
 

 

NEWS RELEASE 

 

2018 年 11 月 20 日 

 株式会社カカクコム 

 

 

「食べログ ピザ 百名店 2018」を発表 

今年は 13店が新たに百名店入り！ 

東京 61 店、神奈川 11店、大阪 7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、11 月 20 日「ピザの日（※）」に合わせて、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ ピ

ザ 百名店 2018」を発表しました。 

URL：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2018/pizza/japan 

 （※）ピザ協議会による制定 

 

「食べログ ピザ 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、2017 年に続いて

ピザジャンルでも発表を行いました。 

※「ピザ 百名店」選出基準日：2018 年 8 月末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の初選出店は 13 店。そのうち、もっとも新しいお店は「リストランテ ピッツェリア ジャンカ

ルロ Tokyo」。ナポリピッツァの世界大会で優勝経験のあるオーナーシェフが 2017 年 7 月、麻布台

にオープンした新店です。また「エッセドゥエ」（赤坂）、「ピッツェリア パーレンテッシ」（池尻大橋）

といった、創業約 20 年の名店も今年百名店入り。東京からは「Supernova」（三鷹）、「トラットリア 

ナティーボ」（平和台）など幅広いエリアで新たに選出されました。 

また神奈川からは「ピッツェリア ヴィスコンティ」（石川町）、「ラ フィーリア デル プレジデンテ」

（馬車道）が、兵庫から「ピノッキオ」（三宮）が初選出となっています。 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2018/pizza/japan
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13210568/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13210568/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13002191/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131705/13006076/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132002/13186095/
https://tabelog.com/tokyo/A1322/A132202/13102598/
https://tabelog.com/tokyo/A1322/A132202/13102598/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14002467/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14064550/
https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28000493/
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2018 年 初選出店（13 店） 

店名 エリア 

イ・ロッタ 東京都 

イル ピッツァイオーロ  東京都 

エッセドゥエ 東京都 

神楽坂 zio 本店  東京都 

ピッツァバー on 38th  東京都 

Supernova  東京都 

トラットリア ナティーボ  東京都 

ピッツァ ケベロス 明治神宮前店 東京都 

ピッツェリア ヴィスコンティ  神奈川県 

ピッツェリア パーレンテッシ  東京都 

ピノッキオ 兵庫県 

ラ フィーリア デル プレジデンテ 神奈川県 

リストランテ ピッツェリア ジャンカルロ Tokyo  東京都 

 

全体では東京都 61 店、神奈川県 11 店、大阪府 7 店と、この 3 エリアで約 8 割を占める結果となっ

ています。 

東京都からは東京ピザジャンル 1 位の「ラ・トリプレッタ」、神奈川県からは、食べログの年間レス

トランアワード「The Tabelog Award」で 2 年連続 Bronze を受賞している「シシリヤ」、大阪府から

はナポリピッツァの予約困難店「ピッツェリア・スクニッツォ・ダ・シゲオ」など数々の名店が選出

されました。 

なお、東京都内のエリア別で見ると最も選出店が多かったのは港区。次いで渋谷区、目黒区と、TOP3

はいずれも昨年より選出店を増やしています。 

＜東京都内で選出店舗が多いエリア TOP3＞ 

・港区：11 店（前年：10 店） 

・渋谷区：10 店（前年：9 店） 

・目黒区：6 店（前年：4 店） 

 

東京都（61店） 

店名 エリア 

アランジャルシ 文京区 

アンティーカ・ピッツェリア・ダ・ミケーレ 恵比寿  渋谷区 

イ・ロッタ 目黒区 

イル ピッツァイオーロ  世田谷区 

ヴァカンツァ 渋谷区 

ヴォメロ 中央区 

エッセドゥエ 港区 

https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13003385/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13013741/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13002191/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13020488/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13167573/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132002/13186095/
https://tabelog.com/tokyo/A1322/A132202/13102598/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13171079/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14002467/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131705/13006076/
https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28000493/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14064550/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13210568/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131710/13165472/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14001040/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27053555/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13057017/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13136144/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13003385/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13013741/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13007135/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13139857/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13002191/
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エノテカピッツェリア 神楽坂スタジオーネ 新宿区 

エンボカ東京 渋谷区 

神楽坂 zio 本店  新宿区 

カトリカ 墨田区 

ガレオーネ 目黒区 

SAVOY 麻布十番店  港区 

SAVOY 三宿通り店  世田谷区 

ピッツァバー on 38th  中央区 

Supernova  武蔵野市 

ZUZU 板橋区 

聖林館 目黒区 

ダ ジョルジョ  文京区 

タランテッラ ダ ルイジ  港区 

築地トゥットベーネ 中央区 

トニーズピザ 武蔵野市 

トラットリア ナティーボ  練馬区 

ナプレ 東京ミッドタウン店  港区 

ナプレ 南青山本店  港区 

ナポリスタカ 神谷町店  港区 

ナポリピッツァ Pizzeria la Rossa 目黒区 

パルテノペ 恵比寿店  渋谷区 

パルテノペ 広尾店  港区 

ピザ スライス  渋谷区 

ピッツァ ケベロス 明治神宮前店 渋谷区 

ピッツァ ストラーダ  港区 

ピッツア ダ バッボ  中央区 

PIZZA BORSA  豊島区 

ピッツァマン オオイマチ  品川区 

ピッツェリア・ロマーナ・イル・ペンティート  渋谷区 

ピッツェリア アル フォルノ  渋谷区 

ピッツェリア イル・タンブレッロ 中央区 

ピッツエリア エ トラットリア ダ イーサ  目黒区 

PIZZERIA CAPOLI  新宿区 

ピッツェリア カンテラ  渋谷区 

ピッツェリアジージー 吉祥寺  武蔵野市 

ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ 練馬区 

https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13055365/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131811/13040937/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13020488/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13040601/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13168888/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13036875/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13024109/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13167573/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132002/13186095/
https://tabelog.com/tokyo/A1322/A132203/13169429/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13003188/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13170979/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13122166/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13183253/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13005912/
https://tabelog.com/tokyo/A1322/A132202/13102598/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13037338/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13003493/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130704/13132020/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13130666/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13005480/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13005525/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130303/13164019/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13171079/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13131245/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13025362/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13170403/
https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131501/13113311/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13000684/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13045839/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13114239/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13103245/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13123990/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13180224/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13047308/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132103/13149962/
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ピッツェリア ダ・アオキ タッポスト 練馬区 

ピッツェリア チーロ 桜新町店 世田谷区 

ピッツェリア チーロ 東中野店  中野区 

ピッツェリア パーレンテッシ  目黒区 

Pizzeria Bakka M'unica  品川区 

ピッツェリア ベントエマーレ  品川区 

Pizzeria LUMEN 新宿区 

ピッツェリア ロマーナ ジャニコロ 港区 

フレイズ フェイマス ピッツェリア 港区 

ベッラ・ナポリ 江東区 

マッシモッタヴィオ 杉並区 

武蔵野カンプス 武蔵野市 

ラ・トリプレッタ 品川区 

ラ・ピッコラ・ターヴォラ 杉並区 

ラルテ 世田谷区 

リストランテ・エ・ピッツェリア ダ・イーヴォ  渋谷区 

リストランテ ピッツェリア ジャンカルロ Tokyo  港区 

リンシエメ 江東区 

 

神奈川県（11 店） 

店名 エリア 

シシリヤ 横浜市中区 

DADA 鎌倉市 

Trattoria&Pizzeria LOGIC 横浜 横浜市西区 

ピッツェリア ヴィスコンティ  横浜市中区 

ピッツェリア キアッキェローネ 横浜市中区 

ピッツェリアジージー 鎌倉  鎌倉市 

ピッツェリア スペリアーモ！ 横浜市西区 

ピッツエリア ファッブリカ 1090 川崎市中原区 

ポジリポ エ ナプレ 横浜高島屋店 横浜市西区 

ラッテリア ベベ  カマクラ  鎌倉市 

ラ フィーリア デル プレジデンテ 横浜市中区 

 

大阪府（7店） 

店名 エリア 

エキ ポンテベッキオ ア オオサカ 大阪市北区 

大衆イタリア食堂 アレグロ 天満店 大阪市北区 

https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132102/13015826/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131707/13174465/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131901/13115030/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131705/13006076/
https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131501/13182694/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131710/13114520/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13025499/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13122753/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13124749/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13005043/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131805/13132982/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132002/13114310/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131710/13165472/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131805/13005575/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13128533/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13005489/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13210568/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13193917/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14001040/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14039433/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14021003/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14002467/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140102/14044667/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14051790/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140301/14002481/
https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140504/14039484/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14029630/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14058636/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14064550/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27057161/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27018209/
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ダルブリガンテ 大阪市福島区 

ピッツェリア ダ ティグレ  大阪市西区 

ピッツェリア・スクニッツォ・ダ・シゲオ  大阪市北区 

ラ・バルカッチャ 大阪市北区 

ラ ピッツァ ナポレターナ レガロ 大阪市福島区 

 

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。今後も引き続き、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 11 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 2,800 万件。 

アクセス状況：月間利用者数 １億 1,531 万人、月間総 PV 20 億 2,311 万 PV（2018 年 9 月実績）。 

 （デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：9,354 万人 パソコン：2,166 万人 

 

※月間利用者数について： 

サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた人数であり、1 ヶ月の間に複数回訪問した人も 1 人と数えた場合の

正味の人数です。 

なお、モバイル端末のウェブページ高速表示に伴い、月間利用者数の計測に置いて一部重複が発生していました

が、2018 年 9 月より重複を除外する集計方法に変更しています。 

 

＜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/osaka/A2701/A270108/27004565/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27079870/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27053555/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27054558/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27084799/
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

