
 

 

NEWS RELEASE 

2017年 7月 31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。」 
ユーザー評価の高い、うどんの名店 100店を選出！ 

「食べログ うどん百名店」を発表 
讃岐うどん強し！“うどん県” 香川勢が全体の約 3割を占める 

東京の選出店でも、讃岐うどん店が半数に 
 
 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）が運営するレストラン
検索・予約サイト「食べログ（https://tabelog.com/）」は、2017年 7月 31日（月）、食べログユ
ーザーから高い評価を集めたうどんの名店 100店「食べログ うどん百名店」を発表しました。 
発表ページ：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/udon/2017 

 
■「食べログ うどん百名店」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店を発表するグルメアワードとして、今回は「うどん」の名店 100店を発表しました。
特設サイトでは、受賞店のエリア別絞り込みや、自身が「行った」に登録しているお店をチェックし
て、SNS経由で友人知人に共有できます。 

 
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

（https://tabelog.com/award/restaurant/）」と合わせ、気軽な食べ歩きに活用いただけるよう、
よりカジュアルなジャンルで名店 100店を発表することで、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、「そば」「カレー」「ハンバーガー」など、対象ジ
ャンルごとに発表を予定しています。 
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■結果概要（https://award.tabelog.com/hyakumeiten/udon/2017） 
食べログのうどんジャンル掲載店は全国約 3万店。そのうち 2017年 5月末時点でユーザー評価の

高かった 100店が選出されました。都道府県別の選出店舗数を見ると、数多くの有名店をはじめと
した香川県のお店が 27店と、全体の 3割近くを占めています。次いで、大阪府から 25店、東京都
から 20店という結果になりました。 
 
“うどん県” 香川から 27店が選出！全体の 3割近くを占める結果に 
香川県においては、讃岐うどんそのものの魅力はもちろん、近年の讃岐うどんブームを受け「うど

んタクシー」「うどんバス」といった観光サービスも充実し、観光客が一度にいくつものお店めぐり
をしやすくなったことも、今回最も多くのお店が選出された要因として考えられます。 

 
香川県選出の 27店 
店名 口コミ件数 

うどん 一福 313 
うどん本陣 山田家 讃岐本店 304 
釜あげうどん 長田 in 香の香 763 
さか枝 358 
讃岐うどん 上原屋 本店 231 
讃岐うどん がもう 545 
純手打うどん よしや 206 

須崎食料品店 273 
西端手打 上戸 190 

谷川米穀店 392 
玉藻うどん 94 

竹清 本店 271 
手打うどん たむら 238 

手打うどん 風月 51 
手打うどん 松岡 108 

手打うどん 麦蔵 88 

手打十段 うどんバカ一代 584 

手打 宮武うどん 130 
中村うどん 245 

日の出製麺所 415 
本格手打うどん おか泉 382 

本格手打うどん はゆか 160 
本格手打うどん 麺むすび 60 
本格手打 もり家 353 
松下製麺所 208 
三嶋製麺所 109 
山越うどん 701 

 

https://award.tabelog.com/hyakumeiten/udon/2017
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37001209/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000002/
https://tabelog.com/kagawa/A3703/A370302/37000015/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000026/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000048/
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370201/37000019/
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370202/37004606/
https://tabelog.com/kagawa/A3703/A370303/37000143/
https://tabelog.com/kagawa/A3703/A370301/37000152/
https://tabelog.com/kagawa/A3703/A370302/37000011/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000383/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000051/
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370202/37000077/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37001023/
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370202/37000078/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000874/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000242/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37005339/
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370202/37000135/
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370201/37000016/
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370202/37000074/
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370202/37000233/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37004775/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000134/
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000033/
https://tabelog.com/kagawa/A3703/A370302/37000140/
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370202/37000080/
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東京でも、選出店の半数超が讃岐うどん店！さらに昨年オープンの博多うどん店も大注目 
東京の選出店舗 20店のうち、「うどん 丸香」「讃岐うどん あ季」「讃岐うどん 蔵之介」などの讃

岐うどん店が半数となり、東京での讃岐うどん人気の高さが見て取れます。 
また東京で唯一、2016年オープンのお店でランクインしたのが、恵比寿の「博多うどん酒場イチ

カバチカ」。“うどん発祥の地”といわれる福岡・博多特有の柔らかさが特徴である、博多うどんをご
当地グルメと一緒に楽しめることから、2016年 8月のオープンからまもなく食べログユーザーから
高い評価を獲得し、人気店となっています。 
 

東京都選出の 20店 

店名 口コミ件数 

うどん sugita 
118 

うどん 丸香 
1579 

おにやんま 
849 

香川一福 
385 

釜あげうどん はつとみ 
153 

釜たけうどん 八重洲北口店 
170 

銀座 佐藤養助 
347 

こくわがた 
383 

讃岐うどん あ季 
36 

讃岐うどん いわい 
104 

讃岐うどん 蔵之介 
233 

讃岐饂飩 根の津 
289 

純手打ち讃岐うどん五郎 
123 

慎 
449 

手打うどん すみた 
528 

手打うどん長谷川 
125 

天茶屋 七蔵 
333 

根津 釜竹 
336 

博多うどん酒場イチカバチカ 恵比寿店 
55 

味噌煮込罠 
157 

 
 
 
 
うどん文化が根付く大阪からは 25店が選出！食べログランキング全国 1位のお店も 
大阪独自の讃岐うどんが根付くなど、うどん激戦区である大阪からも、香川に次ぐ 25店が選ばれ

ました。特に「手造りうどん 楽々」は、食べログのうどんランキングでも全国 1位（7/28時点）。
ロケーションが奈良県との県境付近と、決して交通の便が良い場所とはいえませんが、連日行列がで
きる大人気店となっています。 

 
 

https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13040275/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13000629/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131603/13111869/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13185500/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13095976/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13156494/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13033146/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13136989/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13188291/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132304/13141130/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13049983/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131106/13003566/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13156107/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13125862/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13003783/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132103/13105083/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13002602/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131106/13020252/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13198167/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13036030/
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大阪府選出の 25店 
店名 口コミ件数 

うだま 梅田店 286 

うどん居酒屋 江戸堀 21 
饂飩工房 うばら 116 
うどん棒 大阪本店 441 
うどん屋 きすけ 347 
うどん ゆきの 188 
梅田はがくれ 本店 728 
江戸堀 木田 讃岐うどん 161 
踊るうどん 滝井本店 230 
釜揚うどん一紀 120 

釜たけうどん 399 
極楽うどん Ah-麺 141 

極楽うどん TKU 356 
讃岐うどん 今雪 127 

讃岐うどん 白庵 307 

讃岐屋 雅次郎 198 

讃く 251 
情熱うどん 讃州 335 

瀬戸内製麺 710 239 
たけうちうどん店 456 

手打ちうどん 紅屋 137 
手造りうどん 楽  々 494 

道頓堀 今井 本店 655 
どとう ぜにや 154 

三ツ島 真打 386 
 

発表ページ イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27056300/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27094721/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270205/27060219/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27003766/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27015342/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270405/27000574/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27000352/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27027893/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270701/27004023/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270406/27059480/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001207/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270306/27075334/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27042400/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27067874/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270302/27014852/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270705/27019261/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27066859/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27004475/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27054506/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27006684/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270701/27017094/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27011240/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001289/
https://tabelog.com/osaka/A2705/A270501/27013157/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270701/27007177/
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【食べログ 概要】 
2005年 3月開設のレストラン検索・予約サイト。好みがマッチする人のおすすめや多様な検索条

件、独自の記事コンテンツなどから、ニーズや好みに合わせてお店を楽しく探せます。また 24時間
いつでも、スマートフォンなどからインターネット予約を完了できます。 
 
・食べログの特長と便利な使い方：https://tabelog.com/help/beginner/ 
・点数・ランキングについて：https://tabelog.com/help/score/  
・口コミ・ランキングに対する取り組み：https://tabelog.com/help/policy/  
  
2017年 7月現在の掲載レストラン数は約 85万件、口コミ投稿数は約 2,000万件。 
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 
 
＜公式 SNSアカウント＞ 
・LINE（食べログマガジン）：＠oa-tabelog-magazine 
・LINE（食べログ）：@tabelog 
・Facebook：https://www.facebook.com/tabelog/  
・Twitter：https://twitter.com/tabelog/ 
 
【株式会社カカクコム 会社概要】 
所在地： 東京都渋谷区恵比寿南 3丁目 5番地 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/help/beginner/
https://tabelog.com/help/score/
https://tabelog.com/help/policy/
https://www.facebook.com/tabelog/
https://twitter.com/tabelog/
http://corporate.kakaku.com/company/service

