
 

 

NEWS RELEASE 

 

2019 年 9 月 24 日 

 株式会社カカクコム 

 

「食べログ ラーメン 百名店 2019」を発表 

「TOKYO」「EAST」「WEST」の 3 エリアで発表！ 

オープン 1 年以内の新店も初選出、今食べに行きたいラーメン TOP100 

 

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、2019 年 9 月 24 日（火）、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ ラーメン 百

名店 2019」を東京・東日本・西日本の 3 エリアで発表しました。 

TOKYO：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/ramen_tokyo/  

EAST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/ramen_east/  

WEST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/ramen_west/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食べログ ラーメン 百名店 2019」について                    

「うまいもの、いま食べるなら、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。2017 年より数々のジャンルで毎年発表しており、「ラ

ーメン 百名店」は今年で 3 回目の発表となります。今年はいずれのエリアでもおよそ 3 割のお店が

入れ替わる結果となっています。今回は「TOKYO」「WEST」の初選出店を中心にご紹介します。 

選出方法について：2019 年 7 月末における、食べログの各エリアラーメンジャンル総合点上位 100 店を選出 

 

【ラーメン 百名店 TOKYO】 

 東京の市区町村別に見た選出店数は、新宿区が最も多く 10 店。次いで千代田区・杉並区が前年か

ら各 2 店ずつ増やし 7 店となりました。初選出店のうち、「迂直」（杉並区）、「銀座 八五」（中央区）

はともに 2018 年 12 月オープンながらすでに人気の行列店となり、百名店入りしています。 
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https://tabelog.com/
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https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131906/13229952/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13228602/


 

 

NEWS RELEASE 

【TOKYO 初選出店】 

店名 エリア 

青島食堂 秋葉原店 千代田区 

迂直 杉並区 

大塚屋  新宿区 

銀座 朧月 中央区 

銀座 八五 中央区 

寿製麺 よしかわ 西台駅前店 板橋区 

自家製中華そば としおか 新宿区 

純手打ち だるま 杉並区 

神保町 黒須 千代田区 

SOBA HOUSE 金色不如帰 新宿区 

鯛塩そば 灯花 本店 新宿区 

児ノ木 新宿区 

中華そば さとう 大田区 

中華そば 西川 世田谷区 

中華そば 満鶏軒 墨田区 

煮干そば 流。 北区 

中華そば 和渦 TOKYO 品川区 

中華蕎麦にし乃 文京区 

真鯛らーめん 麺魚 本店 墨田区 

卍力 江戸川区 

麺 酒 やまの 練馬区 

メンドコロ キナリ 中野区 

麺屋 はし本 中野区 

麺や金時 練馬区 

麺 LABO ひろ 目黒区 

RAMEN にじゅうぶんのいち 荒川区 

ラーメン二郎 神田神保町店 千代田区 

らーめん飛粋 大田区 

らぁ麺やまぐち 辣式 江東区 

 

TOKYO 選出店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/ramen_tokyo/  

 

 

 

https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13094776/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131906/13229952/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130904/13000475/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13118141/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13228602/
https://tabelog.com/tokyo/A1322/A132205/13228611/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130504/13182315/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131903/13218715/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13201888/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130402/13222172/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130903/13181527/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131901/13154006/
https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131504/13132475/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13213036/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13220773/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132304/13175140/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131405/13233678/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13218311/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13208237/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131305/13168253/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132102/13154616/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131901/13221001/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131902/13205769/
https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132101/13139195/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13203210/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132401/13147594/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13216512/
https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131503/13217922/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13186890/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/ramen_tokyo/
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【ラーメン 百名店 WEST】 

 府県別の選出店数は、大阪府がトップ。これに京都府、兵庫県が続きます。百名店が大きく増えた

大阪府からは、2018 年 5 月オープンの「麦と麺助 新梅田中津店」、2017 年 12 月オープンの「いか

れたヌードル フィッシュトンズ」などが新たに選出されました。 

 

【WEST 初選出店】 

店名 エリア 

麺屋 そにどり 三重県 

いかれたヌードル フィッシュトンズ 大阪府 

京都 麺屋たけ井 阪急梅田店 大阪府 

彩色ラーメンきんせい 高槻駅前店 大阪府 

創作らーめん style 林 本店 大阪府 

総大醤 大阪府 

Tsurumen 大阪城北詰店 大阪府 

時屋 大阪府 

鶏 Soba 座銀 にぼし店 大阪府 

福島壱麺  大阪府 

布施丿貫  大阪府 

麦と麺助 新梅田中津店 大阪府 

無鉄砲 大阪店 大阪府 

麺哲  大阪府 

麺哲支店 麺野郎 大阪府 

麺と心 7 大阪府 

麺や なないち 大阪府 

Ramen 辻 大阪府 

洛二神 大阪府 

烈火 城東店 大阪府 

吟醸らーめん 久保田 京都府 

晴耕雨読 京都府 

煮干そば 藍 京都府 

本家 第一旭 たかばし本店 京都府 

麺屋 さん田 京都府 

麺や高倉二条 京都府 

麺屋 裕 京都府 

ぶたのほし 兵庫県 

博多元気一杯!!  福岡県 

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27104891/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27101904/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27101904/
https://tabelog.com/mie/A2402/A240201/24015239/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27101904/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27092383/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27040392/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270302/27089090/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27003383/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270107/27053376/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270301/27040424/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27086371/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27079245/
https://tabelog.com/osaka/A2707/A270703/27080661/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27104891/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270206/27005006/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270601/27004096/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270603/27012536/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27072629/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27085768/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270104/27092793/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27000534/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270305/27089701/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26004660/
https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260701/26030760/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260302/26026627/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26000873/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260401/26029285/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26003182/
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260603/26028883/
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280304/28050830/
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400106/40000488/
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EAST 選出店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/ramen_east/  

WEST 選出店：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/ramen_west/  

 

＜各対象エリアについて＞ 

EAST：北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川県/新潟県/山梨

県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県 

 

WEST：富山県/石川県/福井県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口

県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県 

 

【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。2019 年もさまざま

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/  

 

2019 年 9 月現在の掲載レストラン数は約 90 万件、口コミ投稿数は約 3,300 万件。 

アクセス状況：月間利用者数 １億 1,877 万人、月間総 PV 20 億 4,870 万 PV（2019 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 130 万人 パソコン：1,747 万人 

 

※月間利用者数の計測方法について： 

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う利用者数の重複や、第三者による自動収

集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。 

 

＜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/ 
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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 7 号 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 

運営サイト一覧：https://corporate.kakaku.com/company/service 

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

