
 

 

NEWS RELEASE 

 
2018年 10月 1日 

 株式会社カカクコム 
 

 

「食べログ とんかつ 百名店 2018」を発表 
東京 59店、愛知 11店、大阪 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、10月 1日（月）「とんかつの日（※）」に合わせ、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べ
ログ とんかつ 百名店 2018」を発表しました。 

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

 

「食べログ とんかつ 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、今年も全国 7,000店を超えるとんかつ
店から百名店が選出されました。東京からは 59店、愛知から 11店、大阪府から 6店が選出されると
ともに、今年新たに 12店が百名店入りしています。 

※「とんかつ 百名店」選出基準日：2018年 7月末 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京都からは 59店が選出されました。そのうち選出店が多かった区は千代田区・港区（各 9店）、

中央区・新宿区（各 7店）、台東区（6店）など。 
千代田区からは、老舗の「とんかつ 万平」や「あけぼの」「丸五」などが選出。港区では新橋や西

麻布などとともに、浜松町エリアからも「とんかつ檍 大門店」「のもと家」が選出されました。なお
「とんかつ檍」は都内に複数店舗を展開しており、蒲田の本店、2号店の大門店、3号店の銀座店が軒
並み百名店に入っています。 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/tonkatsu/2018
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13006333/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13000129/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13000379/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13190933/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13170377/
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また、食べログの年間レストランアワード「The Tabelog Award 2018」Silverの「成蔵」がある
高田馬場は人気店が集まるとんかつ激戦区のひとつで、このエリアからは「とんかつひなた」、「とん
久」「とん太（※）」も選ばれました。特に「とんかつひなた」は、2017年 1月のオープン以来、さま
ざまな部位のとんかつをコース仕立てで食べられることから人気が高まっています。 
（※）住所は豊島区 

 
東京都 選出店の多かった区 TOP5 

千代田区（9店） 
店名 エリア 

あけぼの 有楽町 

いもや 東神田 

かつ𠮷𠮷 新丸ビル店 丸の内 

勝漫 神田須田町 

とんかつ 万平 神田須田町 

とんかつ やまいち 神田須田町 

新潟カツ丼 タレカツ 本店 西神田 

ポンチ軒 神田小川町 

丸五 外神田 

 
港区（9店） 

店名 エリア 

大五 白金 

とんかつ檍 大門店 浜松町 

とんかつ 明石 新橋 

とんかつ まさむね 赤坂 

とんかつまるや 新橋駅前本店 新橋 

とんかつまるや 新橋烏森口店 新橋 

のもと家 芝公園 

豚組 西麻布 

豚組食堂 六本木 

 
中央区（7店） 

店名 エリア 

イマカツ 銀座店 銀座 

かつ好 日本橋人形町 

かつ平 築地 

銀座梅林 本店 銀座 

とんかつ檍 銀座店 銀座 

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13114695/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13204289/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13000116/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13000116/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13003984/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13204289/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13000129/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13016898/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13038494/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13000380/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13006333/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13042246/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13040666/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13141456/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13000379/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13007156/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13190933/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13033663/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13156833/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13019814/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13050184/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13170377/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13004791/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13155331/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13159038/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13204633/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13007635/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002547/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13219635/


 

 

NEWS RELEASE 

とんかつかっぽう かつぜん 銀座 

にし邑 銀座 

 
新宿区（7店） 

店名 エリア 

あげづき 神楽坂 

王ろじ 新宿 

すずや 新宿本店 歌舞伎町 

とんかつひなた 高田馬場 

とん久 高田馬場 

豚珍館 西新宿 

成蔵 高田馬場 

 
台東区（6店） 

店名 エリア 

すぎ田 寿 

とんかつ山家 上野店 上野 

とんかつ山家 御徒町店 上野 

とんかつ ゆたか 浅草 

とん八亭 上野 

ぽん多本家 上野 

 
愛知県からは、食べログ愛知とんかつ 1位の行列店「とんかつあさくら」や、遠方からもお客が集

まる尾張旭市の「美はる」、創業 70年以上の老舗洋食店「すゞ家 赤門店」などが選出。大阪府からは、
「The Tabelog Award」2年連続 Bronzeを受賞している「とんかつ マンジェ」、東大阪市の住宅街
にありながらも行列ができることで有名な「とんかつひろ喜 徳庵本店」などが選出されました。 
 

愛知県（11店） 
店名 エリア 

味処 叶 名古屋市中区 

すゞ家 赤門店 名古屋市中区 

ちかさんの手料理 名古屋市熱田区 

とんかつあさくら 名古屋市緑区 

とんかつ食房 厚○ 名古屋市守山区 

百年𠅘𠅘 名古屋市天白区 

美はる 尾張旭市 

焼とんかつ キッチン たいら 名古屋市千種区 

矢田かつ 名古屋市東区 

https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13006519/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13025298/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13107796/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13000860/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13193593/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13204289/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13000116/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13000809/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13114695/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131103/13003707/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13162760/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13138428/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13003669/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13003593/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13003587/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23003992/
https://tabelog.com/aichi/A2303/A230302/23043621/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23000039/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270705/27013624/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270703/27043187/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23000292/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23000039/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23048869/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23003992/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230114/23006270/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230111/23001178/
https://tabelog.com/aichi/A2303/A230302/23043621/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230106/23004729/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230110/23037296/
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矢場とん 名古屋駅エスカ店 名古屋市中村区 

矢場とん 矢場町本店 名古屋市中区 

 
大阪府（6店） 

店名 エリア 

épais 大阪市北区 

涿屋 大阪市北区 

とんかつ たわら 大阪市天王寺区 

とんかつひろ喜 徳庵本店 東大阪市 

とんかつ マンジェ 八尾市 

とん亭 大阪市天王寺区 

 
今年初めて百名店入りしたのは 12店。東京や愛知、大阪の人気店とともに、富山県からは富山豚の

みを使用する「富山豚食堂 かつたま」、福井名物のソースカツ丼発祥のお店として知られる大正創業
の老舗「ヨーロッパ軒 総本店」が新たに選出されました。 

 
初選出店舗（12店） 

店名 エリア 

あげ福 東京都品川区 

いもや 東京都千代田区 

かつ𠮷𠮷 新丸ビル店 東京都千代田区 

かつ好 東京都中央区 

すずや 新宿本店 東京都新宿区 

涿屋 大阪府大阪市 

ちかさんの手料理 愛知県名古屋市 

富山豚食堂 かつたま 富山県富山市 

とんかつ檍 銀座店 東京都中央区 

とんかつひなた 東京都新宿区 

矢田かつ 愛知県名古屋市 

ヨーロッパ軒 総本店 福井県福井市 

 
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。 
 
 
 

https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23000136/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23000134/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27072441/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27002290/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27008980/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270703/27043187/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270705/27013624/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27011174/
https://tabelog.com/toyama/A1601/A160101/16007048/
https://tabelog.com/fukui/A1801/A180101/18000015/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131603/13154272/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13016898/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13038494/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13204633/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13193593/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27002290/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23048869/
https://tabelog.com/toyama/A1601/A160101/16007048/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13219635/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13204289/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230110/23037296/
https://tabelog.com/fukui/A1801/A180101/18000015/
https://award.tabelog.com/
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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 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 
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/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

