PRESS RELEASE

2022 年 7 月 4 日
株式会社 力の源ホールディングス

一風堂続々！7 月は東京・福岡・宮城に 4 週連続 4 店舗オープン！
福岡県北九州市内に 2 店舗目、福津市には初進出！東京都新宿に「プラントベース」を選べる新業態、
宮城県仙台市には「店仕込み・地産地消」にこだわった店舗が登場します！

株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：河原成美）傘下の「力の源カンパニー」
が運営するラーメン店「一風堂」が、2022 年 7 月中に 4 週連続で計 4 店舗オープンいたします。2022 年 7 月 9 日
（土）には東京都新宿区に「一風堂 ルミネエスト新宿店」
、7 月 13 日（水）に福岡県北九州市に「一風堂 サンリブシ
ティ小倉店」
、7 月 23 日（土）に福岡県福津市に「一風堂 イオンモール福津店」
、7 月 30 日（土）には宮城県仙台市
に「一風堂 仙台西口店」がオープンいたします。それぞれ人口が集中するエリアのショッピング施設内や主要な駅の
近くに位置し、夏休みの期間中など、おでかけがてらお立ち寄りいただけることに期待をしています。
この度オープンする「一風堂 サンリブシティ小倉店」は、4 月にオープンした「一風堂 THE OUTLETS KITAKYUSHU
店」に次ぐ北九州市内 2 店舗目、
「一風堂 イオンモール福津店」は福津市内で初めての一風堂です。一風堂の発祥の地
である福岡県内でさらに広いエリアのお客様においしい博多ラーメンをお届けすることで、地域の皆さまへの感謝の気
持ちを伝えながら繋がりを強めていきたいと考えています。
「一風堂 ルミネエスト新宿店」は、新しい食のライフスタイルとして注目を集めている「プラントベース」のラーメ
ンをレギュラーメニューとして常時販売する国内初の一風堂です。定番のとんこつラーメンに加え、数種類のプラント
ベース商品をいつでも選べるようにすることで、地球環境への考え方、宗教・健康面などさまざまな理由で多様化する
食のニーズに応えます。
「一風堂 仙台西口店」は地域に根差した店舗を目指します。スープとチャーシューを店で仕込み、米を地域の農家
から仕入れるなど、一杯一杯のおいしさに更にこだわって営業します。ラーメンのおいしさを日々追及し、ここでしか
味わえない特別な一杯をお届けします。
力の源グループは今後も、新しいエリアや商圏への出店と、ニーズに合わせた商品・サービス設計に力を入れながら、
世界各国・日本各地のお客様に食べる喜びを発信してまいります。

一風堂 ルミネエスト新宿店
当店は 2022 年 5 月まで「ルミネエスト新宿」の 7 階で営業して
いた「1/2PPUDO ルミネエスト新宿店」を同施設の 8 階に移転
リニューアルした店舗です。
旧店舗よりも広い空間に多くの座席
を設け、ポップで優しい色や木目調を基調とした開放的な店舗に
仕上げました。当店では一風堂定番のとんこつラーメン「白丸元
味」
「赤丸新味」に加え、過去に期間限定販売し大好評であった
「プラント赤丸」
「プラント白丸」
、
新作の野菜出汁をつかった
「豊
潤ベジ彩麺」や動物性食材不使用の「餃子」など、プラントベー
ス商品を常時販売します。また、一風堂の刺激の一杯「からか麺」
をイメージした新登場のプラントベースラーメン「冷やしから
か」
を夏の期間限定商品としてご用意いたします。
とんこつも
「プ
ラントベース」も選べる新しい一風堂で、体調やその日の気分に
合わせて新しい食のライフスタイルを体験していただけます。

店名 ：一風堂 ルミネエスト新宿店
（イップウドウ ルミネエストシンジュクテン）
開業日：2022 年 7 月 9 日（土）
住所 ：〒160-0022

「一風堂 ルミネエスト新宿店」外観イメージ

プラント赤丸（1090 円）

プラント白丸（990 円）

豊潤ベジ彩麺（900 円）

冷やしからか（1200 円）

東京都新宿区新宿 3 丁目 38-1 ルミネエスト新宿 8 階

営業時間：11:00～21:00（ラストオーダー 20:30）
※政府や自治体の要請に応じて営業時間を変更する場合があります。

席数 ：52 席
駐車場：施設近隣の提携駐車場を利用
店舗ページ URL：https://stores.ippudo.com/1127

※すべて税込み

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

一風堂 サンリブシティ小倉店
当店は北九州市小倉南区上葛原にある大型ショッピング施設
「サンリブシティ小倉」の 1 階「レストラン街」にオープンし
ます。国道 10 号線など主要幹線道路からのアクセスが良く、
施設の広い駐車場が使えるため、お車でのご来店が便利です。
50 席以上もの座席を設けた広々とした空間で、一風堂こだわり
の博多とんこつラーメンをお楽しみいただけます。当店は、北
九州市内では 4 月にオープンした「一風堂 THE OUTLETS
KITAKYUSHU 店」に次ぐ 2 店舗目の一風堂です。一風堂という
ブランドの素晴らしさを新しい地で発信できるよう、スタッフ
全員がプロである意識をもって営業します。

「白丸元味」780 円（税込）

「赤丸新味」880 円（税込）

店名 ：一風堂 サンリブシティ小倉店
（イップウドウ サンリブシティコクラテン）
開業日：2022 年 7 月 13 日（水）
住所 ：〒800-0255
福岡県北九州市小倉南区上葛原 2-14-1 １階
営業時間：11:00～21:00
※政府や自治体の要請に応じて営業時間を変更する場合があります。

席数 ：51 席
駐車場：1880 台（施設の駐車場）
店舗ページ URL：https://stores.ippudo.com/1118

一風堂 イオンモール福津店

店名 ：一風堂 イオンモール福津店
（イップウドウ イオンモールフクツテン）

当店は福津市日蒔野にある大型ショッピング施設「イオンモール
福津」3 階フードコート内にオープンします。国道 3 号線など主
要幹線道路からのアクセスが良く、施設の広い駐車場が使えるた
め、お車でのご来店が便利です。メニューは一風堂の定番とんこつ
ラーメン「白丸元味」
「赤丸新味」に加え、
「博多ひとくち餃子」な
どのサイドメニューもご用意します。お買い物の合間などに、サク
ッと気軽に本格的な博多ラーメンをお楽しみいただけます。福津
市内初の一風堂として、地域の皆さまに愛される店舗を目指し、明
るく元気に営業してまいります。

開業日：2022 年 7 月 23 日（土）
住所 ：〒811-3209
福岡県福津市日蒔野 6-16-1 イオンモール福津 3F
営業時間：10:00～21:30
※政府や自治体の要請に応じて営業時間を変更する場合があります。

席数 ：フードコート席を利用
駐車場：3520 台（施設の駐車場）
店舗ページ URL：https://stores.ippudo.com/1126

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

一風堂 仙台西口店

店名 ：一風堂 仙台西口店

当店は 2022 年 6 月末まで営業していた「一風堂 仙台青葉通り
店」の移転リニューアル店舗として、仙台駅西口から徒歩 3 分の
場所にオープンいたします。旧店舗からグランドメニューを一新
し、当店でしか味わえない「店仕込み」のラーメンを提供します。
スープには 2 種類の豚骨を使用して、クリーミーでとろみのある
仕上がりに。じっくりと煮込みとろとろに仕上げたバラチャーシ
ューも自慢です。ラーメンのお供「白ごはん」には特別栽培米の宮
城県産のひとめぼれを使用し、ふっくらと炊き上げます。
「店仕込
み」と「地産地消」にこだわりながらラーメンのおいしさを追及す
ることで、地元のお客様に何度も訪れたいと思っていただける店
舗を目指します。

店仕込み「白丸元味」820 円

（イップウドウ センダイニシグチテン）

開業日：2022 年 7 月 30 日（土）
住所 ：〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央 2 丁目 6-34 ニコービル 1 階

営業時間：日～木 11:00～22:00（LO 21:30）
金・土・祝前日 11:00～25:00（LO 24:30）
※政府や自治体の要請に応じて営業時間を変更する場合があります。

席数 ：22 席
駐車場：なし
店舗ページ URL：https://stores.ippudo.com/1128

店仕込み「赤丸新味」920 円
※どちらも税込み

「一風堂 仙台西口店」外観イメージ

【一風堂について】
1985 年に福岡の大名で創業し、現在世界 15 カ国・地域に展開するラーメンのグローバルブランド。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切
れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。国内には 128 店舗を展開（フードコート業態を含む。2022 年 3 月末時点）
。子どもたちに
食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた「子ども食堂」へ
の参加に加え、環境負荷の少ない 100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。
【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、商品開発に関するコンサルティング、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。

代表者：代表取締役社長 河原成美
本社所在地：〒810-0041 福岡市中央区大名 1-13-14 4F

URL：http://www.chikaranomoto.com

報道関係のお問い合わせ
株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス
広報 Mail: pr@chikaranomoto.com

