
 

 

NEWS RELEASE 

2018年 8月 29日 
 株式会社カカクコム 

 
 

「食べログ ハンバーガー 百名店 2018」を発表 
東京都 63店が最多、次いで愛知県 6店、神奈川県 5店が選出 

今年新たに百名店入りしたのは 8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、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ ハンバーガー 百名店 2018」を発表しまし
た。 

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

「食べログ ハンバーガー 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年に続き、今年もハンバーガージャンルで名店 100
店が選出されました。そのうち選出店が多かったのは東京都（63店）、次いで愛知県（6店）、神奈川
県（5店）という結果になっています。また、8店が今年新たに百名店入りしました。 

 
※「ハンバーガー 百名店」選出基準日：2018年 6月末 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 東京都で選出店が多かった区は「GRILL BURGER CLUB SASA」「ザ グレートバーガー」「ブラッカ
ウズ」「ヘンリーズ バーガー 代官山」「レッグオンダイナー」など 14店が選出された渋谷区。次いで
多かったのは港区（12店）、目黒区（6店）となりました。多店舗展開で全店が百名店に選出された
のは「バーガーマニア」。白金・広尾・恵比寿の各店が昨年に引き続き選出されています。 
 
 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/hamburger/2018
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130303/13086561/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13042654/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13096437/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13096437/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130303/13190156/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13054359/
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東京都（63店） 
店名 エリア 
アームズ 渋谷区 
アイコウシャ 千代田区 
Island Burgers 新宿区 
イーストヴィレッジ 豊島区 
ヴィレッジヴァンガード ダイナー 吉祥寺 武蔵野市 
ウーピーゴールドバーガー 渋谷区 
エーエス クラシックス ダイナー KOMAZAWA 目黒区 
エーエス クラシックス ダイナー ROPPONGI 港区 
エルエーガレージ 世田谷区 
オーセンティック 港区 
cafe Hohokam 渋谷区 
GRILL BURGER CLUB SASA 渋谷区 
CRUZ BURGERS 新宿区 
ゴールデンブラウン 渋谷区 
コックテイル ハンバーガーズ 武蔵野市 
THE COUNTER 六本木 港区 
ザ グレートバーガー 渋谷区 
the 3rd Burger 青山骨董通り店 港区 
the 3rd Burger アークヒルズサウスタワー店 港区 
サニーダイナー ルミネ北千住店 足立区 
サニーダイナー 本店 足立区 
THE BURGER STAND FELLOWS 港区 
サントゥーダイナー 目黒区 
J.S. BURGERS CAFE 新宿店 新宿区 
シェイク シャック アトレ恵比寿店 渋谷区 
シェイク シャック 外苑いちょう並木店 港区 
シェイク シャック 東京国際フォーラム店 千代田区 
シェイクツリー バーガー＆バー 墨田区 
シェリーズバーガーカフェ 品川区 
Jack37Burger 中央区 
自由が丘バーガー 自由が丘店 目黒区 
自由が丘バーガー 羽田店 大田区 
テディーズ ビガー バーガー 原宿表参道店 渋谷区 
deli fu cious 目黒区 
No.18ダイニングバー 豊島区 
BURGER&MILKSHAKE CRANE 千代田区 
バーガーズベース 渋谷区 
バーガーマニア 恵比寿店 渋谷区 
バーガーマニア 白金店 港区 
バーガーマニア 広尾店 港区 
ハラカラ。 三軒茶屋店 世田谷区 
ハングリー ヘブン 目黒店 目黒区 

https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13019608/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13006525/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130903/13163734/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13054782/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13005797/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13121586/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131707/13022762/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13154413/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131705/13183140/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13030795/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13111587/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130303/13086561/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130902/13189090/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13100291/
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132003/13178287/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13206969/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13042654/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13150800/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13164217/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132402/13094114/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132402/13033094/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13020792/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13130075/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13045308/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13194431/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13189009/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13200310/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13134063/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131710/13127011/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13186781/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13054778/
https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131504/13183704/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13097927/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13204220/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13172081/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13202745/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130403/13041855/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13166437/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13047335/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13123717/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13091055/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13119994/
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ビア パブ カムデン 池袋東口店 豊島区 
BeBu 港区 
ファイヤーハウス 文京区 
ファンゴー 三宿本店 世田谷区 
ブッチャーズテーブル 練馬区 
ブラザーズ 人形町本店 中央区 
ブラザーズ 新富町店 中央区 
ブラッカウズ 渋谷区 
フランクリン・アベニュー 品川区 
BAREBURGER 自由が丘店 目黒区 
ベーカーバウンス 世田谷区 
ヘンリーズ バーガー 秋葉原 千代田区 
ヘンリーズ バーガー 代官山 渋谷区 
ホーミーズ 新宿区 
ホームワークス 麻布十番店 港区 
ホームワークス 広尾店 渋谷区 
マクレーン 台東区 
マティーニバーガー 新宿区 
マンチズ バーガー シャック 港区 
レッグオンダイナー 渋谷区 
ロコフィ 大田区 

 
 愛知県からは、愛知県ハンバーガーランキング 1位（リリース日時点）の「ザ・コーナー ハンバー
ガー＆サルーン」や金山エリアの行列店「ザ リスコ」など 6店が選出。神奈川県からは横須賀ネイビ
ーバーガーで有名な「ハニービー」、「TSUNAMI」など、5店が選ばれました。 
 

愛知県（6店） 
店名 エリア 
ザ・コーナー ハンバーガー＆サルーン 名古屋市西区 
ザ リスコ 名古屋市中区 
JACK's KITCHEN 名古屋市東区 
ソウルダイナー 名古屋市天白区 
ハンサム バーガー 名古屋市中区 
レイヤーズ 名古屋市中区 

 
神奈川県（5店） 

店名 エリア 
ヴィレッジヴァンガード ダイナー ルミネ横浜 横浜市西区 
good mellows 鎌倉市 
TSUNAMI 横須賀市 
ハニービー 横須賀市 
ルーフトップス 鎌倉市 

 

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13122469/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13169029/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13003538/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13008406/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132103/13091061/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13003002/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13144295/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13096437/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131603/13001556/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13184951/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13004780/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13213161/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130303/13190156/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13151157/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13010603/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13001591/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131103/13195774/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13117569/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13121856/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13054359/
https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131502/13120770/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23036425/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23036425/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23059609/
https://tabelog.com/kanagawa/A1406/A140601/14000902/
https://tabelog.com/kanagawa/A1406/A140601/14006674/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23036425/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23059609/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230104/23052177/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230111/23046143/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230102/23058190/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23006213/
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14013506/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14030872/
https://tabelog.com/kanagawa/A1406/A140601/14006674/
https://tabelog.com/kanagawa/A1406/A140601/14000902/
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14058323/
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 また、今年新たに選出されたのは 8店。人気店「ヘンリーズ バーガー 代官山」が 2017年 9月にオープ

ンした 2号店「ヘンリーズ バーガー 秋葉原」や、トッピングを自由にカスタマイズできる点も人気の
「THE COUNTER 六本木」（2017年 3月オープン）が選出。地方では北海道や奈良県、山梨県からも
百名店入りしています。 

2018年初選出店（8店） 
店名 都道府県 
THE COUNTER 六本木 東京都 
さくらバーガー 奈良県 
自由が丘バーガー 羽田店 東京都 
TSUNAMI 神奈川県 
ベローズ フィールド ビーチ 北海道 
ヘンリーズ バーガー 秋葉原 東京都 
マクレーン 東京都 
ムースヒルズバーガー 山梨県 

 
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。 
 
【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://tabelog.com/tokyo/A1303/A130303/13190156/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13213161/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13206969/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13206969/
https://tabelog.com/nara/A2901/A290101/29006078/
https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131504/13183704/
https://tabelog.com/kanagawa/A1406/A140601/14006674/
https://tabelog.com/hokkaido/A0104/A010401/1039689/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13213161/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131103/13195774/
https://tabelog.com/yamanashi/A1903/A190303/19003886/
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

