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2022年 7月 26日 

 株式会社カカクコム 
 

 

「食べログ アジア・エスニック 百名店 2022」を発表 
百名店にアジア・エスニックジャンルを新たに追加！ 

TOKYO・EAST・WESTの 3エリアで選出 
 
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、2022年 7月 26日（火）、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ アジア・エ
スニック 百名店 2022」を発表しました。アジア・エスニックジャンルでの発表は今回が初とな
り、TOKYO・EAST・WESTの 3エリアに分けて各 100店を選出しています。 
TOKYO：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/asia_ethnic_tokyo/2022 
EAST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/asia_ethnic_east/2022 
WEST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/asia_ethnic_west/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

「食べログ アジア・エスニック 百名店 2022」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、今年は初めてアジア・エスニックジャンルでも選
出しました。アジア・エスニック料理には、夏バテ予防にも効用があるとされるスパイスやハーブが
多く使用されることがあります。暑い夏を乗り切るためのお店探しにも、「食べログ アジア・エスニ
ック 百名店 2022」をご活用ください。今回は TOKYOのインド料理を中心にご紹介します。 
 

選出方法について 
選出基準日：2022年 7月 12日 
 
以下条件に該当する店舗から、各エリア総合点上位 100店を選出 
・第一ジャンルが「韓国料理」、「冷麺」、「サムギョプサル」、「韓国鍋」、「タイ料理」、「タイスキ」、「ベトナム料
理」、「インドネシア料理」、「シンガポール料理」、「東南アジア料理（その他）」、「インド料理」、「ネパール料

https://tabelog.com/
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https://award.tabelog.com/hyakumeiten/asia_ethnic_tokyo/2022
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https://award.tabelog.com/hyakumeiten/asia_ethnic_west/2022


 

 

NEWS RELEASE 

理」、「パキスタン料理」、「スリランカ料理」、「南アジア料理（その他）」、「トルコ料理」、「西アジア料理（その
他）」、「メキシコ料理」、「ブラジル料理」、「シュラスコ」、「中南米料理（その他）」、「アフリカ料理」または「ア
ジア・エスニック料理（その他）」となっている 
・店内飲食が可能であることを確認できている 
 
【TOKYO】 
エリア別に選出店の多かった市区町村を見ると、「TOKYO」は中央区から 14店、次いで千代田区

が 13店、新宿区が 11店となりました。料理のジャンル別に見ると「インド料理」が 57店と半数以
上を占める結果となりました。 

 

TOKYO インド料理（57店） 

店名 エリア 

シルクロード 荒川区 

なんどり 荒川区 

ベンガル料理プージャー 荒川区 

アーンドラ・カフェ 江戸川区 

サンサール 小岩店 江戸川区 

南印度ダイニング ポンディバワン 武蔵新田 大田区 

タンドールバル カマル 2号 江東区 

タンドールバル カマルプール 木場店 江東区 

ナンディニ 清澄白河店 江東区 

ミナミ キッチン 江東区 

バーワルチー 北区 

ダバ☆クニタチ 国分寺市 

エリックサウスマサラダイナー 渋谷区 

インド料理 想いの木 新宿区 

コチン ニヴァース 新宿区 

スパイスバザール アチャカナ 新宿区 

エリックサウス 高円寺カレー＆ビリヤニセンター 杉並区 

大岩食堂 杉並区 

對馬流 南インド系辛口料理店 タリカロ 杉並区 

ガラムマサラ 世田谷区 

サンバレーホテル 世田谷区 

シバカリーワラ 世田谷区 

スリマンガラム 世田谷区 

アーンドラ・キッチン 台東区 

西インドスパイス ガヤバジ 台東区 

https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131105/13204354/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132303/13151371/
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132401/13036794/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13226653/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13009589/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131716/13105113/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13231356/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13128960/
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13178308/
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13216420/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13112191/
https://tabelog.com/tokyo/A1325/A132503/13207778/
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13220984/
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13023967/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13056242/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13233798/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13245273/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131907/13171369/
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131907/13255518/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13013124/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13195313/
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13151738/
https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13242976/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13096305/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13255851/
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ハリマ・ケバブ・ビリヤニ 台東区 

ベジキッチン 台東区 

SEABIRD COLONY 銀座本店 中央区 

SPICE LAB TOKYO 中央区 

アーンドラ・ダイニング 銀座 中央区 

エリックサウス 八重洲店 中央区 

カーン・ケバブ・ビリヤニ 中央区 

グルガオン 中央区 

ダバ インディア 中央区 

デリー 銀座店 中央区 

ナイルレストラン 中央区 

バンゲラズキッチン 中央区 

南インド料理ダクシン 東日本橋店 中央区 

南インド料理ダクシン 八重洲店 中央区 

アーンドラ・ダバ 千代田区 

アジャンタ 千代田区 

アロマズ オブ インディア 千代田区 

エリックサウス 東京ガーデンテラス店 千代田区 

カレー&オリエンタルバル 桃の実 千代田区 

三燈舎 千代田区 

スパイスボックス 千代田区 

バンゲラズ キッチン 神保町 千代田区 

ビリヤニ大澤 千代田区 

カッチャル バッチャル 豊島区 

やっぱりインディア 豊島区 

アンジュナ 日野市 

サルマ ティッカアンドビリヤニ 港区 

シターラ 青山店 港区 

ゼロワンカレーA.o.D 港区 

ナンディニ 虎ノ門店 港区 

ニルヴァーナ ニューヨーク 港区 

ニルワナム 神谷町店 港区 
 
【EAST】 
「EAST」では、千葉県から 23店、次いで神奈川県 16店、埼玉県 15店が選出されました。ジャ

ンル別に見るとインド料理の 35店が一番多く、タイ料理が 13店と続きました。 

https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13168753/
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13168026/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13257559/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13240579/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13136701/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13130363/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13170211/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002457/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13000506/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002616/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002329/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13217211/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13060858/
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13117635/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13199412/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130803/13000438/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13193476/
https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13195343/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13263618/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13234867/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13191118/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13237874/
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13262438/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13120294/
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13207605/
https://tabelog.com/tokyo/A1329/A132903/13006010/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131403/13037862/
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13009705/
https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131402/13239329/
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13206264/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13037327/
https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130704/13019915/
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【WEST】 
「WEST」では、大阪府 36店、福岡県 15店、兵庫県から 11店が選ばれました。ジャンル別では韓
国料理が 20店、インド料理 18店、タイ料理 16店という結果になり、どのジャンルも満遍なく人気
があることがうかがえます。 
 
＜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 

 
＜2022年 9月 12日追記：プレスリリース内容の一部修正について＞ 
「アジア・エスニック TOKYO 百名店 2022」発表サイトにおいて掲載情報に一部変更がありまし
たことから、9月 12日に訂正を行いました。この対応に伴い、「アジア・エスニック TOKYO 百名
店 2022」は、101店を選出しております。このため、プレスリリースに記載した TOKYOエリア別
の選出店舗数について、中央区は 13店舗から 14店舗、TOKYO インド料理選出店は 56店舗から
57店舗へと修正を行いました。 
 
※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。 
※サイトに掲載されている営業日、営業時間などに変更が生じる可能性があるため、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。 
 
【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。引き続き、今年も焼肉、スイーツ、ラーメン
などのジャンルを発表予定です。 

 
【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/  
・食べログアプリについて：https://tabelog.com/appli_campaign 
 

2022年 7月現在の掲載レストラン数は約 83万件、口コミ投稿数は約 4,680万件。 
アクセス状況：月間利用者数 8,763万人、月間総 PV 18億 596万 PV（2022年 3月実績）。 

https://award.tabelog.com/
https://tabelog.com/help/beginner/
https://tabelog.com/help/score/
https://tabelog.com/help/policy/
https://tabelog.com/appli_campaign
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（デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：7,436万人 パソコン：1,328万人 
 
※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）。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。なお、食べログにおいては、2022年２月をもって AMP（Accelerated Mobile Pages）対応を終了いたしま
した。 

 
＜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://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

