
 

 

NEWS RELEASE 

 

2020 年 3 月 9 日 

 株式会社カカクコム 

 

 

「食べログ 洋食 百名店 2020」を発表 

洋食ジャンルの百名店を新設！東京 56 店・大阪 14 店選出 

今、食べに行きたい洋食の名店 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、2020 年 3 月 9 日（月）、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ 洋食 百名店 

2020」を発表しました。洋食ジャンルでの発表は今回が初となります。 

URL：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/yoshoku/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食べログ 洋食 百名店 2020」について                    

「食べログ 百名店」は「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルご

とに高い評価を集めた 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毎年発

表しており、今年は初めて洋食ジャンルでも選出しました。今回は東京都 56 店、大阪府 14 店が選

出。また、兵庫県から 7 店、愛知県から 6 店が選出されています。 

選出方法について：2020 年 1 月初旬における、食べログの洋食ジャンル総合点上位 100 店を選出 

 

 東京都からは「東洋軒」「煉瓦亭」「資生堂パーラー 銀座本店」「洋食 小春軒」といった創業 100

年超の歴史を持つ名店など、老舗の洋食店が数多く選出されました。また「南蛮 銀圓亭」「レストラ

ン香味屋」など特別な日にも訪れたいいわゆる高級洋食店から、特にランチ時には行列が絶えない新

橋の「むさしや」、有楽町の「キッチン大正軒」などのカジュアルなお店まで選ばれています。さら

に、ハンバーグ専門店「ハンバーグ ウィル」やオムライス専門店「フランキーアンドトリニティ

ー」といったひとつのメニューに特化して人気となっている名店も選出されるなど、バラエティ豊か

なラインナップとなりました。 
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 また、大阪府からは、1925 年創業の老舗「明治軒」やオムライス専門店「ジャンジャンブル」、こ

だわりの牛肉を使ったハンバーグとステーキが人気の「Revo 本店」など 14 店が選出されていま

す。 

 

東京都・大阪府 選出店リスト 

 

東京都（56 店） 

店名 エリア 

赤坂 津つ井 総本店 港区 

麻布食堂 港区 

うちだ 葛飾区 

ウチョウテン 豊島区 

美味卵家 千代田区 

エルベ 中央区 

小川軒 文京区 

おまかせ亭 渋谷区 

キッチン たか 新宿区 

キッチン チェック 豊島区 

キッチン パンチ 目黒区 

キッチンさくらい 台東区 

キッチン大正軒 千代田区 

キッチン南海 神保町店 千代田区 

キッチンれん 港区 

銀座スイス 中央区 

銀之塔 中央区 

グリル グランド 台東区 

グリルエフ 品川区 

グリル K  文京区 

グリル佐久良 台東区 

Ｇｒｉｌｌマッシュ 渋谷区 

黒船亭 台東区 

厳選洋食さくらい 文京区 

小古食堂 江東区 

三福亭 中央区 

資生堂パーラー 銀座本店 中央区 

七條 千代田区 
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旬香亭 豊島区 

そよいち 中央区 

たいめいけん 中央区 

チャモロ 渋谷区 

津々井 中央区 

東洋軒 港区 

南蛮 銀圓亭 中央区 

蜂の子 中央区 

ハンバーグ ウィル 新宿区 

フランキーアンドトリニティー 中野区 

紅花別館 中央区 

ミート矢澤 品川区 

みかわや 中央区 

むさしや 港区 

めぐろ三ツ星食堂 品川区 

洋食 キラク 中央区 

洋食 小春軒 中央区 

洋食 三浦亭 練馬区 

ヨシカミ 浅草店 台東区 

ルー・ド・メール 千代田区 

レストラン カタヤマ 東向島本店 墨田区 

レストラン クインベル 墨田区 

レストラン・サカキ 中央区 

レストラン吾妻 墨田区 

レストラン桂 中央区 

レストラン香味屋 台東区 

レストラン西櫻亭 新宿店 新宿区 

煉瓦亭 中央区 

 

大阪府（14 店） 

店名 エリア 

グリルばらの木 大阪市中央区 

ゴメンネ JIRO 大阪市北区 

さん源 大阪市中央区 

C.D.TAKOH 大阪市北区 
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ジャンジャンブル 高槻市 

重亭 大阪市中央区 

新富士本店 大阪市西成区 

ポッケ 大阪市生野区 

御堂筋 ロッヂ 大阪市中央区 

ムグニ 大阪市中央区 

明治軒 大阪市中央区 

洋食 泉 大阪市福島区 

洋食屋 ふじ家 大阪市中央区 

Revo 本店 大阪市西成区 

 

※選出基準日：2020 年 1 月初旬 

【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、多様なニーズに合わせたお店選びに活用いただけるよ

う、幅広いジャンルで名店 100 店を発表しています。2020 年も対象ジャンルを拡大し発表していく

予定です。 

 

【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/  

 

2020 年 3 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 3,550 万件。 

アクセス状況：月間利用者数 １億 1,846 万人、月間総 PV 18 億 2,883 万 PV（2019 年 12 月実

績）。 

 （デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：1 億 73 万人 パソコン：1,773 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/  
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・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 

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

