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 株式会社カカクコム 
 

 

「食べログ 焼肉 百名店 2019」を発表 
 東京都から 70店、大阪府から 9店選出 

今年は 38店が初選出、バラエティ豊かな名店 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 10月 24日（木）、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 2019」を発表しました。 

URL：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/yakiniku/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
「食べログ 焼肉 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、「焼
肉 百名店」は今年で 3回目の発表となります。 

選出方法について：2019年 8月末における、食べログの焼肉ジャンル総合点上位 100店を選出 
 
 今年は東京都から 70店（前年 54店）、大阪府から 9店（前年 11店）が選出されました。また、
初選出は 38店となり、うち東京都から 26店、大阪府から 5店が新たに百名店入りしています。 
 東京都の初選出店のうち、「赤坂 らいもん」は名店「炭焼 金竜山」の支店として 2018年にオー
プン後、たちまち人気店となり営業日が限られていることもあって予約困難店となっています。また 
「USHIGORO S. GINZA」「SATOブリアン さんごう」など、すでに百名店に入るとともに年間アワ
ード「The Tabelog Award」を受賞している名店の系列店も初選出。さらに「ホルモン青木」「ホル
モンまさる」など比較的手ごろなホルモンの行列店なども選出され、バラエティ豊かなラインナップ
となりました。 
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 大阪府では、「The Tabelog Award 2019」で Bronzeを受賞した「生ホルモン処 おさむちゃ
ん。」や、焼肉の名店が集まる鶴橋エリアにある「空 鶴橋総本店」「万正」などが初選出となってい
ます。 

東京都 初選出店（26店） 
店名 エリア 

赤坂 らいもん 港区 

赤坂大関 港区 

USHIGORO S. GINZA 中央区 

うしごろ 貫 恵比寿本店 渋谷区 

恵比寿焼肉 kintan 渋谷区 

SATOブリアン さんごう 杉並区 

正泰苑 銀座店 中央区 

正泰苑 新橋店 港区 

神泉ホルモン 三百屋 渋谷区 

天空焼肉 星遊山 港区 

飛騨牛一頭家 馬喰一代 銀座 中央区 

ホルモン青木 江東区 

ホルモンまさる 港区 

みやび 六本木店 港区 

焼肉 稲田 品川区 

焼肉 いぶさな 渋谷区 

焼肉 京城 北千住店 足立区 

焼肉 芝浦 駒沢本店 世田谷区 

焼肉 名門 新宿区 

焼肉うしごろ 銀座並木通り店 中央区 

焼肉酒家 傳々 本店 中央区 

焼肉ヒロミヤ 本店 新宿区 

好ちゃん 飯田橋分家 千代田区 

ら・ぼうふ 用賀本店 世田谷区 

羅生門 四谷本店 新宿区 

和牛焼肉 KIM 白金本店 港区 

 
大阪府 初選出店（5店） 

店名 エリア 

空 鶴橋総本店 大阪市 

生ホルモン処 おさむちゃん。 堺市 

又三郎 本店 大阪市 
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万正 大阪市 

焼肉政ちゃん 大阪市 

 
【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/  
 

2019年 10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 3,340万件。 
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/ 
 
【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 
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