
 

 

2015年 10月吉日 

 

 

全国有名ラーメン店 24店舗が天神に集結！ 

「福岡ラーメンショー2015」 

11月 12日（木）より市役所前ふれあい広場にて開催 

 

一般社団法人日本ラーメン協会は、2015年 11月 12日（木）から 23日（月・祝）の 12日間、福岡市役所前

ふれあい広場にて、「福岡ラーメンショー2015」を開催いたします。 

福岡ラーメンショーは 2013年に第 1回目を開催し、今年で 3回目。昨年は 106,000名を集客、九州エリア

食ジャンルの最大級のイベントとして、日本有数のラーメン処 福岡の皆さまに好評を博し、第 3回目となる今

年は、日程を 12日間に拡大、期間中 144,000名の来場者を見込んでおります。 

ラーメンは、今や日本の国民食であり、全国津々浦々に根付くご当地ラーメンは郷土の食文化の源です。九州

最大の都市であり、アジアへの玄関口であるここ福岡に、地元はもちろんのこと全国を代表するラーメン店が一

同に会し、日本が誇る庶民の食文化「ラーメン」を発信することで、改めて日本の食文化を再認識していただき、

地元福岡市民のラーメン熱をいっそう高め、日本のみならず世界からも福岡の街が注目されることにつながれ

ばと願っております。 

 

【開催概要】 

 

[主  催] 福岡ラーメンショー2015実行委員会  

（一般社団法人日本ラーメン協会/We love天神共同事業体） 

 実行委員長 前島 司（日本ラーメン協会理事 せたが屋店主） 

[後  援] 福岡市、西日本鉄道 

[開催期日] 2015年 11月 12日（木）～23日（月・祝）雨天決行 

         第一幕 11月 12日（木）～17日（火）6日間  

第二幕 11月 18日（水）～23日（月・祝）6日間 

[開催時間] 開場 11:00～終了 22:00（ラストオーダー21:30） 

※17日（火）終了 17:00（ラストオーダー16:30）/23日（日・祝）終了 20:00（ラストオーダー19:30） 

[開催場所] 福岡市役所前ふれあい広場（福岡県福岡市中央区天神１−8−１） 

[出店店舗] 計 24店舗（第一幕 12店舗、第二幕 12店舗の 2部構成）  

[入 場 料] 入場無料/ラーメン食券 750円（1杯・各店一律） 

        ※セブンイレブン、並びにローソンにて前売券がご購入いただけます。 

[来場者数] 144,000名見込み 

 

 

報道関係各位 

プレスリリース 



 

 

【出店ラーメン店構成】 

北海道、東北、関東、関西、そして九州。 

日本ラーメン協会だからこそ実現したラインナップ。 

全国各地で絶大な支持を得る珠玉の有名店が天神に集結。 

 

① 全国招待ラーメン店  

いずれもグルメサイト、メディア等で高評価を受ける名店が全国から集結。 

今年は、北海道三大ご当地と言われる「札幌 味噌」「旭川 醤油」「函館 塩」を始めとして、中華麺消費

量全国一のラーメン処 山形、独自のラーメン文化を育む福島、背脂醤油の発祥と言われる新潟、稲庭

うどんで有名な麺処 秋田など、昨年までと比べても全国各地からの招待店がより充実したラインナップに

なりました。いずれの店舗もグルメサイト、メディアで高評価を受ける名店ばかり。日本ラーメン協会でなけ

れば実現しない顔ぶれが揃いました。 

② 九州勢  

長崎、北九州、佐賀、熊本･･･ラーメン王国九州を代表する名店が揃う。 

   迎え撃つ地元九州勢は、豚骨発祥地の久留米、チャンポンで有名な長崎、ラーメンマニアの間でそのク

ォリティの高さが有名な佐賀、マー油で有名な熊本など、豚骨王国ならではのラインナップ。豚骨系とはい

いながら博多ラーメンとはまたひと味違った魅力を持つ九州各地の有名店をご紹介します。 

③ イベントスペシャル創作ラーメン 

福岡の名店「久留米・大砲ラーメン」「博多だるま」「博多一風堂」がこのイベントでしか食べら

れないスペシャルな一杯を創作。 

   福岡を代表する三店が、その技術の粋を尽くしてこのイベントだけのスペシャルコラボラーメンを創作します。

ラーメンの枠に捉われない新境地のラーメンは、この機会を逃すと食べられない幻の味です。 

 【第 1幕】 

 「久留米・大砲ラーメン×桜坂 温坐」 

 ラーメンに和の要素を取り入れた「久留米・大砲ラーメン」の新境地。骨太な大砲の味からは想像できないス

ペシャルラーメン。 

 【第 2幕】 

 「博多だるま×麺道はなもこし」 

 「博多だるま」で薫陶を受け、豚骨ではなく鶏白湯で博多のラーメンシーンに新風を巻き起こしている「麺道は

なもこし」。福岡ラーメンショー2015で夢の師弟コラボが実現。 

 「博多一風堂×博多華味鳥」 

   水炊きの名店「博多華味鳥」と「博多一風堂」がそれぞれの特徴を生かして生み出した味は、味噌ベースの

鶏豚白湯ラーメン。まさに“博多ハイブリッド”ラーメン。 

 



 

【出店ラーメン店一覧】 

 

 

地域 カテゴリ 店舗名 店舗説明

函館 塩 函館麺厨房　あじさい
昭和初期に創業し、塩ラーメンのご当地　函館を代表する老舗が福岡に上陸。スッ

キリと澄んだスープは奥深い旨み凝縮。

札幌 味噌 らぁめん 銀波露 札幌
札幌の若者を中心に絶大な支持を誇る新時代個性派札幌ラーメン。北海道産豚の

豚骨ベースのスープが濃厚な味噌味を引き立てる。

旭川 醤油 旭川ラーメン　梅光軒
北海道三大ご当地　旭川を代表する、昭和44年創業の名店が福岡に上陸。北国ら

しく油の張った醤油スープは老舗の風格が漂う。

新潟 味噌煮干 らーめん処　潤
新潟燕三条に端を発する、煮干しラーメンが今年も参戦。今年は北国らしい味噌

ベースで福岡のラーメンファンを魅了する。

京都
背脂煮干

醤油
セアブラノ神

背脂が真っ白に表面を覆い、一度食べたら忘れられないインパクトで関西に背脂

ラーメンのトレンドを巻き起こした珠玉の一杯。

大阪 醤油 がちんこラーメン道　柊
“手間ひまかけて”をテーマに、師匠譲りのすっきり澄みながら深い旨みの醤油

ラーメンで福岡に上陸。

東京 牛骨醤油 牛骨らぁ麺　マタドール
新たなラーメンブームのけん引役として東京のラーメンシーンを席巻した牛骨醤油

のラーメン。新しいおいしさに出会える一杯。

東京 鯛塩 鯛塩そば　灯花
鯛のエキスがギュッと凝縮され、さっぱりに見えて驚くほどコクと旨みの深いスープ

で業界をアッと言わせた新進気鋭の名店。

長崎 豚骨 長崎ラーメン御殿団
長崎の麺はチャンポンだけじゃない。長崎のご当地ラーメンを作るべく、若き店主が

創作した「長崎ラーメン」を初披露。

久留米 豚骨 久留米ラーメン会
再来年の豚骨ラーメン誕生80周年を控え、今年も満を持して久留米を代表する

ラーメン軍団が福岡ラーメンショーに参戦。

北九州 豚骨
九州麺魂・毘侍家　　　　　　　　　
×北九州らーめん　東龍軒

武骨さがウリの北九州から、新進気鋭の両店がタッグを組んで福岡に参戦。久留

米とも博多とも違う豚骨ラーメンの味に請うご期待。

スペ

シャル 久留米 創作 久留米・大砲ラーメン×桜坂　温坐
久留米の名店「大砲ラーメン」が、和食のテイストを取り入れたイベント限定ラーメン

を創作。想像を超えたラーメンに請うご期待。

エリア カテゴリ 店舗名 店舗説明

札幌 味噌 らーめん　てつや
札幌ラーメンの新時代を開いた第2次札幌ラーメンブームをけん引し、今や横綱級

の人気を誇る名店が福岡初上陸。

秋田 稲庭味噌 秋田稲庭中華そばの会
昨年、出会ったことのない麺の食感で福岡のラーメンファンを魅了した稲庭中華そ

ばが、今年は味噌で再来。

山形 醤油 酒田のラーメンを考える会
中華めん消費量日本一を誇る山形県。その中でもとりわけレベルが高いことで知ら

れる酒田を代表する名店軍団が福岡に初上陸。

福島
ブラック醤

油
福島ラーメン組　獅子奮迅隊

ラーメンのレベルが高いことで有名な福島は二本松から、地元を代表する名店が

参戦。あっさりしながら深い旨みの醤油ラーメン。

滋賀 鶏白湯 ラーメン　にっこう
鶏の旨みが凝縮されたトロリとクリーミーな鶏白湯スープが、関西全域に鶏白湯

ブームを巻き起こした。鶏白湯のおいしさを存分に。

東京 塩チーズ 黄金の塩らぁ麺　ドゥエイタリアン
イタリアン出身の店主が作る滋味深い塩ラーメンは、東京のラーメンシーンを席巻。

福岡にはなんとチーズを使ったラーメンで参戦。

東京 煮干醤油 すごい！煮干しラーメン　凪
第４次ラーメンブームをリードし、いまや世界へと広がる「凪」が満を持して福岡ラー

メンショーに初参戦。あの味が福岡で味わえる。

東京 塩 らーめん　えんや
黄金色に輝くスープは、良質な煮干しをふんだんに使用し旨みがじんわりと染み渡

る、まさに王道を行く塩ラーメン。

佐賀 豚骨 佐賀ラーメン会
豚骨王国九州の中でも、そのレベルの高さは随一と言われる佐賀。その佐賀を代

表する二大店主がタッグを組んで福岡に参戦。

久留米
×熊本

豚骨 ラーメン龍の家×らーめん陽向
今や九州を代表する有名店となった「龍の家」と、その弟子「陽向」がタッグを組む

師弟コラボ。ラーメンはもちろん豚骨直球勝負。

博多 創作 博多一風堂×博多華味鳥
水炊きの名店「華味鳥」とラーメンのグローバルブランド「博多一風堂」が夢のコラ

ボ。このイベントでしか味わえない幻のラーメン。

博多 創作 博多だるま×麺道はなもこし
博多の名店だるまと、その弟子に当たる麺道はなもこしが福岡ラーメンショー限定

の夢のコラボ。豚骨と鶏をどうアレンジするか。
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第一幕　11月18日（水）～23日（日・祝）

第一幕　11月12日（木）～17日（火）
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函館麺厨房あじさい（函館）      らぁめん銀波露（札幌）      旭川ラーメン梅光軒（旭川） 

     

らーめん処 潤（新潟）       セアブラノ神（京都）      がちんこラーメン道 柊（大阪） 

      

牛骨らぁ麺 マタドール（東京）      鯛塩そば 灯花（東京）      長崎ラーメン御殿団（長崎） 

     

久留米ラーメン会（久留米）     毘侍家×東龍軒（北九州）    大砲ラーメン×温坐（ＳＰ）    

 

 



 

      

らーめん てつや（札幌）      秋田稲庭中華そばの会     酒田のラーメンを考える会（山形） 

     

福島ラーメン組 獅子奮迅隊       ラーメンにっこう（滋賀）       ドゥエイタリアン（東京） 

     

煮干しラーメン凪（東京）      らーめん えんや（東京）          佐賀ラーメン会 

     

龍の家×陽向（久留米・熊本）      一風堂×華味鳥（ＳＰ）      だるま×はなもこし（ＳＰ） 

 

 



 

 

上記ラーメン店の出店の他、今年は夜の魅力アップを目指して、 

「天神食べ歩き・立ち飲み横丁」 

を設置し“飲んでつまんで旨いラーメンで締める”博多ならではのラーメンの楽しみ方を演出します。 

 

 

 

※各ラーメン店の商品写真は、現在取りまとめ中です。ご要望の際は、お気軽に広報担当までお申し 

付けください。 

 

 

是非、本イベントについての周知・広報についてご協力いただければ幸いです。 

内容についてのお問合せ、写真その他詳細報道資料のご要望は、 

 

福岡ラーメンショー2015実行委員会 

広報担当 上村敏行（かみむらとしゆき） 

株式会社 J.9ジェイキュー 

TEL.092-732-0105/FAX.092-732-3736 

MOBILE.080-3222-4432 

E-mail kamimura@j9fukuoka.com 

 

事務局担当 小川 剛（おがわたけし） 

株式会社力の源パートナーズ 

TEL.092-762-4445/FAX.092-762-5556 

MOBILE.080-4360-5276 

E-Mail takeshi.ogawa@chikaranomoto.com 

 

までお願いいたします。 

 

 

福岡 ラーメンショー公式 ホームページ http://www.ramen-kyokai.jp/fukuoka/ 

福岡ラーメンショーFacebook ページ https://www.facebook.com/fukuokaramenshow 

福岡ラーメンショーTwitterアカウント https://twitter.com/FukuokaRamen 

 

 

 

mailto:kamimura@j9fukuoka.com
mailto:takeshi.ogawa@chikaranomoto.com
http://www.ramen-kyokai.jp/fukuoka/
https://www.facebook.com/fukuokaramenshow
https://twitter.com/FukuokaRamen

