北は札幌から南は九州まで、全国のこだわり有名店ラーメンをご家庭で堪能出来ます。豚骨、味噌、醤油、塩、お店独特の
オリジナルスープと麺匠達が納得いくまで吟味をかさねた銘店ラーメンシリーズ。（賞味期限：製造日より 90 日）

札幌

桑名

旭川

青葉

函館

一文字

札幌

あび

仙台五福星

T27F016805

T27F016825

T27F016826

T28FSP57

T27F016821

味噌・ちぢれ中細

醤油・ちぢれ細

塩・ストレート極細

味噌・ちぢれ中太

醤油・ちぢれ中太

東京吉祥寺
ホープ軒本舗

横浜
吉村家五人衆

喜多方
大みなと味平

佐野

万里

茨城

小櫻

T27F016806

T27F016824

T28FSP68

T27F016829

T27F016830

醤油・ちぢれ太

醤油・ちぢれ平

塩・ストレート細

豚骨・ちぢれ中細

豚骨醤油・ス極太

横浜

六角家

東京

せたが屋

東京

ひるがお

東京町田胡心房

埼玉

ぜんや

T28FSP63

T28FSP41

T28FSP42

T27F016837

T27F016834

豚骨醤油・極太

醤油・ストレート細

塩・ちぢれ細

豚骨・ストレート細

塩・ちぢれ中太

埼玉 頑者
（つけ麺）

甲府支那そば
蓬莱軒

飛騨高山
豆天狗

飛騨高山
桔梗屋

T28FSP64

T27F016809

T27F016827

T27F016833

T28FPB26

醤油・ス中太

醤油・ちぢれ細

味噌・ちぢれ極太

醤油・ちぢれ細

醤油・ちぢれ細

和歌山井出商店

和歌山まるしげ

T27F016810

T27F016823

T28FSP56

T28FSP69

T27F016835

鶏白濁・ス中細

豚骨醤油・ス極細

豚骨醤油・ス細

みそ・ストレート

醤油・ちぢれ細

京都

天天有

新潟

東横

神戸

みなとや

尾道

東珍康

※ 全て化粧箱に入
っています。（2
食入り）

久留米

満州屋

熊本

大黒

博多

秀ちゃん

富山

誠や

T27F016818

T27F016814

T27F016838

T28FSP71

豚骨・ス極細

豚骨・ス細

豚骨・ス細

濃厚醤油・極太

（１箱６３０円）

北は札幌から南は九州まで、全国のこだわり有名店ラーメンをご家庭で堪能出来ます。豚骨、味噌、醤油、塩、お店独特の
オリジナルスープと麺匠達が納得いくまで吟味をかさねた銘店ラーメンシリーズ。（賞味期限：製造日より 90 日）

１箱４食入 １０５０円（税込）

喜多方
大みなと味平

佐野

万里

東京中華そば
いちや

甲府支那そば
蓬莱軒

広島

陽気

T27F011782

T27F011818

T27F011822

T27F011791

T27F011834

醤油・ちぢれ太

醤油・ちぢれ平

醤油・ちぢれ中太

醤油・ちぢれ細

豚骨醤油・ス細

熊本

大黒

函館

一文字

静岡

桜えび

T27F011910

T27F011820

T28F62198

豚骨・ストレート細

塩・ストレート極細

塩・ちぢれ

１箱３食入 １０５０円（税込）

徳島

東大

鬼太郎ラーメン

T27F011862

T28F11614

豚骨醤油・ス細

醤油

全国銘店ラーメンセット
全国各地の銘店ラーメンがセットになった超お得なセット！！友達や家族と一緒に美味しいラーメンで楽しいひとときを★☆
お中元やお歳暮などのギフトにもぴったり！！（賞味期限：製造日より 90 日・常温保存）

１８食セット（２食入り×９種類）５４００円（税込）

送料無料セット
T27FST91813

【内容】

【内容】

１：札幌ラーメン桑名
２：佐野ラーメン万里
３：横浜ラーメン吉村家
４：和歌山ラーメン井出商店
５：熊本ラーメン大黒
６：尾道ラーメン東珍康
７：旭川ラーメン青葉
８：京都ラーメン天天有
９：喜多方ラーメン大みなと
味平

１：札幌ラーメン桑名
２：京都ラーメン天天有
３：横浜ラーメン吉村家
４：和歌山ラーメン井出商店
５：熊本ラーメン大黒
６：久留米ラーメン満州屋
７：新潟ラーメン東横
８：東京ラーメン吉祥寺ホー
プ軒

こってり好きセット
T27FST91811

９：尾道ラーメン東珍康

【内容】

あっさり好きセット
T27FST91814

１：旭川ラーメン青葉
２：佐野ラーメン万里
３：喜多方ラーメン大みなと
味平
４：高山ラーメン豆天狗
５：埼玉ラーメンぜんや
６：茨城ラーメン小櫻
７：甲府支那そば蓬莱軒
８：函館ラーメン一文字
９：仙台ラーメン五福星

８食セット ２４３６円（税込）
【内容】
１：函館ラーメン一文字
２：埼玉ラーメンぜんや
３：茨城ラーメン小櫻
４：東京ラーメンひるがお
塩ラーメン四天王セット
T27FST4801

※２食×４種類

【内容】
１：横浜ラーメン吉村家
２：横浜ラーメン六角家
※４食×２種類
横浜家系セット
T27FST51012

１２食セット（２食入り×６種類）３６００円（税込）

こってり好きセット１

１：京都ラーメン天天有

１：熊本ラーメン大黒

２：久留米ラーメン満州屋

２：和歌山ラーメン井出商

３：新潟ラーメン東横

店

４：東京ラーメン吉祥寺ホー

３：新潟ラーメン東横

プ軒

４：東京ラーメン吉祥寺ホー

５：尾道ラーメン東珍康

こってり好きセット２

５：横浜ラーメン吉村屋

６：札幌ラーメン桑名

T27FST61212

T27FST61211

こってり好きセット３

１：喜多方ラーメン大みなと

２：神戸ラーメンみなとや

味平

３：東京町田ラーメン胡心

２：甲府ラ ーメン支那そば

房

工房蓬来軒

４：横浜ラーメン六角家

３：茨城ラーメン小櫻

５：京都ラーメン天天有

あっさり好きセット１

６：和歌山ラーメンまるしげ

１：佐野ラーメン万里

２：旭川ラーメン青葉

２：茨城ラーメン小櫻

３：高山ラーメン豆天狗

３：東京ラーメンせたがや

４：埼玉ラーメンぜんや

４：飛騨高山ラーメン桔梗

５：甲府ラ ーメン支那そば

屋

工房蓬来軒

あっさり好きセット３

T27FST61215

５：函館ラーメン一文字
６：喜多方ラーメン大みなと

T27FST61219

味平

１：京都ラーメン天天有

１：佐野ラーメン万里

２：熊本ラーメン大黒

２：札幌ラーメン桑名

３：和歌山ラーメン井出商

３：旭川ラーメン青葉

店

４：喜多方ラーメン大みなと

４：佐野ラーメン万里

味平

５：函館ラーメン一文字
６：横浜ラーメン吉村屋五
人衆

お試しセット

５：京都ラーメン天天有
６：埼玉ラーメンぜんや

T27FST61217

１：飛騨高山ラーメン桔梗

１：埼玉ラーメン頑者つけ

屋

麺

２：東京ラ ーメンせたが屋

２：埼玉ラーメンぜんや

３： 東 京 ラ ー メ ン ひる が お

３：東京ラーメンひるがお

４：和歌山ラーメンまるしげ

４：東京ラーメン吉祥寺ホ

５：札幌ラーメンあび

新メチャ旨セット１

６：高山ラーメン豆天狗

１：佐野ラーメン万里

６：仙台ラーメン五福星

T27FST61205

４：仙台ラーメン五福星
５：函館ラーメン一文字

T27FST61218

T27FST61214

店長わがままセット

６：尾道ラーメン東珍康

１：博多ラーメン秀ちゃん

T27FST61220

あっさり好きセット２

プ軒

６：埼玉 ラーメン頑 者つけ
麺

ープ軒

関東ガチンコセット
T27FST61216

５：東京ラーメンせたが屋
６：佐野ラーメン万里

全国銘店ラーメンセット
全国各地の銘店ラーメンがセットになった超お得なセット！！友達や家族と一緒に美味しいラーメンで楽しいひとときを★☆
お中元やお歳暮などのギフトにもぴったり！！（賞味期限：製造日より 90 日・常温保存）

１０食セット（２食入り×５種類）３０００円（税込）

メチャ旨！お試しセット１

【内容】
１：札幌ラーメン桑名
２：佐野ラーメン万里
３：横浜ラーメン吉村家
４：和歌山 ラーメ ン井出
商店
５：熊本大黒ラーメン

T27FST51015

太麺好きセット
T27FST51011

全国港町セット
T27FST51014

メチャ旨！お試しセット２

５：神戸ラーメンみなとや

T27FST51013

T27FST2502SB

メチャ旨！お試しセット３

【内容】
１：横浜ラーメン六角家
２：茨城ラーメン小櫻
３：東京町田 ラーメ ン胡
心 房
４：博多ラーメン秀ちゃん

【内容】
１：札幌ラーメンあび
２：東京吉祥寺ラーメンホ
ープ軒
３：横浜ラーメン吉村家
４：飛騨高山 ラーメ ン桔
梗屋
５：和歌山ラーメンまるし
げ
【内容】
１：喜多方ラーメン大みな
と味平
２：仙台ラーメン五福星
３：新潟ラーメン東横
４：横浜 ラーメン吉村屋
家系五人衆
５：埼玉ラーメンぜんや
【内容】
１：博多ラーメン秀ちゃん
２：神戸ラーメンみなとや
３：横浜 ラーメン吉村屋
家系五人衆
４：横浜ラーメン六角家
５：函館ラーメン一文字

メチャ旨！お試しセット４
T27FST51016

ちぢれ細麺好きセット
T27FST51012

【内容】
１：東京町田 ラーメ ン胡
心房
２：熊本ラーメン大黒
３：和歌山 ラーメ ン井 出
商店
４：高山ラーメン豆天狗
５：久留米 ラーメ ン満 州
屋
【内容】
１：札幌ラーメン桑名
２：甲府ラーメン支那そば
工房蓬来軒
３：旭川ラーメン青葉
４：東京ラーメン吉祥寺ホ
ープ軒本舗
５：高山ラーメン豆天狗

全国銘店ラーメンセット
全国各地の銘店ラーメンがセットになった超お得なセット！！友達や家族と一緒に美味しいラーメンで楽しいひとときを★☆
お中元やお歳暮などのギフトにもぴったり！！（賞味期限：製造日より 90 日・常温保存）

１２食セット（４食入り×３種類）３０００円（税込）
【内容】
１：函館ラーメン一文字
２：東京中華そばいちや
３：広島ラーメン陽気

【内容】
１：喜多方ラーメン大みな
と味平
２：甲府支那そば蓬莱軒
３：佐野ラーメン万里

超有名店セット０４

超有名店セット０８

T27FS31204

T27FS31208
【内容】
１：甲府支那そば蓬莱軒
２：広島ラーメン陽気
３：熊本ラーメン大黒

【内容】
１：喜多方ラーメン大みな
と味平
２：佐野ラーメン万里
３：東京中華そばいちや

超有名店セット０９

超有名店セット１０

T27FS31209

T27FS31210
【内容】
１：佐野ラーメン万里
２：函館ラーメン一文字
３：熊本ラーメン大黒

超有名店セット１１
T27FS31211

香川極美味銘店讃岐うどん
香川県の讃岐うどんで有名なお店のうどんがご家庭でも味わえます。友達や家族と一緒に美味しい讃岐うどんで楽しいひ
とときを★☆お中元やお歳暮などのギフトにも大変喜ばれます。（賞味期限：製造日より１２０日・常温保存）

２食入 ４４１円（税込）・４食入１０５０円（税込）

松岡のさぬきうどん
T28FKO53

【２食入り】

【２食入り】

■ 内容量：300ｇ

■内容量：330ｇ

（麺：250ｇ×1 ヶ・

（麺：250ｇ×1 ヶ

つゆ：25ml×2 ヶ）

つゆ：40ml×2 ヶ）

■かつお節・いりこ・コン

■独特なもちもち感とコシ

ブ・さば節と海の恵をたっ

の強さ。まさに麺の力で勝

ぷりと施したダシは、風味
豊かでとても深みがありま
す。

赤坂製麺所の
しょうゆうどん

負！ダシもほどよい甘さが
あり美味しい

T28FKO54

【２食入り】

【２食入り】

内容量：310ｇ

■ 内容量：300ｇ

（麺：250ｇ×1 ヶ

(麺 250ｇ×１ヶ

つゆ：30ml×2 ヶ）

つゆ 25ml×2 ヶ）

■しっかりとしたコシのある

■讃岐うどんの名店「竹

つややかな麺、そして、い

清」の店主が、「通販限定」

讃州屋のぶっかけうどん りこ風味漂うぶっかけつゆ
T28FKO55

はりやのさぬき
ざるうどん

が絶妙なバランスです。

竹清の釜かけうどん
T28FKO56

で考案したオリジナルメニ
ュー。

【２食入り】

【２食入り】

■内容量：284ｇ

■ 内容量：290ｇ

(麺 250ｇ×１ヶ

（麺：250ｇ×1 ヶ

つゆ 17ml×2 ヶ）

つゆ：20ml×2 ヶ）

■シンプルに麺にしょうゆ

■夏にピッタリ！「昔ながら

を 掛 けて 食べる 食べ 方な

のなつかしい味」をご家庭

ので、麺が命！
麺に自信の逸品

T28FKO57

竹清の細切冷やしうどん

でも味わえます。

T28FKO58
【４食入り】

【４食入り】

■ 内容量：

■内容量：1100ｇ

（麺：300ｇ×2 ヶ

（麺：270ｇ×2 ヶ

つゆ：40g×4 ヶ）

つゆ：280g×2 ヶ）

■黄色味を帯びた太い麺。

■ダシの効かせたカレース

コシは強いが優しい味。

ープ、スパイスの効かせ方

田村うどん

五右衛門カレーうどん

T28FPB6

T28FPB10

に秘伝のレシピあり。麺は
もちろん本場の手打ち！

全国極美味ご当地うどん・そば
全国各地のご当地うどんやそばがお気軽にご家庭でも味わえます。お中元やお歳暮などのギフトにも大変
喜ばれます。（常温保存）

丹波黒豆うどん

【２人前】

【２人前】

■４２０円（税込）

■４２０円（税込）

■内容量：麺：200g×1（2

■内容量 ：麺：180g×1(2

人前）・つゆ：×2

人前)・つゆ：20ml×2

■賞味期限：９０日

■賞味期限：９０日

■丹波の黒大豆を製粉し、

■天然水使用。山芋入りで

厳選した小麦粉と練り合わ

夜久野そば

ツルッとした喉越し。

せた黒豆うどんは、風味と

T52FKU02

出雲そば

コシが絶品！

T28FKO54

【１人前】

【２人前】

■４２０円（税込）

■２９４円（税込）

■内容量：麺：180g・つゆ：

■内 容量：200ｇ（麺：90ｇ

20ml

×2・ 粉末 そば だし：10g×2

■賞味期限：９０日

食）

■国内産そば粉 100％使

■１食あたり１４７円！！半

用！保存料・着色料・化学

沖縄そば（乾麺）

乾麺！！乾麺だから、長期

調味料不使用！

T56F38231

年かけて作る完全手のべ

T28FKO56

保存ＯＫ！

全国極美味ご当地うどん・そばセット
全国各地のご当地うどんやそばがお気軽にご家庭でも味わえます。お中元やお歳暮などのギフトにも大変
喜ばれます。（常温保存）

讃岐うどんお試しセット
（５種類×２食）

■ ２１００円（税込）

■ ２５２０円（税込）

■ １０食入り

■ １２食入り

【内容】

【内容】

１：はりやのさぬきざるうどん

１：はりやのさぬきざるうどん

２：松岡のさぬきうどん

２：松岡のさぬきうどん

３：讃州屋のぶっかけさぬき

３：讃州屋のぶっかけさぬき

うどん
４：竹清の釜かけうどん

讃岐うどん有名店セット
（６種類×２食）

５：赤坂製麺所の醤油うどん

T28FST51001

豪華ご当地うどんそば
（４種類×２食）

４：竹清の釜かけうどん
５：赤坂製麺所の醤油うどん

T28FST61202
■ ２１００円（税込）
■ ８食入り
【内容】
１：丹波黒豆うどん
２：夜久野そば
３：出雲そば
４：竹清の細切冷やしう
どん

うどん

６：竹清の細切冷やしうどん
■ ３０００円（税込）
■ １４食入り
【内容】
１：はりやのさぬきざるうどん
２：松岡のさぬきうどん
３：讃州屋のぶっかけさぬき

まとめてお得うどんそば
（７種類×２食）

うどん
４：竹清の釜かけうどん
５：赤坂製麺所の醤油うどん

T28FST4801

T28FKO56

４：丹波黒豆うどん
５：夜久野そば

トッピング一覧
ラーメンやうどんにトッピングを加えるとさらに、美味しくいただけます。
ラーメンを囲んで楽しいひとときを★☆

国産黒糖味付け玉子
（２個入り）

■１８０円（税込）
■原材料名：
鶏卵（国産）・砂糖・黒
糖・しょうゆ・かつ お・だ
し・調味料（アミノ酸等）・
発 酵 調 味料 （ 原材 料 の
一部に大豆・小麦を含
む）

国産黒糖味付け玉子
（２個×３パック）
T16FTM02X2

T16FTM02
■１４７円（税込）
■内容量：２０ｇ
■新鮮な生のねぎで作
っています。
★保存に便利なチャック
付！

■１４７円（税込）
■内容量：１５ｇ×３袋
■使いきりの小袋タイ
プ！！
いつも新鮮で、お料理の
味を引き立てます。

乾燥ねぎ

きざみ紅しょうが

T57F320

T57F621

天かす
T57F628

■５００円（税込）
■原材料名：
鶏卵（国産）・砂糖・黒
糖・しょうゆ ・か つお・だ
し・調味料（アミノ酸等）・
発 酵 調 味料 （ 原 材料 の
一部に大豆・小麦を含
む）

■１４７円（税込）
■内容量：９０ｇ
■新鮮なキャノーラ油
100％
コレステロールゼロ！
★揚げたての 風味 を 保
つフレッシュパック（不活
性ガス封入）

■３９９円（税込）
■賞味期限：７ヶ月
■九州有明のりを使用。
その中でも、口どけの良
い海苔を使っています。
九州有明味付けのり
（６切り６枚８袋）
T29FIN20370

