B R AN D LI S T
ブ ランド の ご 紹 介
熱々の「焦がし」ラーメンを看板に、大 人の
ラーメンダイニングとして2004年12月にオー
プン。旨い酒と一品料理の数々、そして香ばし
く深みのある「焦がし」ラーメンを是非ご賞
味ください。

1985年に博多で創業したラーメンのグローバルブランド。熟かさね製法でつくりだ
される香り高いシルキーな豚骨スープと、小麦本来の豊かな風味と軽い歯切れの自
家製麺による上質な味わいが世界中で支持されています。

博多の食・呑み文化を世界へ！博多の呑み方
をそのまんま。豚バラ串にはじまり、うどんで
〆る！ 博多の呑み方にこだわった新ブランド
です。

カルフォルニア発！全 米店舗 数No.1の大 人
気アメリカンチャイニーズレストラン。メイン
とサイドからチョイスする新感覚のデリスタ
イルでご提 供。定番メニューのオレンジチキ
おいしい日本 酒と、締め のラーメン。

「1/2（ニブンノイチ）」をテーマにした、新し

ちょっとつまんで気軽に呑んで、ラーメ

いスタイルの一風堂。小ぶりで糖質約1/2麺

ンで締めくくるスタイルを提 案。「立ち

を使用したラーメンと豊富なサイドメニュー

呑み」できる一風堂です。

を揃え“選べる楽しさ”にこだわりました。

ンはやみつきの味。

沖縄そばを中心とした琉球 料理や泡盛が豊
富な沖縄料理店。料理のテーマは「3度目の
沖縄」。初めての観光からさらにもう一歩踏
み込んだ、ディープな沖縄で出会えるような
メニューが揃っています。

久留米ラーメンと、福岡長浜の屋台ラーメン
一風 堂の特濃 豚骨ラーメン専門店。ポ

「一風 堂 」が 独自のノウハウを凝 縮さ

をルーツに持つ福岡の老舗ラーメン店。九州

タージュのような濃厚スープと、トッピ

せ生み出した、フードコートやサービス

ならではの細麺と豚骨本来の旨味を凝 縮さ

ングを自由にカスタムできるスタイルが

エリアの専門業 態。本物の味をカジュ

せた独特の風味の豚骨スープのラーメンを提

特長。

アル＆スピーディにお楽しみください。

供しています。

株主様ご優待品 ご利用店舗一覧

※ご利用可能店舗は、月中の新規オープン・撤退・業態変更等により変わる場合がございます。
北海道
一風堂
札幌平岡店
札幌市清田区平岡四条1-1-20
札幌麻生店
札幌市北区麻生町5-5-12
札幌狸小路店
札幌市中央区南三条西6-8

2019年1月末日現在

011-807-8803
011-768-7757
011-252-5505

東北地方
■岩手県
一風堂
盛岡店
■宮城県
一風堂
仙台東口店
仙台青葉通り店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
三井アウトレットパーク仙台港店

盛岡市菜園2-3-4

019-604-3500

仙台市宮城野区榴岡1-6-30
仙台市青葉区大町2-1-24 副都心ビル百番館大町

022-292-2411
022-216-1675

仙台市宮城野区中野3-7-2 三井アウトレットパーク仙台港2F

022-781-7370

■福島県
IPPUDO RAMEN EXPRESS
イオンモールいわき小名浜店

いわき市いわき都市計画小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業
0246-88-1040
地内 イオンモールいわき小名浜3F
関東地方

■東京都
一風堂
町田店
吉祥寺店
池袋店
新宿アイランドタワー店
高田馬場店
二子玉川ライズ S.C.店
駒沢公園店
明大前店
代々木上原店
恵比寿店
五反田東口店
豊洲店
浅草ROX・3G店
上野広小路店
六本木店
銀座店
飯田橋サクラテラス店
MARUNOUCHI
一風堂スタンド
西五反田スタンド
浜松町スタンド
1/2PPUDO
ルミネエスト新宿店
セレオ八王子店
ルミネ立川店
NEW 渋谷ヒカリエ店
SHIROMARU-BASE
大森店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
東京ソラマチ店
イトーヨーカドー大井町店
五行
西麻布五行
イチカバチカ
吉祥寺店
恵比寿店
恵比寿店別邸
■千葉県
一風堂
イクスピアリ店
ららぽーとTOKYO-BAY店
千葉店
成田空港店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
三井アウトレットパーク木更津店
PANDA EXPRESS
三井アウトレットパーク木更津店

町田市原町田4-5-21 MSM町田Ⅱ1F
武蔵野市吉祥寺本町1-18-1 吉祥寺ニュープラザビルB1F
豊島区南池袋2-26-10 アクティオーレ南池袋1F
新宿区西新宿6-4-1 新宿アイランドタワーアトリウムB1F
新宿区西早稲田2-15-7 鈴木ビル1F
世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C.テラスマーケット2F
世田谷区深沢2-19-20 グレドール駒沢公園1F
世田谷区松原2-46-6
渋谷区西原3-2-4 フロンティア代々木上原B1F
渋谷区広尾1-3-13 ハイネス恵比寿1F
品川区東五反田1-14-14 北原ビル2F
江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア1F
台東区浅草1-26-5 浅草ROX・3G1F
台東区上野3-17-5
港区六本木4-9-11 第二小田切ビル1F
中央区銀座4-10-3 セントラルビル1F
千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルームサクラテラス3F
千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエアB1F

042-739-7127
0422-23-8186
03-6907-8305
03-5990-5288
03-5272-0039
03-6447-9766
03-5758-3484
03-5355-5215
03-6407-5151
03-5420-2225
03-6447-7935
03-5534-8158
03-6231-7739
03-5807-2772
03-5775-7561
03-3547-1010
03-6261-0178
03-3217-2888

品川区西五反田1-25-5
港区浜松町1-27-6 マストライフ大門・浜松町1F

03-6421-7666
03-6459-0068

新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿7F
八王子市旭町1-1 セレオ八王子北館9F
立川市曙町2-1 ルミネ立川8F
渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ7F

03-6380-4473
042-686-3416
042-512-7403
03-6803-8922

大田区山王2-2-7 八景坂ビル1F

03-5746-3166

墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ3Fタベテラス
品川区大井1-3-6 イトーヨカドー大井町1F

03-5610-5112
03-6410-7108

港区西麻布1-4-36

03-5775-5566

武蔵野市吉祥寺南町2-8-7 吉祥寺ガイビル1F
渋谷区恵比寿南1-8-9 京城ビル1F
渋谷区恵比寿南2-2-7 TS山本ビル1F

0422-79-5295
03-5724-3130
03-6451-0177

浦安市舞浜1-4 イクスピアリ3Fグレイシャス・スクエア
船橋市浜町2-1-1 南館3Fダイニングテラス
千葉市中央区富士見2-9-15
成田国際空港 第1ターミナル 中央ビル3F 出国手続き後エリア

047-305-5886
047-404-6515
043-202-7729
0476-29-5382

木更津市金田東3-1-1 三井アウトレットパーク木更津1F

0438-40-5009

木更津市金田東3-1-1 三井アウトレットパーク木更津1F

0438-40-0777

■栃木県
IPPUDO RAMEN EXPRESS
佐野プレミアム・アウトレット店

佐野市越名町2058 佐野プレミアム・アウトレット

0283-86-9090

■群馬県
一風堂
高崎店

高崎市上大類町809-1

027-310-3221

さいたま市中央区本町西3-7-7
川越市大袋新田1390-1

048-840-1220
049-293-4300

入間市宮寺3169-1 三井アウトレットパーク入間1F
蓮田市黒浜3517 東北自動車道「蓮田SA（上り線）」内
越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori3F
さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ3F

042-902-5252
048-765-1122
048-973-7722
048-788-1231

茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎2F
鎌倉市腰越3-5-29 プラザ鎌倉2F
厚木市泉町1-1 小田急本厚木ミロードイースト1F
横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザテラスゲートプラザ3F
横浜市港北区篠原町2937 キュービックプラザ新横浜1Fぐるめストリート内
横浜市西区みなとみらい2-3-2 みなとみらい東急スクエア①B1F
横浜市西区南幸2-17-8 横浜トラストビル1F
川崎市幸区小倉5-19-23 クロスガーデン川崎1F

0467-38-6650
0467-38-1541
046-230-7416
045-905-0773
045-473-3455
045-227-6305
045-410-4850
044-580-6630

川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F

044-874-8571

■埼玉県
一風堂
大宮店
川越インター店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
三井アウトレットパーク入間店
蓮田SA店
越谷レイクタウン店
コクーンシティ店
■神奈川県
一風堂
ラスカ茅ヶ崎店
湘南SEASIDE
本厚木ミロードイースト店
たまプラーザ店
キュービックプラザ新横浜店
みなとみらい東急スクエア店
横浜西口店
クロスガーデン川崎店
PANDA EXPRESS
ラゾーナ川崎プラザ店

近畿地方
■大阪府
一風堂
高槻店
池田店
箕面店
なんば店
堀江店
あべのnini店
長堀店
梅田店
SHIROMARU-BASE
梅田店
なんばグランド花月店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
ららぽーとEXPOCITY店

高槻市井尻2-2-1
池田市満寿美町2-10
箕面市粟生新家1-1-3
大阪市浪速区難波中3-1-17 角屋難波ビル1F
大阪市西区南堀江1-1-12 浅尾ビル1F
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-10 あべのnini1F
大阪市中央区南船場3-11-28 タツノ心斎橋ビル
大阪市北区角田町6-7 角田ビル1F

072-660-3766
072-750-3129
072-730-2155
06-4397-6886
06-6537-6255
06-6630-7720
06-4704-7101
06-6363-3777

大阪市北区角田町6-7 角田ビル2F
大阪市中央区難波千日前11-6

06-6363-2314
06-4394-7175

吹田市千里万博公園2-1

06-4860-6142

蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-694
三井アウトレットパーク滋賀竜王南モール2F

0748-29-3220

京都市中京区東洞院錦小路東入ル阪東屋町653-1 錦ビル1F
京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町902 京都ポルタ

075-213-8800
075-708-5300

京都市南区久世高田町376-1 イオンモール京都桂川3F

075-874-7640

京都市中京区柳馬場通蛸薬師下ル十文字町452

075-254-5567

姫路市南車崎2-3-43
西宮市丸橋町4-60-1
神戸市中央区北長狭通4-3-24
神戸市中央区北長挟通1-5-10 ミカドビル1F

079-299-3430
0798-66-3131
078-335-0581
078-381-6512

神戸市兵庫区中之島2-1-1 イオンモール神戸南3F
神戸市北区上津台7-3 神戸三田プレミアム・アウトレット

078-381-5601
078-986-2525

西宮市田中町1-6 エビスタ西宮1F STREET KICTHEN内

0798-81-5068

■滋賀県
IPPUDO RAMEN EXPRESS
三井アウトレットパーク滋賀竜王店
■京都府
一風堂
錦小路店
京都ポルタ店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
イオンモール京都桂川店
五行
京都五行
■兵庫県
一風堂
姫路店
西宮北口店
神戸元町店
三宮店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
イオンモール神戸南店
神戸三田プレミアム・アウトレット店
名島亭
エビスタ西宮店

中部地方
■新潟県
一風堂
新潟店

新潟市中央区紫竹山6-1-15

025-240-5646

■富山県
一風堂
富山店

富山市二口町5-10-1

076-491-5523

■石川県
一風堂
金沢香林坊店

金沢市片町1-2-3

076-263-3331

■長野県
一風堂
諏訪インター店
松本店

諏訪市沖田町3-50-1
松本市中央1-12-9

0266-54-2239
0263-35-3370

■岐阜県
IPPUDO RAMEN EXPRESS
アスティ岐阜店

岐阜市橋本町1-10-1 アスティ岐阜2F

058-215-0279

浜松市中区砂山町6-2 JR浜松駅メイワンエキマチウエスト内
静岡市葵区黒金町47 アスティ静岡西館

053-456-2772
054-251-2522

静岡市葵区小瀬戸字谷川地1514
新東名高速道路 NEOPASA静岡線内（上り）

054-276-0281

津市高茶屋小森町145 イオンモール津南3F

059-253-2817

名古屋市天白区平針2-1811
名古屋市東区東桜1-1-10 アーバンネット名古屋ビルブロッサB1F
名古屋市中区栄3-22-26
名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋駅名古屋うまいもん通り内
刈谷市日高町4-508
豊橋市堂坂町35

052-800-1833
052-950-5251
052-269-2412
052-588-5517
0566-62-4611
0532-38-8885

名古屋市中区金山2-16-22

052-324-5512

日進市赤池町箕ノ手2-757 プライムツリー赤池3F
名古屋市港区西茶屋2-11 イオンモール名古屋茶屋3F
名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス3F

052-746-1299
052-355-6550
052-304-7799

名古屋市中区栄3-6-1 LACHIC（ラシック）7F

052-259-6115

■静岡県
一風堂
JR浜松駅店
JR静岡駅店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
静岡SA店
■三重県
IPPUDO RAMEN EXPRESS
イオンモール津南店
■愛知県
一風堂
名古屋平針店
名古屋栄ブロッサ店
名古屋本店
名古屋驛麺通り店
刈谷店
豊橋店
SHIROMARU-BASE
金山店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
プライムツリー赤池店
イオンモール名古屋茶屋店
ららぽーと名古屋みなとアクルス店
五行
名古屋ラシック店

中国地方
■広島県
一風堂
広島袋町店
福山店
ekie広島店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
ゆめタウン廿日市店
LECT広島店
■岡山県
一風堂
倉敷店
岡山店

広島市中区袋町2-2 榎崎袋町ビル1F
福山市南蔵王町4-18-31
広島市南区松原町1-2 ekie2F

082-504-3536
084-982-7421
082-207-3368

廿日市市下平良2-1317-30 ゆめタウン廿日市3F
広島市西区扇2-1-45 LECT1F

0829-30-8529
082-554-5590

倉敷市平田86-1
岡山市北区磨屋町2-3

086-435-7172
086-235-3233

四国地方
■愛媛県
一風堂
松山店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
エミフルMASAKI
■徳島県
IPPUDO RAMEN EXPRESS
イオンモール徳島店
ゆめタウン徳島店

松山市二番町3-8-12

089-915-3161

伊予郡松前町筒井850 エミフルMASAKI2F

089-989-5363

徳島市南末広町4-1 イオンモール徳島3F
板野郡藍住町奥野字東中須88-1 ゆめタウン徳島2F

088-602-8809
088-676-3009

九州地方
■福岡県
一風堂
姪浜店
太宰府インター店
塩原本舗
山王店
博多駅店
大名本店
西通り店
TAO FUKUOKA
一風堂スタンド
天神西通りスタンド
IPPUDO RAMEN EXPRESS
マリノアシティ福岡店
行集談四朗商店
博多店
名島亭
本店
JRJP博多ビル店
MARK IS 福岡ももち店
■佐賀県
IPPUDO RAMEN EXPRESS
鳥栖プレミアム・アウトレット店
ゆめタウン佐賀店
■熊本県
一風堂
熊本十禅寺店
熊本下通店
IPPUDO RAMEN EXPRESS
ゆめタウンはません店
■宮崎県
IPPUDO RAMEN EXPRESS
イオンモール宮崎店

福岡市西区福重5-4-14
大野城市御笠川3-12-11
福岡市南区塩原3-21-4
福岡市博多区山王2-2-7
福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ10F
福岡市中央区大名1-13-14
福岡市中央区大名1-12-61 2F
福岡市中央区天神1-13-13

092-895-1155
092-504-1555
092-562-5122
092-436-3310
092-413-5088
092-771-0880
092-707-3203
092-738-7061

福岡市中央区大名1-12-61 1F

092-707-3202

福岡市西区小戸2-12-30 マリナサイド南棟1F

092-836-8481

福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ10F

092-413-5080

福岡市東区名島2-41-7
福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビルB1F
福岡市中央区地行浜2-2-1 MARK IS 福岡ももち3F

092-662-3566
092-482-7020
092-836-9022

鳥栖市弥生が丘8-1 鳥栖プレミアム・アウトレット
佐賀市兵庫北5-14-1 ゆめタウン佐賀2F

0942-50-8963
0952-37-3727

熊本市南区十禅寺2-8-1
熊本市中央区下通1-3-1 NADELビル1F

096-312-2100
096-325-3301

熊本市南区田井島1-2-1 ゆめタウンはません1F

096-273-8827

宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎1F

0985-77-8607

