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 株式会社カカクコム 

 

2011 年、消費者が最も評価したお店は！？ 

『食べログ』、1 年間に投稿された約 107 万件のクチコミをもとに 

2011 年の「ベストレストラン」「ベストラーメン」「ベストスイーツ」を発表！ 

～あなたの街の名店がすぐ分かる、都道府県別の年間ランキング～ 

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

は、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、1 年間

に寄せられた約 107 万件のクチコミをもとに、各ジャンルでもっとも支持されたお店を選出する 
「ベストレストラン」「ベストラーメン」「ベストスイーツ」を、46 都道府県別に発表しました。 
消費者の意見が集約された『食べログ』独自のランキングを、多くの皆様のお店選びに活用いただけ

ればと考えています。 
 
「ベストレストラン 2011」：http://r.tabelog.com/bestrst/2011/ 
「ベストラーメン 2011」：http://r.tabelog.com/bestrmn/2011/ 
「ベストスイーツ 2011」：http://r.tabelog.com/bestswt/2011/ 
 
「ベストレストラン」「ベストラーメン」「ベストスイーツ」について 
2010 年 12 月 1 日～2011 年 11 月 30 日まで、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。 
2007 年に発表を開始した「ベストレストラン」は今年で 5 回目を迎え、 
2009 年開始の「ベストラーメン」「ベストスイーツ」は、3 回目の発表 
となります。 
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 
では紹介されない、知る人ぞ知る、隠れた名店なども多数ランクインしています。 
 
また、『食べログ』レビュアー約 2,000 人が、今年 1 年間に訪れ心に残ったレストランを、思い思いに

1 位から 10 位までランキング付けした「マイベストレストラン 2011」も同時に発表しています。 
「マイベストレストラン 2011」：http://r.tabelog.com/bestrst/2011/rvwr/ 
 
年間ランキングの算出方法 
2010 年 12 月 1 日～2011 年 11 月 30 日に限定し、登録・更新された約 107 万件のクチコミから、5 点

満点中、3.5 点以上（全レストラン中、わずか 2.6％）の飲食店を抽出の上、ランキング 
 
※『食べログ』での点数算出方法について 

  http://tabelog.com/help/score/ 
 
中立、公平性を重視し、レストラン評価のみにとどまらず、各ユーザー自身への他者評価、クチコミ

への支持率なども用いて、ユーザーやクチコミ 1 つ 1 つに独自の重み付けをし、5 点満点で 3 点を平

均とした加重平均値で計算しています。 
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News Release 

 

「ベストレストラン 2011」ランキング（一部抜粋） 

～東京 1 位は「京味」、全国では愛知県「クッチーナ イタリアーナ ガッルーラ」が 1 位に！ 
 

【東京レストランランキング 上位 10 店】 
 

順位 店名 ジャンル 点数 平均予算 

1 京味 京料理 4.48 ￥30,000～ 

2 クレッセント フレンチ 4.46 ￥30,000～ 

3 エメ・ヴィベール フレンチ 4.45 ￥20,000～￥29,999

3 くろぎ 懐石・会席料理 4.45 ￥10,000～￥14,999

5 レ セゾン フレンチ 4.44 ￥30,000～ 

6 日本橋橘町 都寿司 寿司 4.42 ￥10,000～￥14,999

7 鮨さいとう 寿司 4.40 ￥20,000～￥29,999

8 フロリレージュ フレンチ 4.39 ￥15,000～￥19,999

9 かわむら ステーキ 4.38 ￥30,000～ 

10 ナリサワ フレンチ 4.34 ￥30,000～ 

 
東京レストランランキング： http://r.tabelog.com/bestrst/2011/tokyo/ 

 
 

【全国レストランランキング 上位 11 店】  
※9 位に 3 店舗が同点数でランクイン 

 

順位 店名 エリア ジャンル 点数 平均予算 

1 クッチーナ イタリアーナ ガッルーラ 愛知県 イタリアン 4.51  ￥10,000～￥14,999 

2 京味 東京都 京料理 4.48  ￥30,000～ 

3 未在 京都府 懐石・会席料理 4.47  ￥20,000～￥29,999 

4 クレッセント 東京都 フレンチ 4.46  ￥30,000～ 

5 エメ・ヴィベール 東京都 フレンチ 4.45  ￥20,000～￥29,999 

5 くろぎ 東京都 懐石・会席料理 4.45  ￥10,000～￥14,999 

5 トゥ・ラ・ジョア 愛知県 フレンチ 4.45  ￥10,000～￥14,999 

8 レ セゾン 東京都 フレンチ 4.44  ￥30,000～ 

9 フォリオリーナ・デッラ・ポルタ・フォルトゥーナ 長野県 イタリアン 4.43  ￥30,000～ 

9 縄屋 京都府 懐石・会席料理 4.43  ￥6,000～￥7,999 

9 鮨 さえ喜 大阪府 寿司 4.43  ￥15,000～￥19,999 

 
各都道府県レストランランキング： http://r.tabelog.com/bestrst/2011/ 

 
 

※平均予算：実際にレストランを訪れたユーザーが使った価格帯 
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「ベストラーメン 2011」ランキング（一部抜粋） 

～「つけ麺 道」が東京・全国共に 1 位に！全国 2 位は千葉県の「味処 むさし野」 
 

【東京ラーメンランキング 上位 11 店】  
※6 位に 4 店舗が同点数でランクイン 

 

順位 店名 点数 

1 つけ麺 道 4.07  

2 こうかいぼう 4.00  

2 麺屋 一燈 4.00  

4 博多ラーメン ばりこて 3.88  

5 ラーメン チキュウ 3.85  

6 麺屋 吉左右 3.81  

6 中華蕎麦 蘭鋳 3.81  

6 はつね 3.81  

6 博多ラーメンばりこて 都立家政 3.81  

10 風雲児 3.80  

10 ふくみみ 3.80  

 
 

東京ラーメンランキング：http://r.tabelog.com/bestrmn/2011/tokyo/  
 
 

【全国ラーメンランキング 上位 10 店】 

 

順位 店名 エリア 点数 

1 つけ麺 道 東京都 4.06  

1 味処 むさし野 千葉県 4.06  

1 金久右衛門 本店 大阪府 4.06  

4 いち井 新潟県 4.03  

4 麺屋 彩々 大阪府 4.03  

6 麺屋 菜々兵衛 北海道 4.00  

6 こうかいぼう 東京都 4.00  

6 麺屋 一燈 東京都 4.00  

9 麺や而今 大阪府 3.98  

10 麺や 紡 大阪府 3.94  

 

各都道府県ラーメンランキング： http://r.tabelog.com/bestrmn/2011/ 
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「ベストスイーツ 2011」ランキング（一部抜粋） 

～東京の 1 位は「アテスウェイ」、全国では京都府の「嘯月（しょうげつ）」が 1 位に！ 
 

【東京スイーツランキング 上位 10 店】 
 

順位 店名 点数 

1 アテスウェイ 4.06  

2 イデミ・スギノ 3.95  

2 パティスリー イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ 3.95  

2 うさぎや 3.95  

2 patisserie K.ViNCENT 3.95  

6 JEAN-PAUL HEVIN 伊勢丹新宿店 3.94  

7 ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店 3.93  

7 パティスリー・パリ セヴェイユ 3.93  

7 ア・ポワン 3.93  

10 一幸庵 3.92  

 
東京スイーツランキング： http://r.tabelog.com/bestswt/2011/tokyo/ 

 
 

【全国スイーツランキング 上位 10 店】 
 

順位 店名 エリア 点数 

1 嘯月 京都府 4.18  

2 パティスリー・ジラフ 富山県 4.17  

3 パティスリー・ケ・モンテベロ 大阪府 4.15  

4 茶寮 宝泉 京都府 4.13  

5 スイーツガーデンユウジアジキ 神奈川県 4.12  

5 Patisserie Ravi,e relier 大阪府 4.12  

7 塩芳軒 京都府 4.10  

8 アテスウェイ 東京都 4.06  

9 埜庵 神奈川県 4.05  

10 腰掛庵 山形県 4.02  

 
各都道府県スイーツランキング： http://r.tabelog.com/bestswt/2011/ 
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News Release 

【『食べログ』について】 
“信頼のできるレストラン選び”をコンセプトに 2005 年 3 月開設。ユーザーから寄せられたクチコミと

点数評価から、独自に設けたロジックでレストランランキングを算出し、提供しています。 
『食べログ』点数算出方法について：http://tabelog.com/help/score/ 
 
全国 47 都道府県に対応し、登録レストラン件数は約 67 万店。登録レビュー件数は約 306 万件、登録

写真点数は約 853 万点。 
月間利用者数は 3,201 万人、月間総 PV は約 7 億 808 万 PV。（2011 年 11 月末現在） 
＜利用者内訳＞PC：約 2,095 万人、スマートフォン：約 580 万人、フィーチャーフォン：527 万人 
 
【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 番地 7 恵比寿アイマークゲート 
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  
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