
 

 

NEWS RELEASE 

2018年 7月 19日 
 株式会社カカクコム 

 
 

7月 20日は土用の丑の日、百名店にうなぎジャンルが追加！ 

「食べログ うなぎ 百名店 2018」を新たに発表 
食べログ高評価！全国のうなぎの名店 100店 

 
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、土用の丑の日を前に、食べログユーザーから高い評価を集めたうなぎの名店 100店「食べログ う
なぎ 百名店 2018」を発表しました。 

URL：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/unagi/2018 
 

「食べログ うなぎ 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。今年は対象ジャンルを拡大し、「うなぎ 百名店」を新た
に発表しました。天然・養殖・養殖ブランドなど多様な種類があるとともに、お店や地方によって独
自の焼き方やタレなども千差万別のうなぎ料理。今回の百名店では、東京都から 31店、うなぎの名産
地として知られる愛知県（9店）や福岡県（8店）、静岡県（7店）などからも選ばれました。うなぎ
でスタミナをつけたいこの時期、全国の名店が一目でわかる「うなぎ 百名店」をぜひご活用ください。 

※「うなぎ 百名店」選出基準日：2018年 5月末日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京都からは、予約困難店として全国的に知られ、食べログの年間レストランアワード「The Tabelog 

Award」で 2年連続 Silverを受賞している「かぶと」（池袋）、養殖ブランド「うなぎ坂東太郎」の名
店「うなぎ 魚政」（四ツ木）、「八べえ」（亀戸）、同じく養殖ブランド「共水うなぎ」の名店「入谷鬼
子母神門前のだや」（入谷）などが選出されました。 

 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/unagi/2018
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13016660/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13035339/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13056800/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131104/13152282/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131104/13152282/
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東京都（31店） 
店名 エリア 
安斎 杉並区 
石ばし 文京区 
稲毛屋 文京区 
入谷鬼子母神門前のだや 台東区 
うなぎ 赤坂 勢きね 港区 
うなぎ秋本 千代田区 
うなぎ 魚政 葛飾区 
うなぎ川勢 千代田区 
鰻専門店 愛川 新宿区 
うなぎ 平八 大田区 
鰻家 豊島区 
鰻禅 墨田区 
うな藤 杉並区 
尾花 荒川区 
活鰻の店 つぐみ庵 北区 
かぶと 豊島区 
川栄 北区 
川勢 杉並区 
五代目 野田岩 麻布飯倉本店 港区 
小満津 杉並区 
神泉いちのや 渋谷区 
鈴木 調布市 
つきじ宮川本廛 中央区 
はし本 文京区 
八べえ 江東区 
初小川 台東区 
一二三本店 世田谷区 
ひょうたん屋 1丁目店 中央区 
明神下 神田川 本店 千代田区 
やしま 台東区 
山の茶屋 千代田区 

 
 
 
 愛知県からは、「The Tabelog Award」2年連続 Bronzeも受賞している瀬戸市の名店「田代」や、
行列必至の人気店「うな富士」、また名古屋名物ひつまぶしの代表店ともいえる「あつた蓬莱軒 神宮
店」「あつた蓬莱軒 本店」などが選出されました。また福岡県からは、食べログ福岡県うなぎランキ
ング 1 位（本日時点）の「うな善」、柳川のうなぎせいろ蒸しの名店「元祖本吉屋」「若松屋」など 8
店。静岡県からは、うなぎの名産地である浜松市の「炭焼うなぎ 加茂」「うなぎ料理 あつみ」など 7
店が選出されています。 
 

https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131906/13001105/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13003531/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131105/13024475/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131104/13152282/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13039787/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130803/13000415/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13035339/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13035338/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13029734/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131704/13017676/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132101/13012445/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13058979/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132105/13001126/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132401/13003509/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132301/13080463/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13016660/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13008753/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131906/13001104/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13002789/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13001079/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13004659/
https://tabelog.com/tokyo/A1326/A132601/13005981/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13002304/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13018616/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13056800/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13003702/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131709/13013099/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002434/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13000346/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13024325/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13002739/
https://tabelog.com/aichi/A2303/A230302/23003045/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23000105/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23000109/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23000109/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23000063/
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40005813/
https://tabelog.com/fukuoka/A4008/A400806/40001048/
https://tabelog.com/fukuoka/A4008/A400806/40000145/
https://tabelog.com/shizuoka/A2202/A220201/22008615/
https://tabelog.com/shizuoka/A2202/A220201/22000096/
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愛知県（9店） 
店名 エリア 
あつた蓬莱軒 神宮店 名古屋市 
あつた蓬莱軒 本店 名古屋市 
イチビキ 名古屋市 
鰻 木屋 名古屋市 
うな豊 名古屋市 
うな富士 名古屋市 
清月 名古屋市 
田代 瀬戸市 
まるや本店 名駅店 名古屋市 

 
福岡県（8店） 

店名 エリア 
田舎庵 小倉本店 北九州市 
うな善 福岡市 
川淀 本店 北九州市 
元祖本吉屋 柳川市 
黒崎 田舎庵 日日屋 北九州市 
富松うなぎ屋 黒田本店 久留米市 
博多名代 吉塚うなぎ屋 福岡市 
若松屋 柳川市 

 
静岡県（7店） 

店名 エリア 
うなぎ 桜家 三島市 
うなぎ料理 あつみ 浜松市 
小川家 下田市 
かん吉 清水店 静岡市 
かんたろう 浜松市 
さくめ 浜松市 
炭焼うなぎ 加茂 浜松市 

 
なお百名店のサイトでは「行った」に登録したお店一覧を確認できる機能や、行ったお店の数を「踏

破数」スタンプとしてカウントできる機能なども提供しています。 
 
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://award.tabelog.com/）」と合わせ、気軽な食べ歩きに活用して毎日の外食をさらに楽しん
でいただけるよう、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。2018年も「うどん」
「ハンバーガー」「カレー」など多様なジャンルで発表していきます。 
 
 
 

https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23000109/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23000063/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23001379/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230109/23000133/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23006249/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23000105/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230110/23050355/
https://tabelog.com/aichi/A2303/A230302/23003045/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23004983/
https://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400401/40000419/
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40005813/
https://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400401/40012535/
https://tabelog.com/fukuoka/A4008/A400806/40001048/
https://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400404/40001099/
https://tabelog.com/fukuoka/A4008/A400801/40003630/
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400102/40000017/
https://tabelog.com/fukuoka/A4008/A400806/40000145/
https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22000127/
https://tabelog.com/shizuoka/A2202/A220201/22000096/
https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220503/22000059/
https://tabelog.com/shizuoka/A2201/A220102/22015652/
https://tabelog.com/shizuoka/A2202/A220201/22000099/
https://tabelog.com/shizuoka/A2202/A220201/22011080/
https://tabelog.com/shizuoka/A2202/A220201/22008615/
https://award.tabelog.com/


 

 

NEWS RELEASE 

【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 7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 2,600万件。 
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://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

