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今だからこそ、お店は、料理人で選ぶ！！2013 年のベストシェフがいるお店は？ 

グルメサイト『ヒトサラ』初のベストを発表 

Best Chef＆Restaurant 
 

 株式会社 USEN （東京都港区、代表取締役社長：田村公正、以下 USEN）が運営するグルメサ

イト「ヒトサラ」（URL： http://hitosara.com）は、3,000人を超える料理人情報をもとに、ア

クセス数と独自の基準で選考した「2013年のベストシェフ＆レストラン」を 100店舗発表致し

ました。 

 

グルメサイト「ヒトサラ」は、2012年 7月から美

味しい「サラ（料理）」を提供する「ヒト（料理

人）」の情報にスポットをあて、ユーザーが「は

ずさないお店」に、確実に出会える新感覚なグル

メ情報サイトとして、サービスを展開してきまし

た。現在も『料理人の顔が見える日本最大級のサ

イト』として、日々成長を続けています。 

 

食材偽装など食への信頼が揺らぐ今だからこそ、

料理人に着目すべきだと考えるヒトサラでは、

「本当に行きたいお店は、料理を提供する料理人

が全て」を合言葉に、2013年の締めくくりのタイ

ミングである 2013 年 12 月 20 日にベストシェフ

がいる 100店舗を発表することに致しました。料

理人（ヒト）の顔が見え、料理（サラ）の詳細や

食材の安全性がしっかり伝わると判断した飲食

店からアクセス数を重視した独自基準で 100店舗

選出し、地域別で紹介したものになります。 

 

尚、本試みは、ユーザーがグルメサイトでお店を

選ぶ際に、お店の新しい魅力、気づかなかった価

値を発見してもらおうという想いも込められて

います。ヒトサラならではの視点で自信をもって選出した“ベストシェフ＆レストラン 2013”

の 100店舗をより多くの皆様のお店選びに、活用頂ければと考えています。

http://hitosara.com/contents/award/ 

 

 

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】  

株式会社 USEN 広報担当 清水さやか 

TEL：03-6823-7012 FAX：03-6741-4613 

E-mail：public-relations@usen.co.jp 

http://hitosara.com/
http://hitosara.com/contents/award/


 

 

 

【参考資料】 

ヒトサラベストシェフ＆レストラン 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア 都道府県 店舗名 料理人名

バール＆ビストロ　ビーミエル 田村　展彦

春光倶楽部 六角　明彦

マリーナバー（寿司バー）[グランドパーク小樽] 小飯田　浩和

すし屋のやま田 山田　弘

trattoria　銀 山崎　博史

牛たん炭焼利久　西口本店 小山　隆史

旬魚・鮨の店わたりあら浜 塚部　慶人

岩手 炭火焼ステーキ　天元 佐藤　勇人

福島 美酒楽　ふりこ亭 伊藤　哲也

栃木 宇都宮乾杯ダイニング　わいん 中村　和人

リストランテ　クワトロ・フォリオ 内村　孝一

ル・ソレイユ・ルヴァン 榊原　正人

イタリア料理　ナチュール 田中　雄三

千葉 洋食　赤かぶや 秋本　一成

俺のフレンチGINZA 能勢　和秀

La　coccola　（外苑前　イタリアン　ラコッコラ） 園田　洋平

トルッキオ 林　亨

Tre　Monte 六倉　正吾

創作和食　饗　～KYO～ 伴　正章

MANVAR 小谷　航

青山　雅灯 太田　浩之

旬菜　おぐら家 堀内　誠

オイスター＆スパニッシュイタリアンバル　スパイラル 池上　忠明

セントベーネ 加藤　政行

麻布　秀 小菅　安則

CANAL　CAFE 原衛　三郎

ahill　銀座 山中　昌昭

リストランテ　イル　バンビナッチョ 福澤　憲一

六雁 秋山　能久

さくら 佐野　力夫

ルシュヴァール　Le　CHEVAL　Jingumae 水野　敏行

西麻布　割烹　たくみ 木村　巧

勝どきのイタリアン　ルナノッテ　Luna-notte 小林　真

鰻菜詩　GINZA 宮村　幸良

せきぐち亭 関口　康史

RESTAURANT　J（レストランJ） 橋本　拓

リストランテ　アルポルト 片岡　護

Restaurant　La　FinS 杉本　敬三

リストランテ　濱崎 濱崎　龍一

神田あじぐらなまこ屋 芳沢　久

御料理　山さき 山崎　美香

鮨　青木 青木　利勝

てんぷら深町 深町　正男

鳥茂 酒巻　祐史

御田町　桃の木 小林　武志

穴子料理　ます味 増井　司

AU　GAMIN　DE　TOKIO 木下　威征

GRAHM’S CAFE　Los Angeles 山本　秀正

ぬる燗　佐藤 金子　陽樹

オステリア　イノウエ（Osteria　INOUE） 井上　広二

横浜　月 高野　一也

クイーン・アリス 田面山　博憲

洋食　プクプク亭 舟橋　斎

インコントロ 加藤　雅彦

四川料理　謝朋酒楼 袁　之恒

神奈川

北海道

宮城

北海道・東北

関東

埼玉

東京



 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡 魚料理専門店　魚魚一 仲村　健太郎

納屋橋かりんとう 岩田　ゆかり

創作串揚げ　つだ 津田　猛

中国台湾料理　味仙 森岡　裕貴

中国海鮮料理　彩華 斎藤　健一

EURO　Dia 水口　大輔

Dodici　Maggio（ドディチ・マッジョ） 今村　光志

Trattoria　La　Voce～ラ・ヴォーチェ～ 塚口　成広

CAFE＋DINING　vanilla 石田　武志

京料理　万年青 店谷　昌典

Clementia～クレメンティア～ 田淵　章仁

epice　エピス 井尻　宣孝

俺のフレンチ・イタリアン　松竹芸能　角座広場 遠藤　雄二

アジアンダイニング　Lei　can　ting 向　よしお

鉄板焼とワイン　COCOLO 丸山　卓

炭火焼肉　蔓牛 藤原　広斗

墨国回転豚料理　天満 山崎　人寛

PIZZERIA＆BAR　RICCO 坂田　直己

神楽-kagura- 小西　健太

オルガニコ 山崎　成実

串揚げ・大阪料理 Cuisine d’Osaka Ryo 畑島　亮

カフェテラス・ド・パリ 松井　貴子

神戸牛・神戸有機野菜　志ん 金田　貴志

沖の瀬 義村　秀也

炭火七輪焼肉　糸桜 岸田　好純

季節料理　汐彩 内田　匠

イタリア料理　Gatto　Soriano 江川　淳

和歌山 味処　三八波 門　康則

La　sette 北村　英紀

鉄板Style　ひで坊 沢原　秀文

日本料理　三嵋 濱辺　敏章

なの花 高橋　邦親

アミティエ トネト　フィリップ

土佐万福料理　ひとすじ 山本　修

土佐料理　土佐っ子 酒井　達哉

徳島 地鶏料理専門店　無玄 酒巻　裕介

anniversary～永遠 岡本　孝行

RED HOUSE CAFE（レッドハウスカフェ） 岩橋　貴子

博多みやちく 川上　大輔

Buveur　Orge　［ビュベール　オルジュ］ 吉川　雅樹

レストラン　シェ・ワシズ 鷲頭　孝二

テンジンバル209 松本　喜一

串源 辻丸　博行

長崎卓袱浜勝 松山　晃久

鹿児島 魚将さかなちゃん 上村　利忠

福岡

長崎

関西

広島

愛知

京都

大阪

兵庫

中国・四国 愛媛

高知

九州

中部
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