
 

 

News Release 

2013 年 1 月 24 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』、ジャンルを絞った「ベストレストラン２０１２」を発表！ 

“本命チョコ”、“友チョコ”、“自己チョコ”の参考に 「ベストスイーツ」 

日本全国のラーメンフリークに贈る 「ベストラーメン」 

ランチなら気軽に行ける高級レストランも多数登場 「ベストランチ」  

 

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、先週発表した、

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の総合ランキング「ベストレストラン 2012（http://tabelog.com/bestrst/2012/ 

）」に続き、「ベストスイーツ 2012」「ベストラーメン 2012」「ベストランチ 2012」を発表しました。 

今回新たに、ディナータイムより手軽に楽しめる“ランチ”にフォーカスをした「ベストランチ 2012」

を新設しました。 

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。 

 

「ベストスイーツ 2012」 http://tabelog.com/bestswt/2012/ 

「ベストラーメン 2012」 http://tabelog.com/bestrmn/2012/ 

「ベストランチ 2012」 http://tabelog.com/bestlnc/2012/ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

「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。2009 年開始の「ベストラーメン」「ベストスイーツ」は 4 回目、「ベ

ストランチ」は今回初めての発表となります。 

 

「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。 

※「ベストランチ」は、昼の平均利用金額 3,000 円未満のお店に限定して、昼利用時の口コミ・評価

をもとに算出しています。 

 

http://tabelog.com/
http://tabelog.com/bestrst/2012/
http://tabelog.com/bestswt/2012/
http://tabelog.com/bestrmn/2012/
http://tabelog.com/bestlnc/2012/


 

 

News Release 

※『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。 

 

 

全国ベストスイーツ ランキング上位 20店 
 

大阪の「Patisserie Ravi,e relier（パティスリー ラヴィルリエ）」が全国１位！ 

同率４位に「4.00点」で 13店が並ぶ混戦のランキングに 
 

順位 店名 エリア ジャンル 点数 平均予算 

1 Patisserie Ravi,e relier 
大阪府 ケーキ 4.18  ￥1,000～￥1,999 

2 川端道喜 
京都府 和菓子 4.12  ￥3,000～￥3,999 

3 アテスウェイ 
東京都 ケーキ 4.06  ～￥999 

4 腰掛庵 
山形県 甘味処 4.00  ～￥999 

4 三日月氷菓店 
千葉県 かき氷 4.00  ～￥999 

4 イデミ・スギノ 
東京都 ケーキ 4.00  ￥1,000～￥1,999 

4 ロンシャン洋菓子店 
東京都 ケーキ 4.00  ～￥999 

4 旭製菓 田無店 
東京都 和菓子 4.00  ～￥999 

4 スイーツガーデンユウジアジキ 
神奈川県 ケーキ 4.00  ～￥999 

4 茶寮 宝泉 
京都府 甘味処 4.00  ￥1,000～￥1,999 

4 塩芳軒 
京都府 和菓子 4.00  ￥1,000～￥1,999 

4 嘯月 
京都府 和菓子 4.00  ￥2,000～￥2,999 

4 レ・グ－テ 
大阪府 ケーキ 4.00  ～￥999 

4 パティスリー ルシェルシェ 
大阪府 ケーキ 4.00  ￥1,000～￥1,999 

4 なかたに亭 上本町店 
大阪府 ケーキ 4.00  ￥1,000～￥1,999 

4 エス コヤマ 
兵庫県 ケーキ 4.00  ￥1,000～￥1,999 

17 Poche du Reve 芦屋 
兵庫県 ケーキ 3.99  ～￥999 

18 カズノリムラタ 
宮城県 ケーキ 3.97  ～￥999 

18 うさぎや 
東京都 和菓子 3.97  ～￥999 

20 ピエール プレシュウズ 
愛知県 ケーキ 3.96  ￥1,000～￥1,999 

 

 

都道府県別ベストスイーツ ランキング： http://tabelog.com/bestswt/2012/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://tabelog.com/help/score/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27044987/
http://tabelog.com/kyoto/A2605/A260503/26001766/
http://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13005853/
http://tabelog.com/yamagata/A0605/A060501/6000084/
http://tabelog.com/chiba/A1203/A120301/12023093/
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13002285/
http://tabelog.com/tokyo/A1321/A132102/13100103/
http://tabelog.com/tokyo/A1328/A132801/13010144/
http://tabelog.com/kanagawa/A1402/A140203/14035784/
http://tabelog.com/kyoto/A2605/A260503/26001872/
http://tabelog.com/kyoto/A2602/A260202/26005963/
http://tabelog.com/kyoto/A2605/A260503/26001672/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27052440/
http://tabelog.com/osaka/A2702/A270206/27054864/
http://tabelog.com/osaka/A2702/A270205/27000953/
http://tabelog.com/hyogo/A2807/A280703/28001965/
http://tabelog.com/hyogo/A2803/A280302/28012993/
http://tabelog.com/miyagi/A0404/A040404/4002939/
http://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13003599/
http://tabelog.com/aichi/A2303/A230302/23000859/
http://tabelog.com/bestswt/2012/
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全国ベストラーメン ランキング上位 20店 
 

茨木市（大阪府）の「麺や 紡」が全国 1位！阿倍野区の「彩々」が 2位！ 

大阪のラーメン店が最多 5店の上位 20位入り！ 
 

順位 店名 エリア ジャンル 点数 平均予算 

1 麺や 紡 
大阪府 ラーメン 4.16  ～￥999 

2 彩  々
大阪府 ラーメン 4.12  ～￥999 

3 道 
東京都 つけ麺 4.06  ～￥999 

3 俺のラーメン あっぱれ屋 
京都府 ラーメン 4.06  ～￥999 

5 一燈 
東京都 ラーメン 4.04  ～￥999 

6 菜々兵衛 
北海道 ラーメン 4.03  ～￥999 

7 麺組 
宮城県 ラーメン 4.01  ～￥999 

7 清乃 
和歌山県 ラーメン 4.01  ～￥999 

9 高橋 
北海道 つけ麺 4.00  ～￥999 

9 いせのじょう 
北海道 ラーメン 4.00  ～￥999 

9 むさし野 
千葉県 ラーメン 4.00  ￥1,000～￥1,999 

9 鶏そば  ムタヒロ  2号店 
東京都 ラーメン 4.00  ～￥999 

9 金久右衛門 本店 
大阪府 ラーメン 4.00  ～￥999 

9 和海 
兵庫県 ラーメン 4.00  ～￥999 

9 麺 dining月乃家 
和歌山県 ラーメン 4.00  ～￥999 

16 彩色ラーメン きんせい 総本家高槻栄町 
大阪府 ラーメン 3.99  ～￥999 

17 ふくや 
北海道 ラーメン 3.96  ～￥999 

17 麺堂 稲葉 
茨城県 ラーメン 3.96  ～￥999 

17 麺処 ほん田 
東京都 ラーメン 3.96  ～￥999 

17 麺や而今 
大阪府 ラーメン 3.96  ～￥999 

17 久留米とんこつラーメン 松山分校 
愛媛県 ラーメン 3.96  ～￥999 

 

 

都道府県別ベストラーメン ランキング： http://tabelog.com/bestrmn/2012/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27064537/
http://tabelog.com/osaka/A2702/A270203/27059500/
http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13094595/
http://tabelog.com/kyoto/A2607/A260704/26011617/
http://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13111737/
http://tabelog.com/hokkaido/A0103/A010301/1009634/
http://tabelog.com/miyagi/A0402/A040204/4000302/
http://tabelog.com/wakayama/A3002/A300202/30000653/
http://tabelog.com/hokkaido/A0103/A010303/1009886/
http://tabelog.com/hokkaido/A0103/A010301/1009504/
http://tabelog.com/chiba/A1203/A120302/12000080/
http://tabelog.com/tokyo/A1325/A132502/13147068/
http://tabelog.com/osaka/A2703/A270306/27002999/
http://tabelog.com/hyogo/A2803/A280304/28031755/
http://tabelog.com/wakayama/A3002/A300202/30003817/
http://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27002131/
http://tabelog.com/hokkaido/A0102/A010204/1036973/
http://tabelog.com/ibaraki/A0806/A080601/8000963/
http://tabelog.com/tokyo/A1323/A132304/13047541/
http://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27054613/
http://tabelog.com/ehime/A3801/A380101/38000137/
http://tabelog.com/bestrmn/2012/
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全国ベストランチ ランキング上位 20店 
 

新設のランチ部門１位は東京・湯島の「くろぎ」 

高級店～カジュアルなお店までがランクインする、ランチならではの結果に 
 

順位 店名 エリア ジャンル 点数 平均予算（ランチ） 平均予算（ディナー） 

1 くろぎ 

東京都 
懐石・ 

会席料理 
4.46  ￥1,000～￥1,999 ￥15,000～￥19,999 

2 徳うち山 

東京都 
懐石・ 

会席料理 
4.44  ￥1,000～￥1,999 ￥10,000～￥14,999 

3 土家 

東京都 そば 4.38  ￥1,000～￥1,999 ￥6,000～￥7,999 

4 
リストランテ  

ダ トシユキ 

東京都 イタリアン 4.35  ￥2,000～￥2,999 ￥6,000～￥7,999 

5 
アンティーカ・トラットリ

ーア・ノスタルジーカ 

東京都 イタリアン 4.33  ￥1,000～￥1,999 ￥8,000～￥9,999 

5 ヴィンチェロ 

東京都 イタリアン 4.33  ￥1,000～￥1,999 ￥10,000～￥14,999 

5 北新地 福多亭 

大阪府 ステーキ 4.33  ￥1,000～￥1,999 ￥15,000～￥19,999 

8 ラ・チャウ 

東京都 イタリアン 4.32  ￥1,000～￥1,999 ￥8,000～￥9,999 

9 ラ ペッシュ 

愛知県 フレンチ 4.31  ￥1,000～￥1,999 ￥4,000～￥4,999 

10 トラットリア・アルベロ 

千葉県 イタリアン 4.30  ￥2,000～￥2,999 ￥6,000～￥7,999 

10 元永 

福岡県 割烹・小料理 4.30  ￥2,000～￥2,999 ￥6,000～￥7,999 

12 仲佐 

岐阜県 そば 4.29  ￥2,000～￥2,999 ￥6,000～￥7,999 

13 三ツ島 真打 

大阪府 うどん 4.28  ～￥999 ～￥999 

14 
エー アンド ジー 

ダイナー 

東京都 ハンバーガー 4.27  ￥1,000～￥1,999 ￥1,000～￥1,999 

14 瀬戸内製麺 710 

大阪府 うどん 4.27  ～￥999 ～￥999 

16 
リストランテ・ 

ラ・ブリアンツァ 

東京都 イタリアン 4.25  ￥1,000～￥1,999 ￥8,000～￥9,999 

16 アフェット 麻布台 

東京都 イタリアン 4.25  ￥1,000～￥1,999 ￥8,000～￥9,999 

16 sfida 

大阪府 イタリアン 4.25  ￥2,000～￥2,999 ￥10,000～￥14,999 

19 うち山 

東京都 
懐石・ 

会席料理 
4.23  ￥1,000～￥1,999 ￥15,000～￥19,999 

19 赤坂 詠月 

東京都 
懐石・ 

会席料理 
4.23  ￥1,000～￥1,999 ￥10,000～￥14,999 

 

 

都道府県別ベストランチ ランキング： http://tabelog.com/bestlnc/2012/ 

 

 

 

http://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13094789/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13129656/
http://tabelog.com/tokyo/A1328/A132806/13061606/
http://tabelog.com/tokyo/A1315/A131504/13102258/
http://tabelog.com/tokyo/A1315/A131504/13102258/
http://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13093159/
http://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13093159/
http://tabelog.com/tokyo/A1304/A130402/13004299/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27066944/
http://tabelog.com/tokyo/A1314/A131402/13044737/
http://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23039569/
http://tabelog.com/chiba/A1201/A120105/12001819/
http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40028372/
http://tabelog.com/gifu/A2104/A210403/21000060/
http://tabelog.com/osaka/A2707/A270701/27007177/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13120483/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13120483/
http://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27054506/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13004549/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13004549/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13111281/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27014679/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002322/
http://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13116523/
http://tabelog.com/bestlnc/2012/
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東京ベストスイーツ ランキング上位 10店 
 

吉祥寺のパティスリー 「アテスウェイ」が 2年連続 1位！ 

例年に比べ“和スイーツ”のお店が多数ランクイン 
 

順位 店名 ジャンル 点数 平均予算 

1 アテスウェイ 
ケーキ 4.06  ～￥999 

2 イデミ・スギノ 
ケーキ 4.00  ￥1,000～￥1,999 

2 ロンシャン洋菓子店 
ケーキ 4.00  ～￥999 

2 旭製菓 田無店 
和菓子 4.00  ～￥999 

5 うさぎや 
和菓子 3.97  ～￥999 

6 ピエール・エルメ・パリ Aoyama 
ケーキ 3.95  ￥1,000～￥1,999 

7 Plaisir 
ケーキ 3.94  ～￥999 

8 群林堂 
和菓子 3.89  ～￥999 

8 すずめや 
和菓子 3.89  ～￥999 

10 甘味処 華樓 
甘味処 3.87  ￥1,000～￥1,999 

10 い志い 
和菓子 3.87  ￥1,000～￥1,999 

10 Patisserie HATT 
ケーキ 3.87  ～￥999 

 

東京ベストスイーツ ランキング： http://tabelog.com/bestswt/2012/tokyo/ 

 

東京ベストラーメン ランキング上位 10店 
 

亀有のつけ麺店「道」が 2年連続 1位！ 
 

順位 店名 ジャンル 点数 平均予算 

1 道 
つけ麺 4.06  ～￥999 

2 一燈 
ラーメン 4.04  ～￥999 

3 鶏そば  ムタヒロ  2号店 
ラーメン 4.00  ～￥999 

4 麺処 ほん田 
ラーメン 3.96  ～￥999 

5 五ノ神製作所 
つけ麺 3.95  ～￥999 

6 中華そば屋 伊藤 
ラーメン 3.92  ～￥999 

7 こうかいぼう 
ラーメン 3.87  ～￥999 

8 ふくみみ 
ラーメン 3.85  ～￥999 

9 多賀野 
ラーメン 3.84  ～￥999 

10 煮干鰮らーめん 圓 
ラーメン 3.83  ～￥999 

 

東京ベストラーメン ランキング： http://tabelog.com/bestrmn/2012/tokyo/ 

 

http://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13005853/
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13002285/
http://tabelog.com/tokyo/A1321/A132102/13100103/
http://tabelog.com/tokyo/A1328/A132801/13010144/
http://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13003599/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13014316/
http://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13045491/
http://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13003816/
http://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13009255/
http://tabelog.com/tokyo/A1321/A132103/13104017/
http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13098265/
http://tabelog.com/tokyo/A1313/A131302/13058348/
http://tabelog.com/bestswt/2012/tokyo/
http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13094595/
http://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13111737/
http://tabelog.com/tokyo/A1325/A132502/13147068/
http://tabelog.com/tokyo/A1323/A132304/13047541/
http://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13120708/
http://tabelog.com/tokyo/A1323/A132304/13008779/
http://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13005052/
http://tabelog.com/tokyo/A1326/A132602/13016486/
http://tabelog.com/tokyo/A1317/A131712/13003421/
http://tabelog.com/tokyo/A1329/A132904/13091258/
http://tabelog.com/bestrmn/2012/tokyo/
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東京ベストランチ ランキング上位 10店 
 

高級店が名を連ねる中、外苑前のハンバーガー屋「エー アンド ジーダイナー」が10位入り！ 
 

順位 店名 ジャンル 点数 平均予算（ランチ） 平均予算（ディナー） 

1 くろぎ 

懐石・会席料理 4.46  ￥1,000～￥1,999 ￥15,000～￥19,999 

2 徳うち山 

懐石・会席料理 4.44  ￥1,000～￥1,999 ￥10,000～￥14,999 

3 土家 

そば 4.38  ￥1,000～￥1,999 ￥6,000～￥7,999 

4 リストランテ ダ トシユキ 

イタリアン 4.35  ￥2,000～￥2,999 ￥6,000～￥7,999 

5 
アンティーカ・トラットリーア・ 

ノスタルジーカ 

イタリアン 4.33  ￥1,000～￥1,999 ￥8,000～￥9,999 

5 ヴィンチェロ 

イタリアン 4.33  ￥1,000～￥1,999 ￥10,000～￥14,999 

7 ラ・チャウ 

イタリアン 4.32  ￥1,000～￥1,999 ￥8,000～￥9,999 

8 エー アンド ジーダイナー 

ハンバーガー 4.27  ￥1,000～￥1,999 ￥1,000～￥1,999 

9 リストランテ・ラ・ブリアンツァ 

イタリアン 4.25  ￥1,000～￥1,999 ￥8,000～￥9,999 

9 アフェット 麻布台 

イタリアン 4.25  ￥1,000～￥1,999 ￥10,000～￥14,999 

 

東京ベストランチ ランキング： http://tabelog.com/bestlnc/2012/tokyo/ 

 

『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） 

 

▼『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  
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