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PRESS RELEASE 

 報道関係者各位 

2017 年 5 月 2 日 

夢の街創造委員会株式会社 

 
 出前・デリバリーに関する調査研究と情報発信を行う『出前総研』（代表者 中村利江、大阪府大阪市）は、
2017 年 5 月 7 日の『コナモンの日』を目前に、デリバリーで人気の「お好み焼き」、「たこ焼き」（以下、コナモン）ランキ
ングを本日 5 月 2 日に発表いたします。 
 
 今回の『出前総研』では、日本最大級の宅配ポータルサイト『出前館』で人気の“コナモン”について調査し、「お好み焼
き」、「たこ焼き」別に上位 10 位をランキングにしました。（2017 年 3 月度の『出前館』オーダー件数を参考）   

また、 “コナモン”のデリバリー店舖に関する調査では、76%の店舗が西日本地域に集中していることがわかりました。
内訳としては、1 位が大阪府、2 位が福岡県、3 位が広島県となりました。2 位にランクインした福岡県は、小麦の生産
量が全国で 2 番目に多く、同県大牟田市においては“コナモン”を使った料理を「ダゴ」とよび、高専ダゴ（＝巨大お好み
焼き）発祥の地とも言われております。古くから“コナモン”に馴染みのある地域が、“コナモン”のデリバリー店舗数ランキン
グの上位を占める結果となりました。 
 
 
◆人気お好み焼きデリバリーランキング 
 

【1 位】 ミックスモダン玉  ¥1,075               （紺我里）  

【2 位】 得々セット  ¥1,200                    （どんどん亭)  

【3 位】 肉玉そば（イカ天入り）  ¥648            （もみじ 祇園店） 

【4 位】 肉玉（そば又はうどん）  ¥629             （お好み焼き 一銭)  

【5 位】 広島焼き  ¥1,175                     （ねぎ焼き・お好み焼き 至福) 

【6 位】 広島焼き  ¥1,370                     （OKONOMI-9） 

【7 位】 広島風お好み焼き（肉・玉子・そば）  ¥787   （炎炎 野間店) 

【8 位】 豚玉  ¥833                           （鉄板＆お好み焼き 秀） 

【9 位】 広島風お好み焼き  ¥722                （広島風お好み焼き みやじま) 

【10 位】豚玉  ¥620                           （お好み焼デリバリー あつあつ軒)  ※価格は税抜です。 
 

【1位】 ミックスモダン玉 (紺我里)  

玉子・えび・いか・豚バラ・焼きそばが

入ったボリューム満点の一品。 

 

【2位】 得々セット  (どんどん亭)  
お好み焼きの他に若鶏唐揚げとおに

ぎり 2 つがつくお得なセット。 

 

【3位】 肉玉そば（イカ天入り） 

(もみじ 祇園店) 

イカ天いりのお好み焼き。お肉・玉子・

そばの入った人気商品

 
 

5月 7日は『コナモンの日』！出前総研、“コナモン”出前ランキングを発表 

最新“コナモン”トレンドはプラス麺？！ 

〜 “コナモン”デリバリー店舗数 1位「大阪」2位「福岡」3位「広島」西日本強し〜 
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◆人気たこ焼きデリバリーランキング 
 

【1 位】 プレミアム 4  ¥2,176（24 個入り） （宅配銀だこ）  

【2 位】 甚六たこ焼き  ¥600        （鉄板焼・関西風お好み焼 甚六）  

【3 位】 たこ焼き  ¥306              （味ぎん）  

【4 位】 大玉たこ焼き  ¥462（6 個入り）  （たこ焼お好み焼焼きそば サンガたこはい亭） 

【5 位】 たこやき  ¥450（6 個入り）       (たこ心から心) 

【6 位】 たこ焼き  ¥462（6 個入り）       (秀蛸 梅津店)  

【7 位】 たこ焼き  ¥444（8 個入り）       (築地天ぴん) 

【8 位】 たこ焼き  ¥444（6 個入り）       (丼ぶりとうどんの店 つるや) 

【9 位】 たこやき  ¥425                 (イエロースパイス) 

【10 位】 揚げたこ焼き  ¥361         (とんかつの「うまい館」 中央店) ※価格は税抜です。 
 
 
【1 位】 プレミアム 4（宅配銀だこ） 

 たこ焼き/チーズ明太子/てりたま/ね

ぎだこの 4 種のたこ焼きが楽しめる。 

 

 
【2 位】 甚六たこ焼き（甚六） 

5 種類の具材が入った甚六自慢の一

品。 贅沢な庶民の味が楽しめる。 

 

 
【3 位】 たこ焼き  (味ぎん） 

まぐろが美味しいお寿司屋さんのたこ

やき。人気サイドメニューの一つ。
 

 
 
 
 
  

 
  
 
 
 

 
 

 
人気お好み焼きデリバリーランキングでは、そばやうどんの入ったお好み焼きがランキングの大半を占めております。お好

み焼きにプラス麺を加えた、より満腹感が得られる商品が好まれていることが分かります。また都道府県別出前オーダー
数を分析すると、全国で最もお好み焼きの出前を注文するのは広島県ということがわかりました。広島県名物でもあるお
好み焼きは、広島県の出前利用客にも重宝されているようです。 
 

 5月7日の“コナモン”の日には、ぜひ“コナモン”をデリバリーで注文してみてはいかがでしょうか？今後も『出前総研』では
最新のデリバリー情報をお届けいたします。 
 

 

【ランキング概要】 

調査期間：2017 年 3 月 1 日（水）～3 月 31 日（金） 

日本最大級の宅配ポータルサイト『出前館』のたこ焼き・お好み焼きの店舗・オーダー情報を参考。 

 

【コナモンの日とは】 

日本コナモン協会が 2003 年に制定。 

五(こ)七(な)で「こな」の語呂合せ。  
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【出前総研 概要】 

これまでの『出前館』運営により蓄積してきた経験と知見を活かし、自ら情報を発信していくことにより、日本の出前・デリバリー

を含めた中食産業、外食産業を中心とした「食」産業の活性化に貢献していくことを目的に開設された機関です。出前・デリバ

リーを含む中食に関する領域を総合的に調査・研究し、情報発信しております。また、日本最大級の宅配ポータルサイト『出

前館』の運営によって得た様々なデータや、その経験を活かしたメニュー開発、プロモーションや配送等の出前・デリバリーに関連

するコンサルティング活動も同時に行っております。 

■『出前総研』Facebook：https://goo.gl/jmTJTw 

■運営会社：夢の街創造委員会株式会社（コード番号：2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場） 

■設立：1999 年 9 月 9 日 

■資本金：11 億 1,330 万円（2016 年 8 月末現在） 

■所在地：（大阪本社）〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 3-6-8 御堂筋ダイワビル 8 階 

        （東京本社）〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内トラストタワーN 館 15 階 

■代表者：代表取締役社長 中村 利江 

■WEB サイト：http://www.yumenomachi.co.jp/ 

■主な事業概要：日本最大級の宅配ポータルサイト『出前館』https://demae-can.com/の運営 
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