
No 屋号 店舗名 郵便番号 住所

1 一蘭　 太宰府店 818-0135 福岡県太宰府市向佐野3-1-30

2 一蘭　 小戸店 819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-2-5

3 一蘭　 古賀ＳＡ（下り）店 811-3122 福岡県古賀市薦野1100

4 筑豊ラーメン　山小屋 山小屋香春本店 822-1400 福岡県田川郡香春町大字香春字三角1021-3

5 筑豊ラーメン　山小屋 元祖山小屋香春創業店 822-1402 福岡県田川郡香春町鏡山1870-1　道の駅香春内

6 筑豊ラーメン　山小屋 直方新入店 822-0032 福岡県直方市下新入字東浮洲390-2

7 筑豊ラーメン　山小屋 川崎店 827-0000 福岡県田川郡川崎町大字田原549-3

8 筑豊ラーメン　山小屋 メルクス田川店 825-0000 福岡県田川市大字川宮1699-3ハイパーモールメルクス田川店内

9 筑豊ラーメン　山小屋 穂波店 820-0074 福岡県飯塚市楽市630

10 筑豊ラーメン　山小屋 城島店 830-0116 福岡県久留米市三潴町清松461-2

11 筑豊ラーメン　山小屋 豊前店 828-0046 福岡県豊前市高田492

12 筑豊ラーメン　山小屋 長木店 824-0058 福岡県行橋市長木396-3

13 筑豊ラーメン　山小屋 曽根バイパス店 800-0224 福岡県北九州市小倉南区東貫3-7-7

14 筑豊ラーメン　山小屋 新北九州空港店 800-0306 福岡県北九州市小倉南区空港北町6北九州空港　旅客ターミナルビル

15 筑豊ラーメン　山小屋 蒲生店 802-0978 福岡県北九州市小倉南区蒲生4-13-3

16 筑豊ラーメン　山小屋 高須店 807-0001 福岡県遠賀郡水巻町猪熊8-18-29

17 筑豊ラーメン　山小屋 元祖山小屋田町店 803-0817 福岡県北九州市小倉北区田町280-11

18 筑豊ラーメン　山小屋 若松店 808-0076 福岡県北九州市若松区童子丸1-4-1

19 筑豊ラーメン　山小屋 さやヶ谷店 804-0023 福岡県北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町2-1

20 筑豊ラーメン　山小屋 平尾台入口店 802-0000 福岡県北九州市小倉南区大宇新道寺80-4

21 筑豊ラーメン　山小屋 苅田店 800-0323 福岡県京都郡苅田町与原2-2-3

22 筑豊ラーメン　山小屋 宮田店 823-0003 福岡県宮若市本城1144-2

23 筑豊ラーメン　山小屋 前原店 819-1129 福岡県糸島市篠原西3丁目554-4

24 筑豊ラーメン　山小屋 篠栗店 811-2414 福岡県糟屋郡篠栗町和田天神372-1

25 筑豊ラーメン　山小屋 MrMax土井店 813-0025 福岡県福岡市東区青葉7-61-1

26 筑豊ラーメン　山小屋 志免店 811-2208 福岡県糟屋郡志免町吉原743-6ミスターマックス土井店内

27 筑豊ラーメン　山小屋 宗像店 811-3400 福岡県宗像市大字野坂2673

28 筑豊ラーメン　山小屋 夜須店 838-0204 福岡県朝倉郡筑前町長者町390-1

29 筑豊ラーメン　山小屋 マックスバリュー田主丸店 839-1234 福岡県久留米市田主丸町豊城1895マックスバリュー田主丸店内

30 筑豊ラーメン　山小屋 広川店 834-0100 福岡県八女郡広川町大字川上字割子田710-1

31 筑豊ラーメン　山小屋 MrMAX大牟田店 836-0000 福岡県大牟田市馬渡1-1ミスターマックス大牟田店内

32 筑豊ラーメン　山小屋 博多スパ湯ら店 812-0018 福岡市博多区住吉3丁目5-5　パークテラス住吉2F

33 筑豊ラーメン ばさらか 飯塚店 820-0042 福岡県飯塚市本町5-15

34 筑豊ラーメン ばさらか 庄内店 820-0115 飯塚市仁保字岩野79

35 筑豊ラーメン ばさらか 小倉エキナカ店 802-0001 北九州市小倉北区浅野1-1-1小倉エキナカひまわりプラザ2階

36 筑豊ラーメン ばさらか 黒崎店 806-0021 北九州市八幡西区黒崎1-6-6

37 筑豊ラーメン ばさらか 小嶺店 807-1121 北九州市八幡西区石坂2-11-11

38 筑豊ラーメン ばさらか 岡垣店 811-4214 遠賀郡岡垣町松ヶ台3-127-29

39 筑豊ラーメン ばさらか 豊前店 828-0000 豊前市大字荒堀518-1

40 筑豊ラーメン ばさらか 八女店 834-0000 八女市大字鵜池338-1

41 ラーメン一康流　 江南店 802-0083 福岡県北九州市小倉北区江南町1062−25

42 九州麺匠の味　やまごや　 吉田店 800-0201 福岡県北九州市小倉南区上吉田2-16-42

43 博多 三氣 水城本店 818-0131 福岡県太宰府市水城1-16-1 

44 博多 三氣 野間店 815-0035 福岡県福岡市南区向野1-18-21 

45 博多 三氣 板付店 812-0888 福岡県福岡市博多区板付2-2-11 

46 博多 三氣 福大通り片江店 814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺2-20-10 

47 博多 三氣 姪浜大通り福重店 819-0022 福岡市西区福重4-5-9 

48 博多 三氣 松島原田店 812-0063 福岡市東区原田4-32-44 

49 博多 三氣 国道３号宗像店 811-4152 福岡県宗像市武丸2328-1 

50 博多 三氣 イオン福岡東店 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

51 博多 三氣 筑紫野店 818-0073 福岡県筑紫野市塔原西１－１－６ 

※「ラー麦」の取扱状況、営業時間、店休日等については各店舗の方へ直接お問い合わせください。

登録商標「ラー麦」使用登録店舗一覧
（令和4年3月末現在）



No 屋号 店舗名 郵便番号 住所

52 博多 三氣 イオンスタイル笹岡店 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４ 

53 博多 三氣 イオンモール香椎浜店 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３−１２−１

54 博多 三氣 国道3号新宮店 811-0111 福岡県糟屋郡新宮町三代西２丁目１５−１０

55 博多 三氣 ゆめタウン筑紫野店 818-0081 福岡県筑紫野市針摺東3丁目31　1F

56 博多 三氣 イオンモール直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原2-1-1　2F

57 博多創作居酒屋 ふとっぱら 天神総本店 810-0001 福岡市中央区天神2丁目8-22 ウエストサイドビル8Ｆ

58 博多創作居酒屋 ふとっぱら 博多駅筑紫口中央街店 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街6-3 博多中央街ビル7F

59 博多創作居酒屋 ふとっぱら 博多駅博多口店 812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-14 マルイト博多ビル2F

60 博多創作居酒屋 ふとっぱら 渡辺通り店 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82電気ビル共創館2F

61 博多ラーメン しばらく　 西新本店 814-0002 福岡県福岡市早良区西新１丁目１１−２４ ゼニヤビル1F

62 博多ラーメン しばらく　 祇園店 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１２ー１６

63 くるめラーメン 清風 839-0821 福岡県久留米市太郎原町１２６７ー１

64 大龍一番　 八女本店 834-0000 福岡県八女市大字蒲原1311－8

65 大龍一番　 筑後店 833-0000 福岡県筑後市大字一条1330-1

66 大龍一番　 瀬高店 835-0000 みやま市瀬高町大字長田814-1 

67 大龍一番　 山の井店 833-0031 福岡県筑後市山の井352-1 

68 かほラーメン 嘉麻本店 820-0303 福岡県嘉麻市中益４８８ー１

69 野菜党×かほ 820-0600 福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈２０５−７

70 三福ラーメン　 834-0100 八女郡広川町大字新代１１５４−１０

71 元祖中洲屋台ラーメン 一竜　 川端商店街本店 812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町１０−２５２

72 元祖中洲屋台ラーメン 一竜　 ヨドバシ博多店 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

73 元祖中洲屋台ラーメン 一竜　 西中洲店 810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲１−１４

74 中国料理 天津 811-3222 福津市津丸１１６８−３

75 麺屋五識　 813-0062 福岡市東区松島５丁目２９−２０

76 ユニコン　 古賀下りサービスエリア店 811-3122 福岡県古賀市薦野1100番地

77 那の福屋台 古賀サービスエリア上り線 811-3121 福岡県古賀市筵内1-1-5 九州自動車道　古賀サービスエリア上り線内

78 麺ズ赤のれん　 811-0204 福岡市東区奈多１丁目２−１３

79 赤のれん　クーニャンラーメン 811-0202 福岡市東区和白２丁目１２−１

80 ばってんらーめん 807-0857 北九州市八幡西区北筑2-10-10 

81 小金ちゃん　 屋台 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

82 小金ちゃん　 居酒屋小金ちゃん 810-0001 福岡県福岡市中央区天神３丁目６−１０2F

83 なかちゃん　 屋台 810-0001 福岡市中央区天神２丁目１ 三越前

84 さんゆう　 屋台 810-0801 福岡市博多区中洲１丁目８

85 須崎屋台かじしか　 屋台 812-0023 福岡市博多区奈良屋町５−１４

86 長浜屋台若大将　 屋台 810-0072 福岡市中央区長浜長浜３丁目 魚市場横

87 長浜ラーメン・やきとり　天ぷら屋　 屋台 810-0075 福岡市中央区港1丁目 

88 麺屋一の坊　 803-0818 北九州市小倉北区竪町１丁目２−３４

89 らーめん林家 二日市店 818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央６丁目２−１０

90 らーめん林家 甘木店 838-0068 福岡県朝倉市 甘木202−1

91 糸島ラーメンゆうゆう　 本店 819-1116 福岡県糸島市前原中央３丁目２０−１９

92 糸島ラーメンゆうゆう　 今宿支店 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

93 お食事処 味平 836-0054 大牟田市天領町１丁目３００−５

94 一楽ラーメン　 津屋崎店 811-3304 福岡県福津市津屋崎７丁目１１−１７

95 ラーメン億万両　 819-1311 糸島市志摩津和崎３１３−１６

96 中華飯店 桃香　 本店 811-2307 福岡県糟屋郡粕屋町原町５丁目３−３

97 中華飯店 桃香　 駅前店 811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西１丁目１９－１２号 

98 一番鷹 ラーメン居酒屋 812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目３−２８

99 麺や おの食堂 810-0073 福岡市中央区舞鶴１丁目８−４０ 天神ビーンズビル B1F

100 博多うまかんもん小野 812-0000 福岡市博多区博多駅博多駅東２丁目１−２４ ギャラリーハカタ B1

101 ラーメンハウス「庄屋」 804-0094 北九州市戸畑区天神１丁目１−１

102 清龍 804-0061 北九州市戸畑区中本町５−３

103 ラーメン王林 804-0073 北九州市戸畑区明治町１−３２

104 宝雲亭 えっちゃん 804-0061 北九州市戸畑区中本町1-9 

105 共栄軒 804-0066 北九州市戸畑区初音町６−１５

106 皇龍ラーメン 839-0863 久留米市国分町９４０−２

107 長浜ラーメン 博多がんなが 810-0801 福岡市博多区中洲2-6-12 第5ラインビル1F 中洲市場内



No 屋号 店舗名 郵便番号 住所

108 麺家まるいち　 鳥町本店 802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町１丁目４−１６

109 麺家まるいち　 ボートレース若松店 808-0075 北九州市若松区赤岩町１３-１ボートレース若松内東スタンドフードコート

110 居酒屋のんちゃん 六本松店 810-0044 福岡市中央区六本松２丁目１４−１９

111 居酒屋のんちゃん 三号店（薬院） 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院３丁目１３−２０

112 お食事処 和華葉　 811-3521 福津市勝浦335

113 久留米らーめん道 麺志　 830-0032 久留米市東町３９−２ 馬場ビル １Ｆ

114 南国食堂　 830-0032 久留米市東町１−８

115 中華屋ひすい亭　 839-0863 久留米市国分町１４４４

116 ひでちゃんラーメン 810-0801 福岡市博多区中洲1-8

117 豊久ラーメン 810-0001 福岡市中央区天神２丁目１０−１２ 角屋食館

118 楽勝ラーメン 810-0001 福岡市中央区天神２丁目６−３６

119 ラーメン大輝 816-0921 大野城市仲畑丁目３１−１

120 麺酒房たもん 830-1114 久留米市北野町高良１３６３−３

121 一凛 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里7-7-20 

122 名代ラーメン亭　 博多駅地下街店 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

123 シン中華　龍 819-0025 福岡市西区石丸１丁目１２−２５

124 長浜ラーメン一龍亭 812-0044 福岡市博多区千代４丁目３１−３ 大寿ビル 1F

125 あじわい酒房　扇鶴 814-0015 福岡市早良区室見1-2-2 コンドミニアム室見駅アベニュー1F

126 西日本パブリック　 広川サービスエリア上り線 834-0115 福岡県八女郡広川町新代1315-2

127 東龍軒　 日明本店 803-0831 北九州市小倉北区日明3-3-13

128 東龍軒　 大里店 800-0000 北九州市門司区大理本町1-10-7

129 東龍軒　 西港店 803-0801 北九州市小倉北区西港町15-12

130 東龍軒　 湯川店 800-0257 北九州市小倉南区湯川1-2-17

131 東龍軒　 二島店 808-0109 北九州市若松区南二島2-21-1

132 東龍軒　 本城店 807-0801 北九州市八幡西区本城1-24-25

133 東龍軒　 則松店 807-0831 北九州市八幡西区則松3-2-8

134 東龍軒　 空港通り店 802-0000 北九州市小倉南区大字朽網3914-87

135 東龍軒　 大鳥居店 808-0000 北九州市若松区大字大鳥居字鴨池浦303-4

136 東龍軒　 東港店 803-0802 北九州市小倉北区東港1-5-9

137 東龍軒　 陣原店 807-0821 北九州市八幡西区陣原2-11-2

138 東龍軒　 青山店 806-0043 北九州市八幡西区青山3-2-1

139 東龍軒　 行橋北泉店 824-0033 行橋市北泉5-7-12

140 麺屋台　粋　Sui 816-0802 春日市春日原北町3-21

141 EIKOKU SHORYU 810-0023 福岡市中央区警固１丁目６−５６ 上人橋通りサウスガーデン104

142 餃子菜館 830-1226 三井郡大刀洗町山隈２４４７−７

143 博多うまか焼きそば 816-0921 大野城市仲畑1-14-25

144 たんぽぽ 836-0073 大牟田市船津町269-1 

145 陽林軒 802-0014 北九州市小倉北区砂津

146 黒龍ラーメン 803-0812 北九州市小倉北区室町１丁目１−１ リバーウォーク4階

147 三洋軒よかろ 811-2413 糟屋郡篠栗町尾仲６９３−１８

148 株式会社栗木商店　ちくご手づくり村 うきは市吉井町 839-1321 うきは市吉井町191-3

149 野の葡萄　博多菜彩DELI 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）

150 ごちそうダイニング　ななつの花　 812-0011 福岡市博多区博多駅前２丁目２−１１ JR九州ホテル ブラッサム博多中央１F

151 久留米ラーメン　ふくの家　 久留米本店 839-0809 久留米市東合川１丁目９−４７

152 久留米ラーメン　ふくの家　 国分店 839-0863 久留米市国分町947-1

153 爽風亭 811-3434 宗像市村山田７４１

154 博多芳々亭 812-0011 福岡市博多区博多駅前３丁目１４−１０

155 ラーメンしんたろう 810-0005 福岡市中央区清川２丁目１１−３３ 仲西ビル 1F

156 らーめん屋　一火 811-4185 宗像市赤間駅前１丁目１０−７

157 西日本高速道路リテール（株） 基山PA下り店 841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉２０９７－１

158 西日本高速道路リテール（株） 基山PA上り店 841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉２０９９

159 中華バル　武遊 811-4307 遠賀郡遠賀町遠賀川１丁目８−５

160 大重食堂 警固本店 810-0023 福岡県福岡市中央区警固1-8-20 

161 大重食堂 今泉店 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-12-23 西鉄今泉ビル 1F

162 屋台けいじ 早良区百道浜 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１−１９

163 西鉄ストア レガネット姪の浜 819-0002 福岡市西区姪浜4-18-1



No 屋号 店舗名 郵便番号 住所

164 西鉄ストア レガネット大橋 815-0033 福岡市南区大橋1-5-1

165 西鉄ストア レガネット飯倉 814-0161 福岡市早良区飯倉5-16-43

166 西鉄ストア スピナラソリエ 805-0016 北九州市八幡東区高見2-7-6

167 西鉄ストア スピナマートさくら通り店 805-0062 北九州市八幡東区平野2-11-1

168 西鉄ストア スピナマート穴生店 806-0057 北九州市八幡西区穴生4-7-18

169 西鉄ストア スピナマート大手町店 803-0814 北九州市小倉北区大手町12-4

170 西鉄ストア スピナ鷹見台店 807-0853 北九州市八幡西区鷹見台1丁目1-51

171 西鉄ストア スピナマート鞘ヶ谷店 804-0023 北九州市戸畑区東鞘ケ谷町2-1

172 西鉄ストア スピナマート中井店 803-0836 北九州市小倉北区中井4丁目8-1

173 西鉄ストア レガネット中間 809-0019 中間市東中間1丁目8-8

174 西鉄ストア レガネット東郷 811-3500 宗像市田熊4-1-17

175 西鉄ストア レガネット福津 811-3305 福津市宮司2-1-10

176 西鉄ストア にしてつストア宇美店 811-2101 糟屋郡宇美町宇美4-8-1

177 西鉄ストア レガネット太宰府 818-0125 太宰府市五条2-22-7

178 西鉄ストア レガネット朝倉街道 818-0083 筑紫野市針摺中央2丁目16-14

179 西鉄ストア レガネット小郡 838-0144 小郡市祇園1-12-20

180 西鉄ストア レガネット柳川 832-0824 柳川市三橋町藤吉515-1

181 博多辛麺　狛虎 総本家（西中洲） 810-0002 福岡市中央区西中洲1-4

182 博多辛麺　狛虎 西新店 814-0002 福岡市早良区西新７

183 博多辛麺　狛虎 博多デイトス店 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1　博多デイトス2F

184 ラーメン一（いち） 832-0822 柳川市三橋町下百町33-9

185 ラーメン屋　燦 819-0383 福岡市西区田尻2331

186 ダイキョープラザ 弥永店 811-1321 福岡市南区柳瀬1-32-1

187 ダイキョープラザ 長者原店 811-2317 糟屋郡粕屋町長者原東3-1-10

188 ダイキョープラザ 野多目店 811-1347 福岡市南区野多目3-2-1

189 けんちょうFoodmarche 812-8577 福岡市博多区東公園7-7　福岡県庁地下１階

190 ロイヤルホスト 九大病院店 812-8582 福岡市東区馬出3-1-1　九州大学病院北棟１階


