
 

 

NEWS RELEASE 

2018年 5月 21日 
 株式会社カカクコム 

 
 

「食べログ ラーメン百名店 2018」を発表 
東京・東日本・西日本の 3エリアで新たに選出 

今食べに行くべき、おいしいラーメン店 TOP100 
 
株式会社カカクコム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、2018年 5月 21日（月）、食べログユーザーから高い評価を集めたラーメンの名店 100店「食べ
ログ ラーメン百名店 2018」を、東京・東日本・西日本の 3エリアで発表しました。 
東京の選出店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_tokyo/2018 
東日本の選出店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_east/2018 
西日本の選出店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_west/2018 
 

「食べログ ラーメン百名店 2018」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です。 
2017年に初めてラーメン百名店の発表を行ったところ、SNSで「＃百名店」といったタグをつけ

てラーメン写真を投稿する方が増えるなど、ラーメンファンの皆さまに食べ歩きにご活用いただける
ようになりました。これを受け、2018年も全国約 5万のラーメン店の中から東京・東日本・西日本
の 3エリアで百名店を発表しました。今年新たに選出されたお店を中心に、ラーメン百名店のライン
ナップをご紹介します。 

※選出基準日：2018年 3月末日 
【東京】麺のおいしさを追求するお店や「煮干し系」「洋風」など豊富なバリエーションが特徴 
東京の初選出店は 21店。2017年の百名店から約 2割が入れ替わったことになります。初選出店か

ら見えてくる東京ラーメンのトレンドキーワードをご紹介します。 
① 超追求麺 
「一番いちばん（町田市中町）」「手打式超多加水麺 ののくら（葛飾区亀有）」「麺や七彩（中央区八

丁堀）」といった麺のおいしさを追求するお店。麺のおいしさを楽しみに訪れる人で連日行列の人気店
となっています。 
② 煮干し系 
今流行りの「煮干し系」である「中華そば いづる（港区芝大門）」「おおぜき中華そば店（渋谷区恵

比寿西）」「麺屋 ねむ瑠（文京区本郷）」なども選出されました。煮干しを使いながらもそれぞれ個性
の異なるスープが人気です。 
③ 洋風 
やや洋風ともいえる味わいのラーメンを提供するお店も。ポーチドエッグをのせたポタージュ風ス

ープのラーメンが人気の「麺巧 潮（千代田区神田淡路町）」、ラーメンにローストビーフをのせる「牛
骨らぁ麺マタドール（足立区千住東）」、スープに羊を使う「自家製麺 MENSHO TOKYO（文京区春日）」
など、バラエティ豊かなお店の数々が選出されています。 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_tokyo/2018
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_east/2018
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_west/2018
https://tabelog.com/tokyo/A1327/A132701/13001469/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13215713/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13184399/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13204179/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13147623/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13186981/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13147387/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132402/13128987/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132402/13128987/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13171239/
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東京の初選出店（21店） 
店名 エリア 

一番いちばん 町田市中町 

おおぜき中華そば店 渋谷区恵比寿西 

かしわぎ 中野区東中野 

カネキッチン ヌードル 豊島区南長崎 

牛骨らぁ麺マタドール 足立区千住東 

銀座 篝 Echika fit 銀座店 中央区銀座 

自家製麺 MENSHO TOKYO 文京区春日 

四川担担麺 阿吽 湯島店 文京区湯島 

食堂七彩 中野区鷺宮 

新橋 纏 港区新橋 

創作麺工房 鳴龍 豊島区南大塚 

中華そば いづる 港区芝大門 

手打式超多加水麺 ののくら 葛飾区亀有 

鶏こく中華 すず喜 三鷹市下連雀 

陽はまたのぼる 足立区綾瀬 

麺巧 潮 千代田区神田淡路町 

麺や七彩 中央区八丁堀 

麺屋 ねむ瑠 文京区本郷 

らーめん改 台東区蔵前 

ラーメン大至 文京区湯島 

らぁ麺 はやし田 新宿区新宿 

 
東京の選出店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_tokyo/2018 
 
 
【西日本（WEST）】初選出店 14店のうち 10店が自家製麺のお店、老舗も新たに選出 

大阪・兵庫など近畿地方だけでなく、広島・熊本・富山など幅広いエリアで新たに 14店が選出され

ました。 

① 自家製麺 

「大阪麺哲（大阪府大阪市）」「極汁美麺 umami（大阪府東大阪市）」「つけ麺 繁田（兵庫県神戸

市）など自家製麺を提供するお店が 10店に上り、西日本でも自家製麺がトレンドとなっていることが

わかります。 

② 食べる側から作る側に 
ラーメン好きが高じて食べる側から作る側になったという店主が開いたお店も複数選出されました。

食べログラーメン全国 1位の「麺屋一燈（東京・新小岩）」出身の店主が開いた「麺や福はら（大阪
府大阪市）」や関西では珍しい手もみ縮れ麺を使用する「らぁ麺屋 はりねずみ（大阪府高槻市）」で
は、全国のラーメン巡りによって徹底的に研究された味を楽しめます。 

https://tabelog.com/tokyo/A1327/A132701/13001469/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13147623/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131901/13209326/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132101/13203355/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132402/13128987/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13182836/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13171239/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13042564/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132104/13145418/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13156937/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13141302/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13204179/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13215713/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132002/13215409/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132404/13206995/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13147387/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13184399/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13186981/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131103/13191776/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13042832/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13216496/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_tokyo/2018
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27080479/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270703/27093539/
https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280108/28045107/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13111737/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270306/27099659/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27097061/


 

 

NEWS RELEASE 

③ 老舗も新たに選出 
新しいお店が百名店に選出される中、1958年創業の「中華そば 陽気（広島県広島市）」も百名店に

入りました。60年間、広島市民のソウルフードとしても愛される中華そばの名店です。 
 

西日本の初選出店（14店） 
店名 エリア 

尼龍 兵庫県尼崎市 

大阪麺哲 大阪府大阪市 

Clutch Hitter 兵庫県伊丹市 

極汁美麺 umami 大阪府東大阪市 

中華そば 陽気 広島県広島市 

つけ麺 繁田 兵庫県神戸市 

貧瞋癡 富山県氷見市 

馬鹿坊 大阪府大阪市 

火の国 文龍 菊陽バイパス店 熊本県菊池郡 

麺八一馬 兵庫県西脇市 

麺や福はら 大阪府大阪市 

らぁ麺屋 はりねずみ 大阪府高槻市 

らぁめん真 大阪府茨木市 

ラーメン家 みつ葉 the second 奈良県生駒郡 

 
西日本の選出店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_west/2018  
東日本の選出店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_east/2018  
 
参考）選出店舗数 エリア別 TOP5 

東京   東日本   西日本 

新宿区 9   神奈川 22   大阪 45 

渋谷区 7   愛知 12   京都 12 

豊島区 7   北海道 11   兵庫 11 

文京区 6   埼玉 11   奈良 10 

千代田区 5   千葉 10   福岡 6 
 
百名店巡りがもっと楽しくなる新機能を追加！ 
 百名店のサイトでは「行った」に登録したお店一覧をご覧いただけます。今回、ユーザーの皆さま
に百名店巡りをさらに楽しんでいただけるよう、行ったお店の数を「踏破数」としてスタンプが増え
ていく機能も追加しました。 
 ※「行った」機能のご利用には、食べログへの会員登録（無料）が必要となります。 

 
 

https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000028/
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280304/28011360/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27080479/
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280306/28046105/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270703/27093539/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000028/
https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280108/28045107/
https://tabelog.com/toyama/A1604/A160402/16001104/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27084317/
https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430104/43000751/
https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280404/28034147/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270306/27099659/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27097061/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27083381/
https://tabelog.com/nara/A2902/A290203/29010664/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_west/2018
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/ramen_east/2018
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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://award.tabelog.com/）」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。 
 
【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/  
  
2018年 5月現在の掲載レストラン数は 80万件超、口コミ投稿数は約 2,500万件。 
アクセス状況：月間利用者数 １億 4,291万人、月間総 PV 19億 7,158万 PV（2018年 3月実績）。 
 （デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：1億 1,901万人 パソコン：2,376万人 
 
＜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・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  

https://award.tabelog.com/
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

