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2020 年 1 月 29 日
株式会社カカクコム

国内レストランガイドの決定版！

「The Tabelog Award 2020」を発表
世界に誇る日本の“今、一番おいしいお店”が決定
株式会社カカクコム（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:畑 彰之介）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、2020 年 1 月 29 日（水）、ユーザーの投票に
より、世界に誇る日本の「おいしい」お店を選出する「The Tabelog Award 2020（食べログアワー
ド 2020）」を発表しました。
発表サイト：https://award.tabelog.com/2020

「The Tabelog Award 2020」について
「おいしいを、讃えよう。
」をキャッチコピーに、生活者による評価をもとにした独自の年間レスト
ランアワード。食べログは、月間で 1 億人超の方々にご利用いただいているレストラン検索・予約サ
イトとして、外食産業のさらなる活性化に寄与することを主な目的に開催しています。
本アワードでは、過去 1 年間にきわめて高い評価（総合点 4.00 以上）を獲得したレストランがノミ
ネートされます。その後、ユーザーによる投票にて、食べログに掲載されている全国約 90 万店の頂点
として 624 店が受賞。「Gold」「Silver」「Bronze」の各賞、テーマ別の部門賞が決定しました。

■受賞店トピックス
①日本屈指のグランメゾン！最近はテレビドラマ監修でも話題の「カンテサンス」が 4 年連続 Gold
受賞
②話題の懐石・会席料理店「山﨑」が、オープンからわずか 1 年 5 カ月で初受賞！
③スイーツジャンルから初のアイスクリーム店！「ジェラテリア アクオリーナ」が初受賞
④「中華そば しば田」
「麺尊 RAGE」の 2 店が初受賞、ラーメンジャンルの受賞店が８店に増加！
⑤鳥取県（1 店）・新潟県（1 店）・奈良県（2 店）
・広島県（2 店）で新たにアワード選出！食材など
地域の特色を生かした名店が、全国の食通からの注目を集める流れが顕著に
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【受賞店一覧】※いずれも五十音順
■Gold

34 店

4 年連続 Gold（9 店）

緒方
（京都府／懐石・会席料理）

カンテサンス
（東京都／モダンフレンチ）

銀座 しのはら
（東京都／懐石・会席料理）

鮨 さいとう
（東京都／寿司）

天寿し 京町店
（福岡県／寿司）

鳥しき
（東京都／焼鳥）

日本橋蛎殻町 すぎた
（東京都／寿司）

松川
（東京都／割烹・小料理）

レフェルヴェソンス
（東京都／フレンチ）

他 Gold 一覧
アカ

飯田

京天神 野口

（京都府／スペイン料理）

（京都府／懐石・会席料理）

（京都府／懐石・会席料理）

コントワール フー

旬席 鈴江

新ばし 星野

（大阪府／フレンチ）

（京都府／割烹・小料理）

（東京都／懐石・会席料理）

鮨 あらい

鮨 さかい

すし処 めくみ

（東京都／寿司）

（福岡県／寿司）

（石川県 ／寿司）

鮨 なんば 日比谷

草喰 なかひがし

CHIUnE

（東京都／寿司）

（京都府／京料理）

（東京都／イノベーティブ・フュージョン）

道人

富小路 やま岸

にい留

（京都府／割烹・小料理）

（京都府／懐石・会席料理）

（愛知県／天ぷら）

にくの匠 三芳

日本料理 たかむら

野嵯和

（京都府／牛料理）

（秋田県／懐石・会席料理）

（愛知県／懐石・会席料理）
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東麻布 天本

比良山荘

ほうば

（東京都／寿司）

（滋賀県／懐石・会席料理）

（大阪府／韓国料理）

本湖月

三谷

柳家

（大阪府／懐石・会席料理）

（東京都／寿司）

（岐阜県／郷土料理 その他）

やまぐち
（京都府／イタリアン）

■Silver

102 店（一部抜粋）

ete
（東京都／フレンチ）

とんかつ マンジェ
（大阪府／とんかつ）

すし匠
（東京都／寿司）

グルマンディーズ
（東京都／ビストロ）

■Bronze 488 店（一部抜粋）

かに𠮷
アコルドゥ
（奈良県／モダンスパニッシュ）（鳥取県／かに）

中華そば しば田
（東京都／ラーメン）

SPICY CURRY 魯珈
ジェラテリア アクオリーナ
（東京都／アイスクリーム） （東京都／カレー その他）

Libre 白金高輪店
奈良 而今
（東京都／フレンチ）
（奈良県／懐石・会席料理）

レストラン ウオゼン
（新潟県／モダンフレンチ）

＜部門賞＞
■Best Regional Restaurants 2 店
・東日本

・西日本

日本料理 たかむら
（秋田県／
懐石・会席料理）

徳山鮓
（滋賀県／
郷土料理 その他）

■Best New Entry

イル・アオヤマ
（愛知県／イタリアン）

11 店（一部抜粋）

山﨑
（東京都／
懐石・会席料理）
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■ノミネート・受賞店の選出について
・ノミネート対象店：対象期間（過去 1 年間）において、所定の条件を満たし食べログの総合点 4.00
を超えたお店
・受賞店選出方法：ユーザーが訪問したレストランの味や接客に対する評価を投票
（訪問実績を基準とする所定の条件に基づいて有効票を判定・集計）
※今年はノミネート店 629 店を対象に投票を実施。その後、閉店・移転したお店は受賞対象から外れ
たため、今年の受賞店舗数は 2020 年 1 月 29 日時点で 624 店となっています。

＜参考情報＞「The Tabelog Award」各賞について
・Gold（ゴールド）：この国のどこにあったとしても、生涯通い続けたいお店
・Silver（シルバー）：一生に一度は味わっておきたい、匠の技に出会えるお店
・Bronze（ブロンズ）：レストランを語るなら、必ず押さえておくべき名店
■部門賞
・Best New Entry（ベストニューエントリー）：今、食べログユーザーから注目されている初ノミネ
ート店
・Best Regional Restaurants（ベストリージョナルレストラン）
：どんなに時間をかけてでも、食べ
に訪れる価値があるお店
・Best Hospitality（ベストホスピタリティ）
：接客サービス・ホスピタリティが優れているスタッフ
のいるお店
・Chefs’ Choice（シェフズチョイス）
：数多くの料理人から、尊敬を集める料理人
・Best Sommelier（ベストソムリエ）
：優れた知識とサービス技術を有するソムリエのいるお店
※各賞の受賞店舗数は発表年ごとに変わります。
なお今年は投票の結果、「Best Hospitality」「Best Sommelier」の 2 賞が該当なしとなりました。
【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/
2020 年 1 月現在の掲載店舗数は約 90 万件、口コミ投稿数：約 3,500 万件。
アクセス状況：月間利用者数 １億 810 万人、月間総 PV 19 億 8,583 万 PV（2019 年 9 月実績）
（デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：9,133 万人 パソコン：1,677 万人
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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

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

