
 

 

News Release 

2016年 1月 27日 
 株式会社カカクコム 

 
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）が運営するグルメサイト

「食べログ」は、2016 年 1 月 27 日（水）、食べログユーザーの投票により、“今、日本で最も美味しいレストラ
ン 50店”を決定する「食べログ JAPAN RESTAURANT AWARD 2016」（食べログ ジャパン レストラン アワー
ド）を発表しました。また、「食べログ JAPAN RAMEN AWARD 2016」「食べログ JAPAN SWEETS AWARD 2016」
についても、同時発表しました。 
「JAPAN RESTAURANT AWARD 2016」：http://tabelog.com/award/restaurant/  
「JAPAN RAMEN AWARD 2016」：http://tabelog.com/award/ramen/  
「JAPAN SWEETS AWARD 2016」：http://tabelog.com/award/sweets/  

 
■「JAPAN RESTAURANT AWARD 2016」について 
専門家による評価ではなく、食べログユーザーの評価をもとにした独自の年間グルメランキング「食べログ ベ

ストレストラン」として 2007年より発表を開始。今年から「食べログ JAPAN RESTAURANT AWARD」へリニ
ューアルし、食べログユーザーが、事前にノミネートされた店舗の「味」を改めて評価した結果を発表しました。 
 
■「JAPAN RESTAURANT AWARD 2016」受賞店の選出方法について 

2015年 6月～10月の食べログ点数をもとに、受賞対象として 470店をノミネート。食べログユーザーによる、
2015年に訪問したレストランの「味」に対する評価の投票を実施。高い評価を得た上位 50店を「TOP50」とし
て、また、18のジャンルにおける上位 3店を「部門別 TOP3」として発表しました。 
※ JAPAN RAMEN AWARD（ノミネート店：373店）、JAPAN SWEETS AWARD（ノミネート店：257店）

についても同様の方法で選出、それぞれ「TOP50」を発表 
＜ノミネート店一覧＞ 
レストラン：http://tabelog.com/award/restaurant/nominate/ 
ラーメン：http://tabelog.com/award/ramen/nominate/ 
スイーツ：http://tabelog.com/award/sweets/nominate/  

 
各ロゴデータ 

 
 
 
 

 
 

“今、日本で最も美味しい 50店”を決定！ 
「食べログ JAPAN RESTAURANT AWARD 2016」を発表 

世界に誇る日本の美食から、食べログユーザーの支持を集めた 50店を選出 
寿司、フレンチから、焼鳥、居酒屋まで、レストランガイドの決定版 
～「JAPAN RAMEN AWARD」「JAPAN SWEETS AWARD」も同時発表～ 

http://tabelog.com/award/restaurant/
http://tabelog.com/award/ramen/
http://tabelog.com/award/sweets/
http://tabelog.com/award/restaurant/nominate/
http://tabelog.com/award/ramen/nominate/
http://tabelog.com/award/sweets/nominate/


 

 

News Release 

「JAPAN RESTAURANT AWARD 2016」TOP50、部門別 TOP3、「JAPAN RAMEN 
AWARD 2016」「JAPAN SWEETS AWARD 2016」各 TOP3をご紹介します。 

「JAPAN RESTAURANT AWARD 2016」TOP50 
“今、日本で最も美味しいレストラン” として、「松川」（東京）が 1位に。 

TOP50のうち、日本料理が 22店、フレンチが 9店、寿司が 9店ランクイン 
http://tabelog.com/award/restaurant/ 

 

順位 店名 部門 都道府県 平均予算（ディナー） 

1 松川 日本料理 東京都 ￥30,000～ 

2 鮨 さいとう 寿司 東京都 ￥20,000～￥29,999 

3 柳家 その他 岐阜県 ￥15,000～￥19,999 

4 趙楊 中華料理 東京都 ￥30,000～ 

5 旬席 鈴江 日本料理 京都府 ￥30,000～ 

6 カンテサンス フレンチ 東京都 ￥30,000～ 

7 トゥ・ラ・ジョア 創作・無国籍料理 愛知県 ￥20,000～￥29,999 

8 虎屋 壺中庵 日本料理 徳島県 ￥15,000～￥19,999 

9 天寿し 京町店  寿司 福岡県 ￥10,000～￥14,999 

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

11 初音鮨 寿司 東京都 ￥20,000～￥29,999 

12 ロオジエ フレンチ 東京都 ￥30,000～ 

13 麻布 かどわき 日本料理 東京都 ￥30,000～ 

14 神楽坂 石かわ 日本料理 東京都 ￥20,000～￥29,999 

15 フロリレージュ 創作・無国籍料理 東京都 ￥20,000～￥29,999 

16 三谷 寿司 東京都 ￥20,000～￥29,999 

17 しのはら 日本料理 滋賀県 ￥10,000～￥14,999 

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

19 とり喜 焼鳥 東京都 ￥6,000～￥7,999 

20 樋口 日本料理 東京都 ￥20,000～￥29,999 

21 未在 日本料理 京都府 ￥30,000～ 

22 京都 吉兆 嵐山本店 日本料理 京都府 ￥30,000～ 

23 鮨とかみ 寿司 東京都 ￥20,000～￥29,999 

24 豪龍久保 日本料理 東京都 ￥30,000～ 

25 喜邑 寿司 東京都 ￥15,000～￥19,999 

26 井雪 日本料理 東京都 ￥30,000～ 

27 銀座おかもと 日本料理 東京都 ￥20,000～￥29,999 

28 エスキス フレンチ 東京都 ￥30,000～ 

29 SALONE 2007 イタリアン 神奈川県 ￥15,000～￥19,999 

30 京味 日本料理 東京都 ￥30,000～ 

http://tabelog.com/award/restaurant/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13124391/
http://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13015251/
http://tabelog.com/gifu/A2103/A210301/21000023/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13172920/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26014309/
http://tabelog.com/tokyo/A1314/A131405/13159567/
http://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23033296/
http://tabelog.com/tokushima/A3601/A360104/36000369/
http://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400401/40000721/
http://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13009310/
http://tabelog.com/tokyo/A1315/A131503/13017742/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002607/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13001664/
http://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13004079/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13093814/
http://tabelog.com/tokyo/A1309/A130902/13042204/
http://tabelog.com/shiga/A2502/A250202/25002671/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13116356/
http://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13026017/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13001215/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26002279/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260403/26001312/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13155234/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13156859/
http://tabelog.com/tokyo/A1317/A131708/13026584/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13030881/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13144115/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13142530/
http://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14010542/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13002887/
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31 緒方 日本料理 京都府 ￥20,000～￥29,999 

32 竹屋町 三多 日本料理 京都府 ￥20,000～￥29,999 

33 本湖月 日本料理 大阪府 ￥20,000～￥29,999 

34 三芳 その他 京都府 ￥20,000～￥29,999 

35 すし匠 寿司 東京都 ￥20,000～￥29,999 

36 草喰 なかひがし 日本料理 京都府 ￥15,000～￥19,999 

37 ラ・ブランシュ フレンチ 東京都 ￥10,000～￥14,999 

38 星野 日本料理 東京都 ￥20,000～￥29,999 

39 龍吟 日本料理 東京都 ￥30,000～ 

40 かぶと うなぎ 東京都 ￥10,000～￥14,999 

41 コート・ドール フレンチ 東京都 ￥20,000～￥29,999 

42 と村 日本料理 東京都 ￥30,000～ 

43 晴山 日本料理 東京都 ￥15,000～￥19,999 

44 アピシウス フレンチ 東京都 ￥30,000～ 

45 エクアトゥール フレンチ 東京都 ￥20,000～￥29,999 

46 ひさ田 寿司 岡山県 ￥15,000～￥19,999 

47 日本橋蠣殻町 すぎた 寿司 東京都 ￥20,000～￥29,999 

48 フルタ 中華料理 東京都 ￥30,000～ 

49 つる幸 日本料理 石川県 ￥20,000～￥29,999 

50 TIRPSE 創作・無国籍料理 東京都 ￥20,000～￥29,999 

 
＊平均予算：当該レストランを訪れたユーザーが実際に使った価格帯（以降、同様） 

 

「JAPAN RESTAURANT AWARD 2016」部門別 TOP3（全 18部門） 
寿司やフレンチ、焼鳥、居酒屋など、多種多様な部門で TOP3を発表 

http://tabelog.com/award/restaurant/genre/ 

 

部門 順位 店名 都道府県 平均予算（ディナー） 

日本料理 

1 松川 東京都 ￥30,000～ 

2 旬席 鈴江 京都府 ￥30,000～ 

3 虎屋 壺中庵 徳島県 ￥15,000～￥19,999 

寿司 

1 鮨 さいとう 東京都 ￥30,000～ 

2 天寿し 京町店 福岡県 ￥10,000～￥14,999 

3 初音鮨 東京都 ￥20,000～￥29,999 

魚介・海鮮料理 

1 日の出 三重県 ￥10,000～￥14,999 

2 福治 東京都 ￥30,000～ 

3 きた福 東京都 ￥20,000～￥29,999 

http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26012136/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260302/26016620/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001286/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26002222/
http://tabelog.com/tokyo/A1309/A130902/13000852/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260302/26001800/
http://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13002111/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13136847/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13001457/
http://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13016660/
http://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13001681/
http://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13005027/
http://tabelog.com/tokyo/A1314/A131402/13127807/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13000145/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13121866/
http://tabelog.com/okayama/A3301/A330104/33000059/
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13018162/
http://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13176780/
http://tabelog.com/ishikawa/A1701/A170101/17000029/
http://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13160347/
http://tabelog.com/award/restaurant/genre/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13124391/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26014309/
http://tabelog.com/tokushima/A3601/A360104/36000369/
http://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13015251/
http://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400401/40000721/
http://tabelog.com/tokyo/A1315/A131503/13017742/
http://tabelog.com/mie/A2402/A240203/24000026/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13004009/
http://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13149065/
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天ぷら 

1 深町 東京都 ￥15,000～￥19,999 

2 清壽 東京都 ￥20,000～￥29,999 

3 天ぷら 元吉 東京都 ￥10,000～￥14,999 

フレンチ 

1 カンテサンス 東京都 ￥30,000～ 

2 ガストロノミー ジョエル・ロブション 東京都 ￥30,000～ 

3 ロオジエ 東京都 ￥30,000～ 

イタリアン 

1 SALONE 2007 神奈川県 ￥15,000～￥19,999 

2 やまぐち 京都府 ￥30,000～ 

3 アロマフレスカ 東京都 ￥20,000～￥29,999 

スペイン料理 

1 カセント 兵庫県 ￥15,000～￥19,999 

2 レストラン・サンパウ 東京都 ￥20,000～￥29,999 

3 Fujiya 1935 大阪府 ￥10,000～￥14,999 

創作・無国籍料理 

1 トゥ・ラ・ジョア 愛知県 ￥20,000～￥29,999 

2 フロリレージュ 東京都 ￥20,000～￥29,999 

3 TIRPSE 東京都 ￥20,000～￥29,999 

中華料理 

1 趙楊 東京都 ￥30,000～ 

2 フルタ 東京都 ￥30,000～ 

3 御田町 桃の木 東京都 ￥10,000～￥14,999 

ステーキ・ 

鉄板焼き 

1 神戸牛炉釜炭焼ステーキ IDEA 銀座 東京都 ￥20,000～￥29,999 

2 表参道うかい亭 東京都 ￥20,000～￥29,999 

3 横浜 うかい亭 神奈川県 ￥15,000～￥19,999 

焼肉 

1 よろにく 東京都 ￥10,000～￥14,999 

2 焼肉ジャンボ 本郷店 東京都 ￥8,000～￥9,999 

3 SATO ブリアン 東京都 ￥10,000～￥14,999 

焼鳥 

1 とり喜 東京都 ￥6,000～￥7,999 

2 鳥しき 東京都 ￥6,000～￥7,999 

3 世良田 東京都 ￥10,000～￥14,999 

とんかつ 

1 とん太 東京都 ￥2,000～￥2,999  

2 成蔵 東京都 ￥2,000～￥2,999 

3 丸五 東京都 ￥2,000～￥2,999 

うなぎ 

1 かぶと 東京都 ￥10,000～￥14,999 

2 田代 愛知県 ￥2,000～￥2,999 

3 友栄 神奈川県 ￥4,000～￥4,999 

そば 

1 手打ち蕎麦 じゆうさん 東京都 ￥3,000～￥3,999  

2 玉笑 東京都 ￥5,000～￥5,999 

3 薮蕎麦 宮本 静岡県 ￥4,000～￥4,999 

 

 

http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13004105/
http://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13058904/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13035758/
http://tabelog.com/tokyo/A1314/A131405/13159567/
http://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13009310/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13002607/
http://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14010542/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26018397/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13129298/
http://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28009509/
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13002230/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270106/27001070/
http://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23033296/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13093814/
http://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13160347/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13172920/
http://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13176780/
http://tabelog.com/tokyo/A1314/A131402/13020738/
http://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13161192/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13044361/
http://tabelog.com/kanagawa/A1407/A140702/14000790/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13042979/
http://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13110601/
http://tabelog.com/tokyo/A1319/A131905/13127046/
http://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13026017/
http://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13041029/
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13012994/
http://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13003984/
http://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13114695/
http://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13000379/
http://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13016660/
http://tabelog.com/aichi/A2303/A230302/23003045/
http://tabelog.com/kanagawa/A1410/A141001/14001626/
http://tabelog.com/tokyo/A1321/A132101/13025978/
http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13129390/
http://tabelog.com/shizuoka/A2203/A220302/22000036/
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うどん 

1 長田 in 香の香 香川県 ～￥999 

2 うどん 丸香 東京都 ～￥999 

3 楽々 大阪府 ～￥999 

居酒屋 

1 酒盃 秋田県 ￥6,000～￥7,999 

2 銀座しまだ 東京都 ￥4,000～￥4,999 

3 高太郎 東京都 ￥6,000～￥7,999 

アジア・ 

エスニック 

1 ダバインディア 東京都 ￥3,000～￥3,999 

2 ほうば 大阪府 ￥15,000～￥19,999 

3 韓灯 東京都 ￥6,000～￥7,999 

「JAPAN RAMEN AWARD 2016」TOP3 
つけ麺の「道」（東京）がトップ。和歌山県の「和 dining 清乃」が 2位に 

TOP50: http://tabelog.com/award/ramen/ 

順位 店名 都道府県 

1 道 東京都 

2 和 dining 清乃 和歌山県 

3 一燈 東京都 

「JAPAN SWEETS AWARD 2016」TOP3 
1位は京都の和菓子「嘯月」。TOP3を和菓子が占める結果に 

TOP50: http://tabelog.com/award/sweets/ 

順位 店名 都道府県 

1 嘯月 京都府 

2 茶寮 宝泉 京都府 

3 塩芳軒 京都府 

【食べログ（http://tabelog.com/）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、独自に設けたアルゴリズムでレストランランキングを算出して提供しています。 
2016年 1月現在の掲載レストラン数は約 83万件、クチコミ投稿数は約 1,102万件。 
・点数について：http://tabelog.com/help/score/ 
・口コミ・ランキングに対する取り組み：http://tabelog.com/help/policy/ 
・アクセス状況：月間利用者数 6,830万⼈、月間総 PVは 16億 5,056万 PV（2015年 9月実績）。 
 
【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 デジタルゲートビル 
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 

http://tabelog.com/kagawa/A3703/A370302/37000015/
http://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13000629/
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