
※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.
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高知アイス KOCHI ICE

土用の丑 純米酒フェア SAKE FAIR

山と海の自然がいっぱい詰まった
土佐の絶品アイスクリームとゆずドリ
ンクをお届けします。
Delicious Ice cream and Yuzu drink from 
Tosa. It contains the gifts of nature from the 
mountain and the sea.

こだわりの技術で育てられた自慢
のうなぎ。秘伝のタレは創業以来
50年受け継がれる変わらぬ味。
Eels from the Shimanto river, one of the 
clearest stream in Japan. Enjoy together with 
a special sauce with a 50 year history.

道産鮭を日本酒の古酒を使った梅酒等を味付に使い仕上げた
新感覚のスモークサーモンです。食感は生ハムのようですので、
サーモンプロシュートと名付けました。
A smoked salmon that is seasoned in plum wine. Just like a 
Prosciutto.

四万十うなぎ弁当 SHIMANTO UNAGI BENTO
実演販売

DEMONSTRATION

試飲販売
SAMPLING

$37.50~$86.80$37.50~$86.80
$39.90~$89.70$39.90~$89.70

純米酒各種
Sake Assorted
純米酒各種

Sake Assorted

鰻巻き卵
Unagi Rolled Omelet
鰻巻き卵
Unagi Rolled Omelet

試食販売
SAMPLING

ゆず果汁/ドリンク各種
Yuzu Fruit Juice/Drink Assorted
ゆず果汁/ドリンク各種
Yuzu Fruit Juice/Drink Assorted

シャーベット/アイス（ゆず/天日塩/ぽんかん/四万十栗/池川せん茶）
Sherbet/Ice Cream (Yuzu/Salt/Ponkan/Chestnut/Sencha)
シャーベット/アイス（ゆず/天日塩/ぽんかん/四万十栗/池川せん茶）
Sherbet/Ice Cream (Yuzu/Salt/Ponkan/Chestnut/Sencha)

Delicious Summer fruits & vegetables direct from Japan! 
夏真っ盛りの日本から、美味しい夏野菜と果物を直輸入！

UNAGI
Oishi!

丑の日
土用の

7月30日
丑の日
土用の

7月30日

鰻蒲焼弁当A
Unagi Kabayaki Bento A
鰻蒲焼弁当A
Unagi Kabayaki Bento A

鰻蒲焼弁当B
Unagi Kabayaki Bento B
鰻蒲焼弁当B
Unagi Kabayaki Bento B
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金
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広島風お好み焼き
Hiroshima Okonomiyaki
広島風お好み焼き
Hiroshima Okonomiyaki

喜多屋 特別純米酒 山廃仕込 蒼田
Kitaya Tokubetsu Junmaishu Yamahai Souden福岡
越の磯 純米酒 越前忘憂
Koshinoiso Junmaishu Echizenboyu福井
花垣 純米 にごり酒
Hanagaki Junmai Nigori 福井
南部美人 特別純米
Nanbubijin Tokubetsu Junmai岩手
八海山 特別純米
Hakkaisan Tokubetsu Junmai新潟
賀茂鶴 純米吟醸
Kamotsuru Junmai Ginjyo広島
北川本家 富翁 吟の司 純米大吟釀
Tomioh Ginno Tsukasa JDG京都
喜多屋 寒山 水純米大吟醸
Kitaya JDG Kansansui福岡
菊水 純米大吟醸
Kikusui JDG新潟
真澄 山花 純米大吟醸
Masumi Sanka JDG長野
東光 純米酒
Toko Junmaishu山形
石鎚 特別純米酒 夏純米
Ishizuchi Natsu Junmai愛媛
三井の寿 夏 純吟 チカーラ
Mii-no-Kotobuki Natsu Jun-Gin Cicala福岡

産地直送
DIRECT

FROM THE FARM

特別価格
SPECIAL

OFFER PRICE

実が大きく、肉質が
緻密、甘みが強い、
と三拍子そろった、
まさに果物王国・福島
を代表する極上のブ
ランド品種です。
Popular Peaches from the 
fruit kindom of Fukushima, 
grown in the fertile soil, 
it is bigger and its flesh 
clings to the pit.

9MON
月

TUE
火18 9MON

月
TUE
火18

あかつき
AKATSUKI PEACH
あかつき
AKATSUKI PEACH

・ぶなしめじ
  Bunashimeji Mushroom
・ほぐしぶなしめじ
  Hogushi Bunashimeji Mushroom
・ほぐししめじ
  Hogushi Shimeji Mushroom
・しめじ Shimeji Mushroom
・しいたけ Shiitake Mushroom

秋香園 SHUKAENサガンベジ SAGAN VEGE

・ほうれんそう Spinach
・こまつな Mustard Spinach
・みずな Mizuna
・春菊 Garland Chrysanthemum

佐賀県産
有機野菜

特 別 価 格
福島フェア FUKUSHIMA FAIR

福島県産旬のももフェア福島県産旬のももフェア

試食販売
SAMPLING

北海道どさんこプラザ

HOKKAIDO DOSANKO PLAZA
市川燻製屋本舗 サーモンプロシュート
ICHIKAWA Salmon Prosciutto 100g

十勝産の豆を100％使用し、独自の特許製法で醸造した純粋酢
はまろやかな酸味とコクのある酢です。料理にも飲物にもお使
いいただけます。 Made using our special method with 100% 
Tokachi red bean. It has a rich and mellow taste that is good for 
cooking and drinking.

丸勝 小豆の酢
MARUKATSU Azuki no Su (Red Bean Vinegar) 150ml

豊浦特産「豊浦いちご」をふんだんに使用し、果肉感を残した
シャーベットです。無添加、無加水の果肉入りシャーベットは、1
本ずつ手造りの商品です。 
Hand made sherbet with no added water or additives. Made with lots 
of Toyoura strawberries.

高岡 ストロベリーシャーベット
TAKAOKA Strawberry Sherbet 50g

卵の一粒一粒に醤油の風味がしっかりとしみ込んだノンドリッ
プのいくら醤油漬けです。別添で昆布たれが付いておりますの
で、お好みでお召し上がりください。
Salmon roe soaked in soy sauce to slowly absorb the flavour. Kelp 
sauce is also included for you to enjoy.

丸あ野尻正武商店 鮭いくら醤油漬け
MARUA Ikura Syoyu Zuke (Salmon Roe) 400g

新しい商品が続々入荷! ぜひこの機会にお試しください!新しい商品が続々入荷! ぜひこの機会にお試しください! ENJOY!

新商品のご紹介新商品のご紹介

NEW ITEMSNEW ITEMS

JA福島 会津天のつぶ
JA FUKUSHIMA
Aizu Ten no Tsubu Rice

$15.00 2kg

$33.00 5kg

JA福島 会津天のつぶ
JA FUKUSHIMA
Aizu Ten no Tsubu Rice

$15.00 2kg

$33.00 5kg

JA福島 会津コシヒカリ
JA FUKUSHIMA
Aizu Koshihikari Rice

$19.50 2kg

$43.00 5kg

JA福島 会津コシヒカリ
JA FUKUSHIMA
Aizu Koshihikari Rice

$19.50 2kg

$43.00 5kg

FUKUSHIMA PEACH FAIRFUKUSHIMA PEACH FAIR
JAライスJAライス
JA RICEJA RICE
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金
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特 別 価 格
JA伊万里 JA IMARI

● 桃 Peach 
● メロン Melon
● デラウェア Delaware Grapes
● 巨峰 Kyoho Grapes
● プラム Plum

● 桃 Peach 
● メロン Melon
● デラウェア Delaware Grapes
● 巨峰 Kyoho Grapes
● プラム Plum

VEGETABLES
野菜

● キャベツ Cabbage 
● グリーンボール Green Ball
● 白菜 Chinese Cabbage
● 長ねぎ Leek
● えのき Enoki Mushroom
● にんじん Carrot
● たまねぎ Onion
● 大根 Japanese Radish
● 新かんしょ（長） Sweet Potato
● 洋種かぼちゃ Pumpkin

● キャベツ Cabbage 
● グリーンボール Green Ball
● 白菜 Chinese Cabbage
● 長ねぎ Leek
● えのき Enoki Mushroom
● にんじん Carrot
● たまねぎ Onion
● 大根 Japanese Radish
● 新かんしょ（長） Sweet Potato
● 洋種かぼちゃ Pumpkin

FRUITS
果物

ＪＡ全農
夏の青果

物

JA SUMMER FRUITS & VEGETABLES

・すもも Plum
・幸水梨 Kosui Pear
・ハウスみかん Mandarin Orange

・すもも Plum
・幸水梨 Kosui Pear
・ハウスみかん Mandarin Orange

果物
FRUITS
果物
FRUITS

野菜
VEGETABLES
野菜
VEGETABLES
・きゅうり Cucumber
・こねぎ Spring Onion
・アスパラガス Asparagus
・南瓜 Pumpkin
・米なす Eggplant
・水菜 Mizuna

・きゅうり Cucumber
・こねぎ Spring Onion
・アスパラガス Asparagus
・南瓜 Pumpkin
・米なす Eggplant
・水菜 Mizuna

31227 31FRI
金

SUN
日227

特 別 価 格
大阪ダイニング味咲 OSAKA DINING MISAKI

実演販売
DEMONSTRATION

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

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



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

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

SH
OYU醤
油

だるま軒
DARUMA KEN

昭和22年創業。昔ながらの醤油ラーメンは、屋
台から始まった札幌ラーメンの初期の味です。
Founded in 1947. Try the nostalgic flavour of traditional 
Sapporo soy sauce ramen.

日本直輸入

フェアフェア
31227 31FRI

金
SUN
日227 RAMEN FAIRRAMEN FAIR

味の三平
AJI NO SANPEI

MISO味
噌

昭和25年創業。言わずと知れた「味噌ラーメン」発
祥の名店です。あっさりしていながらも濃厚な旨味を
もつスープは、つい飲み干してしまう美味しさです。 
Founded in 1950. One of the founding stores that 
served “Miso Ramen”, featuring a light but rich 
flavoured soup that you must drink it all up.

SH
OYU醤
油

味の三平
AJI NO SANPEI

昭和25年創業。札幌ラーメンを語る上で欠か
すことのできない名店です。麺とスープのバラン
スが絶妙です。
Founded in 1950. A store that comes to mind when 
you talk about “Sapporo Ramen”, with an exquisite 
balance of noodles and soup.

SH
OYU醤
油

芳蘭
HORAN

昭和28年創業。札幌ススキノで営業する老舗
ラーメン店。香ばしい香りが食欲をそそる一杯
です。
Founded in 1953 and is well established in Sapporo 
Susukino. The fragrant aroma will enhance your 
experience.

SHIRO MISO

白
味
噌

千歳王将
CHITOSE OSHO

昭和45年創業。秘伝の白味噌を使った白味噌
ラーメンはコクとのど越しが絶妙です。
Founded in 1970. Featuring a secret recipe for their 
mellow white miso soup that just flows down your 
throat.

冷蔵空輸ラーメン
CHILLED RAMEN

特別価格
SPECIAL OFFER 各種/each

生
麺
生
麺

青葉
旭川らぅめん

Asahikawa Ramen AOBA

ちぢれ細麺 Curly/Thin 120g×2

つるつるとのどごしの良いちぢれ
細麺と、濃厚な味わいの醤油スー
プが特徴です。 Rich soy sauce soup 
with curly thin noodles that have a 
pleasant clean taste.

SH
OYU醤
油

とみ田
Tsuke Soba TOMITA

つけそば

ストレート超極太麺 Straight/Ultra Thick 150g×2

豚骨ベースの和風豚骨つけだれと
魚介の旨みを効かせた濃厚な味
わいです。
Taste the harmony of pork bones 
and seafood.

TONKOTSU

SHOYU豚
骨
醤
油

桑名
札幌味噌ラーメン

Sapporo Miso Ramen KUWANA

ちぢれ中太麺 Curly/Medium Thick 110g×2

ちぢれ中太麺に、まろやかな豚骨
味噌スープが特徴です。
Curly medium thick noodles matches 
with mellow pork bone miso soup.

MISO味
噌

大みなと味平
Kitakata Ramen OOMINATO AJIHEI

喜多方ラーメン

ちぢれ平麺 Curly/Flat 110g×2

太めのモチモチ平打ち縮れ麺に、
あっさり醤油スープが特徴です。 
Chewy thick curly noodles and light 
soy sauce soup.

SH
OYU醤
油

埼玉ぜんや
Shio Teou ZENYA

塩帝王

中太麺 Medium/Thick 110g×2

コシの強い中太麺に、コク深い濃
厚な塩スープが特徴です。
Medium thick noodles matches the 
deep and rich salty soup.

SH
IO塩

ホープ軒本舗
Tokyo Kichijoji HOPUKEN HONPO

東京吉祥寺

ちぢれ極細麺 Curly/Ultra Thin 110g×2

ちぢれ麺に絡む、背脂とニンニク
が効いた豚骨ダシベースのスープ
が特徴のラーメンです。Curly noodles 
matches with soup made with pork 
bones, backfat and garlic.

TONKOTSU

SHOYU豚
骨
醤
油

吉村家
Yokohama Ramen YOSHIMURAYA

横浜ラーメン

極太ストレート麺 Straight/Ultra Thick 110g×2

濃厚豚骨醤油スープに鶏油の甘
味。極太ストレート麺が特徴です。
The sweetness of chicken oil in a rich 
pork bone, soy sauce soup, matches 
with straight ultra thick noodles.

TONKOTSU

SHOYU豚
骨
醤
油

だるま
Hakata DARUMA

博多

極細麺 Ultra Thin 100g×2

超濃厚豚骨スープに、博多の味わ
い極細麺が特徴です。
Thick and heavy soup, full of pork 
backfat.

TONKOTSU豚
骨

名店大黒
Kumamoto Ramen MEITEN DAIKOKU

熊本ラーメン

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×2

焦がしニンニクの効いた豚骨スー
プが特徴です。
Pork bone soup with scorched garlic’s 
rich flavour added.

TONKOTSU豚
骨

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!

The good event for your ramen craving! Choose from many popular ramen from all over Japan!The good event for your ramen craving! Choose from many popular ramen from all over Japan!
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評
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香味豊かなクセになる塩味が調
和した逸品。The "ultimate right soup”, a 
clear soup with the harmony of saltiness and 
fragrance from chicken bones and seafood.

細ちぢれ麺 Curly/Thin 110g×4

鶏と昆布のだしが塩スープのコク
と深みを引き出さす。
Chicken and kelp brings out a rich and 
salty flavoured soup.

ストレート極細麺 Straight/Ultra Thin100g×4

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

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

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 backfat.

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×3

福岡ラーメン総選挙No.1のあっ
さりクリーミーとんこつ。
Voted No.1! Fukuoka Ramen with a simple 
and creamy Tonkotsu soup. 

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×3

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 ストレート極細麺 Straight/Ultra Thin100g×4

まるで桜島大噴火のような壮大
な一杯を再現。
Looks just like an island volcano erupting.

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×4

100g×3

こだわりのストレート麺に絡むスープは
四季折々の果物が入ったやさしい味。
Sweet and mellow soft flavoured soup, 
made with seasonal fruits.

ストレート麺 Straight 110g×4

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.

100g×3

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

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 ストレート極細麺 Straight/Ultra Thin100g×3

豚骨ダシをベースに、背脂とニン
ニクと醤油が決め手のスープ。
A pork bone soup base with a tinge of pork 
backfat, garlic and soy sauce.

ちぢれ極細麺 Curly/Ultra Thin 100g×3

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

豚の背脂の塊が味のパンチに。奥
深い味わいのラーメン。
The mass of pork backfat makes the taste 
powerful.

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×3

鰹節・とんこつ・鶏ガラ・野菜でだ
しを取ったスープ。
Soup made with chicken broth, pork bones, 
dried bonit and vegetables.

平細ちぢれ麺 Curly/Flat 110g×4

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

釧路ラーメンの原点を守り続ける
正統派のこだわりの銘店。
Original Kushiro ramen noodle.

ちぢれ細麺 Curly/Thin 110g×4

ちぢれ細麺 Curly/Thin 100g×4

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

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

平太麺 Flat/Thick 110g×3

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.

110g×4

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

背油を浮かせたピリ辛な鶏ガラ
醤油スープ！
Spicy chicken and soy sauce soup with 
pork back fat!

ストレート細麺 Straight/Thin 100g×3

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

北海道3名店が融合した究極の
詰合せ! The ultimate collection of 3 popular 
Raman shops in Hokkaido, Ichimonji, Aoba 
and Kuwana. Enjoy!

100g ~120g×3

箱ラーメン
BOXED RAMEN

$19.80
各種
/each

全
国
銘
店
ラーメン

全
国
銘
店
ラーメン

全
国
銘
店
ラーメン

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

昭和26（1951）年創業。深いコク
のスープはさらっとした後味。
Founded in 1951. The deep flavoured 
soup is rich, but with a nice light finish.

細ちぢれ麺 Curly/Thin 110g×4

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

SHOYU
SHOYU

TONKOTSU
TONKOTSU

M
ISO

M
ISO

CHICKEN
CHICKEN

SHIO
SHIO

TONKOTSU
SHOYU

TONKOTSU
SHOYU

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.

極太ストレート麺 Straight/Ultra Thick 120g×3

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

横浜家系 侍
Yokohama Samurai
横浜家系 侍
Yokohama Samurai

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

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

博多ラーメン らーめん四郎
Hakata Ramen Shirou
博多ラーメン らーめん四郎
Hakata Ramen Shirou

京都中華そば 髙安
Kyoto Chukasoba Takayasu
京都中華そば 髙安
Kyoto Chukasoba Takayasu

大分 丸優ラーメン
Oita Maruyu Ramen
大分 丸優ラーメン
Oita Maruyu Ramen

福岡ラーメン 二男坊
Fukuoka Ramen Jinanbo
福岡ラーメン 二男坊
Fukuoka Ramen Jinanbo

博多らーめん 秀ちゃん
Hakata Ramen Hidechan
博多らーめん 秀ちゃん
Hakata Ramen Hidechan

Enjoy the harmony of flavour and aroma of this soup.
豚骨ダシとコクが重なる、香り立つ旨みと味
Enjoy the harmony of flavour and aroma of this soup. 
豚骨ダシとコクが重なる、香り立つ旨みと味

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.

和歌山ラーメン まるしげ
Wakayama Ramen Marushige
和歌山ラーメン まるしげ
Wakayama Ramen Marushige

和歌山ラーメン 井出商店
Wakayama Ramen Ide Shoten
和歌山ラーメン 井出商店
Wakayama Ramen Ide Shoten

創業当時からのコクのある豚骨
醤油の味をここに再現。
The original pork with a soy sauce taste.

徳島ラーメン 岡本中華
Tokushima Okamoto Chuka
徳島ラーメン 岡本中華
Tokushima Okamoto Chuka

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.

鹿児島ラーメン くろいわ
Kagoshima Ramen Kuroiwa
鹿児島ラーメン くろいわ
Kagoshima Ramen Kuroiwa

モヒカンらーめん 味壱家
Mohikan Ramen Ajiichiya
モヒカンらーめん 味壱家
Mohikan Ramen Ajiichiya

東京ラーメン ホープ軒
Tokyo Ramen Hope-ken
東京ラーメン ホープ軒
Tokyo Ramen Hope-ken

横浜ラーメン 吉村家
Yokohama Ramen YOSHIMURAYA
横浜ラーメン 吉村家
Yokohama Ramen YOSHIMURAYA

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 Thin100g×4

佐野ラーメン 宝来軒
Sano Ramen Houraiken
佐野ラーメン 宝来軒
Sano Ramen Houraiken

埼玉ラーメン 頑者
Saitama Ramen Ganjya
埼玉ラーメン 頑者
Saitama Ramen Ganjya

米沢ラーメン 喜久家
Yonezawa Ramen Kikuya
米沢ラーメン 喜久家
Yonezawa Ramen Kikuya

埼玉つけ麺 頑者
Saitama Tsukemen Ganjya
埼玉つけ麺 頑者
Saitama Tsukemen Ganjya

東京ラーメン せたが屋
Tokyo Ramen Setagaya
東京ラーメン せたが屋
Tokyo Ramen Setagaya

東京海老そば けいすけ
Tokyo Ebisoba Keisuke
東京海老そば けいすけ
Tokyo Ebisoba Keisuke

白河ラーメン とら食堂
Shirakawa Ramen Tora Shokudo
白河ラーメン とら食堂
Shirakawa Ramen Tora Shokudo

ラーメン 来来亭
Ramen Rairai Tei
ラーメン 来来亭
Ramen Rairai Tei

仙台ラーメン みずさわ屋
Sendai Ramen Mizusawaya
仙台ラーメン みずさわ屋
Sendai Ramen Mizusawaya

釧路ラーメン 河むら
Kushiro Ramen Kawamura
釧路ラーメン 河むら
Kushiro Ramen Kawamura

尾道ラーメン 東珍康
Onomichi Ramen Tonchinkan
尾道ラーメン 東珍康
Onomichi Ramen Tonchinkan

飛騨高山らーめん 桔梗屋
Hida Takayama Ramen Kikyoya
飛騨高山らーめん 桔梗屋
Hida Takayama Ramen Kikyoya

The representative taste of ramen that is loved by everyone.
万人に愛されるラーメンの代表、王道の味

The representative taste of ramen that is loved by everyone.
万人に愛されるラーメンの代表、王道の味

高山ラーメン 豆天狗
Takayama Ramen Mame Tengu
高山ラーメン 豆天狗
Takayama Ramen Mame Tengu

あっさりとした和風醤油スープが
絶品。
Enjoy simple Japanese soy sauce 
soup.

尾道ラーメン 味平
Onomichi Ramen Ajihei
尾道ラーメン 味平
Onomichi Ramen Ajihei

青森 長尾 中華そば
Aomori Nagao Chuka Soba
青森 長尾 中華そば
Aomori Nagao Chuka Soba

ちぢれ細麺 Curly/Thin

IPPUDO

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.

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.

京都ラーメン 天天有
Kyoto Ramen Tentenyu
京都ラーメン 天天有
Kyoto Ramen Tentenyu

函館ラーメン 一文字
Hakodate Ramen Ichimonji
函館ラーメン 一文字
Hakodate Ramen Ichimonji

東京ラーメン ひるがお
Tokyo Ramen Hirugao
東京ラーメン ひるがお
Tokyo Ramen Hirugao

札幌ラーメン 桑名
Sapporo Ramen Kuwana
札幌ラーメン 桑名
Sapporo Ramen Kuwana

$6.80$7.00
/Per 100g

SPECIAL OFFER PRICE
チャーシュー CHAR SIEW

$6.80$7.00
/Per 100g

SPECIAL OFFER PRICE
チャーシュー CHAR SIEW
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試食販売 TASTING試食販売 TASTING

東京塩ラーメン 麺屋 宗
Tokyo Shio Ramen Menya Sou
東京塩ラーメン 麺屋 宗
Tokyo Shio Ramen Menya Sou

北海道ラーメン 競演名店三品
Hokkaido Ramen Kyoen Meiten 3pin
北海道ラーメン 競演名店三品
Hokkaido Ramen Kyoen Meiten 3pin

Not to be missed tasty salt, miso and chicken bone soup ramen.
味わい深い塩、味噌、鶏ガラもお忘れなく
Not to be missed tasty salt, miso and chicken bone soup ramen.
味わい深い塩、味噌、鶏ガラもお忘れなく

詰合せ
ASSORTED

NEW NEW

NEW NEW NEW

西
山
製
麺

NISHIYAMA SEIMEN

北海道

HOKKAIDO

生
麺
生
麺

中太ちぢれ麺 Medium Thick/Curly 466g/2pcs中太ちぢれ麺 Medium Thick/Curly 390g/2pcs

中太ちぢれ麺 Medium Thick/Curly 384g/2pcs 中太ちぢれ麺 Medium Thick/Curly 422g/2pcs 中太ちぢれ麺 Medium Thick/Curly 330g/2pcs

ストレート細麺 Straight/Thin ストレート細麺 Straight/Thin


