
 

 

NEWS RELEASE 

2017年 10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。」 
ユーザー評価の高い、ピザの名店 100店を選出！ 

「食べログ ピザ百名店」を発表 
東京都から 56店が選出、東京・神奈川・大阪など大都市圏に名店が集中 

ナポリピッツァ強し！ナポリ風ベースのお店が約 9割 
 
 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 10月 26日（木）、食べログユー
ザーから高い評価を集めたピザの名店 100店「食べログ ピザ百名店」を発表しました。 
発表ページ：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/pizza/2017 

 
■「食べログ ピザ百名店」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「ピザ」の名店 100店を発表しました。 
 ピザはナポリ、ローマ、アメリカなど地域ごとにジャンルが分かれ、その特徴も異なることから、
ユーザーが好みに合うお店を見つけて食べ歩きに活用できるよう、名店 100店を集めて紹介します。
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■結果概要（https://award.tabelog.com/hyakumeiten/pizza/2017） 
食べログの「ピザ」ジャンル掲載店は全国約 8,600店。そのうち 2017年 8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。 
 今回の結果を都道府県別に見ると、東京都から 56店、神奈川県から 9店、大阪府 8店など、東京
を中心とした大都市で多く選出されました。また、選出店のうち 9割以上は「ナポリピッツァ」をベ

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/pizza/2017
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/pizza/2017
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ースにしたお店となっており、特にイタリア政府公認の「真のナポリピッツァ協会」の正式認定店が
19店にのぼるなど、「ナポリピッツァ」が高く評価されていることが見て取れます。 
 なお、選出店の中でもっとも歴史があるのは 1968年より営業を続ける「トニーズピザ」（東京・吉
祥寺）。逆にもっとも新しいお店は、2016年 10月オープン「Santo Bevitore」（神戸・元町）で、オ
ープンから 1年足らずで百名店に選出されました。 
 

東京都選出の 56店 

店名 
アオジ ソシガヤ  アランジャルシ  

アル・フォルノ  アンティーカ・ピッツェリア・ダ・ ミケーレ 恵比寿 

ヴァカンツァ  エノテカピッツェリア 神楽坂スタジオーネ  

エンボカ東京  カトリカ  

ガレオーネ  SAVOY 麻布十番店 

SAVOY とまととちーず店 SAVOY 三宿通り店 

ZUZU  聖林館  

ダ ジョルジョ  ダ・アオキ・タッポスト  

タランテッラ ダ ルイジ  築地トゥットベーネ  

トニーズピザ  ナポリスタカ  

ナポリピッツァ Pizzeria la Rossa  パルテノペ 恵比寿店 

パルテノペ 広尾店 ピザ スライス  

ピッツァ ストラーダ  ピッツア ダ バッボ  

PIZZA BORSA  ピッツァマン オオイマチ  

ピッツェリア イル・タンブレッロ  ピッツエリア エ トラットリア ダ イーサ  

PIZZERIA CAPOLI  ピッツェリア カンテラ  

ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ 石神井公園 ピッツェリア チーロ 桜新町店 

ピッツェリア チーロ 東中野店 PIZZERIA Bakka M'unica  

ピッツェリア ベントエマーレ  Pizzeria LUMEN  

ピッツェリア ロマーナ ジャニコロ  ピッツェリア・トラットリア ヴォメロ  

ピッツェリア・トラットリア ナプレ 東京ミッドタウン店 ピッツェリア・トラットリア ナプレ 南青山店 

ピッツェリア・ロマーナ・イル・ペンティート  ピッツェリアジージー 吉祥寺 

フォルツァ・ナポリ  フレイズ フェイマス ピッツェリア  

ベッラ・ナポリ  マッシモッタヴィオ  

武蔵野カンプス  ラ・トリプレッタ  

ラ・ピッコラ・ターヴォラ  ラルテ  

リストランテ・エ・ピッツェリア ダ・イーヴォ  リンシエメ  

Lupi32  ゑんぞ  

 
また都内のエリア別で見ると、最も選出店が多かったのは港区（10店）、次いで渋谷区、中央区と

なりました。また、品川区・目黒区も 4店ずつ選出されていますが、特に武蔵小山駅周辺に 3店舗が
集中。いずれのお店もこの 10年以内にオープンしており、高評価のお店が集まる注目エリアとなって
います。 

https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13005912/
https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28047085/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131814/13117590/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13057017/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13045839/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13136144/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13007135/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13055365/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131811/13040937/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13040601/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13168888/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13036875/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13155593/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13024109/
https://tabelog.com/tokyo/A1322/A132203/13169429/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13003188/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13170979/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132102/13015826/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13122166/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13183253/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13005912/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130704/13132020/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13130666/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13005480/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13005525/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130303/13164019/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13131245/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13025362/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13170403/
https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131501/13113311/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13114239/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13103245/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13123990/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13180224/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132103/13149962/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131707/13174465/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131901/13115030/
https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131501/13182694/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131710/13114520/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13025499/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13122753/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13139857/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13037338/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13003493/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13000684/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13047308/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131705/13009635/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13124749/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13005043/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131805/13132982/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132002/13114310/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131710/13165472/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131805/13005575/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13128533/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13005489/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13193917/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131905/13193803/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131103/13141862/
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東京都内で選出店舗数が多いエリア TOP5 

市区町村 選出店舗数 掲載店舗数 
港区 10 129 
渋谷区 9 113 
中央区 4 87 
品川区 4 57 
目黒区 4 39 

※掲載店舗数は 10/24現在 
  
地方圏では 1～2店舗ずつの選出となりましたが、例えば奈良県・生駒山頂という場所にありながら

完全予約制の人気店となっている「山岡ピザ」など、全国からお客が集まるような地方の名店が選ば
れました。 

地方圏の選出店舗 

  店名 
青森県 ピッツェリア トラットリア マーレルナ  

宮城県 ピッツェリア パドリーノ・デル・ショーザン  

茨城県 トラットリア エ ピッツェリア アミーチ  

長野県 エンボカ軽井沢 旧軽井沢店 

岐阜県 ダ アチュ  

奈良県 山岡ピザ  

広島県 トラットリアピッツェリア polipo  

福岡県 ピッツェリア・ダ・ガエターノ  

宮崎県 ステッサ  

沖縄県 花人逢  

沖縄県 BACAR  

 
 
 
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店を発表しています。ユーザーの皆様に、毎日の外食をさらに
楽しんでいただけるよう、今後も対象ジャンルごとに発表していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tabelog.com/nara/A2902/A290201/29000860/
https://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000051/
https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4014362/
https://tabelog.com/ibaraki/A0802/A080201/8000842/
https://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20015714/
https://tabelog.com/gifu/A2101/A210101/21012908/
https://tabelog.com/nara/A2902/A290201/29000860/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34013074/
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40028105/
https://tabelog.com/miyazaki/A4501/A450101/45006807/
https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47000232/
https://tabelog.com/okinawa/A4701/A470101/47003553/
https://tabelog.com/award/restaurant/
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発表ページ イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【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 10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 2,100万件。 
アクセス状況：月間利用者数 9,897万人、月間総 PVは 18億 2,691万 PV（2017年 6月実績）。 
 （デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：7,668万人 パソコン：2,206万人 
 
＜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/ 

https://tabelog.com/help/beginner/
https://tabelog.com/help/score/
https://tabelog.com/help/policy/
https://www.facebook.com/tabelog/
https://twitter.com/tabelog/
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【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・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供 
当社運営サイト：http://corporate.kakaku.com/company/service  

http://corporate.kakaku.com/company/service

