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使用済みのカップや残飯は金蝿内田 rECロステーション」

にて回収いたします.その他町公園内のごみ箱へは絶討

に鎗て忽いようお翻いいたします.
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眉舗紹介回目回目回目百四百四回回目回目回目
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セブン・イレブンとのコラポにより生まれたラーメンや.自由わり届踊

東京ラーメン新人王忽ど、スペシャルブースが畳唱 l

いー鳳望嚇仰ン申本禁断琳JI
東京ラーメンショーだからこそ出来た頭断のコラボ

I!!I骨スペシャリストの一周盆とからうま仕IllI才人のゆ窓が初防タッグ.

Eま骨スープに塁手さを活わして‘そこにオリジナルの樋を組み合わ包た造品。

個性の強い二人b'このイベントmに創り出した今回のみのスペシャルラーメン!

i :  
己己[i!illIイ〉ト1ιzー老齢醐酎

ζのイベントli'!'I、5こそ実現でをたー娘臨のコラ訓ilIl!J多一旦宜I:D

f.ìタンメン同ドヨド，~セブンイレブンで寝室発売中のカップ温11..1翼手除

Dl1・1をリアIIIラーメンにして鐸供.カリスマ宿主のE方の隊を[q

a，忽フレンドで旨さを迫究Uた泡1，';1]

SHOP INFO 

陶多-lIlZ大名本底 繍岡県福岡市中央区大名 1-13-14n092-771口880

2望奨時間 11:00-翌2:00‘目"口口、24:00 照休 htto:1八wlW.iopudo.coml

蘭盲タンメン中**底 照来初級例区fiiII13-5-1 n03-5398-1233 

2き9医崎問 10:40翌2:00土祝10:10盟2:00目別配10:10-24:00(翌日が祝日

の喝合志土胞と岡山然体 http;//vJlN¥v.moukotanmer、.nakamoto.coml

2 せたが跡中本×ー鳳童三強M 孟詞|
3人の個性が活者た剥理由的なー符

包たが置X<P芯X一風!o!が手をHIんr.:.スベシ刊レコラ*.

それぞれの得震分野である「魚介Jr紛らうまJrl!!ltllJをうまく透卸して‘ 湿原スープに信太姐を合ね包.

野菜や肉疎噌恕ど具もたつ沼田.このイベントのみの限定ラーメンl

己己和市イl'1lトlメ =ュー名:ピυe湿原!Ilタシメン

I附1I~1I.~l : 1[/@ -Jlft-U，:tM咽畑町内んで

開発したセナノイレフトンで尭売ゅのチルド姐『ピυ傘型厚m轡タンメ

ンJ.とれをりアルラ メンにしたらどう忽るわ?そん怠慢聞を爽際に

作って解決!食わ忽告。繍!
d 

SHOP lNFO 

包Fとが11*宿 東京縁組田谷区野沢2.1.2n03-34 18-6938 

2舞諮問 11:00-霊2:00.日1100-2400無体

悔多-lIlZ大名志庖 l!!ほ司県福岡市中央巨大名1-13-14n092.771-0880 

・iSタンメン剛志$盾 烈京銀板偏I8.tiiJll3.5-j n03-539B-1233 
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ヨE回目四百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四

|川3予時嚢翻髄遁鶴場三珊番輔腸闘負(但町3
E豪E京ラ~メtン繍人王~らあめん元(惜6日~4日) 目笹わり

ちほき屋盾主千慈恵ニ氏が“千濠道場鍾術指南役"としτ
3人の若手に目曾わり指荷!

ちI~を盤 底主千葉憲二氏b'・千Z寝泊喝麺術箔荷役『として3人の若手に自信わり指南 l

主日限定でl1l!京ラ メン新人王2009Jの優勝広舗も出庖l

11/3 r麺や庄のJ…「幻由醤油Sーめん』

2005年のオーフ〉以来毎月笛りで繰り出す創作ラ メ〉カリ 気の「麺や庄の」博

司幻の世材ーを使った醤j自らーめん。東京ラ メンシヨ 出自配念という郡でこれま

での集大成といえる作晶が登羽l

11/4 r麺や錐J..[事そうで苦手く担い海老ラー油を使コた‘

えびだしSーめん漕厚吉すよ!!J

最年少の2H，t若き庖主の「姐やliJによる強wJt生溢れるー杯.新11'"甘海老を

ふんだんに使mした昧冊目ベ スのスープと自家製淘老ラー'mで旨除李隊 省昧

コクを緩縮さ包た遭厚えびだしらめんで防0..

官官/5rsーめん武士道J.・[5ーめん』

ただ20年ひたすら情"と愛情を打ち込んできた「ら めん武士道J，"大置のトリガラ

と密昧野菜、倫介で作った;g臼渇ス ブのらめんをひっさげ子寮県相伽う堂 出々悶l

1116-1117 rらあめん元』…『塩Sあめん』

日本テレビの笛組にて「東京ラ メン新人王2009Jを護得した砲の名底「らsめん元j協

鴻iE 調味料に翻らすおの旨錬を鼠大限引き出した新湿原系羽濁，容.

限返し滑らか'"細彊のコンビネ シヨンを隊ねおう。

SHOP JNFO 

置や庄の 東京/llI新宿区市谷左内町1番地 雷03.3267-2955

活扱崎間 11:00-15:(コO.1 7:00-21 :30 土日祝日 00-16:(コ0 続休 http:f八I'NNI.menya-shono.coml

組や雌 1I1京初北区王子1-15-5c03-3912.1988 

lo!，長時間 11:30-15:(コ0、18:00-23:00白磁11 :30-19:00 無休

Sーめん武士道 千灘県相市相3-2-15n04.7169.4147 

自篠崎問 11:30-15:00. 1 B:OQ-23:DQ(臼祝1j;.21:QO)

S~めん完 1I1京郡傾嶋巨板下2-16-11 n03-5392-9567 

!!!l臨時間 11 :30-14:30. 18:00-21:(コ0 土日況11:30-スープ切れまで
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盾舗紹介回旦回旦回旦回旦回旦回目回目回目回旦回旦回E回目回目回

北1.北宵盟、商1.沖縄まで目:$宝国の人気・，主目1i5t.J'tt話。E 雪ITc""liiit司
.!l'J:ヨE唖' 1~1外市，.

東京にい拡がらこれだけの己当地ラーメンが貴べ§れるチャンス1.めったに無い l

己当地色を出し拡がらの届主コラポの多目出居。今回だItの才リジナルラーメンも必由です'

4 富良野とみffil 門戸|
富良野産小衰を寄臼で11曹.抱卵さ〈ら"を練りこんだ
日本イチ小衰の瞭がする麺です。

自家製粉‘自家製題、無化調‘地lfI!地消を口く、北海国I.mb!野にある

『とみIIIJ.石田で縫いた国産小変の興際しさと、北の大地周奥探さを

硲ねおう1I……附附〉砕トIB
週lll1μ‘菱の，鍵‘底隊ましさをアピ=1ルbするとa終鳴に図円自.鎗e司事匹の高い商rJa 
で安金と安心の鼠鳳をしても§しい、.富良野の大地を机で摩じていただ

をたく存じます.

SHOP INFO 

富良野とみIII 北海道富良野市字a燭市街地5 nQ167-29-2666 

省環局間 11 :00-15:00 定体日本鰍 hlto:/.八，wNJ.furanotomil:.awa.coml

I踊うまいっし揃桝帥}lT 幌|
札幌の名庖「真武咲.uと『題処まるほ』がコラボした.
宵脂溜厚瞭噌ラーメン

札幌挙似に....があり襲売買渋谷の湿EIJiに今年新しく才ーフンしたnut咲弥」
そして.札幌函聞の名后「彊処ま副叫がタッグを阻み東京ラーメンショーに初出筒!i…IAUS:j叩 4 ン
温ir.~和慣品、将駁砲の符逮玉子ちぢれ麺隊.タレに隠GE包の濁.図

栂酒造の日本酒を使lIl!その他lIlI姐窺の愈"とスパイスをフレンド

しました.この6""".，;舗が1:'1んだラーメンl!'lここで食べ忽をやもう!!!iJと
食べ5れまtさん!

05 

SHOP INfO 

1'1霞蛾~ 東京1l!渋谷区道E仮2.] 0.3 tt03-64 16-3778 

曾支局間 J1:00-翌6:00 目隠 11:00-亜2:00 定保回答し

組組まるほ 札幌市盤平区西岡4糸8-4-1 ttQ 1 1-854-5260 

館現鴎1聞11 :00-15:00. 17:00-21 :00土日祝日 :00-22:00 日閣 11:00-裂2氾O 定体白木m

キLI融制曾ラーメン



ヨE田町四百四百回目四百四百四百四百四百四巨回百四百四回四百四百四

I歯舘ラーメン次郎長 越晶|
北海道の小さな町の小さなラーメン屋さんが
大卸会、東京へと事陸上いたしました.
1998年、北淘温函館白、SilIで40分位の小さt.町でラーメン次郎民"

オーフン.r今年で13年自に突入しまたこの機忽現台にまで上れる織

に広った郁!こ自分自身燈いています. 北海辺函館のI~Wとしていつも

週り現の-1不気合を入れて頑強ります」

[削制5itiil:l::l……~l::l制ル九トHしドlJ!!:l!'l!l唱斡
当倍のイテ才シラ一メン!協a隊噌ラ一メンです.しlJ'iIし、今回の東京

ラーメンショー20 10では!r"~l北館遭.函館地区代表として.iiiilB淘

ラーメンを狸自除いたします.ホタテ貝縫畑~""t-J~J，"'~コンブ・.地充血

貧帽を質問Z使用し忍んだスーヲの温ラーメンlζ仕上げています.

SHOP lNFO 

ラーメンtJ<1B1I 北匂道茅8I!rn<.'l町新J118J221-3 nQ 1374-2.1204 

8夜側聞 1130-1930 定孫自火廻

塩ラーメン

.賄章そば…ン夫 」竿 I
宵11一東京が新瞬線でも織がるラーメンエクスプレス!
膏11符盗品が魅力的なー杯

渇Itl5ーめんを全聞に完惜し続切るH!脂質tllそぼ」が‘関吸困を中DI;:野也監ま

:鑓nるガッ、~I)らーめんをl!I!慢するrsーめん大Jとのmのコラポ，.必見l

12月の東北新鮮線新筒蒜栗東問問過を開"裂脱した夢のコラポレーション!

… ート 『問中軒…)
[抑制排I，，=一

Iilll崎庄のI[Jタレ'を使ったチャーシューに割問Iil曾んパい.まさに一路

れるII"lーのん大'[2]スープと掴のコラポレーションl悶濁曾んぺいI!'l
じっ〈りスープに浸してお召し上がり下さい.

SHQP INFO 

a・属中.そぼ 宵.n~宵蒜市三好2.3.5 aQ17-783-2443 

S!礎II~II.ß 7:1コ0-10:30.I 1 :00-22:00 定体日月B/i http://naga.chu.de.blo8.jp/ 

ラーメン大 関東侃砲飾!2';1Iil切4-57-14 003.3602-7073 

S!見附間 11 :30-24:45 然体

紹符急泡軽D窓
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属舗紹介回目回目血目回目回目回目lEi@回目回目回目田旦回目回旦回

画購剤

続豚・比内題・通産審よ恋新衰を使用
食材宝庫獄図涜でまんまと陪めさせて頂きます。
烈北矧爽秋田を知っています泊、ヲうまいラーメンを作りたい巴の怠n:tt

で繍まった「秋図成ト会J.この会の発起人r5ーめん錦」と「竹本商庖Jが
コラポ.純国産枚目にこ応わった高唱を鍵供l

H印 刷出1"::1-s， oe"，.. 掴
ドンドコ炊いた温厚様豚スープに惜しみも忽ι比凋地調を大量償

入.種lI'l日本隠ー北海道['.Jよ恋・の痛衰を使用!lL1沢飽りねぎの

清明さも加わり、新沼原告置の5ーめん.愈ベ進ん""ところで『恒三E子J
を削コて下芭い.まんまとl芯まったでしょ「どんぶり川敏図J

SMOP lNFO 

S一也ん岡本居 紋田県大館市釈迦内街道上142-3 <>0186-48-668日

曾疑問問11 :00-23:00 ht叩 Ilnishiki.diner.coml

掴や初代竹本酉庖 獄田県以回市山王2-8-22nO 1 8-863-8852 

Siil時間11:00-15:00， 18:00-翌1:001金土18:00-翌2:008覆18:00-22:00) 定係日与し huoゾItakemoto-shoten.cαnI

I仙台ラーメン時皇 宮ナ|
おやじ命感"のオリジナルシルウ麺
もちもちつ.ぶりぶりつ.の食惑をトクとご焔能あれ!

平成4年に宮綬県仙台市で、ーおやじーとーおわ、みーの二人でスタートした

「五倍!i!Jはまも芯くオープン20~. r手作目こよる停に優しいラーメンを

作り続lフお宮俸の支符をjijることが出来ました.地方突の狼自色を'"

B院しみ頂けるよう研一符らーめんを作りますリ

[…1=rMu j ・闘銀以来.多くの方々 にEされ溜げ包し怒りた『向そI!JI!lソワルフート.

として地元を度切りに吸北町地に線付くことができました.見た固と.

lF.l裏腹にあっさりとしたスープ、同の旨みが充分つまった祭m、|

チャーシュー.もちもちのシIJI:'J岨と畑バランスが好晴です!

SHQP INFO 

仙台Sーめん五福星 仙台市泉区野村字同省毘駿11-2 <>022-218-5869 

駒内1:1

包興防関 11 :30-14:30. 18:00-22:00土臼侭11 :30-1 5:00， 18:00-22:00 定体日火岡町

07 
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呂田四回目百四百四回目百四百四百回目四百四百四百四回目百四百四巴四

，o樹木花の季 聖空白|
1Ii*より.自家E曜の手作り『日光唐辛子暗噌」
鍵れたての野薬を拘って'陸上します。

8年前かう姐にするぬの小麦を笠置するところからE建築を始めた「花の掌J.
年間滋十樋頭の野裂を生産しまた毎年冬にIまスタッフ全員で図盆R素晴を

仕込むのl芯食材へのこだわりゆえ.

「花の零Jのテ マ(;"-土からテーブルまで~ー.

E ……f日間」 加τ|[目的トlメー
地元Z江戸時代から曾いIE!Eる手議で仕込ん佐田禽聡噂を花畑撃贋I!J

[ll吐岸隠と旨隊が咽犯した「日光膚辛子隊咽」が完成。8山だん Z使

われる地野夜、自家叡麺との縮性I!l銭S揮です.

SHOP INFO 

花の掌 栃木県宇/iIl富市新里田 1606-13 n028-665-5517 
1;1築時間 11 :00-15:00， 17:00-20:30 休日 11 :00-14:30， 1 7:00-20:30 }.E体日右手し

http:l八'l¥WI.bakaumaramenhananoki.coml

I埼玉館 時週|
崎玉産の疎噌に大.ビーナツ.にんに〈、生聾などを
加えバーナーで餓fJlし香ばしさを引曹出す。

「彩岩Jl;l埼玉で活摘している10后が匁まり勉強をし、新しい知段を学ぶ会.

2006年に結成され 個 の々窓の事'1筏を辺え「彩省jとしてののみ活動する.

「彩岩」の岩，..一線岩を軍隊する02008年に「勾玉にと当地5ーめんを作る

う会jを結成.以後笛イベントで「燥がし醤;自らめんjを出品している.

[目的トI，，=，，-a:闘 が叫
今回!孟今までのliJ.Wがし函通.を.繍がし篠DIにし新たffiる銚駆をします!

飢 fた隊帽の~去を充分に盆かしコクと旨みを引き出しています.

スプ回剤豚鰹節嫡平、コンブ停で出し.除組との自複合を齢ります.

一SHOP INFO 

*影岩メン/¥-16鏑*

E震うえ巨/ガラ醐療学担/小網Sーめん宣の本ほか
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眉舗紹介回目回目回目回目岡田回旦回目回回目

E軍事宰望聖PJI
.~~，!じ1.5 "1淵 ，.

山首臨場ラーメン組合 雫む|
日本ーのラーメン滋眠区の宿主同士がコラボした
s玉のー符!

日本ーのラーメン滋燃ia'高田沼喝の有名ラーメン底b'今年同町田馬喝

ラーメン脳会」を完足!iI!・~iãの底力を!l!Jl!ラーメンショーでー将司コラポ

趨に注ぎ込U.高田鰐喝ラーメン組合の今後の活劃にも目が躍ゼ砿い'

l印刷出l- J '‘図属喝の己当凶ラーメンとして:[;1酒量』がE量生しました!今回のGE

ラーメンショーで初盛aします! 周喝彊とR悼とん写もの~かIi'l

それ[H.:. .i畷lI!召しょがってい2とだIilllぱ 4もちろんIU京ラーメン

ショー鍵了後も高図思喝ラーメン組合のE箆で1・1べられるように怒ります!

SHOP lNFO 

*高園周・ラーメン岨古メンバー眉舗*

圃園祭、=刊目げいすIt.!I)ん処凋.降ー.ゃったる、園理、置温歳、不掴火.one80ne8.盟組.、週圃眠慮、抽

東京コラポ1.
U 多摩組 Witb I 

今回のこだわりは伺と行ってもroJ
.京の鳳真湾「東京しゃもjを使用1
30事前に宛星し問崎に煎京の地豚πOKYOXJ事事、東京産の食材を使用

し信義々広イベントを企画してきたf多摩組J!たr.'.の寄位縄めで'""ぃ

『コラ'"の突醤系」多服組の濁身のー停を係わ"ヨ

1 
2己lilãíIイ~に~:illti1}f:C:: .!醐~l.t:Ti::l
ヨ硬くコクもあり悠が5、おっさりとした隊わいの『東京しゃるm.l今回の東

京ラーメンショーのために1m月も前伽S予約を入れている途局.これを

「多摩飽I~で憾の商偏にr;;上げていきます.使用，る温も日清陵紛

さんとの打ち合わぜそ.祖国内置の小麦のみで鍾を仕上げています.
~ 

5HOP INFO 

会多摩岨メンバー庖鏑合

眠..1/掴鋼!Iキの庄/を5./0酒量/圃や丸め/匝ほか
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E百四百四百四百四百四回目回目百四百四百回目四百四百四百四回目百四

I4刺鉄蜘ム向 時司
元祖つIt麺符E曜もりそばの東池銀大鴎肝
つ付鐙と人気を二分する時中箪そば

今回も室参加，安定1いわすと知れた元祖つけ麺の符闘もりそばに臼11忽い

人気を跨るー中，.そ1，!"Oさらに今回除回目わり限定ラーメンも畳喝.18

だけの復刻メニューやこれからの流行を占う創作ラーメン忽どが目白l~ し.

毎日食べても飽き忽いぞl ••••• 」
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東池園大腸野一円 東京都銀烏区南，也坦2-42-8 n03-39Bl-9360 
曾篠崎間 11:00-23:00 定休日認し http://www.tai-sho-ken.com/

中lilそぱS
自由わり限定ラーメン

I&>>i=ii'i附 S附酬(ii;t.U_
文京区量強の呼び声高い2人が胸沢で新たな伝観
を創る!号の名ほ『伊腸海老煮干しそば」

2005年文京区1i:2人の兇がa史学でラーメン盾を関鍵.r魚介X豚傍刈売をEJ

冷めt.いつげ趨でo;ol:iを打ちlliったTETSUQi主小宮ー醤.フレンチ12年

初食5安手の経肢を武留に初代から肉そばに至るまで控S的で斬新左手ラ メン

を飢り道化するrrフいすlフJ后主竹国政介.その2人が創る奇協の一杯.[…l 一日ぽスーフ陥iiJiJラと厳遇した煮干しを大量に使い芳穆写譜干しの摘。胡OhII・

的です.麺£村上朝日思湿原に依顕した符注眉でYルツルとした厳鍾しの I・

いいストレート麺.仕上回惨事鯵海老でとコた寄隊摘を使用し伊"濁琶定 団・

無平しの欄る上~忽一杯. 是非ご賞味不さし、・ I・

StlOP INFO 

田代目けいす11 田京初文京区駒込 1-1-14 n03-5814-5131 

宮築時間 11:00--15口口、18:00-23:00 定休日はし http://W'v¥川 grandcuisine.;p/keisuke/

つけめんγETSU 照京総文京区千肱木:4-1-14 n03.3827-6272 

自築時間 11:30-スブ切れま努終了(15:45頃) 定体日忽し 11¥叩//plaza. rak uten.co， jp/tsuketetsul 

10 



庖舗紹介回目回目匝呂田回目白血目百四回目回旦回目回目回目回旦回

置司まP.II

・~J::J.~..ml川市 1.

|吋申請附ん億二代自つ閣官ボ|

11 

うま辛な1事多瞭噌の細鱈のラーメン

東京隠千代田区を中心とした18向でも指JIjりの豚・魚介のカリスマ的存在

辻図盛大氏の庖r!t>ん徳二代自つじ田」と E立匡で柵多琢骨の人気底とし

てトップクラスを跨る「田中高広」のコラポl芯必見'Iに……印町制1iIl:l制…~トH山r::sft!I!'!!!!川凶~広山叶一'-'ii一
うま李悠一符IILI唖と厳鏑の合わ世筏.山形虚の情海苔も入弘

週 ~l・多畠を使用.

$HOf' JNFO 

めん億二代目つじ国 際京都千代田区御国小川町 1-4和田ビル1F

n03-5256-3200 
自灘崎間 11 :00-23:00 土8祝日 00-21:00 定徐臼思し
http://www.nldalme-tsujita.co.jp 

田中薗居 東京概定立区一ツ家2-14-6 君03-3860-3232

省蕪碕間18:00-盟4:00 定休日'.し

これぞ車両濁! 霊園で育んだ姐ラーメンのコラポ!

-，野渇図大ラーメンーの中のひとつ、ー束三条系二それに宵!>iラーメンと

割スブ付の濁摩隊畑ラ メンを鼠合さぜた符.

F 可

tiPlilli~イ〉ト l メ~・背聞週降・~。ゐi日田加……ル←…隊慨恥F一…航酔F一一-寸引引引フ訓叩川山…lに町町ζ抗hたhコ刷…柑
ゼます.，捌jス-フI隠率強'烈界j[忽率'鰍障平しス フで=大ラ メンの良いと己どDの
蘭1'_1です.温厚bっしょっぱし、スープを食べ忽がr>l禽干し兵ープで徐々に

割コていくスタイlIlI・ 土にのコた修め野繋とrJ!，'I.:!~~般にマッチしま菅-

SIIOP INFO 

会衛調題視ffijj険金メンバー眉絹合

6-&t)ん処潤 新潟り吊燕市小牧406.18 n0256.63-3685 

ラーメン東繍 !ni凪線新潟市中央区豊宮2-2-3 n025-282-2838 

・E 新調県新調市製区製山4-33-1 "025-276-8808 

たかみち 続潟県西珊原田弥彦村大字矢作7288-5 n0256-94-5900 



E百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四百四回旦回目

| 咋 舶拾 時~
ラーメン王国情輔の精鋭遣が全国の地で
疎噌ラーメンの歴史と未来を寓ぐ

lO州麺:!<会と，.信州を心白、5袋し信州のラーメンを全国にと、互いが切

磁琢沼し強い箆東の元組まった畏野ラーメン界のトップ奥田.今回lま信州

みそという信州血高プランドをひっさげ全国にー令の~州ーをお属l才します.

己包官、ポイシトlメ=ュ-SErg圃 極傘砂そ温み

鹿野県を代表f.lるラーメン・人還が作り上げた遭身の一杯除.情州

隊・の橿湿スープに.掴lEl早打ちの極太手もみ掴.肉らしく[l;よげたlパラ嗣向シ2 と固め時間王子に舗の関細棚醐州

ラーメン界の「引を粗副司さわしむト宥弔慰日輔2下さい!

SHOP INFO 

*個州園宜主メン1(-届舗禽

-4 

纏iII極太みそ極み

ぉi5ほし/をまぐれ八民衡/i::ちそう圃九十九/ちゃーしゅ-Sーめん網の霞/とり圃や五色/1¥1.ピンラーメン/

，Joしもりやめん@ん/ゆいが/Sあめん肥るま矢/S<I>めん寸八/ラーメン大田/ラーメン.'事叡/ラッキー..'"とや/

lI!む?b・し叡/橿聡捌Sうめん陽園/量'9Table.圃/値圏値鍵/薗圃置人/1111毘月/麹工房いt~曾/園緒。づき/
酒E宜竃/趨匪がむしゃ5/恒心ざいおん/草創 IDEA/担酒量

lj(見煮干と皆伝の魚醤から生まれるコイ?と寄り.
加えて策調E鋼会組初題。次世代ブラック麗生!

2009年の煎京ラ メンショーで!¥!上滋第1位のお底'fお削ブ憾で全国から出

岳製鋼やイベントの鯵加信網白相次ぎました.豆腐山県伽ら符別功釘者表膨ま

で銀賞践しました.これから，.さ51ζ旨いうーめんを作り悶磁の期待に応える

と共に引き続き曹九山ブラックのブランド化に努めますJ今写も気合充分'

I…!J'1!I!'I!!!!…一|: り富山湾にfEIHlする[aブ:!lI'盟関忽プランクトンを食ぺてm謁点に 1 

'"ったイワシを由って銚~密i'lIこのイワシ力、§作るれる氷見様子隠工 l 
グミも悠く濁原忽だし ζ悠りますlI:lょの織平と溺缶の綱留治おう生まれ l 
るliJH山ブラック2010肱今年も感動を届R長官

SHOP JNFO 

富山ブラック樋JIいる，. 富山幌射水市戸磁1555.1 含 0766-56-9988

自築珂附 11 :30-24:00定休日 怒し

http:/八Nww.menya-iroha.com/
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庖舗紹 介回目回目回目回回目回目回目白血回目白血l

置聖1惇3 D
.".J:)'~'4 :市制，.

I~lf~ラーメン博IEラーメンlEß州事Dl 民ゐ|
『北陸ラーメン槽』で人気だった
ラーメン庖同士のコラボ!

2010年9月19日(日)20日(月}に15"1県金沢市にて開催されたf第5回

北陵ラーメン綱jで.11山石川福誇よDJI!tlした続t~15色、ら選び!ib、

れた人気15'今北且人が患も注包するラーメン底同士が膏1llのコラ;f.!

一……Jrm回北陸ラーメン柵Jにて北睡3慨を代表して『氷見ラ メンJと l
rん・I!lん事!IlII烹京ラ メンシヨ に新たliJ箆息を巷き包ζしまiDI

食の固 ・北陸のυ久々 の置をGJ:;lぜたととでし8隊わえ忽い途偏を l
是非己掴飽ください1

$HOP JNFO 

氷見ラーメン 閉山県氷見市丸の内 12.7 n0766.72-1813 

8幾均四 11 :30-13:30、18:00-盟2:30LO 定休日月間

忽ん.r"ん事 福鈴県あわ阜市Jij;~10-36 "0776-77-3814 
営業鈎問 10:00-22:00 

包えぴラーメン北陸2010

I滋賀樋維新会 滋2ラボ|
湖国に轡曹起こる舗新の風を
ここ東京ラーメンショーでも!!

活賀のラ メンを盛りよげる"そん忽矧いをもって立ち上げた「湿賀値麺

総新会」が東京ラーメンシヨ を鱒台に次のステップヘl絶元遜賀の食"

を使い.新しい滋賀ラーメンを困姻す.
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SHOP INFO 

食道遠賀館組組車罰金メンバー届鏑*

ラーメンにっこう/幻の0・そぼ凶1111/趨温風火@ /梅花事/

畳屋ジョ=ー/ラーメンいっこく

13 
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ヨ百四百四百四百四百四百四百四百四百四回四百四百四百四百四百四百四

⑫隷l認知れ亙人衆 時評|
11/3 rまこと屋J.-['F醤ラーメンJ
136tの高鍋で'1'骨の旨みをたっぷり悩出l上海台湾でも人気の関西宛の午語

ラーメン.まこと属の牛骨スープは啄骨r.:げで隊出ゼ広い箆符の省みが自慢の

ス フー特腿の『マー泌」と「秘Eの辛子疎開Jがス ブに絡み、 調厚広がらマイルド

砿旨さが味わえます.

11/4 r大阪麦風』…『とって口調厚とんZコ』

勝傍100%の濃陣'"スープ1こ背信をプラス.決して腐っ!まく惨たよく、良みも気にた主り

ません回トッピングのaかす(牛の小腸の泊儲げ)1彦大級ではお忽じみですが 度食

べるとクセに怒る耶四;uいt.しですl

11/5 rsーめん処我風庵J.-[隷恩塩ラーメン魚畦』

スープ'"豚傍で取った自若スープに秋刀魚節を合わぜ秘Eの塩タレで仕よげまし

た.麺'"切替28醤で低加水の姻鍾を使用.まろやかで恩医薬盟伽忽ス プとの倒性

lま叡君津です.関西で 雷、いや世界でー笛を目指す気合パリパリのラーメン野郎を

目指しやってきました.

可lIsr九州らーめん亀王J..r九醐油ソバJ
月間2万食の鴻ソパが売れる行刊の盾.国座豚肉を創幾b、ら継ぎ足し続ける硲伝の

タレで仕泌むーとろける自家製ちゃあしゅう・が自慢0"100回混ぜると旨いーという

伝践があり‘ 理ぜるほどに旨除が瑚します.

1117r醸平J..r菌平かめん』

あっさりとしたトンコヲ疎は麹ガラとゲン骨を然潟で血や汚れを丹念!こllI1り水D'ら

炊き込み、 野療もたっぷり炊き込んで.ようやく出来た寝入こだわりの磁平ら 趨

'"琶'"がらの聡.オリジナル木の実スパイスと紛伝のタレこよってどこにも忽い隊を

鍵供しております.

SHOP lNFO 

まとと園 大阪府大阪市中央区心斎凶筋2-6-18n06-B4B4-2058 l!~篠崎間 11 :00-畳3:(コo

大阪愛車 大阪府大阪市中央区奴心斎偏'-14-24tr06-6245.7628 臼援問問 11:30-翌5，00

5ーめん処寝息胸 兵即県伊丹市西台2ト11 含 072.779.2272 S)'l旬間 12:00-14:00. 1 8:00-翌2:00

九州§ーめん亀王 大阪府大阪市北区白嶋崎2-7-12ftQ6-6312-1616 省東働問 11:00-翌4:00http://~w/.kiou.cO.jD/ 

麗平 大阪府大阪市北E型的2-4-5c06-6374-544Q 営業時間 11:30-翌2:00夕方体惣有

14 



庖舗紹介百四回旦回目回目回目回目回旦回旦回目回呂田旦回目回旦回

届輔剤

.廊の骨×無鉄砲 ??良|
“天然コラーゲンスープ!"と強力な“カルシウム!"
をプラスしました。

1998年奈良にて創幾.続き「京都<l>2>J.r大阪信」そしてrftまの骨」、

「がむしゃらj‘「つけ盈照心jとセカンドブランドも才一フY.創策12毎回

にして‘沼袋にrm京中野盾J.野方!こ「つlフ姐熊樋Jを8月に才一プン.

多くのファンに製される庖舗.

一一…鵬|
;卸nitjil)"'4 S:t ，JS:j眼 底

照銭砲らしさを追求したらζう怒りました.湿原怒とんこつ司ープiI!I瞳

ラーメンショー匝定の作り方をします.ー今しか[Joくられ怒いラ メン・

をよろしくお煩いします.

SHO? lNFO 

豚の・ 奈良県大和郡山市上三惚町 152-1 nQ743-52-644Q 

包築附問 11 :00-14:00. 18:00、-22:00いすれもスープ切れ次第縫了}不定休

鮪銭個中野庖 東京都中野区江古田Lj-5-1 n03-5380-6886 

包築時間 11 :30-14:00. 17:00-22:00 定休日月曜 http://www.muteOPou.com/

東京ラーメンショー限定E窓口ま

!圃E... ー圃園田四国四 四 国- 布市宮司・

z 万H 汗;.t'l ;j fA~ ~似 Sr.III開園

'5 

創.60年!岡山ラーメン源涜のー符

岡山駅西口で60年間続く老酒の中務そぱ毘.富士自の隊に彫慢を受け

た庖も凱多い.全国発送をしており、楽天0)1)アルタイムランキングで

も箆々の1位を損得.満を符してのイベント出自.今回，.同じく岡山出身

であり烈京小JI悶1で庖舗を構える「をぴ」が出簡をザポート.

F 唱

ととかポイ!1.lト l メ=ュ~をほ | 
岡山ラーメンの憲混にも怒った『琢・ベースのあっさりしよう治医jです.

|欄恩師個性もバッテリで.7.-':)目す同叫しさです・自闘の |

チャーシユ も宿主自信の味付"です

子生健か5"'" 方までみ忽さんに食べていただ告たい一杯です-
h a  

SHOP INfO 

富士居 岡山県岡山市北区怨濁町2-3-8 n086.253-9759 

路東時間 11:00-20:00 httロIlokayarna-f川上ya.main.jp/

茸醐そばをU健太郎9¥缶 Jl!京沼港区高純3.26.20 念日3.3449-7127

SOlBoI問11:00-23:(コo hnpゾ/肌帆N.kibikibLneν

..mそIt



回目四百四百四百四百四百四百四回目百回目四回目百四百四百四回目百四

25博多だるま 4~ 
昭和38年より受け継がれている伝統の
樽多豚骨ラーメン

昭和38"~Jl農の箱崎だるま。 その後を笠lフ織さ2代目庖主が立ち上げ

た「れ博多だるまjは伍統を受け継ぎつつ日々 新しい1)11こも挑戦している.

世界に豚骨ラーメンをEげるべく努力，.惜しま'.い.

[抑制コNEE-ν¥ 鉄の羽韮で豚のゲン骨を... 関~続l北スープを継ぎ足」野ぴ l・
戻し回訟で仕上げました。 麺じま自家r~?lオリジナル僅姻廼です. スープ 団・
と麺の個性がいし、ラーメンに仕ょがってます.昭和l<l'J年当時のE棄を 団・

再現しましたみ I・
SHQ? INFO 

嶋多だるま 掴岡崎福岡市中央区置辺通り1-8-26 "092-761・1958

2霊祭筒問 11:30-盟2芯O 定休日忽し httロIIwww目 hide.coml

今までにない繍豚骨ラーメン。
決め手は.濁厚な真つ鳳マー泊。

情多かうラ メン界に析しい風を呼び込みたいという決脅かうTt~多

新風jという庖名!こ.信長田く「これか§も迎化をし続ける淘.実際し

さの次のステージに挑むおに今図書参加さ也て頂きますJ.
問多の迎化系トンコツラーメンが宣喝九

SHOP INFO 

11多蔚且 掴岡県福岡市南区高宮 1-4-13 n092-524-2426 
岱築時間 11:30-15:0口、18:00-23:(コ0土限11:30-15:00， 18:00-24:00 定休日火陥

1 



庖舗紹 介 回回四回回目回目四回目回回

E沖縄コラボ圃I
27琉様麺侍 巴古一 I

希少な「あぐー豚」を使った
これぞJI噂テイストなー符!
ラーメン不毛の地と冨われている狩縄.その冨2震を仏践すべく.今j沖縄の

ラーメン界を葎引している31量15.'タッグを組み東京へ . 

tiP百l1i~íillト 1 メエ~名lI..ELliLlぺ砧随時~
トロl才る溜廊を~じめ.膏つコン掴lフ玉子芯ど、神縄らしくもありe:.

がS到に~まら恕い新しいタ吋プのラーメンをぜmこの慢会!こlち~

淘で水1・mれた鰹悠どを使った「食べる淘磁噌Jで隊の変化を8唖 l 
しb下芭いI

SItOP INfO 

随箇缶醜総理11 沖縄県中頭部中総伺字問上原966 "098-895-655フ
密集院問 1I :30-23:30定休包木鐘

つ11圃 SAKURA 淘縄県掴覇市銀志2・10-20 "098-862-9033 
a皮肉周 18田 -Ha"oo定体日月副首 httpJIY"'NI向田由肺sak:uraweb聞 W

E軍属園通. 沖縄県車覇市盆媛5-4-6 "098-857-5577 
S!:!理筒周 11:00-翌1:00 定休日 uし



[譲詔議官]
主催

ラメンShowinTokyo201口実行設員会(ijI務局 般社団法人日本ラメン協会)

後援 {頗不問)

n京都

東京商工会現所

農林水産省

国土交通省観光庁

目黒区

世田苗区

協~ (期間「脳会出句協醐)

工コライフめぐろ推進協会

車中華料理生活衛生向車組合

全国製題協同組合連合会

~京都製撞三団体連箱協説会

期京都障害者スポツ協会

日本チャリティプレート回全

全国野球阪興会

践売新聞社

FOOD ACTION NIPPONlttl宮本部

セブンイレブンジャパン

目泊食品

ベネフィットジャjてン 大成由品

インフ2トップ 菅野製麺所

明星世品 クルメイノベーション カネジン良品

日清食品チjレド

昧の車

ルイポスマーケティンヲリミテッド マJレザヤ

アサヒビール セブンフード

日浦製粉

GABAN 

カルピス

おやつカンパニー

協力 (順不陶 rtul抽出荷臥省略〉

キリンビル

ザントリービーJレ

苗おやま食品

中山

東急電鍍 キッフオ7

!l!畠パス 三共フロンティア

車京消防庁玉川潤簡曹目臨調防署 掴動開聾

玉川書察密 富士瓦l折

NHN Jaoan 日曜樋工

たる出版 飯田電機工築

自由がE産liIlliil明大字 ジーヲス

JTB首都国 ジディセブンズ

型車コ力 コーラポトリンク スリーシ一フランニンク

'9 

ジアイホルデインクス

飛電企画

アイアンドディハヤト

ラメンデータパンフ

駒沢オUンピッフ公悶

日本ラメン協会金

日本ラメン協会鈍助金



一般社団法人日本ラーメン協会

い 理事長 千葉憲二

今回、 2回目のラーメンショーを開催します。昨年は天候に恵まれませんでしたが、それで

も10万人の方にご来場いただきました。来場された方からは、来年も開催してほしいという

言葉をたくさんいただきました。その声に応えるべく、また今年は昨年よりも庖舗数を増やす

とともに、全国から多くのお居に出屈していただくことに芯りました。総務100居舗の后主が

作る知恵と心のこもったラーメンを楽しんで下さい。

開催に際し‘東京都、東京商工会議所、地元の目黒区や世田谷区.それから消防 笛察関

係の笛棟を始めとして、数多くのご協力を賜りました窃を深く感謝しております。厳しい条件

のもと地方から出居していただき、コラボという雌題に取り組んでいただいた会員の皆様、

応援していただいた日本ラ メン協会会員の皆様のお力添えがありましたことに感謝してお

ります。施工その他の関係各社の方々.このイベントを支えていただいている皆様にも感謝

しております。

日本ラーメン協会の活動目的の一つに、ラーメンを多くの人に楽しんでもらいたいという

ことがあります。ラーメンの美昧しさ楽しさを知っていただきたいと考えております。

昨今の食柵自給率の問題にも取組み国産の食材を使ってラーメンを提供する百舗も摺え

てきました。こういった活動を過して、ラーメン業界の活性化の為に尽力していきますのでご

指導ご鞭鑓のほど、宣しくお願い致します。

20 



日本ラーメン協会
ーで¥応援します、 一杯の愛情。

J11 
一般社団 法人日本ラーメン協 会とは

当注入I~. .日本の童・在王えるーラーメンーに関わる全ての人々 と共にーラ メン産築.の継続的発展 地位向上Rび

文化の普及へー共に考え・ー共に励まし・ー共に勝つーを実践 継続しー日本の盟白、草食生，舌ーに寄号及び社会に対して

貢献する耶在目的とします。http://www.ramen-kyokai.jp

理事長 千葉憲二

事業計画

①普及発展鋸興密議

f日本ラーメン協会JI~ ラーメン築界全体の発展掻興を目的にスタートし、

現在は関東と全国のラーメン自在中心に周辺産禁を含品約300法人が害加す

る団体です。協主として情報の共有、ラーメン盾のコスト削浦町周促進販促活

動、福利厚生忽どに取り組み業界の安定を悶り、ひいてはお客栂により美味しい

ラーメ〉を気軽に食べていただけるよう耳活動在していきたいと考えております.

0セミナーの開催(本部年6@程度を予定地方支部年 1-2回程度を予定)0支部交流童の開催

。一般消資者向けのイベントの閥儲

②人材育成事業

Oセミナー、勉強会の開催 O間師、地方特漏員の育成 O人材発鋸活動としてトライアウト等の実施

③広籍出版事業

OWebによる情報共有(it¥ームベージ e-mail等)0情報発信の盤備 O会報箆(年4@発行)
0一般向けの情報発信

@調査研究事業

O市場動向、リザーチ、アンケート等の実施 。歴史文化、地域特性専の調査研究の実飽

⑤産業支揖事業

0相談斡底車務(税理士、弁溢士、社吉田陣労務士等)0掴利厚生襲務(保険、年金レフレーシヨン施位紹介等)

⑥マーケテインタ活動

0商晶 活仕入れ Oメーカーとの商面開発

⑦交流活動

C全員相互の親睦を図る交流主の実施 。脅橿研陪ツアーの実施 。工場見学.産地見学の実施 O産業展の開催

喧冶 金貨献活動

O工コ活動への取り組み Oゴミリサイクルへの取り組み 01由揖貢献吉動の推進

③イベント事黛 忽ど
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日本ラーメン協会 届舗会員一覧 (地殴別)

|1鴎遭エリア I 

北渇遭らーめん関原海久傷事底

間 Hラーメン構成腕IL綱繍前通リ庖

t有}随u あじさいzスタ腐

旭川ラ メン摘燃腕札繍ラーメン終拘置庖

らあめん理唱鳳司馬

樋やけゼらゼら

札幌ラメンltlI

闘や奥怠白石区署

捜涜姐恒例贋

信組まるU

山嵐

鍵逮札幌志庖

星通や".実川湖底

蝿や炭鉱"fl底
毎E"たる火

樋量ザスケ

{宥}極厨nじさい羽'"

>im寝ラーメン珂門膚えん綴

，.，障厨房おじさい組庖

..そばまんまるてい

{有}姐...あじさい舵膚

剛川ラ "褐先制旭川方底

旭川ラーメン術比例旭川ラーメン伺隆

樋や新世

{賓}阻E・E・あじさい'f健笠通信

らーめんCつみ.幽ITJ~J，の創作工濁
らめん信玄方庖

ラーメンロッキー・"再拘陶腐

ラ メン攻防長

富良野とみ川

めん"きたむろ

"・過'"貨市.央区""陸路1-10ピア211F

兆・週 '"縄市中央区Jtl条酉‘ ，-，

Jむ渇週'"質i1i中央区花5条酋2T臼1爾'.エスタ IOFflA貨ラーメン多HUIIl

北 ・週 ，"鍵市~央区1協議函2了El llllt!!ェスタlOFfU賓ラーメンJunlll

北島iJHlA市北区斬略叙&員長，..ロ

iむA・週fL'lt1!i.1t区太平7;長5.2.5

兆J・過'''''市白石区;ltes轟9-1-28

3ヒ施illfU鍵市白石区中央"匝J.82
北町通札嶋市皇平区'tの島。系9-4-14

叱鰐i/I .UA費市質平区西I5!IE!I~長84. '

北・退'"崎市量平区平，，-，長9-6-1

北通通，""市宣平区平隊二条17-1-41

''"・週'"崎市矧区J1I治"条2T目2-1
2ヒ局迎。υ唄布西区L八野S:i:JS!4-S.52

~b・温札縄市否区八嗣灸環2..2

"凋週，υ・3官手組区手福本吉JI条3.1.13

北海道a.市五陰"町"ト22

北J・温閉館市来広町24.6

1じ潟温既館判断担日"書112-7商館べイ錫食似損陸自s
"・~函館市花留置j2ゆ 25

北海温閉館市窓町7.24

"淘温旭川市"長8丁目

北海通旭川市永山1>条4丁目旭川ラーメン刊

化淘過乎俊市東9l!1.1-4

北淘過司".市鍵々節子食受理lfらーめん遺訓.

，1;)・適否"..当開j句集恩1654-14

S児島過右打市花Jllm!粂 '-5
北島.よJllm眠術町筋肉¥-12渇

北ili量移都府符町筋'"町221."

北海.需1m市字純郷市街地5

4じ匂iII.lt1L:崎市中央6.1-1

011-251-8824 

011.281.2305 

011-213-2713 

011.21)-2717 

011.76H畑1I

011-771-5246 

011.871吋"..，
011.8“()193 

011-842-5262 

011-8訓 52ω

011.815-3030 
01>似2-2844

011.573.1618 

011-137 ・'50
011-(;16-214) 
OIHぬ'5-9策調。

0138-51-8373 

"苅 24.8320
0138-26-1122 

"苅.54-1290

0'"時H淘0・
0166-2ト'4幻5
016646-5540 

0鈴-6091-1152
0123-46-5934 
OI33-2Hl62] 

0133.]2.2022 

"，.....叩
01374-2-1204 

0167.29-2“6 
011.371;-61初。

|東北エリア I 
くどうラーメン 明白眼冊目市岡岡1.6-12 。11-122・宙開5

鴫の札欄大西 情口県骨古市古川n.ls-.fj 。1]-723-1036

贋属中車そぼ 情口県宵古市三好B.5ガーラ.ワン 。17.781.2443
めん軍甘治郎 宮岨蝿仙台市宮崎野区帽岡2+1SS.v;IF 022.791.95]7 

支部そぼちぼ菅直仙台庖 宮縄県仙白市宮誠野区南岡2-)・l6 022-297-5233 

豆沼昼 胃塙県仙台市県区野刊芋周喝属fm -2 022・2>8戸5869

"仙沼ら晶めん斑押庖めん八時 宮輔副担仙沼市田中前1丁目)-6 0226-23.2448 

...久兵衛 宮輯圃 l'ぽ1町神酋況字化駈塩日丑 022-352-6822 

へルズキ?チン 宮時県胤'"田富昌司あけの平Hト1晶 02H44.9115 

姐星田代甘率直鴎 故国融駄田市山王2-8・22 。1骨踊]-8852

暢飽 山IE隅耳目田市鶴町1・2-14 日目牛訓・3717

中旬ロ三日月儒 山車鴫酒田市東中町口町.， 0234-22-7616 

樋武者 山厄鳳斬庄市E田町字靖水川口脇J7 023H2-3797 

l膏'"逼ラ-，ン崎上i・ 山出聞陶幡市二邑困~" Oll84l銀事2

l有l車通ラ-，ン簡上淘米況庖 山臨酬米沢市膏目4丁目4・6 0238-21-8234 

トヲちゃんもーめん 梱血眼田山市保野1・lS・9 024-92S-3390 

中車そぱ膏木盟国山抽出 福島開畠山市民野2・16・Il 024-922・0141

と告貴覧 禍血眼白河市班石~ノ尻1 024Bト22-3~26

|関東エリア l 
g.量ゅう "'01楓士清市民川沖，.，・3 0l9-8<2・9277

ら畢めんの唐小槽 ....輔土浦市加'町4-2-15 0l9-8l2・6αm

ーあめんみそ神 .ii:"M陪崎市植草字志向7備品1 0296-33-0107 

大島軒畢蝿本庖{住問問) ..輔副陥7崎市佐貫3-14-14 0297.(，5ト""

常鵬軒雄事由 ~~'\1iI.つくば市西大崎698 029-856-3199 

姐工贋園町Ii 栃木剛宇都宮市下回都1-5-108 028・伺 1-4234

花の零 栃木叫宇都宮市析盟町Hi06-13 028-665・5517

姐姐ぼたん 樹木県断木11;惜町10-14 0282-22制50

組屋大相 '"ホ蝋小山111駅間町3・26-9 回目-28-伺"

情書簡J昆 栃木楓小山市博島谷1853-1 02氾S-27侠"。
ラーメン虹の阻 幡本欄小w市西電問3・6.6 028S-26-4011 

凶11... 鶴木眼下野市直原"ド7 。辺5-44-8641

畳居軒艦寧庖 allM前幅市公園司677-1 日27-2静.，∞

主Bそぼ宇田園信 割凪楓伊艶崎市関野古町伺7・7 027D-fJ2-7772 

あってりめん・こうじ 回!!1M"中市岡市1373-4 027-384・"79
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日本ラーメン協会庖舗全員一覧(地域甲H

らラ鍾ガラ省副長字綬

牛"らa・回マタドー"

つけめん102*."

七Eの子ぷた大宮東口庖
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頑者
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相思ラーメン淘人

量E武II縛山
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二代目つじ図鴫眠"の寧

二代目つじ図樽園初来ノ本腐
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題贋震""仁

覆鍾"
九..m鳩

放11らーめん位昆

Hatur・IStyleNωdle:2:fII，.
中国ラーメン樋州島人水道繍庖
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ひるがお ... 眼底

六E・τ。KYO
つ付めん家..*~織庖

つけ語".

書啄If
IOJiE行

一息aCOlUCTION筒E脳苫
IPPUDO TAO TOKYO 

~..箇閣寺ますたにラーメン

〈じら野".潟地下街宿

様相医ラーメン本信

中国ラ メン鍋州商人~峰血

中.そぼむらざ@山

らあめん丸

中園ラ メ:'-'1州商人斬繍底
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喝玉県さいたま司巨大宮区笛木J}1-4-1
埼玉県きいた摩市大宮区Ii*BJI-6-2そごう大宮広野レストラノ街ラー砲.. 

埼玉県さいたま司巨大宮区笹本町，..... 

埼玉穂さいたま市大吉区宮町'-2]

~玉県"圃市下尋寝泊品'"
~玉MIII.I;1市電話冨ëJ l+8

埼玉県"田市梅崎，，-<6

崎玉県弘父市宮慌ヨ119-1

埼玉県種目錫市傷後JIl3-6-1J

~玉県"谷市東町'T固8岳地 イ才ンレイクタワンrMOR I JfI円庖凶 作

鳩~県益谷市東町4-21- ' イオンレイタタワンKAZE

~玉県組谷市商凶谷 ' - 19.5

崎玉県鯖鹿市環北2.12.7

~玉県箭屋市野火止4.9.8

喝玉県ふじみ，市よ福岡，-6-'

手段鰍千3良市中突区鶴子操2-).12

平民県千鍵布<?突区朗町2-6-'
予u千脇市奏汲区むUfJ2-4プレナ同演作

平線根市"附笥耳目1-4.9

乎縄県市"阿南八幡4-'-5

司'11M組鶴市本町1-3-3
予縄県組繍市元広町4-<12-2

平良県組樋布怠苛7-'-'シャポ-MlIA1F

手段県銅樋稲葉苛]-].3

千縄県総声帯"i>崎84]-'

乎縄県位戸市販花.3-45-6

'1'縄県民国市"a町，-，
手段眼健図百飯罰司161-11

千織県東盆市山鐙1152.9

'1'縄県総市鰻苛1-4-15

予民県相司百飽H-'
平縄県 ~市信3.].15

予良県他市裕'"ト"

予u飽布十余ニ".......

千良県陣.谷市民込沢3-22

平縄県八i野市八ilil.:t，*101
'1'1&0.富里市B吉台]-19ト"

'fI&県d.田市佐原イ4211-2-2

R京11千代思区I&E!l4令"

真"'..千代E盛大手町 '-6- ' 大手町t 針。~ 82F 243区

I&~"千代図区内抑留'-9- 1 0
Jl[~1II千代密室肉符包]- 13 -4

lI!""千代E区内待83.8-7

m原E千代函区鍛冶町1-7-'

lI!~1I千代図区銀冶SJ2. 1O. ，。

貝原節子代思区待国小川町，-，

東京節子代図区神園小川町H

lI!""千代図区神尽小"問 ，-，

到，~..手代図区縛æ佐.畑町]- 1 8.5

lI!京節子代国区縛沼持促町，-，

"~II判明区九閣tl-9-12
"京..千代図区外抑留)-14-)

I&~II千代罰区外縛34-7-)

烹京..千代a区否抑留1-'-12

東京11千代恩区丸m肉 1 -9- 1 J11.~・!fj81FUラメンストリ ト

"京..予ffi3区""肉 '.9-1東京駅 .街B1FJl!lI:ラーメンストリーが

~..千代島区3祉の肉'.9- 1 翼京lR-a街81F J[京ラーメンスト')ート

"~II千代昆区三崎司2-1~トS

UII千代思区E鯖ヨJ2-2H

提訴11中央区留盆1-13，(，

Jl!J;!: II 'i'剖区鑑定N~蟹座CVffliðl・70'
Jl!J;!:I5q>実区銀盤3T目11.14

.. 京11'"奥底銀座4.1().]

lIlJ;tIll<T5担区日本樋Hシy

目1I:J:t1l<P史区八量規，-，八質淵向島下qti陶'.
東京11沼区事怒鳴 )-IH

"~II港区赤寝 )- 1 7.8

lI!康郎沼区芝s.ns
.. 京修理区芝5-30-5

lI!"鶴港区新鴎4.10-1

。~'H117

。'''''必""""
似3-65，"""。4B{)SG-SSSO
。m絡。“4
049.226-11例

制-8-269-0141

。刷"品 83
。48-739-3ヌ~

048.96].5133 

似-8-934-31幻
048.989-S1l8 。48-471-8808
。48-477-2232
049-]6⑫.，∞ 

ω).243-<1205 

0叫 261~泌.，

043-27s.88ω 。47-3ぽシ1212

047-377-1979 

047-433-2456 

。凶7-426-1774。47-42s-8141
047-431-17ω 

047-36Hlお3

。47-331~733

"'"ト24-1117
刷 76-2H.副858

0475-55-59切

04-7145-4287 

0凶7169-2303

04-7169-4147 

04-7164-20∞ 
04-7147-4287 

047-43(]同∞5

似3-444-6878

0凶6-9H泌閣

制裕 55-8-188
03-62ω忌-9377

03-3201-2555 
03-3292-9557 

03-3256-ヨ泌4

03-3256-泊"

03-5294-9191 

0)-3256-296。
03-6659-7676 

03-5256-3200 
03-5283-7707 

OH822.<¥63唱

斧闘能。B23'}.26U
03-52%十1277

針路→8513-4745

03-3556-33J4 

03~2 7.3-44 27 

03-3213-7000 

03-32品。，.. 

03-5211-0503 

03-52路る"'，
03-3561釘"
03.5524.(淘.，
03-35‘7-1010 

03-5143-1172 
03-3272-85-45 

03-3231-<抱.，
03-3586-7831 

olト3583-2544
03-3455醐

03-3454-<l434 

03-S47Hl77S 



康志ラーメンむεもんず晶11岨
鳳犠噌ラ ~ン初代けいすけ.H.mß進府

ぜたが.品川信

つ"めんY町5U品川底

怨んつγ事品H帽

西岡崎布五行

汐舗らーめん

。れ-u輿之狗

俣の~
億刻医ラー~ン六本水底

めんや90笛

舗や庄の

。n“OIlH(ワyズワン苅

旭川ラーメン燭鳳縛驚媛底

ft竃.'心

ua;r; 
二代目趨老そぱけいすけ

ら.uゃったる

錨.震.... 

ラ-~ン有門嶋一

屋台ラーメン.湿

めん処縄

元，.."'"ゃ~布野村ピル底

姐屋武居新宿志底

."タンメン司，*.晴宿底

.ーめん縫m・

不知火

名籍憎.ち@んぽん太郎

らめん古武士

>，噌'"̂・.0膚新宿鷹

持眠中噂そlfil西新宿唐

沢i星放

らーめん大大久保信

北の大~'"四谷底

，.. 

つけめんTETSU千"木本膚

信濁縛雌劉土省名.，，'"

a・峰噌ラーメン初代けいす吋*"司区関

つけめん四代目けいすけ

ラメン大星

肉盛りつけめん六代目けいすけ

諭そぼ布門/2:;兵そぼ

らめん天神下大.

司，.そぼっし罵

，集皐，.代らめん与ろゐ・

.省.ン~ン中事 a・佳町信

組贋震. ，重傷

江戸銅霊平岡，.そぼ含みUん綱"'*'"

医.
.縛凶§ーめん

支罰そぼ10M"

ハッスルラーメンホンマ・A*底

厳盲タン~ン中$亀戸庖

ラ メンW門札暢三代目月見・7
NEW OLD STYLE roそぱけいすけ

~爾そぱ繍弘

ごう~いぼう

眼盲タンメン中奪回眉底

§ーめんえにし

多関野

つけそぼlWlII1i庭園庖

u.粗利遭

八.

東京阪II~草そぼ・*温めんめん
三 ';!~時.~樋~目眼底

くじら術家径大学唐

UWl tiぎ凪

中国ラーメン 1・州商人回線'"

...そぱ島丸白風車庖

'"らめんあいうえお

一 -自~メン箇舎について ・

"'"..港区高繍)-26-2畑躯進七人..弘通ラ メン

"....沼区高崎}-26.20肱温七人fIldLi血ラーメン

""..沼区高繍}-26-2問題iI七人集品迎ラーメン

m"郁港区高崎}-26-20息遣七人...遺ラーメン

""..港区高崎}-21).20姐趨七人集&違ラ メン

""'"港区西府布1-4-36

"''''''港区膿断樋，...，日怠テレピタワ一地下2F.B204

""..港区間胃山1-)-6

."..港区開府布P.30

旗康'"港区六志木';"9-4

東"'..港区六三区本7-1)-10

.".. 腕宿区市谷左内町1

."..慨宿区大久保2.2.16

"""飯田区押実坂1-10

JllJ:l:lZ t百宿区司~.t金司 1-1 1-1 2

""..餅宿区高ffi$!!ill.4-21
"京極筋宿区麹包思!jj2-14-)

"'"..斬宿区高図周喝2-16-4
鷹取..鱗宿区諸問属112-15日

.，，'"断宿区高恩属唱4-1]-13

."..餅宿区高図鹿嶋4-17-17

."..斬宿信否♀錨罰1.13.5

."..慨宿区震断宿1.26十2

."..訴宿区西新宿7-2-6

..... ~宿区E新宿7-8- 11

.京..~宿区西早錨罰2-21 -6

u..麟宿区西早福留3.19.1

111京..斬宿区西早姐国).20-2

!II""新宿区西開市7~<
111京.，新「出'~I荒宿7-5 - 5
"'''脇町宿区~~宿7- 13-7

""'"新宿区，Ig~・下町"
拠"..新宿区苔人町，，'ゆ3

!II'"都新宿区舟宮J12111地

."..叉京区'J沼Uli-8-6

.""叉京区千政木4-1-14

照京..文京区西片1.1Hi

.京..文京区本郷5.25-17

.....叉京区""抗る1-1-14

煎京総文京区過島2+2

."..文京区渇島].42.4

m京a都文京区渇島).46-2

""..又原区渇島).47-2

照""省政区海111+8

東京..省，.底辺1I1-lft.-7

照"..台煎区上野5-20-3ラーメン損了

慣"..台裏区上.ft6-7-3

""a台規医健声].3-16
Jl(J;(II!!ffi区太平3-9-9

現....江東区大島1-35-10

夜u 迂東区大島¥，，..

"取修江東区亀戸4-35ト"

."..江""‘J!5S-32-2
旗頭"江模区新ほ)3-4-31f;jω句ν i!'lピyグセyタ スナモ"

""，.江東区伎省2.25.1

~"偲江羽目区富岡1-21 -9

""，.江東区切112-13-10

則東，.品川区上大崎2-13-45

3健康庫副"区早場2-1Eレ8
J&[J;!:/III8!.川区中珪2-15-10

"'"..面"区西五反図1-23-7

""..目鳳区側Z忠告].7-10
""..目鳳区大IA1-]-2 
"京..日鳳区上目鳳1-26-1

，."・ロ"区上回鳳H -9

拠M"畑区五志木2-25-11

3拠"，aロ胤区嵐爵2-4-9
到'"節目胤区目黒1-6-16

Jl[J;(1I6自胤区息胤2-8-10
東京修目鳳区目黒3.¥-1¥

03-].444-7140 

03-)444-2316 

OH446心'"
03-3443-2102 
0)-5791-1355 

03-5775-55/話

斧燭観

OH40Sト1119

03-54]').5277 

03.541Hlα" 

olト3408-4919
0J.3267':l9SS 

03-64SH樋"
03-32ω3∞7 

03-32飽 <)706
03-5876-7640 
0)-3207-9997 

03-3202.8334 

03.527H1614 

OH360:シ.，'"

03-336&今'"
0)，)拙"06'
03-3145-8478 
OH363-4614 

olレ3363-3321
OH2ω鈴"
OH272-5525 

OH292-<l3“ 
OH360:シ.31刻。

OJ吋'31"や'"
03-3365-<l296 。H205.3245
，，.喫)8.7973

OH35CHiω8 

OJお"岨33
03.1827.f>272 

OH<飽4.2263

03-3815.2710 
03.5814.5131 

03-3813.1080 

03-3831-3626 
OH83H泌針

。H814心'"
OH828-3181 

OH845-4618 

03-5688.1233 

03-3834寸6528

03-387.ふ"'33
03.3625-7悦4

OJ誕i8HI318
OJト泌...見5
0J.56(路"'"

OJ岨岨"

0).5677-0077 

03-3346-1創刊3

03-3642-8037 
OH62o.司4777

OH446-1233 

03-37山"
0).)787.21∞ 
03.1492相似

OH456-<l278 
03.1476-2708 

OJる452-4“.
03-3115-0079 

03-S7Q4-4“0 

03-5722-1“9 

03-]4')4.01“ 
肘 5-945-5171

芥剣厳
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日本ラーメン協会底舗全員一覧 O由援別)

ーめんつけめん傘わて

中薗ラ-"::"'-1・州盲人武Jl小山隆

司伊国ラ-，ン禍州商人込え庖

らうめんしん.. 

園川屋台錨.，."眉

野IIROMARU.DA5E;，;OJi! 

霊童図海省"均レーと..そばの鷹インディアン

六角..現図底

寄進

mo.!・スタミナタンメン ""ち。ん

紐"大居続

大八・

~園ラーメン"州商人祖師令谷大息慮

中・そぼこまLょう

ぜたが贋・IIrU

ひるがお胸""

同，.そ10お〈もリ

""..辺公園庖

三ツ矢'"脳陣明大網

0・そぱすすらん

つけ価大鹿本腐

姐の幼"

らーめんUやし

.盲?:...-，.::...-<p悲鳴谷隆

姐贋R・R・9略伝
JUI:JX:J!J::fI谷底

""省11
叩闘争IOUSE不鈎婦

ラーメ>..強a*ld
一息JI(OlLECTrON恵比W'"

ら...ん編

-JIlI:COllECTLON.MLSO代々*庖

七.の鳴の麿めじろ

..~'l 

錨Jl.野中野窓膚

大人のラーメンレストラン RYOMA

..々錨ほおすき

同，.そばへいぽん

つ"姐花みずき

ラ-，ン砲門底二易

相.~らめんぐるリ

~l・そ...ホ風阪国志m

lJIâ..山腐

~.そ..甲"
・ô'"者ンメンゆ$ ‘阿~.. 

つけめん，TET5U.同等底

sII!II8山

窟耳障ラーメンひともんす

aジ
三ツ矢n 樋縄各町

創断民，.，.，李

らーめん大(DAI):$鍋m
S愛子風小実拘

危んつッ事噌旬腐

観音タンメン中毒地袋腐

えるぴす*'"

題Eごとう

すーぷ還廻

贋通貨庖

slllila僧窓

本格~・姐庖先舗泡趨$庖

梅もと

蘭穐鍵大8H
'賢治縄大島野

回a....三実

ラーメン専門底ゅうu.
gや組

i'"川大圃釘
蔚属中厳そぼ

Ufl!署西日.皿底
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東京11目属医図録怠町H-'2

東京Il'iElIl区白鰍本町，...，

厳来信大図区迫土.6-8-7

東京窃大図巴r.図5-24-1
東京11大関区北'f製).23-8

東京..大凶区山王2-2-7

東京..大図区西鴻図7-16-1

."，..犬四区，必円 '.4
， .. ，館大図区醐島込1-10.5
~京節也図谷区兆~2-32-6

東京S世図副茎鰻.R1-22-18

東"'"也扇谷区駒沢)-18-2

東京a也l!l谷区醤師谷'-8-17

""11也l!l谷区組師谷1-9-14
東京E 也図谷区J!'~2. 1 .2

3度京.，賛eJ谷区野沢2-1-2

，.~.世箇谷区野沢4-9-18

旗康節也eJ谷区深沢2-19-20

w京.縫目白谷区銀鼠1.36-9

別原節渋谷区議谷3+5

J&[ m/;!)~谷区浪谷)-1 0. 12

m京総務硲Il縛泉町辺).2)

撫J;I/;!;'鈍ゐ'"温玄寝1.14.9

ru~.. 全白区道玄坂2-6- l1 z鳥取シネタワー'"

~~II渋谷区道玄晦2-8-5

llJ;lIZ;失語区温玄筏2-11)-)

薦J;!I!.~谷区縄.谷2-'-5

東京II~谷区縄7谷2-4 7-12

彼lO'"読谷区)1(1-)-1

調降京臨渋谷区広尾1-)-13

，.家島渋谷区本町.".，

JII.~I!.初谷区代々木 1 -4 5-4

!lJ;!I!.l!':谷区代々木1-58-7-106

Jl!l1.13実白区代々ホ2-14-1

旗康..中野区新113-6-7
取~..中野区上高悶3-19.fi

lQ:J;{13 'T!J区中野5-52-1

，.京1!'1'野区中野5-63-4
東京街中野沼野方3-22-8
，.~..杉縫沼実沼).26- 14

]RJ;I/;!m主曜蔽泊5.28.10

ll!J;!:~m:1ß上回叫

IIlJ;UZUli区よ高Hj'!I'-5-17

Jt!~..杉盆区久伐山2-27-1

刻家筋杉"区高門苛間J.10-1a臨門脅ストリ ト2.祖j81F

Jf{J;!:&8fHi怪奇肉奇問J.10-1縄問等ストリート211i1jBlf
東京歯m草区高阿君事問4.25-4

東京IZfHi区西伝北)-19-13

東京tII~盆区議ffiiliH4.fi
，.京11ft庫区.. 的1-2-4

策，...貧血区3也¥li2-12.1
謙1;11111.区泡後2-19-3
東京銀鹿島区JII・1-17-1

ヨ1!l1.IIIJtIl区商泡磁い13-9

"""'"島区商港民"26-6

.."'"笠島区西海民3-30-2
"~II霊島区西地鼠)-33-17

東京111ft島区西製1114-13.fi

'''''"霊島区民治筏1-31-16
Qlllft島区間地袋1-17.1

東J:I:...也m泊袋1-18-22
.1;11511島区斯泡銭2-12-5
寅~II盤島区mヨ駐留2-27-16

m男'11旦島区糊泡袋2-'1.8
東~..量島区間地笛)-14-12

東京邸北区事羽1・16.)

"~II北区三予1-1 5-5
東京飾北広渇ff11l2-10-3

"'~飾北区箇令厳 1 .54 - 1
B使liHlII1n.川区西日日出6.4flト7

03-37品.，ω

03-5725-7361 
03-3751-2102 

03-3735-2254 
03-3720-到11

03-5746--3“加6

03-3133-1902 
03-5105-5512 
03.S742-8J88 

03-6班 )-3156

0)-)叩 8瑚

0).}410-9141 

03-)789-2553 

"健也
03-}418-6938 
03-}418る938

OH4HHI081 

03-5758-3484 

03-5335-3939 

03-3499-<l4)4 

03-5466-1757 

03-3780-4450 

03-3770-9029 

OJト3462-1236

03-37以>B614

03-6416-3778 
03.fin2-7辺JO

03-3373-45ω 

03-}4領同3拘

03-5420-2225 
OJレS諸8-933)
03-5358-1033 

03-3299-S0S0 

03-6413-84鈎
0)-3386-2327 
03-3388.8814 

03-3J88-4265 

0)-6379製拠0

03-3羽8-2946

03-3392.2878 

0}-5335ト5665

田 3391-4醐

OJト3304.5567

03-3335--8033 
03-5327-1333 

OH336-76l泌

03-5378-6615 

OH301-1028 

03-5351-3558 

公式山Pt'-N
0)-59SG-20幽
03-3987-5514 

03-5978-2911 

03-5391-1127 

OH939-1233 
03.53製""5

03-)奴弱炉-9115

03-5974-4578 

OJト3971-7914

03-398H6S6 
03-3971-30伺

03-3971-3858 
03-5951-2221 

03-3981-93ω 

03-S9SG-9210 
03-5249.3507 

03-3912-1988 

03.3判。苅ω

03-5980-9242 

03-3894-(1034 



Jj.諸処ぷらリ

ー~めん元

翻省タンメン中毒よ錨檎本"

支..そば大織や

手もみラーメンジ悶一倍帽サティ前庖

中館めん!IIlij(tII喝

いちゃ江省図腐

大畿大腸肝
同t..愛.櫓

ぬ汁らーめん悔の綱方定立陶島考慮

ラーメン毘.~極所

.ーめんしおの凪

~・そぼ M

関同t."
nそぼわたお

ら.舗捜{シー}

自局飯Qlkamuo

変調・そぼちぼ'!.1.ARIO亀有庖

ら睡もぐや

随処総や

陸..陣芙鴎

ラーメン大..切底

~・M・R まん奮る
tζ ，仰が'~'Pが事 -2立g
らーめん~らしゃ

塩ーめん司門Uる~ぜ
こ代DTATSU

""'そぼちぼきa
踊や多久略

ゃ."'"
・2医大綱綱方舗(平鈴庖}

彊代省

いちゃ立川底

ua仰

狗らーめん紹~山らーめん組ヲ 2-WATTU

初代忽らめん

樋aatMt隆司岡
司þl・そil・ホ且育>>~膚

"苔タンメン~*曹n*"
.tU 
ラーメン.ら血

ラーメン火山窓

ラーメン司，.. 

三ツ矢，，~凶つつじがE

岨o:.!';ね

ラ メン細管ぼうす

三ツ矢"・U姐玉川家闇銅

観音.ンメン中毒町図腐

ラーメンおやじ町図庖

つけめん *ONE*

大文字怠信.，. 
らーめんで""方

九州ラーメン大の園

..'"ラ "，むεもんず気量小金持底

値起もみじ

まっζうや

鵠沼ぷんじ鳩

信"門がんてつ

錨や丸め

'"公組
九州大分らあめんたまがヨた神務川餅町志間

六角*六角楓本庖

ちぱ守"柵鴻ボルタ膚

No.l C;OLOEN RAMENゴルu欄漏筒口膚

中国ラーメン循側商人絹汲スタジアム銅庖

爺酒ラーメン飽土渇脈働環ラーメン憎愉舗

火砲ラ "，餅繍汲ラ メン憎細胞庖

・*・・医白岡滋ラーメン憎祖2重信
中国ラーメン縄州白人断欄漏e

被J:l:II.IiVtI区別目菖盟5.52-5

m"・2鰻倫区坂下].16-11

MJlIOID崎区制 113-5.1

Jl!r.tNlffilA区精島平1-57-1

m"総販"区篠ヌ凶 1.22

取);t mllli l~区成Jft2 . 17-2

~京m.. 周""緑町，.，

3寝"m.. 同区東大政4-3.2

M"m足立区間&2-48-14
M"a足立区S眼H2-1

調.".足立区町ノ羽i!6-7-14

東京舗足立区円ノtj6-24-16

現京・ 2足立区西電話 ti-S震町2.1~ト2

u.足立区ーツ窓1-14<，

.."・足立区谷中2.9-1

貝原節足立区谷中4.¥3-12

.."・...区亀有3-¥1-14 

Jtl.llf lll "'.区凧何3~'レ3 アリォ亀有アリ方モ IltlF
MJ:l:IIS.区凧有5-15-14

JltJ;l:III@飾区省切4.57.15

Jl[J:l:II J!・区湿切5-3-1

割問"..飾区場切5-4-1

Jl(J;t1¥ Q・・医図つ訓示1.30-3

廻".江戸川区 之江2.5-4

夜京爾江戸川区中眉百2-21-1

.."・'0:戸川区西小包'-19.}4

.."..江戸川区東留置S泊 8
，.京S江戸川区斑厨否認与15-2

..".迂戸川区東，j場川14-42-14

，."..江戸川区平.;H.2Q.13
線7貿信江戸川区刑事5-)(1-4

mft¥1JI江戸川区慨小盤5.)-16

l"J~ t!II tl !l 1市民崎勾3 .("，29 アレアレア13Fラーメンスクヱア

JJlr，lnl立川市保崎司1)).6-30アレアレア2JFラー"ンスクヱア

県東..n州市終iljSj3.!).-31アレアレア13FラーメンスクヱアM".立川市TiJ2.1.¥

"".武凪野市音符寺本町1+7

，."..武凪野市奮待寺ぷ句2-14-1

."..震員"市首刊号商笥1.，}.10

"京..武屋野市宮符寺周司2-11-1

摸京..武雌m市場朗書B-lI.13

u.武昆野市境問書J5+16

烹JlIII=・市下逮雀4-7-14

調".値属布市つつじが丘1-1-8

.."..町図市金持町2句105-'
調.，..町岡市木曾酉1-27-5

，.""町図市玉川学園7.5-2

m玖S町f宮市中司1-¥-)

ua町m市中町'-1<}.1

ua問問市成3・1398-5

."a町箇市成道~丘1-4-1
，.，，'"町図布怠笥図973.16

.."..町図市古野1-26-23

..京・5町図i'H-:-~1J6..69-1 

班"..小金"市事ヨJ5-12-19

..京"..村山市栄萄p-~

..""限立市北'.7.22

灘京..国分苛?宙開町3.16-5

~!);UI l&!久留米市滝山 1 -8- 17

J&!J:l:NI県久回米l!i/t1沢2.¥1-13

，."..あきる野市'*1111-2-6
抑

神4傑詩川鵬欄J浪‘!市慣縛t続誇川区商押朝lけ川l旧J.I円5 

締得川則撤為市西宮高島2.16樋添駅員提ロ'.下問ボルタ

神翁111M柵漏市菌室期警告2"与1
縛滑川側訓漏市中区山下司1射

'・4誇川保楊漏市港"区新唄渓2.14.21鮒綱汲ラ メン綱初飽

持続川間 隔汲南港北区新根浜2-14.21斬慣渓ラ メン憎"'''

抑制川県禍為市港北区Z有機汲2.14.21販制闘凝ラーメンー・W鑑

持粛'"県横汲市選1ヒZ縮織汲].7.7

OHω5.91“ 
OH392.9567 

OH958.3302 

03-3931.2165 

03-3932.1363 

03-3939.6367 

03.3557.5962 

OH 93H1310 

03-3852-5031 
03錫羽毛鍵.

OH85d-4S51 

03-3884-3332 
03苅酔引舗

03-3&“>-3232 
03-3ω5-4618 

090-.児島""
OH6&ト8223

03-3838.2“. 
03<5682心桜島6

OH680-3317 

OH680-332S 
03-3ω2-1073 

03-56列>7680
OH67H間 1

03-S696.3471 
ω3651>咽32

03.).877.2255 

03話 75.]3∞

03.180.H1141 

03.3613.8461 

03-3610-4287 
03.5876.8324 

似2-522川0777

o.1H27.4678 

042-521.7442 
。12-528-0073
0422.23.7634 

0422.20-5185 

0422-49.1233 

制 12-4H治06

0412.>>0233 
0422.32-5537 
0422.16-5137 

03-5314.3939 

0凶2-73HI166

042-791-3516 。417-32-3625。41-712-1255。42-723-2951
。42-728心'1"
ω2-796-8110 。42-722-SS67
0同2-727-<出9

。~2-71!H)444。42-384-H06。42-3写4-3003
0崎2-571-0似6

042-329-]571 

042-471吋6757

04l-453-8840 

042-550-63筒

。~5-441 -93ゆ4

045-413-0356 。45-453-S519
似5-548-3623。45-212-0288
04$-471-7閉

似 5-411-6077
045-471心50'

肘 5-470-7958
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ーめん後遺
中園ラーメン燭州薗人綱.'"

0・そぼ Lんの.. 
G踊7

2依終-*'"
山剛京

'*亥*oti丘悠
〈じら野志信

らーめん信畿謙虚

ラ-，ン~"uバカ息子・
贋省ラーメンちぱu ラゾーナ川崎腐

っ"めん玉

危んつッ事川崎庖

らおめん火山川縄庖

綱同漁ラ メシてっぺん司R
Sーめん拘置

稼Ol~じまる}
憎多ー.

耳障枚憲制限須積庖

~んつ，事轟野宿

ぎょうτん§ーめん厚*総事底

ラーメン.，毛火山

富山ブラック短章いろ"渇老名鷹

元組§ーめんきんかどう

Yケ麺S書三k

持RJII保 副島添市港花屋綱苛"2-]-19

神萩JIIMfl添市港"ι...酉1-207
得策111M償訴市戸写区戸奪司4701

樽議111M訓2良市;昼間区上大関商1-1().6

縛僻/11'"綱添市濯耐区下永谷3+5

伸備川県 欄d民市録区鴨居1-10-13

樽傷川胤横浜市情処区もえぎ野17.7

'・~"剛繍汲市~筑区午久保酉 1 -] - 1 0

抑制 ".欄添市鶴見区偏見.<t'!R1-18-]

樽儲'"則樹京市圏見Z酋見中尖4-25-15

神事川県川崎市.区竃l'問 ηtラゾナ川崎プラザリダイニング セ レ タνョン

樽窃川県川崎市川崎区追分町~ロ

縛鍋111M川崎市川崎区戚紛本BJ26-1111・iijBEラーメンシンフ方ニー

"傷川県川崎市'"鎖区戚院本町 26- 1 111~BE ラ四メ ンシンフ.ニー

抑制".川崎市中原区'"月].4-10

ー..川県川崎市高旭区久怠1.2.2

神削 Il"'lOtlI原市網棚 1-33

神様川県mm原市問区若11:4-12-6

俸領'"側繍須賀命ホ町3-33ト3

袴録IHIIt."市松原町，.，

俸制 叫県偲木市体1-2-16

抑制帽伊m原市'.岨 昆1∞6
停畿川.淘を毛布中央H~レS ピナヲ宥ーク6..1f

樽創刊銀座周布広野台1-4-7

持副 "飢定鏡下g渇男鳳.. 土毘2-3-16

..""吹田
制S-S32-(剛 5

。"十811-6803
例 5-517-39唱。45-825-0722。45-532-3277
。45-973-3660
045-912-33例。45-504ト56ω
刷 5-JOo-8S“
。“~"即刻
。嗣 366-3155。44-223-1ω3
..'問問。44-434-2737。44-871-2680
04H47-0139 

刷 2-748-2323

。46-827-8801
0哨3-87-8031
04ft.22J.<1070 

似6HHii38

似6-232-9333

。...，，.，.旧1

046S.a.37飽

北個起工リア l 
らーめん埠魂JUNism 断地慣斬調帯血，，~崎1 - 1 -28 025-272-92ω 
来鴫揖町事唐 断渇嘱 析.. 市中史区震性，.η.. 025-244-5355 
ラーメン車欄 黒竹山居 聞渇欄 明渇市中央区震竹山1・8・10 025-2世:1-4770
ラーメンいヲとうや 町地蝋 問調市中央区紫竹山3・5-2] 口25-]41-8325

三省血 斬渇剤 師渇市中央区西壇過5・.29 025-222-8227 
らーめん情尭 断i品購 析調市西区曹尾咽臼過27-]4 025-269-8122 
ロゲらあめんよし国事 附地欄 回調市西:盲区園児2718‘1 0256-111).3739 
手打ち姐姐瞳支 断地楓 小平替市三仏宣土叫諸島2 0258-83-5840 
酒図司F潤 附調糊県市小官岨4-12 0256-66-3685 
こだわリらーめんた"みち 情調."珊原毘弥彦村長作728島5 0256-例 5到JO
富山7ラッヲ師事いろは，k底 富山剛富山市明書町ト2・]Cic4F " .. “-7211 
届且つくし 富山県 富山市主却先淳司3‘ICト1 076-423-2941 
一鴨署噸 富山則間連市市文郎到.J.98-1 0763-33-0778 
富山ブラ官。語車いろは射事率直 富山蝿耐水市声砥日55-1 0766-~安狗

拘置山申車そぼ神仙 石川蝿金沢市西~<T目7. ' 07&-264-1144 
富山7ラ" u車いろは位笹膚 石川県白山市車問司158アピ宇松任届駐車咽 076-227-8気拘
ー舗 EIIIM石川田野守市町高.. 町1443 07(，-294-4129 
WII 山制限 甲府市丸m肉1-1-8甲府間ピルエヲランSF 055.22Hあ却

ら-/oん貧富れん" 山剖県富士吉田市下吉毘'59' 0555-2ι1121 
ラヲヰー貧富まとや 畳野県 星野市岡干雌;j876-13 026-228-μ85 
うまいもん工房けん軒 畳腎隅星野市川中島奇智!i42・1 016-283-3676 
ゆいが 畏野''''野市川中島町嘗掛'19-1 026-284・1107
極暗唱..晶ん崎直 良野県関野市川中島町W.fi971 026-2&牛 1510
実毒事東ロ底 ，.野剛園野市買困854-1 026-226十1807
MCず曲、し車 島野閉員野市高包間向1224.6 026-221-7894 
11温縛姐観念均名鍵o.. 員"剣員野市 'i>~2-J6.24 026-215-8957 
土踊暗咽厚骨たけ古ん 置野県民野市担問団501-5

026-263“" 
実商事SBCi且リ庖 園野間 良野市三輪10+2 026・241-4104
姐工肩いなせ 直野則 但野市帥開2317-18 026.244-2037 
語骨むづ雪 蝿野県松本市大手4.1).3 0263-34鈎 80
とリ盟申五色 蝿野県 松本市白眼1+13 0263・II・0853
司I.IDEA 星野県 松本市柾矢野1.'・5 。263.28.(;300
らおめんす八 蝿野県 松本市筑障，.J・1 0263-28.7744 
ごちそう錨九+九 民野圃 松本市平田斑ト2H 0263-50-9659 
語とび六万 畏野県松本市芳川柑持205.30 0263-86-7飴4
おおぼL 畳肝県 上田市上田""晶I 02品 26-2690
姐符鍵土 星野胴上田市支持H回 7-17 026-215-Sot抱
ぷしもリ や 品 ん晶ん 星野則 上田市中之長6s・2 02鍋 .75-8923
g，心ざいおん 良野則小柏市田増}.7-11 0267-22腿 51
掴Eがむし申告 星野帽胸守閣市上陣期1~ 0265・83-1lO1
組脂血月 畏野閉館田市松川町1150 0265-24.8686 
姐.... 良野県 駈山市南町17.3 026事-61-1116
ラーメン大将 上伊思居間R崎将神小話72引 J 0265.14-7288 
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ラーメン周年. 畳野県塩尻市大字京町2制品.， 01ω54-5963 
リょうが祉畳Z 贋野県嘩民市広丘高出1554-4 0263-5同... 
錨鹿又a・ 畠野県佐久市宮門図1107揖地3 0267-6HI締8
ハルピンラーメン 長野県園町市贋崎市大字四賀!iA21J6.2 0266-5].1557 

"鍾 議 長野鳳申野市周聞宇中原1537-19 0269-26-00鴎9
らあめんだるま長 盛田車中野市岩船'"・1中野グランドガーデン 026争2HIl9S
姐'sTlble亀庫 直野損干由市上山田U3・，~ 026-275-1631 
組..  λ ~野市玉1114147・ 1 01創)，82-3335
きまぐれ八兵衛 畳腎蝿安曇野市.U271-14 0261.71.Q.“濁
ちpーし噛ーらーめん帽の寧 性胃幌北恒久"'''丹沢町"0"古事t 0267-45-1559 

中置'Eリア

島そぼ寓. 厳...大湿布鍍"司H 倍以例 2289
中置そぼ中村圃 眠阜県大垣市骨肉町2-58-1 0564-73-3558 
夏実拘耳障庸 暗阜県高山市八制町2-62 0577-33・5177
回置白神 喧阜県闇市巾2・144-6 051S-2s.06S6 
回庫品宮崎れ 唖血慨可児市川合宇土巾話路2 0574-60-6ωa 
つ"岨固〈ヲち世い.沼埠庖 静岡剛沼海市大手町5.6.¥5 。SS-9S2-l鉱刻。
らーめん大山富士庖 静珂蝿富士市青島町"" OS4s.6().S3B 

".~ぎんや 畳間鳳名古置市1但金輔町2・57-1 052-拘ト1凶 1
値置やま再 量却院名古置市西区.. 古胃ト"・" 052-S6Hl23 
E支同名古皿金山間 世間県名古且市中区金山1丁目~3 052-3J1-6030 
歯車膏事橿 量却蝿名古血市中区蝿1-]8-(， 052・332-5515
畳埠ラー7-:;-・軒 史知県名古置市名，，~描子石，.，.円03 052.7n.91¥l3 

随." 量姐醜名古置市昭相区阿国姐過]-14 052-732-3355 
憎事らーめんぽリ71リ阿 世知由一宮市大和町宮噌花地高見" 05刷).25-1270

錨.・ 置却県単田市天王町，~， 056・2H45~

らうめん司耳畠リがたE 量J!lJ!膏目汗市小野町4-123 0>ω84-5321 

剛緬緬つR・ 畳間蝿安縄市持肌山町高見~" os晶 75.2997

豆歪拘中都国庫型地セントレT直 U M需自崎市セントレア1丁目 E番地 。討担ト38-7踊5

百?" 髭姐開R姐立市弘後]-25 時 8，.叫
副司晴輔レ". 量姐園大府市月見町1-297 蜘2~'制32

組・-^ 量却岨知多田賞E町哩ノ子園2剖 。製ゆ7]-248渇

関西ヱリア l 
幻の同tl鹿そぼ加oa
nιωラーメンにっこう

:1.三鉾アウ トレフトパーク溢筒‘玉庖

酒屋新盆

ラーメン".司'"れ

宝鹿耳障底

菱Bそぼ支下ご“

大"老舗届九五象底

$.~・uピル腐
富山プラヲタ騒，.いろL:J;tlm 

u 伏見扇

題..火・

.，実砲毒血

0・そぼox
"樋
まとと鼠禍・g
大阪*.，予

九州らーめん亀z
aμ.火E・，.... 

~多ラーメン ー-0

.ん匂ん構図本庖

らーめん槍七

組乃司R
5司.ラーメン*"・m
つけ凶寵

鳳門・らーめん大限回調制...方庖

温厚.んこつ留治大飯..

まこと腿明笥迫庖

"日均値§ーめんペらしおゆも可".

t・3島ラーメンげんとつ・0陶事俗

峰a
まこと・"置魯沼館

まとと.マックスパリ早朝食・m.ζと且イすン鍋図'''"

まこと.尼崎麿

溢賀県大沼市中央].4.20
泡開明.a限移字従JJa<J.4-8

遜闘機刻笠..竜王智大字"腕字砂山 1178-6'例
Jil:M Jil:II市左'"区ー員智大斬関!J21.5

京M Jil:1I市左"''''-員"箇杉J書簡48-1
京""京包帯中京区百a町122-5
京""京11市中京区山崎町252.¥
京""京S刊百下車区島丸迫リ五条下ル大広司締4

"'''''京a田市下京区寅事寸鳴町901J;l:15.収ピル"F~・ur'*'J・
J:l.u J:tJ田市下京区，.~小"町901 J;t1SN!ピ削OFM・lJl・J・

取M J:{II市伏見Z西大手町313-1
京M J;l:Æ市山拘区‘織~肉町38."

京""*埠'"市梅谷.谷15-]
大阪府大阪市泡区淘鰍過1-1-10実舘山マーケットプレイス".にわ食νしんぼ繍了

大阪府大阪市.見庭園児5-'-9

大原府大鹿市犯広治諸問2-1-16
*阪府大飯周防犯区樽山町2-10

大阪a月大軍事""・a・・2-7-12
大望'"大煩布沈2・a嶋斬唱2了目1-18
大震m大飯市北区支持砲3.'レ1・
大厄m大厩布1ヒ墨2霊山町>9

大阪R時大飯河野"広.嶋3-4.8

大阪府大阪市中央区上本町西5-1-6
大阪府大阪市中央区平a銅'-9-12
大阪府大阪市中央区西拍高尚]-11-11
大活刑大阪市中央区日怠樋 1.2 1 .2~

大阪府大飯市中央区w.心斎111-14-24
火活用嶋市筏区浪帯宿泊町西2-)61-]

大阪府明市北区中西宮島町5-659-1
大活府軍中市....酉町5-17-2>1
犬伝府康俊野市上1iJ1201-¥
大阪府買国司IItl1:i'lI.Sト27

大阪町東~"""尻買J_ìH?H88.5

兵周繍掬戸市健闘"'.尻泡飯町'.20
兵庫頗尼崎市次凪1-12-18

077-526-2“~ 
0749-28-2035 
0748-58-2378 

075-702-0710 
075-724-5995 
075-222-2778 
0巧 211-6780
0ち 352-2929
075.365-2929 
075.351-5933 
075-60路 1417

075-593-810・
0774.7)醐

06.6576-582。
""3¥ト27，.
06-6‘42-5175 
06-6363η77 
06-6312-1616 
06-6l43-oS65 

06-63504-5501 
06-6315-5121 
06-6l1H訓03'
06-6761.9117 
06-6213-9156 
06-6211.1174 

.....，“ss 
06-6245-7628 
012-243-8070 
072-246-3ゆso

.... ‘H 1l3 
072-4S8.3780 
072-123-2870 
0724品 5105
078-682-6175 
06-6494-2253 
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日本ラーメン協会 庖舗全員覧(地法別}

醤カー符

らーめん姐混血.. 

まりお..らーめん

玄置組松山間

長.."富市虚節句11.22 011訓S-J6..6613

民・.伊丹市西台2+11 072-779-2272 
術良県務良市尼辻町43]-) 0742-35-1102 

細愈山賊組取山市鍵'"苛，..1相mwステーνョンピルMIO 07).488-7193 

申固エリア

らー福嶋や

富士且

"'"関山眼ピ"g
断見らーめんい~.
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0
9
5
5
1
 

m
問

問

国

判

官
即
日

m
n
mル

・2

8

7

臨

醐

醐

醐

即

てすんさF
 

レピ眼山

8

8

一一臨
L
ト

了

。
町
町
一
三

国

還

元

O
健

笥
海
町
駅
引

-Z

担

恒

盟

問

E

-
E
z
-
-'
E
 

布

市

市

布

市

江

山

山

児

島

総

関

同

制

広

県

縄

県

保

協

酬
血
血
船
団

四国エリア | 
徳島ラ メン "IB~鉱喰怠腐 徳島眼徳島市・...珂2-]4.1 侃 8-633-7757

|九州Zリア | 

1111小倉"" 福岡幌北九州市小*:lts買掴崎2・2・6 09l-922.t泊“
富山ブラヲヲ姐寧いろは~." 祖毘.掴岡市博多E住吉1-].22キvナルシ子， "ラーメンスタジ7ム 。92-262-2066

元祖槽，，~るE 構図珊週間市師事E情多眠中央酎1・3柵多ディスト2Hめんili温} 092-47s-8213 
大砲ラーメン芙神骨量庖 福岡最掴同市中央区奇皐 1TEl21.8 092073&3277 
書ちφんラーメン 福岡鳳 掴岡市中央E書留2・1)-11 09l-714-4416 

-"，，.，名窓底 福同県 福田市中央区大名ト¥3.14 凹2・111・.. 曲

博多だるまラーメン 祖国県 福同市中央区連辺通1-8-26 的 2-761・1958

師事輯血高宮本庖 福岡眼福田市開区轟宮1-4.1] ω2.524.2426 

ラーメン簡の車上靖底 帰国県久留米市上諸ト'-1 ""・"・7811
大砲ラーメン事庖 福岡県久留米市過怖司11-8

0!M2-H‘“" 
大砲ラーメン合川庖 祖国県久留米市筋合JIIl丁自4.4) 回42.44.1116

大砲ラーメン昌門石底 靖国胤久留掛市民門65丁目5・11 0!J4]-39-7424 

大砲ラー>ン"同事 福岡県久留米市本山1丁目5・" 0942-22-6886 
自撞丸描ラーメン 福岡県担也市羽犬場175・E 的 42.52・2227

博多だるまネヲスト 温岡県掴直'"拍島町大字垣崎字哩ノホ192・1イオンモー"福岡!Lo?llt 的 H39-6177
間車ラーメン圃門 岨同県連賀E週罰町畠門2・12 回3-29).1314

曲賞香水ワイトロード底 大分聞大持市自民且5-1 四].541.7711

踊賞害事蝿眉 "封蝋大分市日吉町1-22 関手5珂・7315

画望書>J府自 大分..  J同市1里町8量1晶号 0977.25.9471 

JAPANラーメンil 鹿児島県鹿児島市首山中央]-4119 。99-'“)-5576
麦茶有{鹿児島} 鹿児島県詰自巨掴福本町本町.. 0995-6HJSS 

|沖縄Zリア

つけめんSAKURA

三竹帯

らめん~つぞう

渡辺"'

持縄県 lISIIO司，~乏)-9-27 1~縄観

"縄県翠覇市Z電車比'-1る 0処 881-403

衿綱ø. Aúi.m.与，.原町司，.浪~ ~泌令制 3670

持縄胤民ÞOI'"中筏村調路上原~ .格395-6557

l i圃外工リア
第ち。んラ->ン NfW'r'O，k)3

.わみラメン

淘老ラー->ンけいすけ鷹取シンガポール底

旭川ラ メン禍光腕 νンガポール鐙

アメリカ合集掴248'E.l机S2ndS¥，eet. NewYc時間1∞22 212-813附加。

アメリ力会.即国陶山崎A.ve.W曲，-陶'aScllltlll011T101山陶噛拙 15 凶 8-914-6744

ソJガポル災担図 '"旭rfles Bo~嗣 "d 附蜘ia W.山 Si Jl(JJ凹，tPAACO t.¥afln.l 8.ly ω37-1919 

γンガポール終籾園 川~Ih白岡山瑚 5，叩同eωa8lO (65裕5J403808

日本ラーメン協会賛助会員一覧 (五十音順)

A，"置踊会社 JII京臨 断宿区西町市1-26ド2 0l-5120-2.561 
附副，Jnc アメリ力合需型 19HCo(burn 白'N'ト附叫ulu H，\w~li 恒抽 19 1-酎)80841.5匝凋

陣式会社アイアンドヂィハヤト 現京.. 自風区白鳳2-1J.¥1 OJ・"棋ト1270
樟式合祉あさひや "" .. 買H山市久米川町ト55-) 042-392.1129 
唱の駕樟試合社 J&[J;!:/;I 中央区京出1・15・E 03-5250・"'"

樟式会社Tベシン 旗康.. 世田昌区胸現5-14.7 03-3703.2579 
あリがとう副随時託金社 長野胤 星野市岡贋i邑m・1 026.24) 667ア
晶、ちどき割問臨託金祉 JII~m 続凪区間田中).8.日 0).]996-5191 
カネジン賞品陣式企社 1包局遭 札蝿市且，1[g;lt，28晶胤8TEI2.26 0¥ト753.1157
悼式金位菅野副随所 F健康郎 大田区西蒲回6.29.2 03-373S-1S61 
木田割問陣式全社 ~tll! i嵐 札曜市北区蹟路"民7・2・28 011・m・7777
キリン協和ヲーズ略式合祉 B健康郎 品川区東品1112-2-8 03‘6719-1)07 
峰式輩社キンレイ 取京回 宣車匡迫自2-36-1 OH91j(J引“
鎗式会Ii久根 ，.京.. 江戸/IIsJf'J-t'.:JH4・"・19 03姐副8-7861
クヲクザーピス樟"金柑 担手銀 盛岡市みた吋S-8-2由 01唖643-8888
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日本ラ メン協会 自助金員覧(五十音順)

'7 ') 11食品格式会社 ~凪腕 個..市近腕岡631-3 0276-72-2702 
グルメイノベ四ション楠式会社 llU;t:W ;~討区泊E埴，.，・2 03-6416-3990 

有閉会祉佳.木割目 神市川県 問視原市大島1744-6 。42-762-1786
"託金位衛首 "玉恥 i京昔市'"谷町2・17 048-571-(1520 
有掴会社鈴木割掴 3聴取~ 立川市悦司ト12-12 。42-52H1079
措式会社セブンフード lIlm-m 百鴫E前野町2-1-2 03-3965-6306 

様式会栓.." l1IM 世田谷区制時33-27剖 1 03-6606-幻88

コI;;J!I:.!l.縁式会絃 東京E 中野区新災2-20-9 03-3J86-S636 
有限会社高竹恒雄所 11I"筒 世田苗~"子，.，.・6 03-3412-10踊
世ニコー格式全社 3腹膜~ 世田苗区下座か14-11 03-3715-3121 

富国割問格式会社 ヨ"良県 松戸司;IJ叫"'5 '"・367-2251

室産a貫録弐金" キZぬ限 野田市中野台鹿島町35晶叩 "・7126-86叩

ちぱ醤"隠式会社 千S品協 哲取市木内121111 0478-60・7177

樟式会社中央揖生拘檎竃Hi 大11m 大阪市塙班区間邑5・22・2l 06-6939-1041 
通Hラーメン街道 '暗殺則 五所川原市大字膚宣柳字雌在日7覇地1 0173-33-0411 

格式会社';'<II-~酎極所 大駆的 大阪市園児区鶴見5<ト13 06-6912-5759 
格式会社寺岡珊工 千縄県 位戸市思揖1417-1 047-]47-()211 

東京慣担画協同組合 買..~ 千代田匹神田沼田司1・2<1 03-3256-8036 

樟式会社車問軒 東..~ 大国偉大震筒2-4-9 0]-3763・1531

東海産量樟式会祉 Z富山陳 高岡市白金町，.， 07“23-1切 8
有用会社種島直 大阪府 大幅市福島区盟湖3-7-9 師 ...51・6争JO
トレードショーオーガナイザ-x格式会社 lI!:J;!:/a! 'P史区八回;州2-1-6 03-6225-2880 

中西食品樟式会社 東京附 回崎市大角"'日5-26 。42-31ヨ0-0628
中山楕式会社 表%以 鮪崎市大字小田林2520問地の15 0296-32-1)品

有間会社二シキフ-x 秋悶隙 大町市釈迦内字街道上'"・3 01.シ48-6689

日清食品チルド格式会社 3貝原~ 岡田区制宿6-26-1 03-3205-5215 

日清割問樟式金祉 ".... 干代国区神園田町ト25 03・5262-63ω
日寧割問樟式会社 JIl1t!1I 出l:t1K千.b谷5-27-7 03.33SD-2385 

揖式会社パシオ "'.... 軒宿区高田島喝 1-2S日目 03-3232製渇3

ヒラヤマプロタヲツ陣式金社 広島県 尾道市鼻ノ""三庇..5 0848-46-0025 

続式会社飛竃企画 "京 .. 自胤区白組"ト11 03・"割>-242)

緬島健保式会社 京徳的 京都市中京区堺町通臨池上ル扇風町66' 075・21'・29'0
揖式会社ふじよし 東京.. 大田区仲池上2・3・5 03.37514129 

平和リーシンゲ格式会社 製京~ 荒川区町虚子20.13 03-5692-5256 

角JlIb'つおJ:L格式全社 ".... 中野区上腿宮3-)6-8 03-3999-6938 

陣式会社マルザヤ 東京.. 大凹区西眠ti3‘)1-5 03・3742-22“
丸翼線式会経 神帯川剛 鱒沢市円行ト15・2J 似品-88-6136

有問会社丸・マテリアル本踊 埼玉県 相光市開1・1・5 。叫-462-6464

総式会社丸京文兵衛'Jゆ4・U阻 "淘道 札幌市手植sOJ'員長3-1-46 011-685・1318

マルヲ7ードシステム陣式合社 11I.... 組出区高島平1-34-)4--405 03-5922-6776 

省関金松丸富11錨 t均五機 桶川市塩田)514-5 048.728.) 5 12 

樟式会社丸山副踊 東京~ 大田区，也土台5・20-13 03-3720-5522 

様式会批到湘 千..賊 四ilj道市顎山316-6 043-414-1508 

有閉会社瑠稽賞品工踊 京nlRl 京都市中京区東斑盟問町38 075-841-2874 

メディアジャパン格式金社 11I.... 中央広臨地1-8-1 03-6278-8411 

格式会社ラーメンデーヲバンク 東京阪 日開区日用2・11・11 03-34剣).3810

理研ピ.ミン格式会社 東京.. 千代田区三崎司2-9-18 03-5275-5622 

陣式会社リリーフ ・7シスト 兵畑剛 尼崎市武庫之ii2-24-22 lF 佑...."・伺02

会員 会員賛助会員に関するお問合せは巳本ラメン協会事務局まで

募集申!:;E2TA555PF官民ι;JJ;52tmaB川
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特段ステージでは「パトブリJをはじめ日本ラーメン協会主催イベントのほb入数々のタンスショーやお笑いライブ怒どの

特別イベントを開価.ステージを盛り上げます.

イベントの内自およびスケジュール1:‘予告怒しに変更に忽る.倉がと古います。aiS1J‘じめと7最ください。

闇 パトフリ2010
バトJIIフ。リンス/:1!Jンセス2010

ラーメン后主を聖書見る人を発縮し、狐立出后を応緩する日本ラーメン協会

次世代宿主創造プロシi:z:クト。今回1ef:16人による勝ちS置きバトル!

会ルール

聞の公募により拠まった事制の応募者の中から.菌類審宜主主どを経て1白人が選出.最初の四日聞は司書決鴎

として告白4人がステージょにて対聴し、罰百員に実直してもうい、決跨進出のl'畠を決定.さらに準決践の

4日間の中で高得点だったにも間ねらす 2世に忽ってしまった人の申か5敗者復活として一人が決蹄進出.

圃絡日にその5名が集まって決勝戦を行い、園高得点者が盤崩と詰る.

R膏茸方;;0;

日本ラーメン協会関係者やラーメン好苦タレント、ラーメンブロガ-t.J;どが審査員.

審草は.ビジュアル10点.古口10点.遁20点トッピン:720点、スー720点、バランス20点、合計100点

満点で査定し‘古置す点訟で勝阪決定.

会出喝者

首都圏のみ耳うす、議娘、京都.匝阜芯どがらもこの自のために上京し診戦.ほとんどの人が有名巨や人気庖

で働いている万で将来組立精盟者.中にはテレビや肱箆に出たことの語る方も.平均年齢29日歳。

園調

ー園
田園

EB 

エア湯切り選手権 Presentedbyおやつカンパニー

閉高の靖切りパフ"ーマンスを渡露しよう!大人力、らお子峨まで、自古んで楽しんで

くだ古い.

アームレスリング大会
腕自慢のラーメン盾主遣が総出演'ステージ上にて隈強のラーメン居主在決める

腕栂燥大金を閲惜します.

東京消防庁音楽隊
昭和24年股立.都民と消防の力、111嵩として活動を続ける東京消防庁薗軍隊による

孤盟主主演嬰をお叢しみください.

各種ダンスショー
ちびっこタンスチアずンスストリートタンス革ど地域で取り組まれているダンス

団体のパフォーマンスと活動を発表いたします.

その他イベント盛りだく古ん lステージ情報1;
順次ホームベージで発現してい苦ます。 http://www.ramenshow.com 
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