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2018年 10月 9日 

 株式会社カカクコム 
 

 

「食べログ お好み焼き 百名店 2018」を発表 
大阪 29店、東京 25店、広島 20店！3エリアで 7割超を占める結果に 

 
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、10月 10日（水）の「お好み焼きの日（※）」を前に、食べログユーザーから高い評価を集めた「食
べログ お好み焼き 百名店 2018」を発表しました。 

URL：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2018/okonomiyaki/japan 
（※日本記念日協会認定） 

 

「食べログ お好み焼き 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。数々のジャンルで発表を続けており、今回はお好み焼き
ジャンルで選出を行いました。食べログに登録されているお好み焼き店は全国で約 17,000店。その
うち、大阪 29店、東京 25店、広島 20店が百名店に選ばれており、この 3エリアだけで 7割超を占
める結果となりました。 

※「お好み焼き 百名店」選出基準日：2018年 7月末 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
選出店が最も多かった大阪では、全国お好み焼きジャンル 1位で食べログアワード 2年連続 Bronze

を受賞した「時分時」、連日行列の絶えない「福太郎 本店」、創業 50年以上の「味乃家 本店」などが
選出されました。 
また東京では、東京お好み焼きジャンル 1位の「お好み焼き 福竹」や広島風お好み焼きを東京で味

わえる「八昌」、行列必至の人気店「お好み焼 きじ 品川店」「お好み焼 きじ 丸の内店」などが選出。 
 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2018/okonomiyaki/japan
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27001808/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27002665/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001439/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131714/13003312/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13013135/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131403/13120197/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13020110/
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広島焼の本場、広島では、広島お好み焼きジャンル 1位の「お好み焼き 大樹」、鶏の砂ずりが入っ
た尾道焼きの名店「お好み焼 村上」、広島お好み焼きの発祥のお店とされる「お好み焼 みっちゃん総
本店 八丁堀本店」、創業 60年の老舗「お好み焼き 越田 本店」などバラエティ豊かなラインナップと
なりました。 

※ジャンルランキング順位はリリース日時点 
 

大阪府（29店） 
店名 エリア 

味乃家 本店  大阪市中央区 

AT THE 21 豊中市 

あべとん 大阪市天王寺区 

厳島 大阪市北区 

Vin樹亭 大阪市北区 

おかる 大阪市中央区 

お好み焼 きじ 梅田スカイビル店 大阪市北区 

お好み焼 千草 大阪市北区 

お好み焼き Sakura 大阪市北区 

お好み焼きもみじ 大阪市天王寺区 

お好み焼 ゆかり 曾根崎本店  大阪市北区 

尾道 むらかみ  大阪市北区 

オモニ グランフロント大阪店  大阪市北区 

オモニ 本店  大阪市生野区 

かく庄 大阪市福島区 

きじ 本店  大阪市北区 

時分時 大阪市中央区 

双月 大阪市北区 

ねぎ焼やまもと 梅田エスト店  大阪市北区 

ねぎ焼やまもと 本店  大阪市淀川区 

花 大阪市都島区 

福太郎 本店  大阪市中央区 

福太郎 梅田店  大阪市北区 

福太郎 なんばダイニングメゾン店 大阪市中央区 

法善寺横丁 やき然  大阪市中央区 

圓 大阪市天王寺区 

美津の 大阪市中央区 

美舟 大阪市北区 

めっせ熊 新大阪店  大阪市淀川区 

https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340105/34002051/
https://tabelog.com/hiroshima/A3403/A340302/34002148/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000256/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000256/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34001191/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001439/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270601/27010845/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27017208/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27002277/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27043237/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001276/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27000322/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27002204/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27006469/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270205/27040855/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27001885/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27004637/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27072543/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270205/27000560/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27032642/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27000297/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27001808/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27002280/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27003858/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270302/27000981/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270107/27019304/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27002665/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27072493/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27046834/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27003472/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270205/27002898/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001278/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27000315/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270301/27017718/
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東京都（25店） 

店名 エリア 

USHIO 港区 

大阪お好み焼き ともくん家  港区 

大阪お好み焼 英 三田店  港区 

OSAKA きっちん。 虎ノ門店 港区 

お好み焼き いまり 恵比寿店  渋谷区 

お好み焼 きじ 品川店  港区 

お好み焼 きじ 丸の内店  千代田区 

お好み焼き 福竹 大田区 

カープ 東京支店  千代田区 

源亀 墨田区 

神戸鉄板 長田いっしん 武蔵小山店 品川区 

ソニア 港区 

玉屋 武蔵野市 

丹波亭 新宿区 

電光石火 東京駅店  千代田区 

戸田亘のお好み焼 さんて寛 港区 

浪花 練馬区 

88 千代田区 

八昌 世田谷区 

花子 飯田橋店  千代田区 

広島お好み焼き おこたろう  葛飾区 

広島お好み焼き・鉄板焼き 倉はし 高田馬場店 新宿区 

風流お好み焼 染太郎 台東区 

松浪 中央区 

もみじ屋 千代田区 

 
広島県（20店） 

店名 エリア 

五日市 八昌  広島市佐伯区 

お好み焼き 越田 本店  広島市中区 

お好み焼 SETO 東広島市 

お好み焼 長田屋  広島市中区 

お好み焼き 八昌  広島市中区 

お好み焼き 大樹 広島市安芸区 

https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13038559/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13159860/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131402/13134991/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13189466/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13155810/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131403/13120197/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13020110/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131714/13003312/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13004170/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13072955/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131710/13160552/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13023882/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13114890/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13011098/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13206700/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13163322/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132102/13008999/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13043117/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13013135/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130906/13166148/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13061247/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13162084/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13003710/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13003061/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13000245/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340106/34002563/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34001191/
https://tabelog.com/hiroshima/A3404/A340403/34017087/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34010875/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34019405/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340105/34002051/
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お好み焼 みっちゃん総本店 八丁堀本店 広島市中区 

お好み焼 村上  尾道市 

三幸 広島市安佐南区 

新天地 みっちゃん  広島市中区 

大丸堂 広島市中区 

貴家。 地蔵通り本店  広島市中区 

てっ平 広島空港店  三原市 

電光石火 駅前ひろば店  広島市南区 

のんのん 広島市南区 

広島風お好み焼 大福  広島市南区 

ふみちゃん 流川店  広島市中区 

みっちゃん総本店 雅  広島市中区 

薬研堀 八昌  広島市中区 

やまさ家 広島市安佐南区 

 
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 10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 2,700万件。 
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 

https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000256/
https://tabelog.com/hiroshima/A3403/A340302/34002148/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340107/34015747/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000362/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000423/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000372/
https://tabelog.com/hiroshima/A3403/A340303/34001423/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340102/34001621/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340102/34008394/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340102/34007431/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000405/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34018692/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000100/
https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340107/34000287/
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/
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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

