
⑦ザ・北海道ラーメンオール
　スターズ

札幌 ×2 食・函館 ×2 食・旭川 ×2 食／箱

賞味期限 180日 1,080円
税込

①らーめんてつや豚骨醤油

てつや豚骨醤油ラーメン ×2 食／箱

賞味期限 30日 648円
税込

⑤純連詰合メンマ付き

純連ラーメン ×4 食／箱

賞味期限 30日 2,160円
税込

⑪札幌ラーメン寒干し大入り箱
  1 0 人前詰合

醤油 ×4 食、味噌 4× 食、塩 ×2 食／箱

賞味期限 150日 1,080円
税込

⑫北の味めぐり寒干し中華セット

冷やし中華 ×6 食／箱

賞味期限 150日 1,080円
税込

⑯北の味めぐり寒干しざる
　ラーメンセット

ざるラーメン ×6 食／箱

賞味期限 150日 1,080円
税込

⑥北海道名店寒干し

味の大王ラーメン ×1 食、純連 1 食

蜂屋 1 食、一文字 1 食／箱

賞味期限 90日 1,080円
税込

⑨札幌名店味めぐり寒干し

純連みそラーメン ×2 食

らーめんてつや醤油 ×2 食／箱

賞味期限 90日 1,080円
税込

⑩札幌味噌味くらべ

けやき味噌ラーメン ×2 食

白樺山荘味噌ラーメン ×2 食／箱

賞味期限 90日 1,080円
税込

⑧旭川名店味めぐり

山頭火塩ラーメン ×2 食

蜂屋醤油ラーメン ×2 食／箱

賞味期限 90日 1,080円
税込

②らーめんてつや豚骨みそ

てつや豚骨みそラーメン ×2 食／箱

賞味期限 30日 648円
税込

③蜂屋醤油ラーメン

蜂屋醤油ラーメン ×2 食／箱

賞味期限 30日 810円
税込

④元祖味の大王カレーラーメン

味の大王カレーラーメン ×2 食／箱

賞味期限 30日 648円
税込

⑭トマトラーメン

トマトラーメン ×2 ／ 2 箱

賞味期限 180日 1,080円
税込

室蘭カレーラーメン ×2 ／ 2 箱

賞味期限 180日 1,080円
税込

⑮登別閻魔ラーメン

登別閻魔ラーメン ×2 ／ 2 箱

賞味期限 180日 1,080円
税込
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⑬室蘭カレーラーメン

北海道ラーメン特集
チラシ〆切日：5 月 2 7 日（金） お届け予定日：6 月上旬予定

第
一
弾

1997 年創業の「らーめんてつや」は、札幌を中心に全国に名

を馳せる繁盛店。スープ、たれは素材にこだわり、手間ひま

かけて作り上げ、スープに最も良く合う麺を求めてやっと巡り

あえた熟成ちぢれ麺。しっかりとしたコシのあるちぢれ麺とス

ープが良く絡みあい、絶妙なハーモニーを醸し出した逸品です。

1997 年創業の「らーめんてつや」は、札幌を中心に全国に名

を馳せる繁盛店。スープ、たれは素材にこだわり、手間ひま

かけて作り上げ、スープに最も良く合う麺を求めてやっと巡り

あえた熟成ちぢれ麺。しっかりとしたコシのあるちぢれ麺とス

ープが良く絡みあい、絶妙なハーモニーを醸し出した逸品です。

昭和 22 年創業の旭川ラーメン「蜂屋」は、豚骨ベースのス

ープに魚介の旨みをきかせ、焦がしラードの風味で個性的な

味わいを作り出しています。小麦の味わいをいかした歯切れ

の良い麺とともにご堪能ください。

1965 年 ( 昭和 40 年）、先代店主高橋一郎氏が、人気の高い

カレーライスとラーメンを、ひとつにできないかと考え作り

上げたのが、北海道・苫小牧名物“カレーラーメン”です。

その味を守り続ける二代目店主高橋浩一氏自慢の逸品です。

店の特長である濃厚スープの表面を覆うラードが熱をとじ込

め、最後まで熱々のおいしさを味わえるのが人気の秘密です。

本品は、店主監修のもと、味噌の甘さとポークエキスのコク

をバランスよく融合させ、ご家庭用にアレンジした逸品です。

札幌の有名ラーメン店の代表格である「さっぽろ純連」と「ら

ーめんてつや」の味をセットにしました。麺は寒干し麺。

札幌ラーメンの代表の味は「味噌味」。味噌味の有名店「白

樺山荘」と「けやき」をセットにしました。麺は寒干し麺。

旭川の有名ラーメン店、醤油味の「蜂屋」と塩味の「山頭火」

をセットにしました。麺は寒干し麺。

北海道が誇る名店ラーメン選りすぐり【さっぽろ純連】 濃厚系札幌ラー

メンの歴史を語る上で欠かせない、昭和 39 年創業の有名店。【旭川名物

 蜂屋】 豚骨をベースに魚介の旨みと焦がしラードの風味で個性的な味わ

いを作り出す、昭和 22 年創業の有名店。【函館麺や 一文字】 函館の数あ

る有名店の中でも、地元はもちろん、多くの観光客から人気のある有名

店。【苫小牧 味の大王 総本店】 カレーライスとラーメンを、ひとつに

できないかと考え作り上げた先代店主の味を受け継ぐ逸品。

じっくり熟成させた生麺を非加熱で乾燥し、小麦の旨味を封じ

込めた寒干し麺です。香味野菜をブレンドした醤油スープ、野

菜の風味とコクのある味噌スープ、あっさりとした透明感のあ

る塩スープの３種の味をお楽しみいただけます。

じっくり熟成させた生麺を非加熱で乾燥し、 小麦の旨味を封じ
込めた寒干し麺です。 鰹、 さばなどのだしに羅臼昆布の旨み
を加えた風味豊かなめんつゆでいただく 「ざるラーメン」 の
セット

じっくり熟成させた生麺を非加熱で乾燥し、 小麦の旨味を封じ込
めた寒干し麺です。 すっきりとした爽やかなレモンの風味が広
がる醤油ベースのスープが付いた 「冷し中華」 のセットです。

厳選した原料を使用した醤油 ・ 味噌 ・ 塩の 3種オリジナルスー

プ付きの乾麺セット

北海道産の高級トマト 「シシリアンルージュ」 を使用。 糖度と酸

味のバランスがイタリアン風スープ！

じっくり煮込んだ鶏がらスープに20種類以上のスパイスを合わせ

たスパイシーな味。

練りごまをたっぷり加えた、 コクのある辛味噌スープはクセにな

る辛さ。 乾麺との相性も◎
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※写真は調理イメージです。


