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 株式会社カカクコム 
 

 

「食べログ カレー 百名店 2018」を発表 
今年、新たに 18店が百名店入り！ 

東京都 65店、次いで大阪府 15店、神奈川県 6店が選出 
 
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、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ カレー 百名店 2018」を発表しました。 
URL：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/curry/2018 
 

「食べログ カレー 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年に発表した「カレー 百名店」が好評をいただい
たことを受けて、今年も全国 2万店超のカレー店から「カレー 百名店」を選出しました。 

※「カレー 百名店」選出基準日：2018年 6月末 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年の初選出店は 18店。2017年の百名店から 2割弱が入れ替わったことになります。そのうち、

2018年 1月にオープンした「バンゲラズ キッチン」（東京・銀座）は選出店の中でもっとも新しい
お店。南インド・マンガロール地方の味を本格的に味わえる、日本では珍しいお店としてオープン直
後から注目が集まり、すでに 110件以上の口コミが投稿される人気店となっています。また、大阪か
らは、独自性の高いスパイス料理が人気の「スパイス料理ナッラマナム」、スリランカカレーを提供す
る「セイロンカリー」「定食堂 金剛石」、南インド系の「ゼロワンカレー」などが選出されました。 
 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/curry/2018
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13217211/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27090916/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27072653/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27097683/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270104/27079867/
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店名 都道府県 

アジアカレーハウス 東京都 

アムダスラビー 東京都 

エリックサウス 東京ガーデンテラス店 東京都 

ガネーシュ N 大阪府 

カルパシ 東京都 

旧ヤム邸 シモキタ荘 東京都 

コロンビア エイト 北浜本店 大阪府 

スパイスドランカー やぶや 東京都 

スパイス料理ナッラマナム 大阪府 

セイロンカリー 大阪府 

ゼロワンカレー 大阪府 

ダルバート食堂 大阪府 

定食堂 金剛石 大阪府 

ナヤ インディア ヌール 京都府 

バンゲラズ キッチン 東京都 

やっぱりインディア 東京都 

カレー食堂 リトルスパイス 東京都 

Rojiura Curry SAMURAI． 神楽坂店 東京都 

 
 全体では、100店中 65店が東京都から選ばれ、次いで 15店がスパイスカレーの本場とされる大阪
府、また神奈川県から 6店が選出されました。 
東京都をエリア別で見ると、多かった区は中央区（12店）、千代田区（7店）、世田谷区（7店）。銀

座や神保町といったカレーの名店が集まるエリアから多く選ばれています。 
中央区（12店） 

アーンドラ・ダイニング 銀座 

エリックサウス 八重洲店 

カーン・ケバブ・ビリヤニ 

カイバル 

京橋屋カレー 

グルガオン 

３丁目のカレー屋さん 

ダバ インディア 

ダルマサーガラ 

ナイルレストラン 

バンゲラズ キッチン 

本石亭 

南インド料理ダクシン 八重洲店 

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13168072/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131305/13167151/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13195343/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27065938/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13202529/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131802/13211142/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27015618/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13221364/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27090916/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27072653/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270104/27079867/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270104/27085329/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27097683/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26021825/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13217211/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13207605/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13009943/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13186508/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13136701/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13130363/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13170211/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13026440/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13027104/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002457/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13025962/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13000506/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002374/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002329/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13217211/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13046781/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13117635/
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千代田区（7店） 

エリックサウス 東京ガーデンテラス店  

カレー&オリエンタルバル 桃の実 水道橋店  

カレーノトリコ  

カレーライス ディラン  

スパイスボックス  

欧風カレー ボンディ 神保町本店  

欧風カレー ボンディ 神田小川町店  

 
世田谷区（7店） 

ガラムマサラ  

カルパシ  

旧ヤム邸 シモキタ荘  

シバカリーワラ  

砂の岬  

ビートイート  

Rojiura Curry SAMURAI.  下北沢店  

 
 

大阪府（15店）   神奈川県（6店）  

店名 エリア  店名 エリア 

カシミール 大阪市中央区  アルペンジロー 本店 横浜市中区 

ガネーシュ N 大阪市北区  オクシモロン コマチ 鎌倉市 

Ghar 大阪市西区  カレーハウス 横浜 ボンベイ 横浜市戸塚区 

旧ヤム邸 空堀店 大阪市中央区  カレー専門店 KEN 横浜市青葉区 

コロンビア エイト 北浜本店 大阪市中央区  スパイス・ツリー 逗子市 

シンズキッチン 大阪市中央区  らっきょ＆Star 横浜市港北区 

スパイス料理ナッラマナム 大阪市中央区    

セイロンカリー 大阪市中央区    

ゼロワンカレー 大阪市中央区    

SOMA 大阪市北区    

ダルバート食堂 大阪市中央区    

定食堂 金剛石 大阪市中央区    

ヌワラカデ 大阪市西区    

ボタニカリー 大阪市中央区    

ロッダグループ 大阪市西区    

 

https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13195343/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13204150/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13169137/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13158580/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13191118/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13000439/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13038044/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13013124/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13202529/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131802/13211142/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13151738/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131707/13120204/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131814/13196455/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131802/13165636/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27003694/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14000553/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27065938/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14014612/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27066220/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140305/14000620/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27060944/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140202/14010409/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27015618/
https://tabelog.com/kanagawa/A1406/A140602/14053565/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27044516/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140204/14009431/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27090916/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27072653/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270104/27079867/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27065233/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270104/27085329/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27097683/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270105/27085952/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27073555/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270401/27056190/
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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年も引き続き、
多様なジャンルで発表していきます。 
 
【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 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  

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

