 5万店。その中から、東京・東日本・西日本で各 100

店が選出されました。今回は受賞店のうち、オープンから 1年以内の注目店、口コミが多く投稿され
ている人気店をご紹介します。 
 
●オープン 1年以内のお店 
東京の受賞店のうち、2016年 6月以降にオープンしたお店は 5店舗。特に「MENSHO」はオープ

ンから約半年で約 40件の口コミが投稿されるなど、高い注目を集めていることがわかります。また東
日本からは 2店舗がランクインしました。 

東京 

店名 エリア オープン月 
麺処 にそう  大田区 2016年 7月 
中華そば べんてん  練馬区 2016年 9月 
麺 みつヰ  台東区 2016年 12月 
麺屋 さくら井  武蔵野市 2016年 11月 
MENSHO 文京区 2016年 12月 

 
東日本（EAST） 

店名 エリア オープン月 
麺屋 はなび 高畑本店  愛知県名古屋市 2016年 6月 
拉麺 大公  神奈川県横浜市 2016年 10月 

 
※2016年 6月以降にオープンしたお店をピックアップ。西日本は該当店舗なし 

 
●口コミ数 TOP5 
東京都内の口コミ件数トップは東京駅地下の有名店「六厘舎」。1,500件超もの口コミが投稿されて

おり、常に行列ができていることで有名な同店の人気の高さをうかがわせます。 
東日本は札幌味噌ラーメンが人気の「麺屋 彩未」、西日本は大阪府の「ラーメン人生 JET 福島本店」

が最も多く口コミを集めています。 
東京 

店名 エリア 口コミ件数 
六厘舎  千代田区 1,519  
風雲児  渋谷区 1,224  
麺屋 一燈  葛飾区 942  
こうかいぼう  江東区 787  
すごい煮干ラーメン凪 新宿ゴールデン街店本館  新宿区 746  

 
 
 
 

https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131714/13198196/
https://tabelog.com/tokyo/A1322/A132204/13200351/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13203387/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132002/13202438/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13203848/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230113/23008839/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140306/14050344/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13093047/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13044091/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13111737/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13005052/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13054766/
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東日本（EAST） 

店名 エリア 口コミ件数 
麺屋 彩未  北海道札幌市 726  
中華蕎麦 とみ田  千葉県松戸市 650  
兎に角 松戸店  千葉県松戸市 428  
ラーメン専門店 徳川町 如水  愛知県名古屋市 428  
麺屋 菜々兵衛  北海道札幌市 413  

 
西日本（WEST） 

店名 エリア 口コミ件数 
ラーメン人生 JET 福島本店  大阪府大阪市 696  
らーめん 弥七  大阪府大阪市 572  
金久右衛門 本店  大阪府大阪市 521  
カドヤ食堂 本店  大阪府大阪市 523  
烈志笑魚油 麺香房 三く  大阪府大阪市 509  

 
参考）受賞店舗数 エリア別の TOP5 

東京   東日本（EAST）   西日本（WEST） 
エリア 店舗数   エリア 店舗数   エリア 店舗数 

新宿区 10   神奈川県 22   大阪府 47 

渋谷区 6   愛知県 13   京都府 15 

杉並区 6   北海道 11   奈良県 9 

千代田区 6   埼玉県 10   兵庫県 8 

豊島区 6   千葉県 8   福岡県 7 
 
ラーメン 百名店 TOKYO：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_tokyo/2017 
ラーメン 百名店 EAST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_east/2017 
ラーメン 百名店 WEST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_west/2017 
 

スイーツ 百名店 https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets/2017                              
 スイーツ TOP100のうち、東京都から 35店、京都府から 18店、大阪府から 12店が受賞していま
す。この 3エリアから、口コミ件数の多い各 5店をご紹介します。 
 

東京都 

店名 エリア ジャンル 口コミ件数 
うさぎや  台東区 和菓子・甘味処 942 
イデミ・スギノ 中央区 洋菓子 918 
アテスウェイ 武蔵野市 洋菓子 861 
パティスリー・パリ セヴェイユ  目黒区 洋菓子 566 
エーグル・ドゥース 新宿区 洋菓子 538 

https://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010303/1000018/
https://tabelog.com/chiba/A1203/A120302/12000422/
https://tabelog.com/chiba/A1203/A120302/12001198/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230110/23000971/
https://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010301/1009634/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27050827/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27003232/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270306/27002999/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270105/27001084/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27058993/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_tokyo/2017
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_east/2017
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_west/2017
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets/2017
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13003599/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13002285
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13005853/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13005198
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130502/13005641/
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京都府 

店名 エリア ジャンル 口コミ件数 
茶寮 宝泉  京都市左京区 和菓子・甘味処 515 
オ・グルニエ・ドール 京都市中京区 洋菓子 368 
パティスリーエス  京都市下京区 洋菓子 356 
鍵善良房 四条本店  京都市東山区 和菓子・甘味処 326 
中村軒  京都市西京区 和菓子・甘味処 292 

 
大阪府 

店名 エリア ジャンル 口コミ件数 
Pâtisserie Ravi,e relier 大阪市北区 洋菓子 448 
なかたに亭  大阪市天王寺区 洋菓子 432 
かん袋 堺市堺区 和菓子・甘味処 385 
玉製家  大阪市中央区 和菓子・甘味処 273 
レ・グーテ 大阪市西区 洋菓子 272 

 
また、2016年オープンのお店としては唯一、京都府のアサンブラージュ カキモトが、スイーツ 百名
店にランクインしました。 
 
スイーツ 百名店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets/2017 

 
パン 百名店  https://award.tabelog.com/hyakumeiten/bread/2017                               
スイーツ TOP100のうち、東京都から 49店、京都府、大阪府から各 11店が受賞しています。この

3エリアから、口コミ件数の多い各 5店をご紹介します。 
 

東京都 

店名 エリア 口コミ件数 
VIRON 渋谷店  渋谷区 769 
エシレ・メゾン デュ ブール  千代田区 650 
マルイチベーグル  港区 608 
ポワン・エ・リーニュ 千代田区 601 
パンのペリカン  台東区 533 

 
京都府 

店名 エリア 口コミ件数 
ル・プチメック 今出川  京都市上京区 298 
Flip up！  京都市中京区 249 
ル・プチメック 御池店  京都市中京区 246 
ワルダー  京都市中京区 242 
まるき製パン所  京都市下京区 186 

https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26001872/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26000471/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26012808/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26001887/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260401/26001883/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27044987/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270205/27000953/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/27001078
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001576/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27052440/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/26027283
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/sweets/2017
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/bread/2017
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13004626/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13096439/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13010793/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13038468/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13003662/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26000210/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26004579/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26005029/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26004637/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260203/26003237/
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大阪府 

店名 エリア 口コミ件数 
ル・シュクレクール 岸辺  吹田市 508 
デ トゥット パンデュース  大阪市中央区 443 
ザ シティ ベーカリー UMEDA 大阪市北区 305 
パネ・ポルチーニ  大阪市福島区 278 
ブーランジェリー ブルディガラ 大阪店  大阪市北区 269 

 
なお、大阪府のザ シティ ベーカリー UMEDAは、2016年オープンのお店として、唯一、パン 百名
店にランクインしたお店です。 
 
パン 百名店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/bread/2017 
 
※各リストの口コミ件数は 6月 23日現在 
 
【食べログ 概要】 
 「失敗しないお店選び」をコンセプトに 2005年 3月開設。ユーザーから寄せられた口コミと点数評
価からランキングを算出して提供しています。 
・点数・ランキングについて：https://tabelog.com/help/score/  
・口コミ・ランキングに対する取り組み：https://tabelog.com/help/policy/  
・食べログの特長と便利な使い方：https://tabelog.com/help/beginner/  
2017年 6月現在の掲載レストラン数は約 86万件、口コミ投稿数は約 1,900万件。 
アクセス状況：月間利用者数 1億 429万人、月間総 PVは 19億 5,949万 PV（2017年 3月実績）。 
 （デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：8,070万人 パソコン：2,330万人 
 
【株式会社カカクコム 会社概要】 
所在地： 東京都渋谷区恵比寿南 3丁目 5番地 7 デジタルゲートビル 
代表取締役： 畑 彰之介 
事業内容： サイトの企画運営 
当社運営サイト：http://corporate.kakaku.com/company/service  

https://tabelog.com/osaka/A2706/A270602/27003426/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27003262/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27072545/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27049674/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27009000/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27072545/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/bread/2017
https://tabelog.com/help/score/
https://tabelog.com/help/policy/
https://tabelog.com/help/beginner/
http://corporate.kakaku.com/company/service

