旨味の詰まったとんこつスープの
コク深いこってりとした味わいが麺に絡みます。

濃厚でコクのある豚骨スープと
中太ちぢれ麺は店舗の一杯を
忠実に再現しています。

国
全
本
日

33 京都ラーメン
むてっぽう

無鉄砲

¥1,404（税込）軽

ひびき

32 宮崎ラーメン響

入魂の一杯（黒）

¥1,188（税込）軽

泡系の豚骨スープは、
とてもクリーミーで極細麺によく絡みます。

香りとコクが際立つ焦がし玉ねぎ油が特徴の
「一矢」の豚骨ラーメンをどうぞ。

ラーメン
福島の銘店ラーメン
「うろた」
「くをん」が
1つのパッケージで登場 !

喜

き

鈴

福島ラーメン
うろた

の名店
松市
若
津

ん
り

﹁呼び戻しスープ﹂と
いう博多ラーメン独特の
製法にストレート細麺が
特徴です︒

濃厚でいてかつ繊細なスープは、
一度食べるとやみつきになります。

内容量：生麺 中太ちぢれ麺 120g×3 豚骨スープ 70g×3 醤油にんにく 7g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】 ㈱久保田麺業

旨麺セレクション

会

内容量：生麺100g×3 スープ70g×3
賞味期限：60日 【特定原材料：小麦・卵】 ㈱響

紀行

豚骨味

鶏ガラと煮干しを合わせ、
「コク」
と
「旨み」
を最大限に引き出した、
あっさりとした黄金醤油スープ。

人気

No.1
いしだいちりゅう

¥1,188（税込）軽

内容量：半生麺 ストレート極細麺100g×3
豚骨スープ70g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱アイランド食品

36 博多ラーメン だるま

¥1,080（税込）軽

内容量：生麺 ストレート極細麺110g×3
スープ38g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱久保田麺業

¥1,080（税込）軽

めんや

¥1,188（税込）軽

内容量：半生麺 ストレート極細麺 100g×3
背脂豚骨スープ 68g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱アイランド食品

内容量：生麺120g×4 スープ32g×4
調味油6g×4 賞味期限：45日
【特定原材料：小麦・卵】
㈱クックランド

後味さらりの
爽やかな辛さ︒
深みのある香ばしさが
癖になります︒

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺 120g×5 スープ 61g×5
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱クックランド

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺120g×5 辛みそスープ50g×5
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱クックランド

¥1,188（税込）軽

人気

No.4

44 札幌らぁめん
「銀波露」味噌味

¥1,404（税込）軽

内容量：生麺 中太麺130g×5 スープ 58g×5
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱八郎めん

たいが

45 金澤味噌ラーメン専門店 大河

¥1,404（税込）軽

内容量：生麺120g×3 味噌スープ68g×3
あおさのり×3 賞味期限：45日
【特定原材料：小麦】 ㈱武生製麺

※メーカーの都合により、パッケージのデザイン及び仕様が変更となる場合がございます。又、調理例写真はイメージとなりますので予めご了承ください。
【賞味期限の表示について】カタログ記載の賞味期限は、製造及び加工日からの日数です。

3 会津らぁ麺 うえんで 塩らぁ麺

¥1,134（税込）軽

内容量：生麺110g×4食 スープ45g×4
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱久保田麺業

ろう

4 仙台 だし廊2種たべくらべ

¥1,404（税込）軽

内容量：貝だし塩/生平打ち麺110g×2 塩スープ60g×2
飛魚だし醤油/生ストレート中細麺110g×2 醤油スープ60g×2
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱アイランド食品

「軽減税率対象商品」であることを意味しております。
「特定原材料」とは原材料に含まれているアレルギー特定原材料を表します。
軽 …このカタログに掲載しております飲食料品は、

醤油味

きんぱろう

麺もだしの旨みを引き立てる細麺と
平打麺がセットされています。

塩味

内容量：生麺中太麺 100g×4
芝麻醤スープ 34g×4
肉味噌スープ30g×4
賞味期限：40日
【特定原材料：小麦・卵】
トモエ食品㈱

会津ならではのちぢれ太麺に、
こだわりの塩味スープが絶妙に絡みます。

塩味

¥1,458（税込）軽

福島ラーメン くをん

内容量：生麺 中太ちぢれ麺 110g×4
焙煎ごま味噌スープ 62g×4 賞味期限：90日
【特定原材料：小麦】 ㈱久保田麺業

内容量：生麺 ストレート麺120g×4
スープ50g×4 賞味期限：45日
【特定原材料：小麦・卵】 ㈱クックランド

内容量：生麺120g×4 黄金醤油スープ45g×4
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦】
㈱河京

よしやましょうてん

濃厚ながらあっさりとした
後味のスープに生姜・柚子・
青のりが旨味を引き立てる︒

しせんたんたんめん

四川担々麺

濃厚な胡麻の風味が
たまらない︒

きんじょう

¥1,188（税込）軽

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺110g×4食 うろた濃厚貝だしラーメンスープ34g×2
くおん鰹だしラーメンスープ 30g×2
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱久保田麺業

43 札幌のらーめん 吉山商店

コシのある熟成麺と
香ばしさにとことん
こだわった濃厚スープ︒

内容量：半生麺 100g×2 スープ 34g×2
ごまだれ
（芝麻醤） 35g×2
賞味期限：90日
【特定原材料：小麦・卵・落花生】
㈱久保田麺業

42 札幌らーめん 四代目いちまる

1 福島ラーメン うろた・くをん 食べくらべ

味噌とごまの香ばしさが︑
豚骨ベースのスープを
引き立てる濃厚
みそラーメン︒

鳴龍 担担麺

¥1,188（税込）軽

まろやかで深い
﹁コク﹂
の
ある味噌スープに
中太麺がよく絡みます︒

なきりゅう

風味豊かなナッツを使用した
濃厚担々麺スープ&後がけ
芝麻醤
︵ごまだれ︶
のハーモニーが
クセになる一杯に仕上がりました︒

39 東京 創作麺工房

40 錦城

41 喜多方
「一平」辛みそラーメン

おうごんしょうゆ

¥1,296（税込）軽

醤油味

38 広島らーめん 満麺亭 担々麺

きりん

2 喜鈴 黄金醤油ラーメン

醤油味

味噌味

まんめんてい

いっし

37 福岡 麺屋 一矢

信州みそをベースに︑
赤唐辛子・ラー油で辛みを
効かせた一平の
辛みそラーメンです︒

担々麺

いっせいいちだい

35 博多 一成一代

塩味

34 福岡 石田一龍

醤油味

広がるごまスープと︑
モチモチとした

豚骨味

7 徳島ラーメン白系

さっぱりとした中にもコクと旨みが

ごま味

内容量：半生麺 ストレート細麺90g×3
豚骨醤油スープ58g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦・卵・乳】
㈱アイランド食品

食感のちぢれ麺が相性抜群 ！

一度食べたらやみつきに！

見た目はこってり︑

丸田屋

¥1,188（税込）軽

味わえばあっさり︒

塩味

10 和歌山 中華そば

老若男女に

¥1,200（税込）軽

内容量：生麺120g×4 スープ42g×4
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱喜多方らーめん本舗

12 岡山 あがいやんせ

かなりや

可成家

豚と鶏の醤油スープは濃厚でも

太麺との相性も抜群︒

バランス良く︑
ストレートの

醤油味

しじみの旨みがまろやかに

鶏と豚のだし汁が

ひろがる淡麗スープは︑

優しく馴染む︒

新定番
魚介の効いた濃厚スープに太麺を絡めて
お召し上がりください。

つけ麺

塩味

昆布をベースに
じっくりととった
豚骨と鶏ガラの
スープは旨味とコクが
凝縮した逸品です。

内容量：生麺 太麺120g×4 スープ50g×4
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦】
㈱河京

¥1,296（税込）軽

内容量：生麺 ストレート麺120g×3 醤油スープ56ｇ×3
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦】
㈱あさひや

内容量：生麺 120g×4 醤油スープ42g×4
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱クックランド

24 麺家いろは

富山ブラック黒醤油ラーメン

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺 120g×5 黒醤油スープ47g×5
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱クックランド

25 飛騨高山

麺屋伊吹

宮川中華そば

有名人気店セット
「麺屋伊吹」・「宮川中華そば」

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺100g×4 塩スープ36g×2
醤油スープ31.5g×2
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦・卵・えび】
㈲麺の清水屋

26 大阪醤油ラーメン
そうたいしょう

総大醤

¥1,296（税込）軽

内容量：生麺120ｇ×3 醤油スープ58ｇ×3
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦・えび】
㈱武生製麺

しょうゆラーメン

28 箱舘塩生拉麵 麺厨房あじさい

¥1,080（税込）軽

内容量：生麺 細麺110g×4 スープ38g×4
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱樽沢

15

27 和歌山 ラーメン倉庫

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺 ストレート細麺120g×3
豚骨醬油スープ60g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦・卵・乳成分】
㈱アイランド食品

29 中華蕎麦 とみ田 つけめん

¥1,296（税込）軽

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺 120g×3 塩スープ 42g×3
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱丸豆岡田製麺

鶏の旨味を最大限に凝縮した
鶏白湯スープはまさに絶品。

30 奈良 麺屋NOROMA

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺 ストレート麺100g×3
鶏白湯スープ68g×3 賞味期限：90日
【特定原材料：小麦】 ㈱アイランド食品

内容量：生麺 ストレート極太麺 150g×3
魚介豚骨だれ60g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱アイランド食品

鈴鹿カレーグランプリ初代チャンピオン。
豚骨味噌ベースのとろみのあるカレースープに、
太ストレートのもちもち麺が相性抜群。

カレー

「むぎとオリーブ」鶏SOBA

¥1,188（税込）軽

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺 ウェーブ平麺130g×4
醤油スープ55g×4
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱久保田麺業

No.5

21 上州高崎 恵比寿

鶏白湯

23 銀座

こんぴらそう

中華そば処 琴平荘

20 佐野ラーメン 麺屋ようすけ

え び す

1年に 日程しか
オープンしない︑
和歌山県にある
幻のラーメン店です︒

¥1,188

（税込）軽
内容量：生麺120g×4
正油スープ43g×2 塩スープ37g×2
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦】 ㈱堀製麺

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺110g×3 スープ47g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱久保田麺業

内容量：生麺 130g×4 スープ39g×4
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱久保田麺業

しょうゆ味が
ストレートに味わえる
旨みのあるスープです︒

ザ・正油らーめん・らーめん塩

ラーメン家みつ葉

¥1,134（税込）軽

醤油豚骨

22 新小岩
「自家製麺 啜乱会」

塩味

内容量：生麺 120g×4 醤油スープ35g×4
チャーシュー 25g×4 メンマ50g×1
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦】
㈱河京

¥1,080（税込）軽

19 山形鶴岡市の名店

醤油スープは︑
マイルド
ながらもキレのある
醤油本来の旨味を感じる
ことができます︒

すすらんかい

濃いめの味噌と

¥1,814（税込）軽

18 食堂 はせ川 淡麗醤油中華そば

﹁宮川中華そば﹂
の
醤油味の中華そばと︑
﹁麺屋伊吹﹂
の
塩ラーメンが入った
食べ比べセットです︒

正油

あじ庵食堂 淡麗しじみ潮

¥1,188

内容量：生麺110g×3 スープ70g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦・落花生】
㈱久保田麺業

色は黒いですが︑
あっさりと仕上げた
味わいをお楽しみ
ください︒

塩

爽やかな生姜がマッチした

17 喜多方プレミアムラーメン 厚み

オリジナルの3種の
だしが生む奥深い
味わいの醤油味です︒

リニュー
アル

15 奈良ラーメン

しお

人気

つるつるもちもちの
﹁麺﹂に鶏ガラベースの
醤油スープとコクの
深い塩スープを
セットしました︒

内容量：生麺3食入り
（青葉（醤油）…麺110g×1 添付調味料
80g×1・桑名
（味噌）
…麺120g×1 添付調味料63g×1・
一文字
（塩）
…麺100g×1 添付調味料45g×1）
各1食
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦・卵・乳・えび】
㈱アイランド食品

No.3

あん

コシのある
モチモチ麺︒
ぎゅっと旨味のある
あっさりスープ︒

¥1,080（税込）軽

絶品ラーメンです︒

名店三品【桑名・青葉・一文字】

人気

14 喜多方ラーメン

（税込）軽

焼きあごのコクの
ある醤油スープは
他にはない
味わいです︒

一文字

はやと

13 大阪らーめん 颯人

淡麗なのに
深みのある
飽きのこないスープ︒

16 北海道ラーメン競演

本格チャーシューが
入った喜多方ラーメン
のセットです︒

青葉

北海道3名店が
融合した人気で
手頃な詰め合わせ
商品です︒

桑名

内容量：生麺 ちぢれ中太麺 120g×3
醤油スープ60g×3 賞味期限：90日
【特定原材料：小麦・卵・乳成分】
㈱アイランド食品

ちぢれ太麺に︑

内容量：生麺120g×5 塩スープ50g×3
味噌スープ40g×1 醤油スープ42g×1
賞味期限：40日
【特定原材料：小麦・卵・乳・えび】
日の出製麺㈱

醤油スープは︑

醤油味

¥1,350（税込）軽

にんにく強めの

一度食べたらやみつきに！

塩・味噌・醤油

バスラーメン

No.2

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺ちぢれ極平麺120g×3 ごまスープ60g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱アイランド食品

¥1,188（税込）軽

8 函館 元祖

人気

11 一乃胡 佐野ごまらーめん

味噌味

すすきのブラックラーメン

昔懐かしい味わいです。

醤油味

コクまろスープと︑
コシのある細麺の

9 札幌いそのかづお

あったか夫婦の作り上げる
ラーメンはぬくもりのある

¥1,188（税込）軽

内容量：半生麺 ストレート細麺100g×3 甘辛醤油60g×3
賞味期限：90日 【特定原材料：小麦】
㈱アイランド食品

いちのえびす

一切の妥協を許さない優しい

¥810（税込） 軽

内容量：生麺120g×2 スープ47g×2 削り節3g×2
賞味期限：60日 【特定原材料：小麦】
イシマル食品㈲

組み合わせは完成度が高く︑

かいもんだけ

勝武士ラーメン 開聞岳

食べ進めるほどに食欲のます

かつ ぶ し

醤油豚骨

5 TAKE TORA

一杯となっています︒

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺100g×4 スープ47g×4
賞味期限：90日
【特定原材料：小麦】
㈱久保田麺業

素麺のように細い麺と

しゃも

軍鶏だし塩らーめん

甘辛の醤油スープが絶妙!

6 人形町
「玉ひで」
監修

人気の中華そば︒

豚骨醤油

モチモチとした中細麺に

昆布を使用した素材の旨みを

川俣シャモガラスープと

感じる塩スープに仕上げました︒

中太のストレート麺はもちもちとした

食感で︑
本枯節が溶けだした

豚骨スープに良く絡み︑
絶品の味わい︒

NEW

かどくら

31 鈴鹿 門蔵 カレーらーめん

¥1,188（税込）軽

内容量：生麺130g×3 粉末スープ27g×3
液体スープ13g×3
賞味期限：45日 【特定原材料：小麦・卵】
㈱堀製麺

【賞味期限の表示について】カタログ記載の賞味期限は、
製造及び加工日からの日数です。

