
 

 

News Release 

2013 年 12 月 16 日 

 株式会社カカクコム 

2013 年 消費者からもっとも評価されたお店は！？ 

ユーザーから寄せられた年間 100 万件以上のクチコミをもとに 

「ベストレストラン」「ベストランチ」「ベストラーメン」「ベストスイーツ」を一挙発表！  

～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、1 年間にユーザーから投稿

されたクチコミ評価をもとに、各ジャンルでもっとも支持されたお店を選出する年間アワードにおいて、「ベスト

レストラン」「ベストランチ」「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』の独自算出による他には無い年間ランキングとなっています。 

 

「ベストレストラン 2013」：http://tabelog.com/bestrst/2013/  

「ベストランチ 2013」：http://tabelog.com/bestlnc/2013/  

「ベストラーメン 2013」： http://tabelog.com/bestrmn/2013/  

「ベストスイーツ 2013」： http://tabelog.com/bestswt/2013/  

 

 

「ベストレストラン」「ベストランチ」「ベストラーメン」「ベストスイーツ」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「ベストレストラン」の発表を開始し、今回で 7 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。また、2009 年開始の「ベストラーメン」「ベストスイーツ」は 5 回目、「ベストランチ」

は昨年に続いて 2 回目の発表となります。 

同時に、『食べログ』レビュアーの中から 2,２0３人が、今年 1 年間に訪れて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 2013」も発表しています。 

「マイベストレストラン 2013」：http://tabelog.com/bestrst/2013/rvwr/   

 

「ベストレストラン」 ランキング算出方法 

2013 年 1 月 1 日～2013 年 11 月 30 日の期間に、ユーザーから投稿されたクチコミ約 101 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。 

 

http://tabelog.com/
http://tabelog.com/bestrst/2013/
http://tabelog.com/bestlnc/2013/
http://tabelog.com/bestrmn/2013/
http://tabelog.com/bestswt/2013/
http://tabelog.com/bestrst/2013/rvwr/
http://tabelog.com/help/score/


 

 

News Release 

 

全国ベストレストラン ランキング TOP10 
 

全国 1 位は岐阜県の郷土料理店「柳家」 

“美食の激戦区”東京からは 4 店舗が。対して、地方からは名店 6 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 柳家 岐阜県 郷土料理（その他） 4.83 ￥10,000～￥14,999 

2 未在 京都府 懐石・会席料理 4.79 ￥30,000～ 

3 さいとう 東京都 寿司 4.74 ￥20,000～￥29,999 

3 京味 東京都 京料理 4.74 ￥30,000～ 

5 トゥ・ラ・ジョア 愛知県 フレンチ 4.72 ￥10,000～￥14,999 

6 日本料理たかむら 秋田県 懐石・会席料理 4.70 ￥10,000～￥14,999 

7 レフェルヴェソンス 東京都 フレンチ 4.68 ￥20,000～￥29,999 

8 ロオジエ 東京都 フレンチ 4.64 ￥30,000～ 

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 4.64 ￥20,000～￥29,999 

8 多古安 大阪府 ふぐ 4.64 ￥30,000～ 

 

都道府県別ベストレストラン ランキング：http://tabelog.com/bestrst/2013/ 

 

全国ベストランチ ランキング TOP10 
 

そば、寿司、天ぷら、うどん等、和食が多数を占めるランキングに 

 

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 せきざわ 長野県 そば 4.36 ￥1,000～￥1,999 ￥1,000～￥1,999 

2 すし匠 東京都 寿司 4.33 ￥1,000～￥1,999 ￥20,000～￥29,999 

3 たこつぼ 広島県 割烹・小料理 4.32 ￥2,000～￥2,999 ￥15,000～￥19,999 

4 ルール ブルー 大阪府 ビストロ 4.30 ￥2,000～￥2,999 ￥6,000～￥7,999 

5 深町 東京都 天ぷら 4.27 ￥2,000～￥2,999 ￥15,000～￥19,999 

5 L’ISOLETTA 兵庫県 イタリアン 4.27 ￥2,000～￥2,999 ￥5,000～￥5,999 

5 谷川米穀店 香川県 うどん 4.27 ～￥999 ～￥999 

8 sfida 大阪府 イタリアン 4.26 ￥2,000～￥2,999 ￥10,000～￥14,999 

8 元永 福岡県 割烹・小料理 4.26 ￥2,000～￥2,999 ￥10,000～￥14,999 

10 吉い 愛知県 割烹・小料理 4.24 ￥1,000～￥1,999 ￥6,000～￥7,999 

 

都道府県別ベストランチ ランキング： http://tabelog.com/bestlnc/2013/  

*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 

※ 同じ点数のお店は、同順位としています。 

※『食べログ』サイト上では、都道府県別のランキングのみ、掲載しております。 

http://tabelog.com/gifu/A2103/A210301/21000023/
http://tabelog.com/kyoto/A2603/A260301/26002279/
http://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13015251/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13002887/
http://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23033296/
http://tabelog.com/akita/A0501/A050101/5000664/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13116356/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002607/
http://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20011920/
http://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20011920/
http://tabelog.com/osaka/A2704/A270402/27041365/
http://tabelog.com/bestrst/2013/
http://tabelog.com/nagano/A2001/A200106/20000282/
http://tabelog.com/tokyo/A1309/A130902/13000852/
http://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34002931/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27000268/
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13004105/
http://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28005454/
http://tabelog.com/kagawa/A3703/A370302/37000011/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27014679/
http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40028372/
http://tabelog.com/aichi/A2301/A230104/23044914/
http://tabelog.com/bestlnc/2013/


 

 

News Release 

全国ベストラーメン ランキング TOP10 
 

全国１位は和歌山県有田市の「和 dining 清乃」 

店舗数では東京都と北海道がそれぞれ３店舗のランクインで並ぶ 
 

順位 店名 エリア ジャンル 点数 平均予算*（ディナー） 

1 清乃 和歌山県 ラーメン 4.29 ￥1,000～￥1,999 

2 菜々兵衛 北海道 ラーメン 4.26 ～￥999 

3 一燈 東京都 ラーメン 4.25 ～￥999 

4 道 東京都 つけ麺 4.23 ～￥999 

5 麺や而今 大阪府 ラーメン 4.22 ～￥999 

6 麺屋 彩未 北海道 ラーメン 4.17 ～￥999 

7 麺 eiji 平岸ベース 北海道 ラーメン 4.11 ～￥999 

7 田中商店 東京都 ラーメン 4.11 ～￥999 

7 俺のラーメン あっぱれ屋 京都府 ラーメン 4.11 ～￥999 

10 豚の骨 奈良県 ラーメン 4.09 ～￥999 

 

都道府県別ベストラーメン ランキング： http://tabelog.com/bestrmn/2013/  

 

全国ベストスイーツ ランキング TOP10 
 

１位「PATISSERIE.S」をはじめ、京都・大阪の関西勢が 6 店舗ランクイン 
 

順位 店名 エリア ジャンル 点数 平均予算*（ディナー） 

1 PATISSERIE.S 京都府 ケーキ 4.15 ￥1,000～￥1,999 

2 アシッドラシーヌ 大阪府 ケーキ 4.13 ￥1,000～￥1,999 

3 スイーツガーデンユウジアジキ 神奈川県 ケーキ 4.10 ～￥999 

4 Patisserie Ravi,e relier 大阪府 ケーキ 4.06 ～￥999 

5 慈げん 埼玉県 かき氷 4.03 ～￥999 

5 レ・グ－テ 大阪府 ケーキ 4.03 ～￥999 

7 茶寮 宝泉 京都府 甘味処 4.02 ￥1,000～￥1,999 

8 アテスウェイ 東京都 ケーキ 4.00 ～￥999 

9 嘯月 京都府 和菓子 3.99 ￥2,000～￥2,999 

10 三日月氷菓店 千葉県 かき氷 3.98 ～￥999 

10 デセール ル コントワール 東京都 ケーキ 3.98 ￥1,000～￥1,999 

10 埜庵 神奈川県 かき氷 3.98 ￥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/2013/   

※ 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 

※『食べログ』サイト上では、都道府県別のランキングのみ、掲載しております。 

http://tabelog.com/wakayama/A3002/A300202/30000653/
http://tabelog.com/hokkaido/A0103/A010301/1009634/
http://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13111737/
http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13094595/
http://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27054613/
http://tabelog.com/hokkaido/A0103/A010303/1000018/
http://tabelog.com/hokkaido/A0103/A010303/1034678/
http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132404/13003726/
http://tabelog.com/kyoto/A2607/A260704/26011617/
http://tabelog.com/nara/A2902/A290202/29000915/
http://tabelog.com/bestrmn/2013/
http://tabelog.com/kyoto/A2602/A260201/26012808/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270104/27071315/
http://tabelog.com/kanagawa/A1402/A140203/14035784/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27044987/
http://tabelog.com/saitama/A1105/A110501/11005999/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27052440/
http://tabelog.com/kyoto/A2605/A260503/26001872/
http://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13005853/
http://tabelog.com/kyoto/A2605/A260503/26001672/
http://tabelog.com/chiba/A1203/A120301/12023093/
http://tabelog.com/tokyo/A1317/A131715/13108815/
http://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140403/14002792/
http://tabelog.com/bestswt/2013/


 

 

News Release 

東京ベストレストラン ランキング TOP10 
 

ベストレストラン史上初！ “和食”が半数を超える 6 店舗ランクイン 

これが世界無形文化遺産の実力！？高級料理の代表“フレンチ”を上回る 
 

順位 店名 ジャンル 点数 平均予算*（ディナー） 

1 さいとう 寿司 4.74 ￥20,000～￥29,999 

1 京味 京料理 4.74 ￥30,000～ 

3 レフェルヴェソンス フレンチ 4.68 ￥20,000～￥29,999 

4 ロオジエ フレンチ 4.64 ￥30,000～ 

5 傳 懐石・会席料理 4.62 ￥10,000～￥14,999 

6 日本橋橘町 都寿司 寿司 4.60 ￥10,000～￥14,999 

7 銀座レカン フレンチ 4.54 ￥30,000～ 

8 虎白 懐石・会席料理 4.53 ￥15,000～￥19,999 

9 フロリレージュ フレンチ 4.52 ￥15,000～￥19,999 

9 鷹匠壽 鳥料理 4.52 ￥20,000～￥29,999 

 

東京ベストレストラン ランキング：http://tabelog.com/bestrst/2013/tokyo/  

 

東京ベストランチ ランキング TOP10 
 

トップ３にはリーズナブルなランチが評判の高級レストランがズラリ 

ランチタイム限定営業の名店「宇豆基野 本店」がトップ 10 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 すし匠 寿司 4.33 ￥1,000～￥1,999 ￥20,000～￥29,999 

2 深町 天ぷら 4.27 ￥2,000～￥2,999 ￥15,000～￥19,999 

3 くろぎ 懐石・会席料理 4.20 ￥1,000～￥1,999 ￥15,000～￥19,999 

3 ら すとらあだ そば 4.20 ￥1,000～￥1,999 ￥4,000～￥4,999 

3 ぎんざ 一二岐 懐石・会席料理 4.20 ￥1,000～￥1,999 ￥10,000～￥14,999 

6 チャイニーズレストラン わさ 中華料理 4.19 ￥2,000～￥2,999 ￥6,000～￥7,999 

7 手打ち蕎麦 じゆうさん そば 4.16 ￥3,000～￥3,999 ￥1,000～￥1,999 

8 カルネヤ イタリアン 4.15 ￥1,000～￥1,999 ￥8,000～￥9,999 

9 そばきり すずき そば 4.14 ￥1,000～￥1,999 ￥2,000～￥2,999 

10 宇豆基野 本店 豆腐料理・湯葉料理 4.12 ￥2,000～￥2,999  ― 

※ 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 

東京ベストランチ ランキング： http://tabelog.com/bestlnc/2013/tokyo/  

 

http://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13015251/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13002887/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13116356/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002607/
http://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13046855/
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13018162/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002444/
http://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13049130/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13093814/
http://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13003661/
http://tabelog.com/bestrst/2013/tokyo/
http://tabelog.com/tokyo/A1309/A130902/13000852/
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13004105/
http://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13094789/
http://tabelog.com/tokyo/A1319/A131903/13141774/
http://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13115557/
http://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13091042/
http://tabelog.com/tokyo/A1321/A132101/13025978/
http://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13045549/
http://tabelog.com/tokyo/A1328/A132801/13017457/
http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132402/13135449/
http://tabelog.com/bestlnc/2013/tokyo/


 

 

News Release 

東京ベストラーメン ランキング TOP10 
 

1 位 「一燈」2 位「道」 

点数僅差ながら、昨年の「ベストラーメン 2012」と順位が逆転 
 

順位 店名 ジャンル 点数 平均予算*（ディナー） 

1 一燈 ラーメン 4.25 ～￥999 

2 道 つけ麺 4.23 ～￥999 

3 田中商店 ラーメン 4.11 ～￥999 

4 こうかいぼう ラーメン 4.07 ～￥999 

5 中華ソバ みなみ ラーメン 4.06 ～￥999 

6 Japanese Soba Noodles 蔦 ラーメン 3.99 ～￥999 

7 煮干鰮らーめん 圓 ラーメン 3.95 ～￥999 

8 麺屋 吉左右 ラーメン 3.94 ～￥999 

8 宮庵 燈郎店 ラーメン 3.94 ～￥999 

10 中華そば屋 伊藤 ラーメン 3.92 ～￥999 

 

東京ベストラーメン ランキング： http://tabelog.com/bestrmn/2013/tokyo/  

 

東京ベストスイーツ ランキング TOP10 
 

吉祥寺のパティスリー「アテスウェイ」 3 年連続の 1 位！ 
 

 

順位 店名 ジャンル 点数 平均予算*（ディナー） 

1 アテスウェイ ケーキ 4.00 ～￥999 

2 デセール ル コントワール ケーキ 3.98 ￥1,000～￥1,999 

3 ケンズカフェ東京 ケーキ 3.97 ￥3,000～￥3,999 

4 イデミ・スギノ ケーキ 3.95 ￥1,000～￥1,999 

5 甘味処 華樓 甘味処 3.94 ￥1,000～￥1,999 

6 エムコイデ ケーキ 3.92 ～￥999 

7 オーボンヴュータン 尾山台店 ケーキ 3.86 ￥1,000～￥1,999 

7 プレジール ケーキ 3.86 ～￥999 

8 ピエール・エルメ・パリ Aoyama ケーキ 3.85 ￥1,000～￥1,999 

10 うさぎや 和菓子 3.81 ～￥999 

10 ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店 チョコレート 3.81 ￥1,000～￥1,999 

※ 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 

東京ベストスイーツ ランキング：http://tabelog.com/bestswt/2013/tokyo/  

 

http://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13111737/
http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13094595/
http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132404/13003726/
http://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13005052/
http://tabelog.com/tokyo/A1321/A132103/13145364/
http://tabelog.com/tokyo/A1323/A132301/13136231/
http://tabelog.com/tokyo/A1329/A132904/13091258/
http://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13021140/
http://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13154781/
http://tabelog.com/tokyo/A1323/A132304/13008779/
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News Release 

過去の「ベストレストラン」受賞歴・ランキング推移を一覧表示 

今回より、「ベストレストラン 2013」特設ページに掲載されたお店の過去の受賞歴・ランキングの推移を一覧で

確認できるようになりました。評価が伸びているお店かどうか等を簡単に把握できます。 

※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、掲載レストラン数は約 76 万店、レビュー投稿件数は約 490 万件、写真投稿点数は約

1,790 万点。 

月間利用者数：5,164 万人、月間総 PV：約 11 億 8,312 万 PV 

＜利用者内訳＞PC：約 2,548 万人、スマートフォン：約 2,448 万人、フィーチャーフォン：168 万人 

（2013 年 11 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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