2021 年 7 月 21 日
プレスリリース

トリップアドバイザー、
「2021 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト レストラン」を発表
日本からは「伊勢すえよし」が今年も世界リストにランクイン！

世界最大の旅行プラットフォーム「Tripadvisor®」（トリップアドバイザー、本社：マサチューセッツ州ニーダム、
NASDAQ：TRIP、CEO：ステファン・カウファー、日本語版サイト：www.tripadvisor.jp) は、2021 トラベラーズチ
ョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト レストランを発表しました。
2021 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト レストランは、新たに 5 つのカテゴリーを設け、2020 年 1 月
1 日から 2021 年 4 月 30 日の期間中の評価や口コミをもとに、世界中の訪れたいレストランを紹介しています。
舌の肥えた方や特別な日にお勧めの「高級店」部門や、朝食と昼食を兼ね備えたレストランが揃う「ブランチスポ
ット」部門、植物性食品を使った美味しい料理を提供する「ヴィーガン対応店」部門や「新規オープンした注目の
レストラン」部門などがあり、数々の賞を受賞した幅広いレストランのリストを提供しています。日本では、「高級
店」と「毎日利用したい飲食店」のリストが発表され、昨年「高級店」部門において世界 9 位にランクインした「伊
勢すえよし」が、今年は世界 3 位に輝きました。
2021 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト レストランの部門紹介
• 高級店
• 写真映えするレストラン
• 毎日利用したい飲食店
• ヴィーガン対応店
• 軽食（アメリカリストのみ）
• ブランチスポット
• 新規オープンした注目のレストラン
• デートの夜にイチ押し
トリップアドバイザーのホスピタリティ・ソリューション部ジェネラル・マネージャーであるマーティン・ヴァードン・ロ
ー（Martin Verdon-Roe)は、次のように述べています。「ここ 1 年ほどレストラン業界が深刻な影響を受けている
ことは周知の事実ですが、世界中の美食家たちはこれまで以上に自由に外食をすることを待ち遠しく思っていま
す。この夏、そしてそれ以降も、どんなものが食べたくなっても、食欲を満たすメニューを探す際にベスト・オブ・
ザ・ベスト レストランのリストをご活用いただければ幸いです。」
2021 年 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト レストラン 受賞リスト
部門
高級店

世界 1 位
The Old Stamp House
Restaurant (イギリス)

アジア 1 位

日本 1 位

伊勢すえよし（東京都）

伊勢すえよし（東京都）

*世界 3 位：
伊勢すえよし（東京都）
毎日利用したい
飲食店
【新部門】写真映え
するレストラン

国別リストのみのため、該当なし
Koral Restaurant
（インドネシア）

豚しゃぶ英 京都四条烏
丸店（京都府）

アジアと日本リストはないため、該当なし

【新部門】新規オープン
した注目のレストラン

Asil Restaurant （ドバイ）

【新部門】デートの夜に
イチ押し

Degusteria Italiana
Uffizi （イタリア）

【新部門】ヴィーガン
対応店

Vegan Beat （ギリシャ）

【新部門】ブランチスポ
ット

Scarlett Green （イギリス）

agli

アジアと日本リストはないため、該当なし

新しくなったトリップアドバイザーアプリでは、旅行者がお勧めする近くのレストランを地図上でご確認いただけま
す。新しいアプリは、App Store または Google Play ストアからダウンロード可能です。
日本の受賞リストは、3 ページ目の【添付資料】からご確認いただけるほか、2021 トラベラーズチョイス ベスト・
オブ・ザ・ベスト レストランの詳細は、下記からご覧いただけます。
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Restaurants
トリップアドバイザーについて
世界最大の旅行プラットフォーム* トリップアドバイザーは、毎月数億もの旅行者**に利用され、最高の旅の実現をサポートしてい
ます。国内外の旅行者はトリップアドバイザーのサイトやアプリにアクセスすることで、約 800 万件の宿泊施設、レストラン、ツアー
やチケット、航空会社、クルーズについて投稿された 8 億 8,700 万件を超える口コミ情報や評価を参照できます。旅マエでも旅ナ
カでも、宿泊プランや航空券のお得な料金を比較したり、人気のツアーやチケット、そして素敵なレストランの予約をしたりできま
す。トリップアドバイザーは頼れる旅のパートナーとして、世界 43 の国と地域、22 言語でサービスを展開しています。
Tripadvisor, Inc.（本社:米国マサチューセッツ州ニーダム、NASDAQ:TRIP）は、トリップアドバイザーブランドサイトやビジネスのほ
か、子会社を通じて以下の旅行関連サイトの管理・運営を行っています:

www.bokun.io, www.cruisecritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com, www.helloreco.com, www.holidayle
ttings.co.uk, www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.seatguru.com, www.singleplatfo
rm.com, www.vacationhomerentals.com and www.viator.com.
*出典: SimilarWeb, unique users de-duplicated monthly, March 2021
**出典: Tripadvisor internal log files

本件に関する報道機関からのお問合せ先
トリップアドバイザー株式会社 広報担当
E-mail: jp-pr@tripadvisor.com

【添付資料】 トラベラーズチョイスアワード ベスト・オブ・ザ・ベスト レストラン （日本）
「高級店」部門 上位 10 位
順位
施設名
1
伊勢すえよし
2
すき焼き 炭火居酒屋 北斗
3
神戸ステーキレストランモーリヤ凜
4
神戸牛 丹山 鉄板焼
5
プレミアム 听 京都駅前
6
神戸鉄板焼 白秋
7
Kobe Beef Steak モーリヤ祗園
8
琉球の牛
9
ミミーズ レストラン＆バー
10
久兵衛 銀座本店

所在地
東京都
京都府
兵庫県
京都府
京都府
東京都
京都府
沖縄県
長野県
東京都

「毎日利用したい飲食店」部門 上位 10 位
順位
施設名
1
豚しゃぶ英 京都四条烏丸店
2
魚連’s Place やなぁあめりかぁ
3
鉄板居酒屋 祇園てなもんや
4
民芸食事 寿々や
5
鍋ぞう 新宿三丁目店
6
ヤキニクバル 韓の台所 カドチカ店
7
松阪牛 What’s
8
アラシのキッチン
9
鉄板焼肉 にやま 木屋町店
10
ひとし 石敢當店

所在地
京都府
沖縄県
京都府
岐阜県
東京都
東京都
京都府
京都府
京都府
沖縄県

