
■茨城県民ランキング
    （茨城県居住者／3つの限定回答）

茨城県

2015 2014 駅名

1位 〈1〉 つくば 49 〈56〉

2位 〈2〉 研究学園 40 〈30〉

3位 〈3〉 水戸 35 〈17〉

4位 〈3〉 東京 21 〈17〉

〈8〉 守谷 21 〈13〉

6位 〈127〉 横浜 17 〈1〉

〈12〉 勝田 17 〈9〉

8位 〈8〉 恵比寿 15 〈13〉

9位 〈12〉 北千住 12 〈9〉

10位 〈31〉 流山おおたかの森 11 〈5〉

〈-〉 東海 11 〈0〉

[N: 130]

得点

順位

東京都 神奈川県 千葉県 

埼玉県 茨城県 

[関東] 住みたい街(駅)ランキング ＜居住都県別＞ 

神奈川県民ランキングは、調査開始来1位をキープしていた「横浜」を抜
いて「武蔵小杉」が初のトップ。また、今年は東京都内の駅が5駅ランク
イン（昨年は2駅）。「中目黒」「目黒」もジャンプアップしている。 

千葉県民ランキングでは、駅から保育園までの送迎サービスなど子育て支
援を打ち出している「流山おおたかの森」が７位にランクイン。 

埼玉県民ランキングでは、「池袋」「吉祥寺」「恵比寿」がベスト５入り。 
 
 ※千葉県、茨城県は母数が少ないため参考値として記載 

■東京都民ランキング
    （東京都居住者／3つの限定回答）

東京都

2015 2014 駅名

1位 〈1〉 吉祥寺 292 〈252〉

2位 〈2〉 恵比寿 186 〈178〉

3位 〈6〉 目黒 160 〈110〉

4位 〈3〉 中目黒 135 〈132〉

5位 〈4〉 中野 134 〈123〉

6位 〈9〉 品川 128 〈89〉

7位 〈4〉 池袋 111 〈123〉

8位 〈11〉 新宿 110 〈86〉

〈7〉 表参道 110 〈104〉

10位 〈13〉 三鷹 107 〈76〉

[N:1257]

得点

順位

■神奈川県民ランキング
    （神奈川県居住者／3つの限定回答）

神奈川県

2015 2014 駅名

1位 〈2〉 武蔵小杉 207 〈139〉

2位 〈1〉 横浜 172 〈156〉

3位 〈6〉 鎌倉 89 〈70〉

4位 〈7〉 たまプラーザ 86 〈67〉

5位 〈9〉 川崎 85 〈58〉

6位 〈3〉 自由が丘 83 〈87〉

7位 〈4〉 二子玉川 74 〈74〉

8位 〈39〉 中目黒 68 〈26〉

9位 〈23〉 品川 63 〈37〉

10位 〈32〉 目黒 61 〈31〉

[N: 709]

得点

順位

■埼玉県民ランキング
    （埼玉県居住者／3つの限定回答）

埼玉県

2015 2014 駅名

1位 〈1〉 大宮 149 〈90〉

2位 〈3〉 浦和 109 〈68〉

3位 〈2〉 池袋 68 〈70〉

4位 〈9〉 吉祥寺 56 〈41〉

5位 〈4〉 恵比寿 53 〈56〉

6位 〈11〉 川越 52 〈37〉

7位 〈25〉 さいたま新都心 49 〈21〉

8位 〈6〉 川口 48 〈52〉

9位 〈21〉 渋谷 46 〈25〉

10位 〈10〉 赤羽 42 〈40〉

[N: 511]

※順位・得点の〈 〉内は昨年実績

：各上位10位駅のうち､居住都県以外の街(駅)

得点

順位

■千葉県民ランキング
    （千葉県居住者／3つの限定回答）

千葉県

2015 2014 駅名

1位 〈1〉 船橋 68 〈60〉

2位 〈2〉 津田沼 66 〈50〉

3位 〈4〉 柏 51 〈48〉

4位 〈7〉 市川 49 〈36〉

5位 〈5〉 千葉 39 〈40〉

6位 〈3〉 浦安 37 〈49〉

7位 〈9〉 表参道 36 〈31〉

〈17〉 流山おおたかの森 36 〈22〉

9位 〈132〉 横浜 34 〈4〉

10位 〈28〉 恵比寿 32 〈17〉

[N: 393]

得点

順位
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