
札幌・小樽・千歳空港
味噌と醤油が２大系統！
老舗から進化系まで、多種多様な店が軒を連ねる。
数ある店の中からお気に入りの一杯を見つけよう！

日本全国の味自慢が一堂に会する、
旨いラーメン新名所！

札幌進化系ラーメン筆頭の店。2015
年秋、劇的リニューアル！

ラーメンコンシェルジュプロデュース
「誰もが愛する味噌ラーメンを求め
て」

鶏のスープに魚介もほのかに香る優
美な味わい。札幌ラーメンを基本に
据えた人気の一品を是非！

地下鉄 /JR　札幌駅徒歩１０分

らーめん

【TEL】011-211-0785
【定休日】原則無休
【営業時間】11：00 ～15：00、
17：00 ～21：00
※土日祝11：00 ～21：00
【住所】北海道札幌市中央区
南1条東２-１-３

吉山商店 創成橋店

みそらーめん 750 円

JR札幌駅徒歩３分

ラーメン札幌

【TEL】011-219-3199
【定休日】日曜日
【営業時間】11：30 ～15：00
17：00 ～21：00
【住所】北海道札幌市中央区
北４条西１丁目
ホクレンビル地下１階

一粒庵

元気のでるみそラーメンDX
1,000 円

地下鉄　大通駅徒歩５分

麺屋

【TEL】011-210-7333
【定休日】無休
【営業時間】11：00 ～22：00
（L.O21：30）
【住所】北海道札幌市中央区
北１条西２丁目１
札幌時計台ビル B1F　　

SASUKE 時計台店

味玉みそらーめん
850 円

地下鉄 /JR　札幌駅徒歩１０分

元祖海老そば 札幌ラーメン

【TEL】011-562-8488
【定休日】無休
（ススキノラフィラの休館日に
準ずる）
【営業時間】10：00 ～21：00
【住所】北海道札幌市中央区
中央区南4条西 4丁目1番地
ラフィラB2 ラフィラマルシェコート

縁や 本店

海老そば味噌 780 円

地下鉄　すすきの駅徒歩４分

すすきの

【TEL】011-562-1000
【定休日】無休
【営業時間】（月～金）、11:30 ～
3:00（土・祝）、
11:30 ～24:00（日）
【住所】北海道札幌市
中央区南 6条西 4丁目5-2
すすきの横丁ビル

ラーメン館（全6軒）

築地えび金、博多だるま、麺東大
豚骨一燈、らー麺とぐち

地下鉄　すすきの駅徒歩１分

【TEL】011-533-4111
【定休日】日曜日
【営業時間】18:00 ～翌 3:00
（L.O2:30）
【住所】北海道札幌市中央区
南4条西3丁目3-1

Fuji 屋　本店

醤油つけ麺 800 円

地下鉄　すすきの徒歩３分

らーめん札幌

【TEL】011-211-1792
【定休日】月曜日
【営業時間】10:00 ～16:00
（L.O15:45）、18:00 ～翌 3:00
（L.Oよく2:45）※日は 24:00 閉店
【住所】北海道札幌市中央区
南４条西５丁目６-３
第二秀高ビル１Ｆ

直伝屋

味噌らーめん 780 円

旭山公園駅徒歩２分

【TEL】011-512-2002
【定休日】水曜日
【営業時間】11:00 ～16:00
（L.O15:40）、18:00 ～21:00
（L.O20:40）、土日祝11:00 ～20:00
【住所】北海道札幌市中央区
 南８条西１５丁目１-１

凡の風

中華そば 純鶏出汁醤油
750 円

札幌味噌ラーメンの新たなる最強店
揺るぎない風格は最高の満足感に。

道産食材と責任品質を追求札幌の誇
りと孤高の思いが凝縮

5種類の自家製に味噌に15 種類の
こだわり素材。時計台の真横にある
ので利便性も抜群

全国ラーメンコンクール準優勝の有
名店。海老そばの元祖がこの「縁や」



札幌・小樽・千歳空港
味噌と醤油が２大系統！
老舗から進化系まで、多種多様な店が軒を連ねる。
数ある店の中からお気に入りの一杯を見つけよう！

新しい時代の札幌ラーメンの騎士。
納得の一杯がここにある！

東京開催の「大つけ麺博」でも絶賛！
札幌随一のつけ麺店を目指す新鋭の
店。

天然素材だけで作る「極上ラーメ
ン」！ラーメンファンも惚れ込む至高
の一杯。

無化調ラーメンの先駆け、札幌の重
鎮店。こってりからあっさりまで多種
多様なメニューが勢ぞろい！

地下鉄東西線　西11丁目駅徒歩５分 

らーめん

【TEL】011-231-8628
【定休日】月曜日
【営業時間】11:00 ～20:00
【住所】北海道札幌市
中央区大通西９丁目３

きちりん　大通り店

チャーハンセット 950 円

清田区真栄4条3丁目

【TEL】011-376-0835
【定休日】無休
【営業時間】11:00 ～21:00
【住所】北海道札幌市清田区真栄
4条３丁目３-２-５

綱取物語　真栄店

味噌 780 円

清田区美しが丘 2条 2丁目

札幌鮭ラーメン

【TEL】011-881-7373
【定休日】月・火曜日（祝日の
場合は営業、翌日休み）
【営業時間】11:30 ～15:00、
18:00 ～20:00
※スープなくなり次第終了
【住所】北海道札幌市清田区
美しが丘２条２丁目９-１

麺匠　赤松

鮭だし濃厚醤油 780 円

地下鉄南北線 澄川駅徒歩1分

【TEL】011-832-1887
【定休日】月曜日
【営業時間】11:30 ～翌 3:00
【住所】北海道札幌市南区
澄川４条２丁目２-８

麺恋佐藤

味噌 750 円

地下鉄南北線澄川駅徒歩15分

【TEL】011-842-5262
【定休日】木曜日
【営業時間】11:00 ～20:00
※スープがなくなり次第終了
【住所】北海道札幌市豊平区
中の島１条９丁目４-１４

我流麺舞　飛燕

地下鉄東豊線 学園前駅徒歩5分

【TEL】011-598-0028
【定休日】月1回不定休
【営業時間】11:00 ～15:30、
17:30 ～21:00（L.O20:30）
【住所】北海道札幌市豊平区
豊平８条９丁目３-２０

࡙↽੬

味噌つけ麺 800 円魚介鶏塩白湯 750 円

地下鉄東豊線　元町駅徒歩5分

らーめん ラーメン札幌つけ麺

【TEL】011-807-7149
【定休日】木曜日
【営業時間】11:00 ～15:00・
17:00 ～20:00（平日）、
11:00 ～15:00（土日祝）
【住所】北海道札幌市東区
北２１条東１６丁目２-２９

侘 助

醤油らーめん 750 円

地下鉄東豊線　環状通東徒歩10 分

【TEL】011-743-2320
【定休日】月曜日（祝日の場合営業、
翌日休み）
【営業時間】11:30 ～15:00
17:00 ～20:30（L.O） 
※土日祝11:30 ～20:30（L.O）
【住所】北海道札幌市東区
北１２条東１３丁目２-３１

道

味噌 750 円

鶏ガラ一筋20 年。黄金スープの金
字塔。やさしくも至福の一杯で札幌
希有の繁盛店に！

洋食とラーメンの劇的なる出会い。
創造性豊かなラーメンが時代を切り
開く！

鮭の旨みを味わいつくそう！「THE 
北海道ラーメン」を標榜する匠。

鶏白湯を自己流に進化させた愛すべ
き一杯。個性的で独創的。全てが熱
い注目の店！



札幌・小樽・千歳空港
味噌と醤油が２大系統！
老舗から進化系まで、多種多様な店が軒を連ねる。
数ある店の中からお気に入りの一杯を見つけよう！

JR小樽駅徒歩7分

自然派ラーメン処

【TEL】0134-32-0140
【定休日】月曜日、第一火曜日
【営業時間】7:00 ～ 9:00、
11:00 ～15:00、
17:00 ～21:00（L.O20:30）
【住所】北海道小樽市色内１丁目７-７

麻ほろ　小樽本店

あっさり醤油 700 円

新千歳空港ターミナルビル3F

【TEL】店舗ごと異なる
【定休日】店舗ごと異なる
【営業時間】9:00 ～21:00
（一部店舗により時間異なる）

ラーメン道場
えびそば一幻、梅光軒、らーめん空、
麺屋開高、らぁめん銀波霧、王華、
雪あかり、あじさい、けやき、白樺山荘

「自然派」を名乗る老舗実力店。
小樽で、体が喜ぶ至福の一杯を！

札幌・函館・旭川・帯広・苫小牧の
選りすぐりの名店全10店が新千歳
空港3階に集結！



旭川・富良野
おなじみの醤油味が七変化！
定番は豚骨ベースのスープに魚だしで醤油味。
近年の旭川ラーメンは、同じ醤油でもここまで違うものか！と
感じてしまうほどの多様化を見せている。

群を抜く「富川ブランド」。愛され続
ける理由がある。富良野の厳選され
た四季折々の味わいを満喫せよ！

JR 旭川駅より車約１０分

【TEL】0166-32-2345
【定休日】無休
【営業時間】11:00 ～21:00
（L.O20:30）
【住所】北海道旭川市豊岡５条
２丁目２-４-３

蔵

しおら～めん 780 円

JR 旭川駅より徒歩5分

 【TEL】0166-24-4575
 【定休日】不定休
【営業時間】11:00 ～21:00
（L.O20:30）※日曜の L.Oは 20:00
【住所】北海道旭川市 2条
8丁目買物公園　ピアザビル BF

梅光軒　本店

醤油ラーメン 700 円

旭川市旭神 3条 2丁目2-6

らーめん

【TEL】0166-66-2277
【定休日】水曜日
【営業時間】11:00 ～15:00
17:00 ～24:00
※スープがなくなり次第終了
【住所】北海道旭川市旭神３条
２丁目２-６

ゑびす屋

有機トマトと彦一にんにくの
つけめん 750 円

JR 旭川駅より車約20 分

【TEL】0166-48-2153
【定休日】店舗ごと異なる
※詳細はお問合せください
【営業時間】11:00 ～20:00
【住所】北海道旭川市永山１１条
４丁目１１９-４８

あさひかわラーメン村
青葉、いし田、いってつ庵、天金、
山頭火、加藤らーめん、さいじょう、
梅光軒

JR富良野駅徒歩5分

【TEL】0167-23-1965
【定休日】水曜日（祝日なら営業）
【営業時間】11:00 ～15:00
17:00 ～20:00（L.O19:45）
※土日祝11:00 ～20:00（L.O19:45)
【住所】北海道富良野市日の出町
１２-２２　島田ビル １F

富川製麺所

味噌トリプルチャーシュー
1,000 円

並んででも食べたいクリーミースー
プ！旭川の超人気店の味を是非！

創業 46年。金字塔を打ち立てる「梅
光軒」。世界に拡がる梅光軒ワール
ドを堪能せよ！

自由奔放な発想で独創的なメニュー
を連発！旭川の新潮流はここだ！

旭川発祥の８つの店が切磋琢磨しな
がら、この味を全国へ、そして世界
へと発信してまいります！

らーめん 旭川ラーメン



函館・長万部
札幌・旭川に続くご当地ラーメン！
定番塩ラーメンをはじめ、世代交代を感じさせる
新しいラーメン店も次々出店している。

函館市花園町 24-21

らぁめん

【TEL】0138-52-8300
【定休日】火曜日
【営業時間】11:00 ～21:00
【住所】北海道函館市花園町２４-２１

無限

ちゃっちゃ正油 790 円

亀田郡七飯町大川1丁目

【TEL】0138-65-0550
【定休日】年中無休
【営業時間】11:00 ～22:00
（L.O21:30）
【住所】北海道亀田郡七飯町大川２
北海道亀田郡七飯町大川1丁目49-1

まつ笠

あっさりしおらーめん
650 円

函館市松風町5-13

【TEL】0138-22-8086
【定休日】火曜日
【営業時間】11:00 ～21:30
※スープがなくなり次第終了
【住所】北海道函館市松風町５-１３

鳳蘭

正油ラーメン 550 円

長万部町中ノ沢56-1

【TEL】01377-2-5180
【定休日】月曜日
【営業時間】10:30 ～20:00
（L.O19:30）
【住所】北海道山越郡長万部町
中ノ沢５６-１

三八飯店　長万部店

辛みそホルモンラーメン
880 円

ラーメンの無限の可能性に挑戦！鉄
板のちゃっちゃ正油がその牽引に。

透明度の高いスープは凝縮された旨
味がいっぱい。函館有数の繁盛店。

函館ラーメンの生き字引き！地元客か
らも絶大な支持。

名物料理のオンパレード。北海道を
丸ごと感じたいなら迷わずに！

ラーメン屋 浜チャンポン



釧路・弟子屈・帯広
細麺がクセになる「釧路ラーメン」！
細ちぢれ麺とあっさりした醤油味のスープを基本とした
ラーメンが「釧路ラーメン」の定義。帯広のラーメン店では、
ラーメンの他ご当地グルメの「豚丼」を食べれるお店も♪

食材王国帯広をこよなく愛し、帯広
のラーメンを牽引！

帯広の芳醇な素材と旨味がギッシリ
と詰まった、シンプルながら奥深い
「進化系のラーメン」。

釧路市昭和中央 4丁目

らーめん

【TEL】0154-52-8870
【定休日】月曜日（祝日の場合営業）
【営業時間】11:00 ～20:00
【住所】北海道釧路市昭和中央
４丁目３-９

かしわ屋

みそらーめん 780 円

釧路市鳥取大通7丁目

【TEL】0154-51-1555
【定休日】火曜日
【営業時間】11:00 ～15:00、
17:00 ～20:00
【住所】北海道釧路市鳥取大通
７丁目５-１２

北町

正油ラーメン 650 円

弟子屈町摩周1丁目

【TEL】015-482-5511
【定休日】無休
【営業時間】11:00 ～20:00
【住所】北海道川上郡弟子屈町摩周
１丁目１-１８

弟子屈ラーメン 総本店

魚介しぼり醤油 800 円

JR帯広駅徒歩5分

【TEL】0155-23-6636
【定休日】日曜日
【営業時間】11:00 ～15:00、
17:00 ～翌 4:00
※金土祝前日は～翌5:00まで営業
【住所】北海道帯広市西２条南
１０丁目１０-１-５

三楽

特製肉味噌らーめん 880 円

JR帯広駅徒歩5分

【TEL】0155-23-4706
【定休日】水曜日
【営業時間】11:00 ～20:30（L.O）
※スープがなくなり次第終了
【住所】北海道帯広市西２条南８丁目

らーめん　みすヾ

JR 西帯広駅徒歩 20 分

【TEL】0155-37-0073
【定休日】水曜日（祝日の場合営業）
【営業時間】11:00 ～15:30、
17:00 ～22:00（L.O21:30）
【住所】北海道帯広市西２５条南
３丁目２３-２

金色の醤油らーめん 700 円こだわりみすヾ 800 円

らーめん

進化型の釧路ラーメンの騎手。札幌
風の王道の味噌ラーメンにも注目！

スープも麺も製造工程は自家製。完
成度の高い安心な食の提供を目指
す！

札幌にも4店舗を構える弟子屈の総
本山！先にあるのは北海道ラーメンの
一丁目一番地！

帯広駅前、お酒も楽しめる。芳醇素
材を使った多彩なメニュー。

麺や らーめん酒屋

炙亭　ぼたん



北見・知床
自然をまるごと味わう、最高のごちそう。
侮れない名店を厳選！素晴らしい自然を満喫しながら
最高のラーメンをいただこう！

北見市光西町188-5

らーめん

【TEL】0157-26-2867
【定休日】月曜日（祝日の場合は営業、
翌日休）
【営業時間】11:00 ～20:00
【住所】北海道北見市光西町１８８-５

本丸

しょうゆらーめん 750 円

斜里郡斜里町ウトロ西176-10

【TEL】0152-24-3557
【定休日】11-3月（日曜日）、
4-10月（月曜日）
【営業時間】11:00 ～14:30、
17:30 ～22:00
【住所】北海道北見市中央三輪
４丁目５１３-１３

波飛沫　本店

特選トロチャーシューメン
（数量限定）980 円

北見に新時代を築いた、海の滋味が
溢れる上質の一杯。

ミシュランでW掲載の快挙！「白濁
スープ」は金字塔。


