ラー麦使用店舗紹介
（令和4年3月末現在）
※店舗の営業情報、提供メニュー等については直接店舗へお問い合わせください。

一蘭

［店名］

［おすすめメニュー］

天然とんこつラーメン～ラー麦麺～
［店舗からコメント］
福岡県産のラーメン専用小麦「ラー麦」を使
用した麺。「ラー麦」の開発には、地元福岡へ
の感謝と恩返しとして、一蘭も全面的に協力し
ました。ラー麦を知り尽くした一蘭だからこそ
実現できた、コシのある食感となめらかなのど
越しが魅力です。

［店舗情報］
太宰府店
【 住所 】818-0135 福岡県太宰府市向佐野3-1-30
【営業時間】24時間
【店休日】なし

小戸店

古賀サービスエリア店

【 住所 】819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-2-5
【営業時間】24時間
【 店休日 】なし

［店名］

【 住所 】811-3122 福岡県古賀市薦野1100
【営業時間】7：00～20：00
【 店休日 】なし

ふとっぱら
［おすすめメニュー］

ラーソーメン
［店舗からコメント］
ラーメン麺をつゆにつけてそうめんのように食べ
るラーソーメン。ふとっぱらの名物料理です。

［店舗情報］
天神総本店

渡辺通り店

【 住所 】810-0001 福岡市中央区天神2丁目8-22 8Ｆ
【営業時間】18：00～6：00 【店休日】なし

【 住所 】810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 2F
【営業時間】11：30～17：00、17：00～6：00
【 店休日 】なし

博多駅筑紫口中央街店
【 住所 】812-0012 福岡市博多区博多駅中央街6-3 7F
【営業時間】18：00～6：00
【 店休日 】なし

博多駅博多口店
【 住所 】812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-14 ２F
【営業時間】18：00～6：00
【 店休日 】なし

［店名］

博多三氣
［おすすめメニュー］

やる氣ラーメン

［店舗情報］
水城店
【 住所 】818-0131 福岡県太宰府市水城1-16-1
【営業時間】10：00～21：00
【店休日】なし

野間店
【 住所 】815-0035 福岡県福岡市南区向野1-18-21
【営業時間】11：00～20：00
【 店休日 】なし

板付店
【 住所 】812-0888 福岡県福岡市博多区板付2-2-11
【営業時間】11：00～20：00
【 店休日 】なし

福大通り片江店
【 住所 】814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺2-20-10
【営業時間】11：00～20：00
【 店休日 】なし

姪浜大通り福重店
【 住所 】819-0022 福岡市西区福重4-5-9
【営業時間】11：00～20：00
【 店休日 】なし

松島原田店
【 住所 】812-0063 福岡市東区原田4-32-44
【営業時間】11：00～20：00
【 店休日 】なし

国道３号宗像店
【 住所 】811-4152 福岡県宗像市武丸2328-1
【営業時間】10：00～21：00
土・日11：00～21：00
【 店休日 】なし

イオンモール直方店
【 住所 】822-0008 福岡県直方市湯野原2-1-1 2F
【営業時間】10：00～21：00
【 店休日 】なし

イオン福岡東店
【 住所 】811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北2-14-1
イオン福岡東店内１階レストランゾーン
【営業時間】11：00～20：30
【 店休日 】なし

筑紫野店
【 住所 】818-0073 福岡県筑紫野市塔原西1-1-6
【営業時間】11：00～21：00
【 店休日 】なし

イオンスタイル笹岡店
【 住所 】810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74
【営業時間】10：00～20：30
【 店休日 】なし

イオンモール香椎浜店
【 住所 】813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1
【営業時間】10：00～20：30
【 店休日 】なし

国道3号新宮店
【 住所 】811-0111 福岡県糟屋郡新宮町三代西2丁目15-10
【営業時間】11：00～21：00
【 店休日 】なし

ゆめタウン筑紫野店
【 住所 】818-0081 福岡県筑紫野市針摺東3丁目31 1F
【営業時間】10：00～20：30
【 店休日 】なし

東龍軒

［店名］

［おすすめメニュー］

東龍軒ラーメン
［店舗からコメント］
当店基本のラーメンにキクラゲ＆煮卵＆チャー
シュー1.5倍増量のお得なラーメン。当店人気
NO１です。

［店舗情報］
日明本店
【 住所 】803-0831 北九州市小倉北区日明3-3-13
【営業時間】10：30～24：30
【 店休日 】火曜日

大里店
【 住所 】800-0000 北九州市門司区大理本町1-10-7
【営業時間】10:30～17:00
【 店休日 】火曜日(祝日の場合変更あり)

西港店
【 住所 】803-0801 北九州市小倉北区西港町15-12
【営業時間】10:30～23:00
【 店休日 】火曜日(祝日の場合変更あり)

湯川店
【 住所 】800-0257 北九州市小倉南区湯川1-2-17
【営業時間】月～木10:30～22:00
金～日・祝10:30～23:00
【 店休日 】火曜日(祝日の場合変更あり)

二島店
【 住所 】808-0109 北九州市若松区南二島2-21-1
【営業時間】10:30～15:00
【 店休日 】火曜日(祝日の場合変更あり)

本城店
【 住所 】807-0801 北九州市八幡西区本城1-24-25
【営業時間】10:30～21:00
【 店休日 】火曜日(祝日の場合変更あり)

［店名］

則松店
【 住所 】807-0831 北九州市八幡西区則松3-2-8
【営業時間】月～金10：30～17：00
土日祝10：30～21：00

空港通り店
【 住所 】802-0000 北九州市小倉南区大字朽網3914-87
【営業時間】10:30～21:00
【 店休日 】火曜日(祝日の場合変更あり)

大鳥居店
【 住所 】808-0000 北九州市若松区大字大鳥居字鴨池浦303-4
【営業時間】10:30～21:00
【 店休日 】火曜日(祝日の場合変更あり)

東港店
【 住所 】803-0802 北九州市小倉北区東港1-5-9
【営業時間】10:30～23:30
【 店休日 】火曜日(祝日の場合変更あり)

陣原店
【 住所 】807-0821 北九州市八幡西区陣原2-11-2
【営業時間】10:30～22:00
【 店休日 】火曜日(祝日の場合変更あり)

名代ラーメン亭
［おすすめメニュー］

博多ラーメン
［店舗情報］
博多駅地下街店
【 住所 】812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多駅地下街
【営業時間】10:00～21：00

［店名］

博多ラーメン しばらく
［おすすめメニュー］

ラーメン
［店舗からコメント］
見た目より食べやすいうまみがしっかりつまった博多の本格豚骨です。

［店舗情報］
西新本店
【 住所 】814-0002 福岡県福岡市早良区西新1丁目11-24 1F
【営業時間】11：00～21：00
【店休日】月曜日

祇園店
【 住所 】812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目12-16
【営業時間】月～金11：00～21：00、土・日・祝11：00～14：00
【 店休日 】なし

［店名］

くるめラーメン 清風
［おすすめメニュー］

［店舗情報］

定番豚骨ラーメン
［店舗からコメント］
濃厚な豚骨スープに相性抜群な自家
製麺を作っています。替玉もまたおいし
いんです！！お持ち帰りラーメンもありま
すのでお家でも本格お店のラーメンを
ご賞味ください！

［店名］

【 住所 】839-0821
福岡県久留米市太郎原町1267-1
【営業時間】日・祝～木11：00～OS22：30
金・土・祝前日11：00～OS23：30
【店休日】なし

須崎屋台かじしか
［おすすめメニュー］

ラーメン
［店舗情報］

【 住所 】812-0023 福岡市博多区奈良屋町5-14
【営業時間】18：00～24：00
【店休日】日曜日

［店名］

元祖中洲屋台ラーメン 一竜
［おすすめメニュー］

一竜ラーメン

［店舗からコメント］
伝統６０年の味を、是非ご堪能下さい！

［店舗情報］

西中洲店

川端商店街本店

【 住所 】810-0002
福岡県福岡市中央区西中洲1-14
【営業時間】11：00～5：00
【 店休日 】なし

【 住所 】812-0026
福岡県福岡市博多区上川端町10-252
【営業時間】11：00～3：00
【店休日】なし

ヨドバシ博多店
【 住所 】812-0012 福岡県福岡市博多区中央街6-12 ヨドバシカメラ4階
【営業時間】11：00～23：00
【 店休日 】なし

［店名］

博多辛麺 狛虎
［おすすめメニュー］

博多辛麺
［店舗からコメント］
味噌ベースのスープに炙りもつとラー麦麺が
とても合う、博多に来たらまずは博多辛麺たべ
てみんしゃい！

［店舗情報］
総本家（西中洲）
【 住所 】810-0002 福岡市中央区西中洲1-4
【営業時間】19:00～翌3:00
【 店休日 】火曜日

西新店
【 住所 】814-0002 福岡市早良区西新4-8-42
【営業時間】11:00～23:00
【 店休日 】水曜日

博多デイトス店
【 住所 】812-0012 福岡市博多区博多駅中央
街1-1 博多デイトス2F
【営業時間】11：00〜20：00
【 店休日 】なし

［店名］

麺屋一の坊
［おすすめメニュー］

ラーメン
［店舗からコメント］
風味豊かなラー麦麺に芳香な豚骨スープと絡む至極の一杯

［店舗情報］
【 住所 】803-0818 北九州市小倉北区竪町1丁目2-34
【営業時間】11：00～21：00
【 店休日 】火曜日・盆・正月

［店名］

長浜ラーメン一龍亭
［おすすめメニュー］

ラーメン
［店舗からコメント］
ラー麦を使用したラーメンは、麺がスープの熱で柔らかくなりすぎるの
を防いでくれて、最初から最後まで好みの硬さで食べることができます。

［店舗情報］
【 住所 】 812-0044
福岡市博多区千代4丁目31-3 大寿ビル 1F
【営業時間】平日 11：00～21：00
土 11：00～15：00 日・祝11：00～20：00
【店休日】なし

［店名］

居酒屋のんちゃん
［おすすめメニュー］

ラーメン、担々麺
［店舗情報］
六本松店
【 住所 】 810-0044 福岡市中央区六本松
2丁目14-19
【営業時間】平日16：00～23：00
土日祝14：00～23：00
【店休日】なし
三号店（薬院）
【 住所 】 810-0022
福岡県福岡市中央区薬院3丁目13-20
【営業時間】平日16：00～23：00
土日祝14：00～23：00
【 店休日 】なし

［店名］

久留米らーめん道 麺志
［おすすめメニュー］

［店舗情報］

らーめん志
［店舗からコメント］
こってりパンチを効かせたスープに、ラー
麦100%の中細麺がよく合います。麺は
自家製で、熟成させる事で麺のコシを
増しています。トッピングも、鬼太メンマ
や有明のりをふんだんにのせた、店主渾
身の一杯です！！

［店名］

【 住所 】
830-0032
久留米市東町39-2 1Ｆ
【営業時間】
平日・土11：00～15：00
18：00～24：00
日 11：00～15：00
18：00～22：00
【店休日】なし

一番鷹 ラーメン居酒屋
［おすすめメニュー］

豚骨ラーメン
［店舗情報］
【 住所 】812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目3-29
【営業時間】11：00～14：00、 17：00～翌1：00
【店休日】土・日・祝

［店名］

ラーメン億万両
［おすすめメニュー］

ラーメン
［店舗からコメント］
保存料無添加自家製の麺が美味しい

［店舗情報］
【 住所 】819-1311 糸島市志摩津和崎313-16
【営業時間】月～金11：00～15：00、 18：00～21：30
土・祝11：00～20：30
【 店休日 】日曜日・大晦日～5日

［店名］

EIKOKU SHORYU
［おすすめメニュー］

トリュフ豚骨ラーメン
［店舗情報］

【 住所 】810-0023 福岡市中央区警固1丁目6-56 サウスガーデン104
【営業時間】12：00～16：30 月～木・日16：30～23：00 金・土・祝前日16：30～24：00
【店休日】不定休

［店名］

ラーメン大輝
［おすすめメニュー］

ラーメン（細麺）
［店舗情報］

【 住所 】816-0921 大野城市仲畑丁目31-1
【営業時間】11:30～22:00
【店休日】火曜日・盆・正月

［店名］

南国食堂
［おすすめメニュー］

［店舗情報］

担々麺
［店舗からコメント］
鶏白湯スープに自
家製ラー油と芝麻醤
で作るごまの風味濃
厚な担々麺です

【 住所 】
830-0032
久留米市東町1-8
【営業時間】
11：30～15：00
17：30～22：00
【店休日】
日曜・祝日

［店名］

三洋軒よかろ
［おすすめメニュー］

［店舗情報］

炙りチャーシュー麺
［店舗からコメント］

【 住所 】
811-2413
糟屋郡篠栗町尾仲693-18
【営業時間】月～土11:00～22:00
日祭日11:00～20:00
【店休日】火曜日

チャーシューを炭火で炙り、
余分な脂を落とし香ばしく
仕上げました。

［店名］

久留米ラーメン ふくの家
［おすすめメニュー］

ラー麦ラーメン
［店舗からコメント］
福岡県産小麦を100％使用した美味しい麺に当店こだわりの豚骨
スープをあわせました。ぜひ一度ご賞味ください。

［店舗情報］
久留米本店
【 住所 】839-0809 福岡県久留米市東合川１丁目9-47
【営業時間】11:00～翌5:00
【店休日】なし

国分店
【 住所 】839-0863 福岡県久留米市国分町947-1
【営業時間】11:00～翌5:00
【 店休日 】なし

［店名］

中華バル 武遊
［おすすめメニュー］

汁なし担々麺
［店舗情報］
【 住所 】811-4307 遠賀郡遠賀町遠賀川1丁目8-5
【営業時間】月～金11:30～13:30 月～土17:00～
22:00
【店休日】日曜日

［店名］

大重食堂
［おすすめメニュー］

純らーめん七節
［店舗からコメント］
こだわり抜いた素材で、注文ごとに一杯づつ作る無添加、無化調のラーメンです。

［店舗情報］
警固本店
【 住所 】810-0023 福岡県福岡市中央区警固1-8-20
【営業時間】12:00～24:00 【店休日】不定休

今泉店
【 住所 】810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-12-23 1F
【営業時間】11:00～25:00 【 店休日 】不定休

［店名］

ラーメン一（いち）
［おすすめメニュー］

柳川のりラーメン
［店舗情報］
【 住所 】832-0822 柳川市三橋町下百町33-9
【営業時間】平日20:00～翌2:00
土・日・祝日20:00～翌3:00
【店休日】木曜日

［店名］

ラーメン屋 燦（さん）
［おすすめメニュー］

糸島めんまラーメン
［店舗情報］

【 住所 】819-0383 福岡市西区田尻2331
【営業時間】11:00～21:00
【店休日】不定休

［店名］

三福ラーメン
［おすすめメニュー］

豚骨ラーメン
［店舗情報］
【 住所 】834-0100 八女郡広川町大字新代1154-10
【営業時間】7：00～15：00
【店休日】不定休

［店名］

基山パーキングエリア下り売店
［おすすめメニュー］

辛味噌とんこつラーメン
［店舗からコメント］
ラー麦麺とこだわりスープとの相性は抜群。味噌ラージャン仕立てです。

［店舗情報］
【 住所 】818-0024 福岡県筑紫野市原田1318
【営業時間】6：00～24：00
【店休日】なし

［店名］

小金ちゃん
［おすすめメニュー］

焼きラーメン
［店舗からコメント］
やわめに茹でたラーメンの麺と炒めた野菜にとんこつスープを絡ませてソースで仕
上げる、ソース味の焼きラーメンの元祖です。

［店舗情報］
屋台
【 住所 】810-0001
福岡県福岡市中央区天神2 三井ビル裏親不孝通り入口
【営業時間】月～水18：30～翌1：00 金・土18：30～翌2：00
【店休日】木・日

居酒屋小金ちゃん
【 住所 】810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目6-10 2F
【営業時間】17：30～翌1：00
【 店休日 】月・日他不定休有

［店名］

糸島ラーメンゆうゆう
［おすすめメニュー］

糸島めんまラーメン
［店舗情報］

本店
【 住所 】819-1116
福岡県糸島市前原中央3丁目20-19
【営業時間】11：00～14：00、 18：00～3：00
【店休日】水曜日
今宿支店
【 住所 】819-0161
福岡県福岡市西区今宿東1-6-18
パチンコエルグラン今宿店駐車場
【営業時間】11：00～22：00
【 店休日 】水曜日

［店名］

広川サービスエリア上りスナックコーナー
［おすすめメニュー］

久留米ラーメン
［店舗情報］

【 住所 】834-0115 福岡県八女郡広川町新代1315-2
【営業時間】11：00～21：00
【店休日】なし

［店名］

那の福屋台
［おすすめメニュー］

とんこつラーメン（自家製麺）
［店舗からコメント］
当店一番出数出ています基本ラーメンです。製麺室で自家製麺しております。

［店舗情報］
古賀サービスエリア上り線
【 住所 】
811-3121
福岡県古賀市筵内1-1-5 九州自動車道 古賀SAア上り線内
【営業時間】10：00～23：00

［店名］

お食事処 味平
［おすすめメニュー］

ラーメン全種
［店舗情報］
【 住所 】836-0054
大牟田市天領町1丁目300-5

［店名］

宝雲亭 えっちゃん
［おすすめメニュー］

ラーメン、担々麺
［店舗情報］
【 住所 】804-0061
北九州市戸畑区中本町1-9
【営業時間】月～土11：30～13：30、
18：00～23：30
祝18：00～23：00
【店休日】日曜日

［店名］

野の葡萄 博多菜彩DELI
［おすすめメニュー］

あごだしとんこつラーメン
［店舗情報］

【 住所 】812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1（新幹線博多駅改札内）
【営業時間】7:00～20:00
【 店休日 】なし

［店名］

餃子菜館
［おすすめメニュー］

担々麺
［店舗情報］
【 住所 】830-1226 三井郡大刀洗町山隈2447-7
【営業時間】平日 11:45〜14:00
16:30〜21:00
土曜 11:45〜21:00
日曜 11:45〜20:00
【店休日】水曜日

［店名］

博多うまか焼きそば
［おすすめメニュー］

博多うまか焼きそば
［店舗情報］

【 住所 】 816-0921 大野城市仲畑1-14-25

［店名］

株式会社栗木商店 ちくご手づくり村
［おすすめメニュー］

ざるつけ麺
［店舗からコメント］
ラー麦細麺（ラーメン用）をざるに盛り付け麺つゆで食べる

［店舗情報］
うきは市吉井町
【 住所 】839-1321 うきは市吉井町191-3
【営業時間】11:30～15:00
【店休日】お盆と正月

