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～ラーメンは、自由だ。～

NY 発祥のラーメンブランド「黒帯」商品情報発表！
ベジタリアン向けやプレミアムな和牛ラーメンを販売
渋谷「RAYARD MIYASHITA PARK」に 8 月 4 日（火）オープン

東京・渋谷に新設される商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK」に日本第 1 号店を出店するア
メリカ・ニューヨーク生まれのラーメンブランド「黒帯」から、お客様に提供する商品の詳細
が決定しましたのでお知らせいたします。
「黒帯 MIYASHITA PARK 店」では、定番ラーメンの「黒帯」や「白帯」の他、動物性食材を使
わないベジタリアンの方にもおすすめの「緑帯（みどりおび）」や大人の手のひら程大きい和
牛ステーキを大胆にのせたプレミアムラーメン「和牛ステーキラーメン」も販売。「和牛ステ
ーキラーメン」に関しては数量・期間を限定してお出しします。今後も定期的に、皆様にワク
ワクをお届けできるよう「RAMEN is FREEDOM（ラーメンは、自由だ）」をテーマにラーメンの
新しい可能性に挑戦しながら、限定商品など様々なラーメンを提供していきたいと考えていま
す。

■提供商品

※価格は全て「税別」です。画像はイメージです。

白帯（しろおび）830 円
まろやかで濃厚な鶏白湯スー
プに太いちぢれ麺を合わせ、
トッピングにしっとりとした
鶏チャーシュー、半熟煮卵、
ネギ、フライドオニオンチッ
プを。さらに中央にのせた
「辛みそ」溶かすことで辛味
を楽しむこともできます。

茶帯（ちゃおび）850 円
鶏白湯ではなくすっきりとし
た鶏清湯（とりちんたん）ス
ープのラーメン。麺は太いち
ぢれ麺を使用し、あっさりと
しながらも食べ応えも充分。
優しい味わいのラーメンで
す。

黒帯（くろおび）890 円

赤帯（あかおび）990 円

「白帯」にブラックペッパー
を使ったコクのある黒い香油
を、アクセントに追加してい
ます。各国「黒帯」店舗の看
板商品です。

「白帯」に特製のラー油をプ
ラス。まろやかな鶏清湯スー
プとピリ辛のラー油がバラン
ス良く合わさります。

緑帯（みどりおび）990 円
動物性食材不使用。パプリカ
やトマト、ベビーリーフなど
数種類の野菜、炒ったキノ
コ、豆乳アボカドクリーム、
黒オリーブのトッピングとも
ちもちの中太麺をこれでもか
という程によく混ぜ合わせて
食べるのがコツです。途中で
レモン汁を加えると風味が変
わります。

和牛ステーキラーメン 2,490 円
※数量・期間限定
カップからはみ出る大ボリュー
ムの和牛をトッピング。スープ
は鶏清湯（とりちんたん）でス
ッキリとしていますが、和牛の
脂がだんだん溶け出し、牛の旨
味溢れるスープへと変化してい
きます。ステーキは大胆に、か
ぶりつきながらお召し上がりく
ださい。

ラーメンもテイクアウトが可能です。
「RAYARD MIYASHITA PARK」フードホール以外の場所でお召し
上がりの際は別仕様の容器にてご提供します。
←テイクアウト時のイメージ

※価格は全て「税別」です。画像はイメージです。

ケイジャンチキンライス
490 円

鶏餃子 8 個 520 円、
4 個 390 円

日本限定メニュー。ゴロゴロ
にカットしたチキンに、アメ
リカお馴染みの激辛調味料
「シラチャ―ソース」をかけ
たスパイシーな一品。ボリュ
ームもあります。

鶏 肉 をた っ ぷり と使 った 餃
子。厚みのある皮を使用して
おりジューシーで食べ応えあ
る餃子に仕上げています。

たっぷりと入っているので、
複数名で分けながらつまむの
にも適しています。ホクホク
した食感を楽しめる、太めの
ポテトです。

ジンジャー唐揚げ 390 円

A セット ラーメン＋300 円

B セット ラーメン＋400 円

ジンジャー味をつけて揚げ
た、少しスパイシーで大人な
味の唐揚げです。おつまみと
してもおいしく召し上がって
いただけます。

お好きなラーメンにプラス
300 円（税別）で、ハーフサ
イズのポテトとドリンクのセ
ットを付けることが可能で
す。

お好きなラーメンにプラス
400 円（税別）で、ジンジャ
ー唐揚げ 3 個とチキンライ
ス、ドリンクのセットを付け
ることが可能です。なお、餃
子 3 個とチキンライスとド
リンクがつく C セット（450
円）もご用意します。

フライドチキン 430 円

ドリンクメニューは「コーラ」「ジンジャエール」「メロンソーダ」「黒烏龍茶」といった
ソフトドリンクの他、アルコールで「生ビール」「ハイボール」「バドワイザー（瓶）」をご
用意します。ラーメン用のトッピングも定番の「玉子」をはじめ「シュレッドチーズ」「サラ
ダ＆キノコ」「サラダ＆チーズ」といった変わり種も揃えております。

●「黒帯 MIYASHITA PARK 店」について
「黒帯」は 2014 年にアメリカ・ニューヨークで誕生し現在アメリカ国内に 6 店舗、シンガポー
ルに 1 店舗展開している鶏白湯（とりぱいたん）のラーメンが主力商品のブランドです。日本
における第 1 号店が「黒帯 MIYASHITA PARK 店」。海外の「黒帯」店舗では、アメリカで一般的
となっているテイクアウト式でのラーメンの提供をしており、「黒帯 MIYASHITA PARK 店」でも
同様のスタイルを採用しアメリカのラーメン文化を逆輸入。陶器の丼ぶりは使用せず、持ち運
びやすく手軽にお召し上がりいただける紙カップでラーメンを提供します。フードホール内で
はもちろん、テイクアウトにも対応しご自宅や職場などに持ち帰って楽しむことも可能となっ
ております。
「黒帯 MIYASHITA PARK 店」店長のコメント
「鶏白湯（とりぱいたん）と鶏清湯（とりちんたん）のラーメンをフードコート内だけで
なく、テイクアウトでもご提供します。『RAMEN is FREEDOM』をコンセプトにしてお
り、この言葉の通り、ラーメンの可能性を常に追求し続けたいと思ってます。お客様に
わくわくしていただけるような活気あるスタッフが、おもてなしの心を全開にしてお待
ちしております。」

●店舗情報
開業日
店名
住所
営業時間
公式 HP
Instagram
Facebook

：2020 年 8 月 4 日（火）
：黒帯 MIYASHITA PARK 店
：東京都渋谷区神宮前 6-20-10 MIYASHITA PARK
：11:00～23:00（ラストオーダー22：30）
: https://kuroobi-ramen.com/
： https://www.instagram.com/kuroobi.ramen/
：https://www.facebook.com/kuroobi.ramen/

店舗外観イメージ

South3F FOOD HALL 内

●海外「黒帯（KURO-OBI）」店舗紹介

【ニューヨーク】
KURO-OBI at City Kitchen
NYC
ROW NYC Hotel 700 8th Ave
New York, NY 10036

KURO-OBI at Canal Street
Market
265 Canal St, New York, NY
10013

KURO-OBI at UrbanSpace 570
Lex
570 Lexington Ave, New
York, NY 10022

KURO-OBI at Essex Crossing

【カリフォルニア】

【シンガポール】

KURO-OBI at Hillsdale
Shopping Center
60 E 31st Ave. Space F05,
San Mateo, CA 94403

KURO-OBI at MARINA BAY
SANDS(IPPUDO)
2 Bayfront Avenue #B2-54/55
The Shoppes at Marina Bay
Sands Singapore 018972

KURO-OBI at UrbanSpace
Vanderbilt
230 Park Ave New York, NY
10169

115 Delancey St, New York,
NY 10002

------------------------------------------------------------------------------------【株式会社 力の源ホールディングス（力の源グループ）について】
ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や店舗運営、商品開発に関するコ
ンサルティング、製麺など食品工場の運営、子どもたちに食の楽しさを伝える常設型体験施設
など、食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で国内 158 店、海外 130 店を
展開しています。（2020 年 3 月末時点）
代表者：代表取締役社長：河原成美
本社所在地：福岡市中央区大名 1-13-14 4F

URL：http://www.chikaranomoto.com

《お問い合わせ先》
株式会社力の源（チカラノモト)ホールディングス
広報 中村緑/山口恵子 070-1509-9097（中村）

pr@chikaranomoto.com

