
 

 

NEWS RELEASE 

2018年 8月 9日 
 株式会社カカクコム 

 
 

8月 10日は「焼鳥の日」、百名店に焼鳥ジャンルが追加！ 

「食べログ 焼鳥 百名店 2018」を発表 
食べログ高評価！全国の焼鳥の名店 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、8月 10日の「焼鳥の日」を前に、食べログユーザーから高い評価を集めた焼鳥の名店 100店「食
べログ 焼鳥 百名店 2018」を発表しました。 

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

「食べログ 焼鳥 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年より様々なジャンルの百名店を発表しています
が、今回新たに焼鳥ジャンルを追加しました。特に近年、焼鳥ジャンルにおいては提供スタイルやメ
ニュー、価格帯などの多様化が進んでいるとされており、国内はもちろん海外からも注目が集まって
います。今回の「焼鳥 百名店」では、気軽に行けるお店から予約困難店まで、全国の名店が選出され
ました。なお都道府県別では、東京都から 56店、大阪府から 12店、神奈川県から 8店と、この 3エ
リアで 8割近くを占める結果となっています。 

※「焼鳥 百名店」選出基準日：2018年 6月初旬 
 

 
 
東京都では、「The Tabelog Award」2年連続 Gold受賞の「鳥しき」や、同店で修業した店主が 2017

年にオープンした「焼鳥 おみ乃」、また「とり喜」「鳥さわ」「鳥長」といった「The Tabelog Award」
を受賞している全国屈指の予約困難店が選出されました。 
また大正 10年創業の老舗「伊勢廣 京橋本店」や名店として名高い「銀座バードランド」「蒼天 南

口店」なども選出。希少部位を楽しめる「白金 酉玉 本館」「焼き鳥 陀らく」、ワインと合わせるフレ
ンチスタイルで人気の「赤坂 Toriya Premium」や「シノリ」、ピンチョスなど独創的なコースを提供
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する「中目黒 いぐち 本店」など焼鳥の新たな魅力を打ち出す名店も選出されています。さらに「文
ちゃん」「渋谷 森本」といった日本の情緒を感じられる人気店も百名店入りするなど、東京からは様々
なスタイルの焼鳥店が選ばれる結果となりました。 

東京都（56店） 
店名 エリア 
赤坂 Toriya Premium 港区 
阿佐ヶ谷バードランド 杉並区 
吾妻家 中央区 
あほう鳥 新宿区 
伊勢廣 京橋本店 中央区 
栄一 中央区 
串焼 大助 港区 
ぎたろう軍鶏 炭火焼鳥 たかはし 品川区 
希鳥 渋谷区 
銀座バードランド 中央区 
串焼き鈿 八王子市 
志そ鳥 杉並区 
シノリ 品川区 
丈ちゃん 中野区 
白金 酉玉 本館 港区 
ヒヨク之トリ 港区 
世良田 港区 
蒼天 南口店 豊島区 
焼き鳥 平良 港区 
泉岳寺前 瀧口 港区 
焼き鳥 丈参 中央区 
鳥恵 上野広小路店 文京区 
鳥かど 目黒区 
とり喜 墨田区 
鳥さわ 江東区 
鳥しき 品川区 
鳥善 瀬尾 港区 
鳥長 練馬区 
鳥てる 港区 
酉の 荻窪店 杉並区 
鳥はな 新宿区 
鳥みつ 新宿区 
鳥よし 銀座店 中央区 
鳥よし 中目黒店 目黒区 
中目黒 いぐち 本店 目黒区 
バードコート 足立区 
波田野 渋谷区 
晩鶏 港区 
文ちゃん 新宿区 
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やきとり まさ吉 目黒区 
益子 港区 
道しるべ 新宿区 
南青山 七鳥目 港区 
やき鳥 宮川 中央区 
渋谷 森本 渋谷区 
焼鳥 茜 新宿区 
焼鳥今井 渋谷区 
焼鳥 うの 世田谷区 
焼鳥 おがわ 新宿区 
焼鳥 おみ乃 墨田区 
焼鶏 しの田 港区 
焼き鳥 陀らく 渋谷区 
焼鳥はちまん 新宿区 
焼鳥 山もと 武蔵野市 
遊 千代田区 
蘭奢待 千代田区 

 
 大阪府からは「The Tabelog Award」2年連続 Bronze受賞の「かしわや 闘鶏」「焼鳥 市松」や、
新福島の人気店「あやむ屋」、また同店から 2016年に独立した「鳥匠 いし井」など 12店が選出。神
奈川県からは昭和 30年代創業の名店「里葉亭」や姉妹店「焼鳥 美鶏」など 8店が選出されました。 
 

大阪府（12店）  神奈川県（8店） 

店名 エリア  店名 エリア 

炭火焼とり 安喜 住吉区  伸喜 中区 

味十味 2号 福島区  野毛末広 中区 

あやむ屋 福島区  炭火焼鳥あずま 中区 

焼鳥 市松 北区  だるま 中区 

熊の焼鳥 北区  鶏料理・焼きとり 纜 神奈川区 

かしわや 闘鶏 福島区  焼き鳥 さいとう 中区 

心斎橋かわぐち 中央区  焼鳥 美鶏 中区 

炭焼巧房 源 福島区  里葉亭 中区 

鳥匠 いし井 福島区    

焼鳥みなみ 北区    

焼鳥 YAMATO 北区    

焼鳥 やまね 北区    

 
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「ハンバ
ーガー」「カレー」「とんかつ」など多様なジャンルで発表していきます。 
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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/  
 
2018年 8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 5,419万人、月間総 PV 19億 2,007万 PV（2018年 6月実績）。 
 （デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：1億 3,124万人 パソコン：2,283万人 
 
＜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  
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