
 

 

News Release 

 

2013 年 1 月 17 日 

 株式会社カカクコム 

 

2012年 消費者にもっとも評価されたお店は！？ 

『食べログ』、ユーザーから寄せられた約 147万件のクチコミをもとに 

「ベストレストラン 2012（http://tabelog.com/bestrst/2012/）」を発表！  

～あなたの街の評判のお店が一目で分かる、都道府県別年間ランキング～ 

 

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）

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/ )』は、2012 年 1 年

間に寄せられた約 147 万件のクチコミをもとに、消費者にもっとも支持されたお店を都道府県別に選

出する年間総合ランキング「ベストレストラン 2012」を発表しました。 

 

同時に、『食べログ』レビュアー約 1,700 人が、昨年 1 年間に訪問して心に残ったレストラン上位 10

店を、思い思いにランキング付けした「マイベストレストラン 2012」も発表しています。 

消費者の意見が集約された『食べログ』ならではのランキングを、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 2012」：http://tabelog.com/bestrst/2012/ 

 

「マイベストレストラン 2012」：http://tabelog.com/bestrst/2012/rvwr/ 

 
 

 

「ベストレストラン」 について 
専門家による評価ではなく、純粋に食を楽しむ一般消費者の評価をもとにした独自の年間グルメラン

キングとして、2007 年より発表を開始し、今回で 6 回目を迎えます。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する『食べログ』ならではのランキングが、多

くのユーザーに喜ばれています。 

 

「ベストレストラン」 ランキング算出方法 
2011 年 12 月 1 日～2012 年 12 月 31 日の期間に、ユーザーから投稿されたクチコミ約 147 万件をも

とに 5 点満点で点数を算出し、3.5 点以上（全レストラン中、わずか 0.5％）を抽出の上、都道府県別

にランキング化したものです。 

 

※『食べログ』における点数の算出方法について ：http://tabelog.com/help/score/ 

食べログの点数は単純平均ではありません。中立・公平性を重視して、各ユーザーへの他者評価や、

クチコミへの支持率など複数の要素をもとに、ユーザーやクチコミ 1 つ 1 つにも独自の重み付けをし

た上、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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全国ベストレストラン ランキング上位 20店 
 

東京・南麻布にあるフレンチ「エクアトゥール」が 2012年の全国 1位に！ 

上位 20店中、東京エリアが 10店舗、大阪、福岡、岐阜から各 2店舗がランクイン 
 

順位 店名 エリア ジャンル 点数 平均予算*（ディナー） 

1 エクアトゥール 
東京都 フレンチ 4.82  ￥10,000～￥14,999 

2 天寿し 京町店 
福岡県 寿司 4.79  ￥10,000～￥14,999 

3 横浜 うかい亭 
神奈川県 鉄板焼き 4.75  ￥15,000～￥19,999 

4 トゥ・ラ・ジョア 
愛知県 フレンチ 4.71  ￥10,000～￥14,999 

5 
ガストロノミー  

ジョエル・ロブション 

東京都 フレンチ 4.68  ￥30,000～ 

5 柳家 
岐阜県 郷土料理（その他） 4.68  ￥15,000～￥19,999 

5 Restaurant Satoshi.F 
岐阜県 フレンチ 4.68  ￥15,000～￥19,999 

8 
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 4.66  ￥20,000～￥29,999 

8 さえ喜 
大阪府 寿司 4.66  ￥15,000～￥19,999 

10 アピシウス 
東京都 フレンチ 4.65  ￥30,000～ 

11 クレッセント 
東京都 フレンチ 4.63  ￥30,000～ 

12 傳 
東京都 割烹・小料理 4.62  ￥10,000～￥14,999 

13 レフェルヴェソンス 
東京都 フレンチ 4.60  ￥20,000～￥29,999 

13 京料理 と村 
東京都 京料理 4.60  ￥30,000～ 

13 京味 
東京都 京料理 4.60  ￥30,000～ 

16 ハジメ 
大阪府 フレンチ 4.59  ￥20,000～￥29,999 

16 佐藤 
福岡県 割烹・小料理 4.59  ￥10,000～￥14,999 

18 シェ・イノ 
東京都 フレンチ 4.58  ￥20,000～￥29,999 

18 松川 
東京都 割烹・小料理 4.58  ￥30,000～ 

18 徳山鮓 
滋賀県 郷土料理（その他） 4.58  ￥10,000～￥14,999 

 

※ 同じ点数のお店は、同順位としています。 

*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 

 

都道府県別ベストレストラン ランキング： http://tabelog.com/bestrst/2012/ 

 

 

 

 

 

 

http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13121866/
http://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400401/40000721/
http://tabelog.com/kanagawa/A1407/A140702/14000790/
http://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23033296/
http://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13009310/
http://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13009310/
http://tabelog.com/gifu/A2103/A210301/21000023/
http://tabelog.com/gifu/A2101/A210101/21007932/
http://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20011920/
http://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20011920/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27013940/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13000145/
http://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13001521/
http://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13046855/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13116356/
http://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13005027/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13002887/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27015488/
http://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400401/40000240/
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13000510/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13124391/
http://tabelog.com/shiga/A2504/A250403/25002104/
http://tabelog.com/bestrst/2012/
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東京ベストレストラン ランキング上位 10店 
 

世界有数の“食の都”東京は、“高級フレンチ” vs “高級日本料理”の様相 
 

順位 店名 ジャンル 点数 平均予算*（ディナー） 

1 エクアトゥール 
フレンチ 4.82  ￥10,000～￥14,999 

2 ガストロノミー ジョエル・ロブション 
フレンチ 4.68  ￥30,000～ 

3 アピシウス 
フレンチ 4.65  ￥30,000～ 

4 クレッセント 
フレンチ 4.63  ￥30,000～ 

5 傳 
割烹・小料理 4.62  ￥10,000～￥14,999 

6 レフェルヴェソンス 
フレンチ 4.60  ￥20,000～￥29,999 

6 京料理 と村 
京料理 4.60  ￥30,000～ 

6 京味 
京料理 4.60  ￥30,000～ 

9 シェ・イノ 
フレンチ 4.58  ￥20,000～￥29,999 

9 松川 
割烹・小料理 4.58  ￥30,000～ 

 

東京ベストレストラン ランキング： http://tabelog.com/bestrst/2012/tokyo/ 

 
 

エリアごとのグルメ特性も一目瞭然に！ 
「ベストレストラン 2012」より新たに、一定数のお店がランクインしたエリアにおいて、どんなレス

トランジャンルが多いか各エリアの特徴が一目で確認できるように、円グラフで視覚的に「ジャンル

構成」の表示を始めました。 

 

※「ジャンル構成」画面イメージ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

『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 73 万店、登録レビュー数は約 410 万件、登録写

真点数は約 1,332 万点。 

月間利用者数：4,095 万人、月間総 PV：約 8 億 7,750 万 PV 

＜利用者内訳＞PC：約 2,285 万人、スマートフォン：約 1,518 万人、フィーチャーフォン：292 万人 

（2012 年 12 月末現在） 

http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13121866/
http://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13009310/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13000145/
http://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13001521/
http://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13046855/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13116356/
http://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13005027/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13002887/
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13000510/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13124391/
http://tabelog.com/bestrst/2012/tokyo/
http://tabelog.com/help/score/
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▼『食べログ』SNS 公式アカウント  

Facebook ： http://www.facebook.com/tabelog  

Twitter ： http://twitter.com/tabelog 

 

▼料理写真共有アプリ「食べラ」 

iPhone 版：http://itunes.apple.com/jp/app/id452983007?mt=8 

Android 版：https://market.android.com/details?id=com.tabelog.camera 

「食べラ」SNS 公式アカウント 

Facebook：http://www.facebook.com/pages/%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%83%A9/241535769213958 

Twitter：http://twitter.com/tabera_support 

 
 

【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  

 

http://www.facebook.com/tabelog
http://twitter.com/tabelog
http://itunes.apple.com/jp/app/id452983007?mt=8
https://market.android.com/details?id=com.tabelog.camera
http://www.facebook.com/pages/%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%83%A9/241535769213958
http://twitter.com/tabera_support
http://corporate.kakaku.com/company/service.html

