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2018 年 11 月 29 日 

 株式会社カカクコム 

 

 

「食べログ 焼肉 百名店 2018」を新たに発表 

百名店に焼肉ジャンルを追加！ 

東京都から 54店、大阪府から 11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、2018 年 11 月 29 日（木）の「いい肉の日」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 焼肉 百名店 2018」を新たに発表しました。 

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

 

「食べログ 焼肉 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 年より数々のジャンルで発表を続けており、今回

新たに焼肉ジャンルを追加しました。この数年、個性豊かなお店が次々とオープンしている焼肉ジャ

ンルですが、百名店でも老舗からオープンまもないお店まで、特徴もさまざまなお店が選出されまし

た。都道府県別で選出店が多かったのは、東京都（54 店）、次いで大阪府（11 店）、愛知県・京都府

（各６店）という結果になっています。 

※「焼肉 百名店」選出基準日：2018 年 8 月末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東京からは、まず「スタミナ苑」「よろにく」「USHIGORO S. NISHIAZABU」「SATO ブリアン」「炭

焼 金竜山」「炭火焼 ゆうじ」「焼肉 ジャンボ はなれ」などといった、年間レストランアワード「The 

Tabelog Award」の受賞店が揃いました。 

 また、「正泰苑 総本店」「スタミナ苑」「焼肉 静龍苑」などの老舗焼肉店や、「亀戸ホルモン」「おや

じ」「ホルモン船 ホールちゃん」といったホルモン主体の人気店なども選出。また 23 区外からは唯

一、八王子市の有名店「大幸園 小宮本店」が選ばれました。 

https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2018/yakiniku/japan
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13003777/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13042979/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13209611/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131905/13127046/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13001625/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13001625/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13001794/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13160962/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132401/13003776/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13003777/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13044037/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13008099/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13042753/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13042753/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13113717/
https://tabelog.com/tokyo/A1329/A132904/13107594/
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東京都（54 店） 

店名 エリア 

赤坂 みすじ  港区 

USHIGORO S. NISHIAZABU  港区 

うしごろバンビーナ 恵比寿本店  渋谷区 

蕃 YORONIKU  渋谷区 

おやじ  港区 

亀戸ホルモン  江東区 

きらく亭  港区 

銀座 王十里  中央区 

SATO ブリアン  杉並区 

SATO ブリアン にごう  杉並区 

サトブリ DA  杉並区 

正泰苑 芝大門店  港区 

正泰苑 総本店  荒川区 

スタミナ苑  足立区 

炭火焼肉 牛和鹿  江東区 

炭火焼肉 なかはら  千代田区 

炭火焼肉 ふちおか  世田谷区 

炭火焼 ゆうじ  渋谷区 

炭焼 金竜山  港区 

大幸園 小宮本店  八王子市 

月島 在市  中央区 

東京苑 大塚本店  豊島区 

生粋  千代田区 

肉匠堀越  港区 

肉のすずき  台東区 

西麻布けんしろう  港区 

日本橋イタダキ  中央区 

NO MEAT, NO LIFE.1st  新宿区 

韓灯  中央区 

ホルモン船 ホールちゃん  新宿区 

本とさや  台東区 

マルタケ  千代田区 

焼肉 鶯谷園 台東区 

焼肉 うしごろ 銀座店  中央区 

https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13114946/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13209611/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13144971/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13211927/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13042753/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13008099/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13007145/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002283/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131905/13127046/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131905/13159782/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131905/13216529/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13005213/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132401/13003776/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13003777/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13038809/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130904/13175110/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13208137/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13001794/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13001625/
https://tabelog.com/tokyo/A1329/A132904/13107594/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131302/13095398/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13030867/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13165294/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13183716/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13057827/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13184885/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13022343/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13162573/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131302/13019721/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13113717/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13003711/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13009120/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131104/13012243/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13167325/
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焼肉 うしごろ 西麻布本店  港区 

焼肉 うしみつ一門 目黒店  目黒区 

焼肉 うしみつ 恵比寿本店  渋谷区 

焼肉 大貫  新宿区 

焼肉 銀座コバウ  中央区 

焼肉くにもと 新館  港区 

焼肉くにもと 本店  港区 

焼肉しみず  品川区 

焼肉 ジャンボ 篠崎本店  江戸川区 

焼肉 ジャンボ 白金  港区 

焼肉 ジャンボ はなれ  文京区 

焼肉 ジャンボ 本郷店  文京区 

焼肉 静龍苑  江東区 

焼肉問屋 牛蔵  練馬区 

焼肉 矢澤  中央区 

焼肉 凛  中央区 

游玄亭 銀座並木通り店  中央区 

游玄亭 西麻布本館  港区 

よろにく  港区 

梁山苑  渋谷区 

 

 大阪では、大阪市焼肉ランキング 1 位（リリース日時点）の「万両 南森町店」、万両の別店舗「万

両 東天満店」や、お客さんの目の前でお肉をさばく板前スタイルが人気の「板前焼肉 一斗 天下茶屋

本店」が選出されました。 

 また、6 店が選ばれた京都からは、創業 50 年の「肉料理 荒川」や、「江畑」「ホルモン千葉」とい

ったホルモンを主体に提供するお店も選出されました。 

大阪府（11 店） 

店名 エリア 

板前焼肉 一斗 天下茶屋本店 大阪市西成区 

北新地やまがた屋  大阪市北区 

さつま  大阪市北区 

松蘭  大阪市生野区 

肉匠なか田 本店  大阪市中央区 

万両 東天満店  大阪市北区 

万両 南森町店  大阪市北区 

和牛懐石 但馬屋  大阪市北区 

和牛の紀楽  大阪市北区 

https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13124592/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13208975/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13204541/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130402/13191277/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13005008/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13035852/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13007842/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131710/13096548/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131205/13003075/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13026377/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13160962/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13110601/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13044037/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132102/13008910/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13168322/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131302/13002240/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13030773/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13003488/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13042979/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131807/13125344/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27002291/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27003763/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27003763/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270406/27011178/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270406/27011178/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26006491/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260501/26001035/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26003756/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270406/27011178/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27011099/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27006074/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270306/27015864/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001305/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27003763/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27002291/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27015353/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270104/27008433/
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和牛 まつした 上通り店  大阪市北区 

和牛 まつした 本通り店  大阪市北区 

 

愛知県（6店）                   京都府（6 店） 

店名 エリア 
 

店名 エリア 

牛亭  名古屋市東区 
 

江畑  京都市上京区 

松庵 伏見店  名古屋市中区 
 

多来多来  久世郡久御山町 

炭火焼肉 たけのうち  名古屋市西区 
 

肉料理 荒川  京都市中京区 

ヒロ ナゴヤ  名古屋市西区 
 

藤むら  京都市下京区 

焼肉 大河  名古屋市中区 
 

ホルモン千葉  京都市下京区 

李昇 本館  名古屋市東区 
 

焼肉矢澤 京都  京都市下京区 

 

【食べログ 百名店について】 

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。 

 

【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/ 

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27086935/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27018922/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230104/23012215/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260501/26001035/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230102/23036624/
https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260702/26002078/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230113/23008521/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26006491/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230109/23059055/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26004181/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230104/23046007/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26003756/
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23007886/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26028368/
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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【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  

http://corporate.kakaku.com/company/service

