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AndMore!

$19.80/each
各種 数に限りがございますので、お早めにお求め下さい!

Hurry! While stocks last!

Sesame and Tobanjan are the perfect combination!
You can try adding rice to the soup once you are done!
Sesame and Tobanjan are the perfect combination!
You can try adding rice to the soup once you are done!

東京ラーメン
麺屋みつ井

Tokyo Ramen MENYA MITSUI

Tel: 6353-2222（日本語）　Tel: 6339-1111（English）　Fax: 6339-1112　www.meidi-ya.com.sg

写真は全てイメージです。 Images are for illustration purposes only.
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大好評のラーメンフェア！ 日本各地から厳選されたラーメン大集合！
The good event for your ramen craving! Choose from many popular ramen from all over japan!

フェア

203 31金 火
FRI TUE203 31金 火
FRI TUE203 31金 火

FRI TUE203 31金 火
FRI TUE

34 12金 火
FRI TUE34 12金 日
FRI SUN

RAMEN FAIR
RAMEN FAIR

ストレート平太麺 Straight/Flat  120g×3

白河ラーメン
とら食堂

Shirakawa Ramen TORA SHOKUDO

平太麺 Flat/Thick  110g×3

Confidence in the taste! This soy sauce based soup has five kinds of chickens.Confidence in the taste! This soy sauce based soup has five kinds of chickens.

希少で肉厚な「瀬田しじみエキス」をスープに使用！希少で肉厚な「瀬田しじみエキス」をスープに使用！
Uses the highly praised

rare clams “Seta Corbicula” for the soup!
Uses the highly praised

rare clams “Seta Corbicula” for the soup!

The rich black soy sauce soup matches the noodles and will keep you asking for more!The rich black soy sauce soup matches the noodles and will keep you asking for more!
黒い濃厚醤油スープは、麺によく絡み、虜になること間違いなし!黒い濃厚醤油スープは、麺によく絡み、虜になること間違いなし!

東京神田ラーメン
わいず

Tokyo Kanda Ramen WAIZU

富山ブラックらーめん
誠や

Toyama Black Ramen MAKOTOYA

細麺 Thin  110g×3

極太ちぢれ麺 Curly/Ultra Thick  140g×3
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春の美味しい旬野菜をお届けします！
We bring Spring's delicious vegetable harvest to you!

UMEMURAUMEMURA ITALIAN FAIRITALIAN FAIR

・新じゃがいも
・春キャベツ
・春はくさい
・春だいこん
・春菊
・きぬさや
・そらまめ
・ふきのとう
・菜の花
・新たまねぎ

・Potato
・Spring Cabbage
・Spring Chinese Cabbage
・Spring Japanese Radish
・Garland Chrysanthemum
・Snow Peas
・Broad bean
・Butterbur Sprout
・Rapeseed Blossom
・Onion

・新じゃがいも
・春キャベツ
・春はくさい
・春だいこん
・春菊
・きぬさや
・そらまめ
・ふきのとう
・菜の花
・新たまねぎ

・Potato
・Spring Cabbage
・Spring Chinese Cabbage
・Spring Japanese Radish
・Garland Chrysanthemum
・Snow Peas
・Broad bean
・Butterbur Sprout
・Rapeseed Blossom
・Onion

・清見オレンジ
・せとか
・デコポン

・Kiyomi Orange
・Setoka Orange
・Dekopon Orange

・清見オレンジ
・せとか
・デコポン

・Kiyomi Orange
・Setoka Orange
・Dekopon Orange

VEGETABLES

FRUITS

JA SPRING FRUITS & VEGETABLES FAIR
JA春の青果物フェア

203 29金 火
FRI TUE203 29金 日
FRI SUN

梅むら梅むら イタリアンフェアイタリアンフェア

備長炭
Binchotan Charcoal

梅
Plum

本場イタリアからお届けする本格食材の数々をお楽しみ下さい。
Enjoy home made Italian cuisine with ingredients from Itlay.

本場イタリアからお届けする本格食材の数々をお楽しみ下さい。
Enjoy home made Italian cuisine with ingredients from Itlay.

美味しい紀州の南高梅と備長炭をお届けします。
We present tasty Nanko Plums and healthy Bincho Charcoal!
美味しい紀州の南高梅と備長炭をお届けします。

We present tasty Nanko Plums and healthy Bincho Charcoal!

イタリアン食品
ITALIAN FOOD ITEMS

ルンガロッティ ワイン
LUNGAROTTI WINE

・パスタソース各種 Pasta Sauce Assorted
・パスタ各種 Pasta Assorted
・オイル各種 Oil Assorted
・クラッカー各種 Cracker Assorted

・Rubesco Rosso di Torgiano
・Torre di Giano
・Rubesco Vigna Monticchio
  Torgiano Rosso Riserva
・Torre di Giano Vigna Il Pino

味に自信あり！出汁は五種の地鶏をミックスし、醤油で仕上げる。味に自信あり！出汁は五種の地鶏をミックスし、醤油で仕上げる。

胡麻と豆板醤の刺激が最高！シメのご飯まで美味い！胡麻と豆板醤の刺激が最高！シメのご飯まで美味い！

産地直送
Direct from

the farm 特別価格
SPECIAL
OFFER

産地直送の為、商品が入荷しない場合がございます。どうぞご了承ください。 
Please note that some direct import products might not be available. 
写真は全てイメージです。 Images are for illustration purposes only.

産地直送の為、商品が入荷しない場合がございます。どうぞご了承ください。 
Please note that some direct import products might not be available. 
写真は全てイメージです。 Images are for illustration purposes only.



クラタ食品のラーメンは
含まれません。

Except KURATA Ramen$19.80/each
各種 数に限りがございますので、お早めにお求め下さい!

Hurry! While stocks last!

広島のますやみその自慢の白味
噌、米味噌、豆味噌をブレンドし
て旨味濃厚。
White miso, rice miso and bean 
miso are blended for this special 
miso soup.

広島ますや味噌らーめん
HIROSHIMA MASUYA
MISO RAMEN
ちぢれ麺 Curly 300g/2pcs

一風堂の秘伝の煮込み自家製
チャーシューをご提供いたします

Fragrantly stewed Char-siew, 
the secret to Ippudo’s popularity.

チャーシュー
CHAR SIEW Per/100g

特別価格
SPECIAL OFFER PRICE

KURATA

IPPUDO

RAMEN FAIR
RAMEN FAIR

フェア

Flavourful
soy sauce is
the base of
this tasty
broth.

Enjoy the
harmony
of flavour.

行列のできる店と同じ香り豊か
なマルキン醤油で味付けしてい
ます。
Popular ramen seasoned with special Malkin soy sauce.

尾道らーめん
ONOMICHI
RAMEN
ストレート平打麺 Straight/Flat 300g/2pcs
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秋田ラーメン 錦
Akita Ramen Nishiki

秋田を代表する超有名店。醤油スー
プは深いコクでまろやか。
Mellow and deep soy sauce soup.

ストレート細麺 Straight/Thin 110g×4

青森 長尾 中華そば
Aomori Nagao Chuka Soba

煮干しの旨味が伝わるスッキリとし
た味わい！
Savour the refreshing taste of dried sardine.

ちぢれ中太麺 Curly/Medium Thick 110g×4

旭川ラーメン 青葉
Asahikawa Ramen Aoba

豚骨・鶏がらに昆布・鰹・煮干しと野
菜の旨味が麺と絡み美味。 A delicious 
soup made with pork bones, chicken bones, kelp, 
bonito, dried sardines and vegetables. 

ちぢれ細麺 Curly/Thin 110g×3

飛騨高山中華そば なかつぼ
Hida Takayama Chukasoba Nakatsubo

鶏ガラと醤油のシンプルでコクのあ
る深みあるスープ。
Simple taste of chicken bones, and soy sauce.

ちぢれ細麺 Curly/Thin 100g×4

喜多方ラーメン 大みなと味平
Kitakata Ramen Oominato Ajihei

昔ながらのスープ作りに徹底的にこ
だわった飽きの来ない味。
Light flavoured soy sauce soup.

ちぢれ平太麺 Curly/Flat Thick 120g×4

札幌ラーメン 桑名
Sapporo Ramen Kuwana

純正天然味噌を使いまろやかなコ
クと風格のある味わい。
A mellow rich soup with a natural miso taste.

ちぢれ中太麺 Curly/Medium Thick 120g×3

東京ラーメン ひるがお
Tokyo Ramen Hirugao

塩でありながらまろやか。あっさりと
していながら印象に残る香味。
Salty yet mellow, a strong flavour in a light 
soup.

ストレート麺 Straight 110g×4

京都ラーメン 天天有
Kyoto Ramen Tentenyu

鶏ガラをベースに、じっくり煮込んだ
白濁スープが自慢。
We are proud to share the taste of our cloudy 
chicken soup.

ストレート中細麺 Straight/Medium Thin 110g×3

埼玉ラーメン 頑者
Saitama Ramen Ganjya

肉系と魚系のうま味ダブルスープ。魚粉
が入り、群を抜いた最高のバランス。 
Taste the double flavoured soup made with 
fish and meat.

ストレート麺 Straight 140g×4

埼玉つけ麺 頑者
Saitama Tsukemen Ganjya

夏はつめたく、冬はあたたかく、いずれ
で食べても、やめられないおいしさ。
A taste that can be enjoyed all year round, 
warm in winter and cool in summer.

ストレート極太麺 Straight/Ultra Thick 140g×3

佐野ラーメン 万里
Sano Ramen Banri

もっちりとした麺とあっさり醤油スー
プが一度食べたら癖になる。
Chewy noodles in plain soy sauce soup.

ちぢれ平麺 Curly/Flat 120g×4

仙台ラーメン みずさわ屋
Sendai Ramen Mizusawaya

すっきりあっさりの中華そば。
Clear soup made with kelp, mushroom and 
bonito.

ストレート極細麺 Straight/Ultra Thin 100g×4

佐野ラーメン 宝来軒
Sano Ramen Houraiken

鰹節・豚骨・鶏ガラ・野菜で出汁を
取ったスープ。 Soup made with chicken 
broth, chicken bones, pork bones, dried bonito 
and vegetables.

平細麺 Thin/Flat 110g×4

富山 虎矢
Toyama Black Toraya

｢富山ブラック｣と称する北陸・富山の
ご当地ラーメン。濃い醤油スープに太
麺が特徴。"Toyama Black" ramen, featuring 
a strong soy sauce soup and thick noodles.

ちぢれ極太麺 Curly/UltraThick 100g×4

京都白河ラーメン 魁力屋
Kyoto Shirakawa Ramen Kairikiya

屋台の味！こだわりの背脂醤油ラーメン！
あっさりだがコクと深みのある味。
Pork backfat soy sauce ramen! A deep rich 
taste that is just like the street ramen stand.

ストレート中細麺 Straight/Medium Thin 100g×3

東京海老そば けいすけ
Tokyo Ebisoba Keisuke

海老の香りを十分に楽しめる濃厚醤油
スープにコシのあるストレート平細麺。究
極の一杯。 Enjoy the aroma of shrimp from the thick 
soy sauce based soup and straight flat thin noodles.

ストレート平細麺 Straight/Flat Thin 110g×4

大阪ブラックラーメン 金久右衛門
Osaka Black Ramen Kingemon

今や大阪を代表する銘店。濃口醤油
が太麺と相性良し。
The Osaka taste of Soy Sauce compliments 
the thick noodles.

太麺 Thick 130g×4

東京中華そば いちや
Tokyo Chuka Soba Ichiya

鶏・豚・魚介・香味野菜の甘味を凝縮
させた完成度の高いスープ。
Soup perfection which condenses the 
sweetness of chicken, pork, fish and herbs.

ちぢれ細麺 Curly/Thin 110g×4

東京ラーメン せたが屋
Kitakata Ramen Raimu

ガツンと来る魚介系の味と香り。ひとつひ
とつの具材にしっかりとした仕事がほどこ
された一杯。Diligence and an eye for details 
are the key ingredients of this strong fish soup.

ストレート平細麺 Straight/Flat Thin 110g×4

米沢ラーメン 喜久家
Yonezawa Ramen Kikuya

牛骨から搾り出した醤油味は、コク
があり、あっさり味。ちぢれ細麺との
絡みが程よい。Soy sauce flavoured beef 
broth with curly thin noodles.

ちぢれ細麺 Curly/Thin 130g×4

山大前 やまとや
Yamadaimae Yamatoya

米沢にはめずらしいこってり味の醤
油スープ。
A rare taste of rich shoyu soup in Yonezawa.

ちぢれ細麺 Curly/Thin 110g×4

尾道ラーメン 味平
Onomichi Ramen Ajihei

干貝柱や海老などを使った尾道ラー
メンの人気店！
A popular shop in Onomichi using dried 
adductor mussels and prawns.

ちぢれ細麺 Curly/Thin 110g×4

博多長浜ラーメン いってつ
Hakata Nagahama Ramen Ittetsu

長浜ラーメンの神髄を熟知した店主
の手技。
Well versed in the process of making 
Nagahama Ramen.

ストレート極細麺 Straight/Ultra Thin 100g×3

浜松ラーメン 元亀
Hamamatsu Ramen Genki

某TV局ラーメンランキングin静岡、
堂々の１位のお店です。
From the ramen shop ranked No.1 in Shizuoka 
by a Japanese TV program.

ちぢれ細麺 Curly/Thin 120g×4

尾道ラーメン とき
Onomichi Ramen Toki

しつこくなく、やさしい味わい！背油
入り醤油スープ。
A mellow Soy sauce soup with pork backfat.

ストレート平麺 Straight/Flat 110g×3

徳島ラーメン 岡本中華
Tokushima Okamoto Chuka

まろやかでコクのある豚骨スープ
は、徳島ラーメンのルーツ。
Mild and rich pork bone soup.

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×3

横浜ラーメン 吉村家
Yokohama Ramen Yoshimuraya

トンコツと鶏ガラをベースにしたコ
ク深いスープに特製醤油ダレが特
徴！ Pork ribs and chicken bones is the base 
of this deep soup with special soy sauce.

ストレート平太麺 Straight/Flat Thick 120g×3

横浜家系 侍
Yokohama Samurai

豚骨三種に鶏ガラの甘味を最大限に生
かし、鶏油を浮かべた濃厚スープ。
Traditional thick sticky noodles in a thick broth 
made with the sweet taste of chicken.

ストレート太麺 Straight/Thick 130g×4

久留米ラーメン 沖食堂
Kurume Ramen Okishokudo

食堂系ラーメンのあっさり豚骨。
Mellow Tonkotsu soup for a Japanese home 
cooked taste. 

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×4

熊本黒ラーメン 好来
Kumamoto Kuro Ramen Kourai

にんにくの香ばしいにおいが溶け込ん
だマー油とコクのある豚骨が合わさった
黒いスープ。The dark soup is made with the 
oil of fragrant garlic and boiled pork ribs.

ストレート麺 Straight 110g×4

金澤濃厚中華そば 神仙
Kanazawa Noukou Chuka Soba Shinsen

とろりとして濃厚な仕上がりと味わい。
Thick and rich taste.

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×4

モヒカンらーめん 味壱家
Mohikan Ramen Ajiichiya

濃厚豚骨スープに、唐辛子ベースの
秘伝のタレ。
Tonkotsu soup with secret sauce made with 
red pepper.

細麺 Straight/Thin 110g×4

京都中華そば 髙安
Kyoto Chukasoba Takayasu

鶏ガラと豚骨を合わせたスープはコ
クがありながらも、あっさり。
Soup made with Chicken Bones and Boiled 
Pork Ribs.

ストレート麺 Straight 110g×4

大分 丸優ラーメン
Oita Maruyu Ramen

こってりしながらキレがよく実にやさ
しい味わい。
A thick soup with a mild and crisp taste.

ストレート極細麺 Straight/Ultra Thin 100g×4

札幌らーめん 五丈原
Sapporo Ramen Gojogen

平成六年創業。道産子たちが愛した
味！
Sapporo ramen in the Traditional Hokkaido 
taste.

ちぢれ中太麺 Curly/Medium Thick 100g×3

博多らーめん 秀ちゃん
Hakata Ramen Hidechan

背脂たっぷりの濃厚スープに、麺は
博多風の極細麺。
Extra fine Hakata style noodle in heavy soup 
full of pork back fat.

ストレート細麺 Straight/Thin 100gx3

熊本ラーメン 名店大黒
Kumamoto Ramen Meiten Daikoku

豚骨スープに焦がしニンニクのコク
と風味。
Pork bone soup with scorched garlic’s rich 
flavour added.

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×4

博多ラーメン らーめん四郎
Hakata Ramen Shirou

長時間煮込まれた骨太スープがスト
レート細麺に絶妙に絡み合う。Straight thin 
noodles is exquisitely entangled with the fragrance 
of garlic in a soup made with large bones.

ストレート麺 Straight 110g×4
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元祖岡山とりそば 太田
Ganso Okayama Torisoba Ohta

鶏の旨味が際立つあっさり塩スープ！
Enjoy the taste of salty chicken soup!

ストレート平麺 Straight/Flat 110g×4

20金FRI 21土SAT 22日SUN

27金FRI 28土SAT 29日SUN

実演&試食販売
DEMONSTRATION &

TASTING
AVAILABLE!

写真は全てイメージです。 Images are for illustration purposes only.

フェア期間中

10%OFF
20~31 MAR 2015

スープは辛いだけでなく出汁の
旨味が効いていて甘味と辛さの
バランスが絶妙。
The soup is not only spicy but sweet and tasty too.

広島つけ麺
HIROSHIMA
TSUKEMEN
丸麺 Round 372.6g/2pcs

スープは豚骨の濃厚な旨味と和
風だしの独特の旨味が醤油ダレ
に絶妙な風味を醸しだします。
Unique taste and flavour of rich Japanese soup. Pork bones will enhance the 
flavour of soy sauce.

岡山中華そば
OKAYAMA
CHUKA SOBA
角麺 Square 300g/2pcs

麺は博多系極細麺。スープは豚骨
の旨味に野菜の旨味。ガーリック
オイルが個性的。
Vegetable and pork flavoured soup, topped with garlic oil, great for thin 
noodles.

麺蔵 博多豚骨らーめん
MENZO
HAKATA TONKOTSU RAMEN
ストレート極細麺 Straight/Ultra Thin 300g/2pcs
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