
MENU
［お品書き］

※画像はイメージです。 ※お車を運転の方へのお酒のご提供はできません。

DRINKS［お飲みもの］
・生ビール（プレミアムモルツ） 500円
・グラスビール 300円
・びんビール 500円
・超炭酸ハイボール 380円

・九州果汁サワー 各450円

・九州果汁ソーダ 各250円

・博多ひとくち餃子  420円
・タンメン野菜

ご
ゆ
っ
く
り
ど
う
ぞ
。

200円

おつまみにどうぞ！

チョイ呑みも
できますよ。

（あまおう・平兵衛酢・ぼんたん）
へべす

（あまおう・平兵衛酢・ぼんたん）
へべす

ノンアルコール



濃
厚
コ
ク
旨

1,080円1,080円1,080円1,080円
赤丸スペシャル 
のり、玉子、チャーシュー、
人気の豪華トッピングが70円お得に！

明太子ごはん

ご一緒にどうぞ

300円

特製の香味油と辛みそを加えることで、

一杯のラーメンの中で

いくつもの味の奥行きと調和を楽しめます。

白丸が正統派のとんこつラーメンならば、

赤丸新味は豚骨ラーメンの可能性を広げた" 革新派 "。 

コクと深みを追求した、一風堂の自信作です。

赤丸新味＋のり・半熟塩玉子・
チャーシュー2枚増量



黄身がとろ～り
定番トッピング

たっぷり野菜で
ヘルシー♪

赤丸チャーシュー麺
赤丸新味＋タンメン野菜赤丸新味＋タンメン野菜赤丸新味＋タンメン野菜赤丸新味＋タンメン野菜

野菜赤丸 1,020円

赤丸新味＋のり＋半熟塩玉子赤丸新味＋のり＋半熟塩玉子赤丸新味＋のり＋半熟塩玉子赤丸新味＋のり＋半熟塩玉子

のり玉子赤丸 1,000円

1,100円

赤丸新味＋のり＋ねぎ赤丸新味＋のり＋ねぎ赤丸新味＋のり＋ねぎ赤丸新味＋のり＋ねぎ

のりねぎ赤丸 980円

赤丸新味＋もやし赤丸新味＋もやし赤丸新味＋もやし赤丸新味＋もやし

もやし赤丸 900円
赤丸新味＋半熟塩玉子赤丸新味＋半熟塩玉子赤丸新味＋半熟塩玉子赤丸新味＋半熟塩玉子

玉子入り 丸玉子入り赤丸 920円

赤丸新味＋チャーシュー4枚増 ※2枚増は970円赤丸新味＋チャーシュー4枚増 ※2枚増は970円赤丸新味＋チャーシュー4枚増 ※2枚増は970円赤丸新味＋チャーシュー4枚増 ※2枚増は970円

赤丸新味 820円

トッピング

80円ねぎ・きくらげ・のり・もやし
100円温泉玉子・半熟塩玉子

200円タンメン野菜・明太子・鶏ワンタン

※替玉とは、麺のおかわりのこと替玉

2枚150円/4枚280円チャーシュー

■博多細麺 替玉 130円  小玉 80円
や わ麺の固さをお選びください。 ハリガネ バリカタ カ タ ふつう



980円980円980円980円
白丸スペシャル 

白丸元味＋のり・半熟塩玉子・
チャーシュー2枚増量

のり、玉子、チャーシュー、
人気の豪華トッピングが70円お得に！

ご一緒にどうぞ

420円〈ハーフ〉220円
博多ひとくち餃子

熟
成
な
め
ら
か

創業当時から今に引き継ぐ

一風堂のとんこつラーメンの本流であり、原点の味。

18時間の調理と、丸１日の熟成を経て、

とんこつの旨味を極限まで抽出した

豊かで香り高いシルキーなスープに、

博多らしい細麺、丸刃麺線26番がマッチします。



たっぷり野菜で
ヘルシー♪

白丸チャーシュー麺
白丸元味＋タンメン野菜白丸元味＋タンメン野菜白丸元味＋タンメン野菜白丸元味＋タンメン野菜

野菜白丸 920円

白丸元味＋のり＋半熟塩玉子白丸元味＋のり＋半熟塩玉子白丸元味＋のり＋半熟塩玉子白丸元味＋のり＋半熟塩玉子

のり玉子白丸 900円

1,000円

白丸元味＋のり＋ねぎ白丸元味＋のり＋ねぎ白丸元味＋のり＋ねぎ白丸元味＋のり＋ねぎ

のりねぎ白丸 880円

白丸元味＋もやし白丸元味＋もやし白丸元味＋もやし白丸元味＋もやし

もやし白丸 800円

黄身がとろ～り
定番トッピング

白丸元味＋半熟塩玉子白丸元味＋半熟塩玉子白丸元味＋半熟塩玉子白丸元味＋半熟塩玉子

玉子入り白丸玉子入り白丸 820円

白丸元味
白丸小ラーメン

720円 580円

白丸元味＋チャーシュー4枚増 ※2枚増は870円白丸元味＋チャーシュー4枚増 ※2枚増は870円白丸元味＋チャーシュー4枚増 ※2枚増は870円白丸元味＋チャーシュー4枚増 ※2枚増は870円

トッピング

80円ねぎ・きくらげ・のり・もやし
100円温泉玉子・半熟塩玉子

200円タンメン野菜・明太子・鶏ワンタン

※替玉とは、麺のおかわりのこと替玉

2枚150円/4枚280円チャーシュー

■博多細麺 替玉 130円  小玉 80円
や わ麺の固さをお選びください。 ハリガネ バリカタ カ タ ふつう



博多絹ごしとんこつをベースに、

豆板醤や甜麺醤などを

独自に配合した肉味噌を大胆にトッピング。

中太のストレート麺がうま味と辛味を

余すところなくすくいあげます。

とう ばん じゃんとう ばん じゃんとう ばん じゃんとう ばん じゃん てん めん じゃんてん めん じゃんてん めん じゃんてん めん じゃん

超
絶
う
ま
辛

明太子ごはん

ご一緒にどうぞ

300円

辛さを選べます。

普通・三辛・八辛・特辛・超特辛

1,080円1,080円1,080円1,080円
からかスペシャル 
のり、玉子、チャーシュー、
人気の豪華トッピングが70円お得に！

一風堂からか麺＋のり・半熟塩玉子・
チャーシュー2枚



辛いスープに
ベストマッチ！

玉子入りからか 920円

一風堂からか麺一風堂からか麺 820円

一風堂からか麺＋半熟塩玉子一風堂からか麺＋半熟塩玉子一風堂からか麺＋半熟塩玉子一風堂からか麺＋半熟塩玉子

温玉からか 920円
一風堂からか麺＋温泉玉子一風堂からか麺＋温泉玉子一風堂からか麺＋温泉玉子一風堂からか麺＋温泉玉子

トッピング 各100円温泉玉子・半熟塩玉子

2枚150円/4枚280円

替玉 
小玉
130円
80円

※替玉とは、麺のおかわりのこと

替玉
（博多細麺）

チャーシュー

ねぎ・のり・きくらげ・もやし各80円
各200円タンメン野菜・明太子・鶏ワンタン

1,020円1,020円1,020円1,020円野菜からか
一風堂からか麺＋タンメン野菜一風堂からか麺＋タンメン野菜一風堂からか麺＋タンメン野菜一風堂からか麺＋タンメン野菜

からかチャーシュー麺
970円一風堂からか麺

＋チャーシュー2枚※4枚は1,100円
一風堂からか麺
＋チャーシュー2枚※4枚は1,100円
一風堂からか麺
＋チャーシュー2枚※4枚は1,100円
一風堂からか麺
＋チャーシュー2枚※4枚は1,100円

たっぷり野菜で
ヘルシー♪



※当店のお米は、100％国産米を使用しております。

420円 〈ハーフ〉220円
博多の餃子は一口サイズ。
外側はパリッと焼き上げ、
頬張ると中からはジューシーな
肉汁が溢れだします。

博多ひとくち餃子

160円
白ごはん

当店のごはんはすべて国産米です。
おかわりもできますので、遠慮なくお申し
付けください。

260円
温玉のせごはん

一風堂流玉子かけごはん。玉子かけごは
ん用の醤油を使用しています。

SIDE DISH［一品料理］

RICES［ごはんもの］

博多名物の明太子をごはんの上にたっぷり
のせました。「一風堂に行ったらラーメンと
明太子ごはん」と言われる看板めし。

300円
明太子ごはん

〈温玉のせ〉400円

替玉 130円   小玉 80円
博多細麺

TOPPING のせものKAEDAMA 替玉

ねぎ きくらげもやし のり

80円

半熟塩玉子温泉玉子

100円

2枚 150円 / 4枚 280円

チャーシュー明太子 鶏ワンタンタンメン野菜

200円

〈麺のお替わり〉

固 柔

バリカタ カタ ふつう

麺の固さ
選べます。 ハリガネ

※替玉とは、麺のおかわりのことです。 
 麺のかたさは「ふつう」、「カタ」、「バリカタ」、「ハリガネ」から選べます。



西
通
り
店
限
定

一
風
堂

淡
麗
中
華
そ
ば

・メンマ増し・メンマ増し ・ワンタン中華そば・ワンタン中華そば900円 960円

一風堂淡麗中華そば
淡麗中華そば＋メンマ淡麗中華そば＋メンマ淡麗中華そば＋メンマ淡麗中華そば＋メンマ 淡麗中華そば＋鶏ワンタン4枚＋鶏チャーシュー1枚淡麗中華そば＋鶏ワンタン4枚＋鶏チャーシュー1枚淡麗中華そば＋鶏ワンタン4枚＋鶏チャーシュー1枚淡麗中華そば＋鶏ワンタン4枚＋鶏チャーシュー1枚

糸島の北伊醤油と鶏ガラ100%の

甘くスッキリとした清湯スープに、

一風堂らしい極細ストレート麺を合わせた

博多流の中華そば。

自家製の鶏チャーシューと鶏ワンタンをのせた、

優しい味わいの一杯です。

800円800円800円800円


