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2021年 12月 23日 

 株式会社カカクコム 
 

 

「食べログ 居酒屋 百名店 2021」を発表 
百名店に居酒屋ジャンルが追加 

東京都から 48店、大阪府から 9店、北海道から 8店選出 
 
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、2021年 12月 23日（木）、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ 居酒屋 百
名店 2021」を新たに発表しました。 
発表サイト：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/izakaya/2021/  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

「食べログ 居酒屋 百名店 2021」について                    
「食べログ 百名店」は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、今回新たに「居酒屋 百名店」を追加しました。 
都道府県別の選出店舗数は、東京都が 48店で最多、次いで大阪府 9店、北海道が 8店となりまし

た。また東京都内の市区町村別では、中央区から 10店、港区から 7店、渋谷区・新宿区・豊島区か
らそれぞれ 4店が選出されています。 
 
選出方法について： 
選出基準日：2021年 12月初旬 
 
以下条件のいずれかを満たす店舗の上位 100店を選出 
1.第一ジャンルが「居酒屋」または「立ち飲み居酒屋・バー」となっている 
2.第一ジャンルが「魚介料理・海鮮料理」「沖縄料理」、または「郷土料理（その他）」、かつ第二ジャンルが「居
酒屋」となっている 
 
 

https://tabelog.com/
https://tabelog.com/
https://award.tabelog.com/hyakumeiten/izakaya/2021/
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都道府県別選出店数 TOP３  東京都 市区町村別 TOP3 

都道府県 店数  市区町村 店数 

東京都  48   中央区 10 

大阪府 9  港区 7 

北海道 8  渋谷区・新宿区・豊島区 各 4 

 
東京都（48店） 

店名 エリア 

赤鬼  世田谷区 

赤津加  千代田区 

魚三酒場 富岡店  江東区 

魚仁  中央区 

越後屋八十吉  中央区 

大塚 みや穂  豊島区 

大露路  港区 

陸蒸気  中野区 

俺の割烹 銀座本店  中央区 

鍵屋  台東区 

鼎 新宿区 

金田  目黒区 

かねます  中央区 

かんだ光壽  千代田区 

岸田屋  中央区 

吉柳  渋谷区 

銀座 いっぱし  中央区 

鯉とうなぎのまるます家 総本店  北区 

高太郎  渋谷区 

酒・肴 おまた  豊島区 

産直屋 たか  渋谷区 

酒肴 新屋敷  新宿区 

正ちゃん  台東区 

食堂とだか  品川区 

新橋 いっぱし  港区 

https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13001382/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13006329/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13003007/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131302/13007578/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13055189/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13103559/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13007106/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131902/13000216/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13152236/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131104/13003743/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13000879/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13003212/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131302/13002243/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13011272/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131302/13002239/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13018283/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13041208/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13003778/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13123997/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13017031/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13008327/
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13193868/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13010507/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131603/13187669/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13224766/
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ずぼら  豊島区 

鯛樹  港区 

第二力酒蔵  中野区 

立ち飲み 竜馬  港区 

長生庵  中央区 

つくしのこ  目黒区 

でんでんでん  港区 

徳多和良  足立区 

並木橋なかむら  渋谷区 

西尾さん  新宿区 

日南  品川区 

のどぐろ専門 銀座 中俣  中央区 

麦酒庵 大塚店  豊島区 

ふくべ  中央区 

舞浜  港区 

牧野  品川区 

丸千葉  台東区 

みますや  千代田区 

山利喜 本館  江東区 

よねさん  江東区 

萬屋 おかげさん  新宿区 

山葵  中央区 

和楽  港区 
 

 
【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

※外出される際は、感染症対策を実施するなど、十分にご留意ください。 
新型コロナウイルス感染症対策については以下サイトにてご確認いただけます。 

 
・内閣官房：新型コロナウイルス感染症対策 

https://corona.go.jp/ 
・厚生労働省：新型コロナウイルス感染症について 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
 
※サイトに掲載されている営業日、営業時間通りの営業が困難な場合がございます。 
ご来店の際には事前にお店にご連絡いただくなど、ご確認をお願いいたします。 

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13047450/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13128122/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131902/13001082/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13015271/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13024450/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131705/13019231/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13006104/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132402/13008682/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13059986/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13026389/
https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131603/13001650/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13186922/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13122240/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13011473/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13013868/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131405/13027466/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132401/13050828/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13000630/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13002992/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13176407/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130903/13025617/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13008075/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13017894/
https://corona.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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（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。 
【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/  
・食べログアプリについて：https://tabelog.com/appli_campaign 
 

2021年 12月現在の掲載レストラン数は約 81万件、口コミ投稿数は約 4,370万件。 
アクセス状況：月間利用者数 9,985万人、月間総 PV 14億 3,164万 PV（2021年 9月実績）。 
（デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：8,831万人 パソコン：1,153万人 

 
※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利用者数です（特定のブラウザ、OS等によっては一定期間経過

後に再訪した利用者を重複計測する場合があります）。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＞ 
・Facebook：https://www.facebook.com/tabelog/ 
・Instagram： 
  食べログ【東京】公式 @tabelog_tokyo_official  
  https://www.instagram.com/tabelog_tokyo_official/ 
 食べログ【福岡】公式 @tabelog_fukuoka_official  
  https://www.instagram.com/tabelog_fukuoka_official/ 
・LINE（食べログマガジン）：＠oa-tabelog-magazine 
・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://award.tabelog.com/
https://tabelog.com/help/beginner/
https://tabelog.com/help/score/
https://tabelog.com/help/policy/
https://tabelog.com/appli_campaign
https://www.facebook.com/tabelog/
https://www.instagram.com/tabelog_tokyo_official/
https://www.instagram.com/tabelog_fukuoka_official/
https://twitter.com/tabelog/
https://corporate.kakaku.com/company/service

