
■住みたい街（駅）ライフステージ別ランキング （関東全体／3つの限定回答）

2015 2014 駅名 2015 2014 駅名 2015 2014 駅名

1位 吉祥寺 1位 〈1〉 吉祥寺 139 〈129〉 1位 〈1〉 吉祥寺 134 〈115〉 1位 〈1〉 吉祥寺 153 〈112〉

2位 恵比寿 2位 〈3〉 恵比寿 129 〈114〉 2位 〈2〉 恵比寿 108 〈109〉 2位 〈5〉 横浜 120 〈70〉

3位 横浜 3位 〈2〉 池袋 112 〈116〉 3位 〈3〉 中目黒 102 〈88〉 3位 〈2〉 恵比寿 106 〈86〉

4位 目黒 4位 〈7〉 目黒 107 〈75〉 4位 〈8〉 目黒 96 〈64〉 4位 〈7〉 武蔵小杉 101 〈65〉

5位 武蔵小杉 〈4〉 新宿 107 〈100〉 〈7〉 武蔵小杉 96 〈65〉 5位 〈14〉 目黒 87 〈42〉

6位 品川 6位 〈10〉 渋谷 104 〈60〉 6位 〈5〉 品川 83 〈71〉 6位 〈11〉 品川 82 〈50〉

7位 中目黒 7位 〈6〉 中目黒 102 〈83〉 7位 〈6〉 表参道 77 〈70〉 〈3〉 自由が丘 82 〈84〉

8位 表参道 8位 〈14〉 横浜 96 〈56〉 8位 〈4〉 横浜 76 〈82〉 8位 〈4〉 二子玉川 79 〈71〉

9位 池袋 9位 〈8〉 品川 90 〈71〉 9位 〈20〉 鎌倉 75 〈41〉 9位 〈8〉 表参道 78 〈64〉

10位 新宿 10位 〈11〉 武蔵小杉 89 〈57〉 10位 〈16〉 中野 70 〈47〉 10位 〈9〉 鎌倉 67 〈53〉

鎌倉 11位 〈5〉 中野 82 〈86〉 11位 〈10〉 自由が丘 66 〈59〉 〈25〉 大宮 67 〈31〉

12位 自由が丘 12位 〈18〉 大宮 80 〈50〉 12位 〈20〉 池袋 62 〈41〉 〈10〉 たまプラーザ 67 〈52〉

13位 渋谷 13位 〈9〉 東京 75 〈66〉 13位 〈31〉 三軒茶屋 61 〈33〉 13位 〈20〉 三鷹 59 〈34〉

14位 中野 14位 〈19〉 表参道 63 〈48〉 14位 〈13〉 二子玉川 57 〈53〉 14位 〈22〉 新宿 54 〈33〉

15位 二子玉川 15位 〈17〉 鎌倉 61 〈51〉 15位 〈18〉 代々木上原 48 〈42〉 15位 〈14〉 中目黒 47 〈42〉

16位 大宮 16位 〈11〉 自由が丘 54 〈57〉 16位 〈36〉 広尾 47 〈30〉 16位 〈12〉 渋谷 45 〈45〉

17位 東京 17位 〈103〉 有楽町 49 〈14〉 17位 〈24〉 青山一丁目 46 〈36〉 17位 〈22〉 茗荷谷 44 〈33〉

18位 三軒茶屋 18位 〈15〉 荻窪 46 〈52〉 18位 〈27〉 豊洲 45 〈34〉 18位 〈32〉 東京 42 〈28〉

19位 荻窪 19位 〈22〉 三鷹 45 〈39〉 〈53〉 川崎 45 〈23〉 19位 〈28〉 荻窪 41 〈30〉

20位 三鷹 20位 〈58〉 浦和 43 〈22〉 20位 〈38〉 浦和 44 〈28〉 20位 〈5〉 池袋 40 〈70〉

21位 浦和 〈21〉 三軒茶屋 43 〈41〉 21位 〈11〉 東京 42 〈56〉 21位 〈35〉 浦安 39 〈27〉

22位 豊洲 22位 〈20〉 銀座 42 〈43〉 〈9〉 新宿 42 〈60〉 〈24〉 豊洲 39 〈32〉

たまプラーザ 23位 〈47〉 立川 41 〈25〉 〈14〉 北千住 42 〈48〉 23位 〈35〉 立川 38 〈27〉

24位 青山一丁目 24位 〈47〉 川崎 40 〈25〉 24位 〈18〉 上野 41 〈42〉 24位 〈46〉 青山一丁目 37 〈23〉

25位 川崎 25位 〈11〉 秋葉原 37 〈57〉 25位 〈12〉 渋谷 40 〈55〉 〈42〉 三軒茶屋 37 〈25〉

26位 有楽町 26位 〈23〉 二子玉川 36 〈37〉 26位 〈22〉 荻窪 39 〈38〉 〈55〉 青葉台 37 〈21〉

立川 〈75〉 津田沼 36 〈18〉 27位 〈62〉 練馬 37 〈19〉 27位 〈96〉 町田 36 〈15〉

28位 北千住 28位 〈25〉 町田 35 〈36〉 28位 〈66〉 清澄白河 36 〈18〉 28位 〈40〉 浦和 35 〈26〉

29位 代々木上原 〈39〉 高円寺 35 〈27〉 29位 〈14〉 銀座 34 〈48〉 〈117〉 田園調布 35 〈13〉

30位 銀座 30位 〈34〉 浅草 33 〈28〉 〈50〉 日本橋 34 〈18〉 30位 〈25〉 新百合ヶ丘 34 〈31〉

〈80〉 代々木上原 33 〈17〉 〈22〉 学芸大学 34 〈38〉

〈39〉 柏 33 〈27〉
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※順位・得点の〈 〉内は昨年実績
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[関東] 住みたい街(駅)ランキング ＜ライフステージ別＞ 

 1位はいずれのライフステージでも「吉祥寺」。 
今年総合5位となった「武蔵小杉」は、DINKSやファミリー世帯の人気が
高く、ともに4位にランクイン。 

シングルでは「池袋」「新宿」「渋谷」のように、交通利便性が良い街
（駅）が上位にランクイン。 

 DINKSでは「中目黒」「表参道」など、オシャレで街歩きが楽しめる街
（駅）が上位にランクイン。 

ファミリーでは「横浜」「自由が丘」「二子玉川」など、生活利便性が高
い街（駅）が上位にランクインしている。 
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