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2005年 11月 4日 
 

ミシュラン ニューヨークシティの最上級レストランとホテルを厳選 
北米を対象とした初のミシュラン・ガイド、39件の星獲得施設を掲載 

 
 
ミシュランは、北米のレストランとホテルを対象とした初めてのガイド『ミシュラン・ガイ

ド・ニューヨークシティ 2006年度版（Michelin Guide New York City 2006）』（11月 4日金曜
日現地発売）の内容を発表しました。ヨーロッパでは 1世紀以上も前から親しまれてきたミ
シュラン・ガイドのリストに、どのレストランとホテルが掲載されるのかという期待と不安

がこの 8カ月間渦巻いていました。現在ミシュランは、21カ国を対象とした 13種類の（ホテ
ル＆レストラン）ガイドを毎年出版しているほか、15種類の『Must See Guide』（北米を短期
間旅行する際に最適の目的地ガイド）、60種類の『Green Guide』（歴史、文化、芸術、建築
物の説明など、世界中を長期間かけて旅行する際に役立つガイド）、1種類のワインガイド
『The Wine Regions of France』を出版しています。 
 
ミシュランノースアメリカの会長兼社長のジム・ミカリは、「世界各地から訪れる旅行者は、

ニューヨークのことを世界で最もエキサイティング、そしてグルメな場所のひとつであると

捉えてきました。ミシュラン・ガイドが登場したことで、旅行者だけでなくニューヨーカー

もこの素晴らしい都市を心ゆくまで堪能できることでしょう」と述べています。 
 
ミシュラン・ガイドの発行責任者であるジャン＝リュック・ナレは、初めての北米ガイドを

ニューヨークに決めた理由として、ロンドン、マドリッド、パリなどの国際的な観光地と肩

を並べ、高い評判を得る料理と宿泊施設が集まっているためだと説明しています。 
 
ナレは、「多様な文化を特徴とするニューヨークシティは世界でも魅力的な都市のひとつで

あり、そこのレストランは大いなる決意を示し、料理とサービスの水準を高めようと切磋琢

磨しています。ニューヨークシティのレストランはまた、星の数ほど同業が存在し、目まぐ

るしく変化する、それだけにユニークである市場にあって、創造性と進歩的思考を常に維持

しなくてもなりません。良質なレストランとホテルによってニューヨークシティを誰もが認

める最高の都市にしている人々の業績と才能を認めるため、是非ともミシュラン・ガイドを

ヨーロッパ以外に拡充するべきだと感じたのです」と述べています。 
 
 
 
4件のレストラン（Per Se、Le Bernardin、 Alain Ducasse、Jean-Georges ）は、「格別な料理を
提供し、特別な旅にふさわしい」ことを示す三つ星を獲得しました。4件のレストランが「卓



 

越した料理を提供し、わざわざ訪れる価値がある」ことを示す二つ星を獲得しました。31件
のレストランが「カテゴリー内で非常に優れたレストラン」であることを示す一つ星を獲得

しました。また、ミシュランが試されることを推奨する高品質な体験を提供しているとして、

468件のレストランをガイドに掲載しました。ニューヨークシティの 5区すべてがガイドの検
討対象となりました。25件の施設がブルックリン（ブルックリンのレストランのうち 2件が
星を獲得）、13件の施設がクイーンズ、4件がスターテンアイランド、2件がブロンクス、
463件がマンハッタン（マンハッタンのレストランのうち 37件が星を獲得）となりました。 
 
『ミシュラン・ガイド・ニューヨークシティ 2006年度版』には、料理と快適さの全カテゴ 
リーで、どのような予算にも見合う、厳選された 500件のレストランと 50件のホテルが掲載
されています。ミシュランの一つ星、二つ星、三つ星は、その料理の希有な良質さが評価さ

れるにふさわしいレストランを示すものです。（ニューヨークシティの 5区にある 2万 3000
店の中から）500件のレストランに選ばれただけでも大変な栄誉です。ひとつひとつのレスト
ランとホテルが提供する料理とサービスを評価するために、訓練を積んだミシュランの調査

員が匿名で各施設を訪れ、客観的な評価を行いました。ミシュランの調査員によって星が与

えられるのは、料理のスタイルや快適さの水準とは関係なく、最上の料理を提供しているレ

ストランです。星の付与の評価基準は、料理の品質、フレーバーと調理への精通、料理の

「人柄」、値ごろ感、調和、の 5つです。 
 
『ミシュラン・ガイド・ニューヨークシティ 2006年度版』に掲載の料理カテゴリーは次の通
りです。 
• American 
• Asian 
• Austrian 
• Belgian 
• Brazilian 
• Chinese 
• Contemporary 
• Contemporary Asian 
• Contemporary French 
• Contemporary Japanese 
• Contemporary Mexican 
• Contemporary Thai 
• Cuban 
• Deli 
• Egyptian 
 

• European 
• French 
• Fusion 
• Gastro Pub 
• Greek 
• Hawaiian 
• Indian 
• Italian 
• Japanese 
• Korean 
• Latin American 
• Malaysian 
• Mediterranean 
• Mexican 
• Middle Eastern 
 

• Moroccan 
• Persian 
• Russian 
• Scandinavian 
• Seafood 
• Southern 
• Southwestern 
• Spanish 
• Steakhouse 
• Thai 
• Turkish 
• Vegetarian 
• Venezuelan 
• Vietnamese 
 

 



 

 

星の評価は次の通りです。 
• ガイドに掲載されたことは、同じ快適さカテゴリーにおいて「他から抜け出た品質
のレストラン」であることを示し、確実に試してみる価値があります。 

• 一つ星（ ）は、「そのカテゴリーで非常に優れたレストラン」であることを示し、

常に高い水準の料理が提供される場所です。 
• 二つ星（ ）は、「卓越した料理、わざわざ訪れる価値あり」を示し、高い技術

をもって慎重に作られた傑出した品質の料理を意味します。 
• 三つ星（ ）は、「格別な料理、特別な旅にふさわしい」を示します。この場

所ではいかなる時も極上の料理を口にでき、しばしばとびきり上等の料理が提供さ

れます。他にはない料理がこれ以上はない原材料によって精緻に用意されます。 
 
今回、『ミシュラン・ガイド・ニューヨークシティ 2006年度版』のために特別に読みやす
いフォーマットを採用しました。星（一つ星、二つ星、三つ星）を獲得したレストランにつ

いては、見開きを使い、画像、詳細な説明、レシピが掲載されています。パビリオン評価

（  から ）を得たホテルは、1ページ全体で、写真と充実した説明が加えられます。こ
の新フォーマットは今後のミシュラン・ガイドで採用されます。 
 
『ミシュラン・ガイド・ニューヨークシティ 2006年度版』のレストランとホテルは、区ご
とに分けられているほか、ガイドの冒頭で料理の種類別にも掲載されています。ガイドでは、

ニューヨークシティの各区がとりあげられ、マンハッタンはさらに細かく分けられています。

掲載の各レストランには、住所、料理のカテゴリー、快適さのカテゴリー、星、最寄りの地

下鉄駅、電話、ファックス、電子メール、ウェブサイトアドレス、価格帯、営業時間の情報

が付記されます。 
 
『ミシュラン・ガイド・ニューヨークシティ 2006年度版』は、各価格／快適さカテゴリー
に 500件のレストランと 50件のホテルを掲載し、ニューヨークシティのユニークな特色と
国際的な基準を反映した内容となっています。独自の評価は、ミシュラン・ガイドが網羅す

る 21カ国と共通であり、アメニティ、サービス、施設の維持、快適さ、料理、雰囲気、価
格、値ごろ感などの基準を採用しています。 
 
評価は、以下の 2種類です。 

• 快適さの評価：快適さの評価は、レストランの場合は 1つから 5つのフォーク／ス
プーン（  から ）、ホテルの場合は 1つから 5つのパビリオン（  から 
）で表記されます。これらのシンボルは同施設の快適さを判断するもので、調

度、サービス、清潔さ、周辺の維持が考慮されています。 



 

• 特別な印：最上のレストランに与えられる（  から ）、特別に快適な施設

に与えられる赤いフォーク／スプーン（  から ）もしくは赤いパビリオン

（  から ）があります。星は純粋に「皿の上のもの」を判断するもので、つま

り、料理の質、フレーバーの熟知、調理への知悉度、料理の「人柄」、値ごろ感、

メニューと年間を通じて顧客に提供される料理の調和、が評価されています。 
 
 
星の授与の決定は総意として行われ、そこを訪れた全調査員の意志の一致が前提です。各施

設の説明や他のシンボルは、その施設の雰囲気、料理の種類、得意な料理、ワインリストの

詳細を読者に提供します。これらの説明はアメリカ人の嗜好と要望に合わせています。 
 
ミシュランはタイヤ業界の世界的リーダー企業です。ミシュラングループは、航空機、自動

車、自転車、建設用機械、農業用機械、大型トラック、二輪車、スペースシャトル、地図、

旅行ガイド、アトラス、デジタルサービス（ViaMichelin.com）など、モビリティに特化した
製品とサービスを製造、販売、プロモートをしています。本社所在地は、フランス（クレル

モン・フェラン）で 170カ国で事業を展開、12万 7000人の従業員を擁します。製造拠点は
19カ国 74カ所です。 
 

 
 

 

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします 

日本ミシュランタイヤ株式会社 

広報部  ド・ポルチュ、石井、大道 

Tel：03-5210-2731  Fax：03-5210-2147 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ミシュラン・ガイド・ニューヨークシティ 2006 年度版 
 
 

ミシュラン星 

掲載数 一つ星 ( ) 二つ星 ( ) 三つ星 ( ) 

507 31 4 4 
 
 
 
 

ダイニング：507 レストラン 
58 25ドル以下でシンプルなメニューの店 

 
 

 
 

ホテル：50 掲載施設 
7 心地のよい伝統的スタイル 
11 最上の快適さ 
15 すぐれて快適 
14 まずまず快適 
3 普通に快適 
12 特別に心地よい施設 

 
 
 
 



 

 

ミシュラン レストラン レーティング 

 

一つ星 ( ) 
施 設 カテゴリー 区 エリア 

Annisa  マンハッタン ウエストヴィレッジ 
Aureole  マンハッタン アッパーイーストサイド 
Babbo  マンハッタン グリニッジヴィレッジ 
BLT Fish  マンハッタン ユニオンスクエア 
Café Boulud  マンハッタン アッパーイーストサイド 
Café Gray ® マンハッタン ミッドタウンウエスト 
Craft  マンハッタン グラマシーフラットアイ

アン 
Cru  マンハッタン グリニッジ 
Etats-Unis  マンハッタン アッパーイーストサイド 
Finamma Osteria  マンハッタン ソーホー 
Fleur de Sel  マンハッタン グラマシーフラットアイ

アン 
Gotham Bar and 
Grill 

 マンハッタン グリニッジヴィレッジ 

Gramercy Tavern  マンハッタン グラマシーフラットアイ

アン 
JoJo  マンハッタン アッパーイーストサイド 
Jewel Bako ® マンハッタン イーストヴィレッジ 
La Goulue  マンハッタン アッパーイーストサイド 
Lever House  マンハッタン ミッドタウンイースト 
Lo Scalco  マンハッタン トライベッカ 
March  マンハッタン ミッドタウンウエスト 
Nobu  マンハッタン トライベッカ 
Oceana  マンハッタン ミッドタウンイースト 
Peter Luger  マンハッタン  
Picholine  マンハッタン アッパーウエストサイド 
Saul  マンハッタン  



 

Scalini Fedeli  マンハッタン トライベッカ 
Spotted Pig  マンハッタン グリニッジヴィレッジ 
The Modern  マンハッタン ミッドタウンウエスト 
Veritas  マンハッタン グラマシーフラットアイ

アン 
Vong  マンハッタン ミッドタウンイースト 
Wallsé  マンハッタン ウエストヴィレッジ 
WD-50  マンハッタン ローワーイーストサイド 
 
赤で表示された®マークは、特に快適で安らげる施設を表します。 
 
 
 

二つ星 ( ) 
施 設 カテゴリー 区 エリア 

Bouley  マンハッタン トライベッカ 
Daniel ® マンハッタン アッパーイーストサイド
Danube ® マンハッタン トライベッカ 
Masa  マンハッタン ミッドタウンウエスト 
 
赤で表示された®マークは、特に快適で安らげる施設を表します。 

 

 

三つ星 ( ) 
施 設 カテゴリー 区 エリア 

Alain Ducasse ® マンハッタン ミッドタウンウエスト 
Jean-Georges  マンハッタン アッパーウエストサイド 
Le Bernardin  マンハッタン ミッドタウンウエスト 
Per Se ® マンハッタン ミッドタウンウエスト 
 
赤で表示された®マークは、特に快適で安らげる施設を表します。 

 

 

 

 


