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2010 年 1 月 14 日 
 株式会社カカクコム 

 

ランキングとクチコミのグルメサイト『食べログ』、 

もっとも支持された『スイーツ』と『ラーメン』のお店をランキング！ 

「ベストスイーツ 2009」：http://r.tabelog.com/bestswt/2009/ 

「ベストラーメン 2009」：http://r.tabelog.com/bestrmn/2009/  

スイーツ：全国は「Patisserie quai montebello」（大阪）、東京は「イデミ・スギノ」が 1 位

ラーメン：全国は「金久右衛門」（大阪）、東京は「こうかいぼう」が 1 位に 

 
株式会社カカクコム（東京都文京区 代表取締役社長 田中 実、東証コード：2371、以下カカクコム）

は、同社が運営するランキングとクチコミのグルメサイト『食べログ(http://tabelog.com)』において、

2010 年 1 月 14 日（木）、ユーザーの評価をもとに、スイーツとラーメンのジャンルから、2009 年に

もっとも支持されたお店を選出する年間ランキング「ベストスイーツ 2009」、「ベストラーメン 2009」
を発表しました。 
消費者の意見が集約されたランキングを参考に、失敗しないお店選びに活用いただければと考えてい

ます。 
 
「ベストスイーツ」「ベストラーメン」とは 
2008 年 12 月 1 日～2009 年 11 月 30 日の間に、実際にお店を訪れたユーザーのクチコミ評価をもとに

5 点満点で点数を算出し、都道府県別にランキング化したものです。 
消費者のクチコミ評価からランキングを抽出するため、雑誌や書籍などで紹介されていない、知る人

ぞ知る地方の名店なども多数ランクインした、大変興味深い結果となっています。 
 
ランキング算出方法 
2008 年 12 月 1 日～2009 年 11 月 30 日に限定し、登録・更新されたクチコミ評価（65,539 名による 
484,938 件のクチコミ）から、3.4 点以上の飲食店を選出した上で、ランキング化。 
 
※食べログでの評価点数算出方法について 
中立、平等性を重視し、レストラン評価のみにとどまらず、評価しているユーザー自身への他者の評

価、クチコミへの支持率なども用いて、クチコミ 1 つ 1 つに独自の重み付けを行い、5 点満点で 3 点

を平均とした加重平均値で計算 
 
 
「ベストスイーツ 2009」結果 
 
■全国では、大阪府の「Patisserie quai montebello」が 1 位に！ 
全国では、大阪府の「Patisserie quai montebello」が 1 位となり、2 位には京都府の「和菓子処 ほう

せん 茶寮 宝泉」がランクインしており、関西スイーツのレベルの高さを感じさせる結果となってい

ます。 
「ベストスイーツ 2009」都道府県別ランキング：http://r.tabelog.com/bestswt/2009/ 
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全国 スイーツランキング上位 10 軒 
 

順位  店名 都道府県 点数 

1 Patisserie quai montebello 大阪府 4.25  

2 和菓子処 ほうせん 茶寮 宝泉 京都府 4.24  

3 イデミ・スギノ 東京都 4.15  

3 
SALON DE THE AU 
GRENIER D'OR 

京都府 4.15  

4 アテスウェイ 東京都 4.13  

4 ア・コテ パティスリー 東京都 4.13  

5 埜庵 神奈川 4.11  

5 パティスリー プラン 兵庫県 4.11  

6 腰掛庵 山形県 4.10  

6 シュバルツバルト 青森県 4.10  
 
 
■東京スイーツの 1 位は「イデミ・スギノ」、2 位は「アテスウェイ」 
東京のスイーツでは、開店前から行列ができ、数時間でケーキが売切れてしまうという、非常に高い

人気を誇る「イデミ・スギノ」が 1 位となりました。 
「ベストスイーツ 2009」東京：http://r.tabelog.com/bestswt/2009/tokyo/ 
 

東京スイーツランキング 上位 10 軒 
 

順位 店名 点数 

1 イデミ・スギノ 4.15 

2 アテスウェイ 4.13 

2 ア・コテ パティスリー 4.13 

3 ツッカベッカライカヤヌマ 4.05 

4 エーグル・ドゥース 4.02 

4 
白髭のシュークリーム工

房 
4.02 

5 越後屋若狭 4.00 

6 一幸庵 3.99 

6 うさぎや 3.99 

9 Ｈenri Le Roux 3.98 
 
「ベストラーメン 2009」結果 
 
■全国は、大阪府の「金久右衛門」が 1 位に！ 
全国で最も評価の高かったラーメン店には、大阪の「金久右衛門」が輝きました。 
2 位には、奈良県の「つけ麺 無心」がランクインしています。 
「ベストラーメン 2009」都道府県別ランキング：http://r.tabelog.com/bestrmn/2009/ 
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全国 ラーメンランキング上位 10 軒 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■東京ラーメンは門前仲町「こうかいぼう」が 1 位に！ 
東京では門前仲町にある「こうかいぼう」が 1 位となりました。また、2 位には南阿佐ヶ谷の 
「ラーメン チキュウ」、門前仲町「麺屋 吉左右」が同点で並んでいます。 
「ベストラーメン 2009」東京：http://r.tabelog.com/bestrmn/2009/tokyo/ 
 

東京 ラーメンランキング上位 10 軒 
 

順位 店名 点数 

1 こうかいぼう 4.05 

2 ラーメン チキュウ 4.03 

3 麺屋 吉左右 4.03 

4 ふくみみ 3.92 

5 麺処 ほん田 3.89 

5 めん 和正 3.89 

6 多賀野 3.85 

7 はつね 3.83 

7 はやし 3.83 

7 麺屋はやしまる 3.83 
 
 
【食べログ概要】 
 “信頼のできるレストラン選び”をコンセプトに、2005 年 3 月サービス開始。 
実際にレストランを利用したユーザーから寄せられたレビュー（評価・クチコミ）をもとに、各レス

トランを 5 点満点でレーティングすることで、本当に満足のできるお店、失敗しないお店を浮き彫り

にし、信頼性の高いレストランランキングを皆様に提供しています。 
食べた料理やお店の雰囲気など画像を複数投稿できる仕組みによって、グルメ写真を参考にすること

ができ、視覚的にも楽しくお店を選んでいただけます。 
飲食店向けの会員限定サービスでは、店舗情報の掲載・編集や検索結果への上位表示など各種サービ

スを提供し、好評をいただいています。 
また 2009 年 10 月には、関西エリアのレストランランキングを集約して書籍化した、初めてのグルメ

ガイド本「食べログ京都・大阪・神戸 2010」を刊行しました。 
 
 

順位   都道府県 点数 

1 金久右衛門 大阪府 4.17  

2 つけ麺 無心 奈良県 4.11  

3 麺 eiji 北海道 4.09  

4 こうかいぼう 東京都 4.05  

5 ラーメン チキュウ 東京都 4.03  

5 麺屋 吉左右 東京都 4.03  

7 俺のラーメン あっぱれ屋 京都府 4.02  

8 味処 むさし野 千葉県 4.01  

9 きんせい高槻栄町店 大阪府 4.00  

10 如水 愛知県 3.97  
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【食べログデータ】（2009 年 12 月末現在） 
全国 47 都道府県に対応し、登録レストラン件数は約 53 万店。 
登録レビュー約 115 万件、登録写真約 247 万点。 
月間利用者約 1,235 万人、月間 PV 約 2 億 3,560 万 PV。 
 
【食べログ アクセス推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【株式会社カカクコム 会社概要】 
所在地：   東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 13Ｆ 
代表取締役： 田中 実 
事業内容：  サイトの企画運営  

当社運営サイト http://corporate.kakaku.com/company/service.html  
 
 

http://corporate.kakaku.com/company/service.html

