
なんようしのラーメンカードラリー２０２２　参加店舗一覧 2022/9/29現在

地区 店舗名 住所 電話番号 定休日 営業時間 カード配布基準
カード掲載
メニュー名

値段（税込） 麺量

赤湯 浅草ラーメン 南陽市赤湯3104 40-3376 不定休 18:00～24:00 お一人様につき一枚 雷ラーメン 800円 170g

赤湯 糸柳 南陽市二色根7-29 43-2426 木 11:30～14:00 お一人様につき一枚 鳥中華 800円 180g

赤湯 いもせ食堂 南陽市椚塚1880-2 43-2357 木
祝日前後振替

11:00～14:30(L.O)
17:30～19:20(L.O)

お一人様につき一枚 チャーシューメン 1,100円 200g

赤湯 囲ろ川 南陽市椚塚1970-1 53-3073 月 11:00～14:30 ラーメン類をご注文の方に 辛味噌 850円 180g

赤湯 さかえ食堂 南陽市赤湯196-5 43-4218 不定休 11:00～14:30 お一人様につき一枚 中華 650円 200g

赤湯 醤々ラーメン総本店 南陽市椚塚1260-10 33-9483 月
（祝日の場合翌日）

11:30～20:00 麺類ご注文の方に スーパー醬々味噌ラーメン 1,045円 180g

赤湯 小龍姫 南陽市赤湯417-2 43-5063 火
11:00～13:30
17:00～24:00

麺類ご注文の方に ラーメン 650円 170g

赤湯 そば処喜むら 南陽市赤湯934-1 43-2015 月～木 11:30～13:30 麺類ご注文の方に 中華そば 590円 160g

赤湯 中華居酒屋レッドドラゴン 南陽市赤湯447-1 43-7905 火 19:00～26:00 お一人様につき一枚 Ｗラーメン 770円 170g

赤湯 手造り麺ふたば 南陽市長岡637-2 43-5194 火
11:30～14:45
18:00～売切次第終了

ラーメン類をご注文の方に らーめん 650円 175g

赤湯 ハイらーめんデス赤湯店 南陽市赤湯3126 43-6123 火
（夜のみ）

11:00～14:00
17:30～20:00

麺類ご注文の方に 塩らーめん 750円 170g

赤湯 ふみよし 南陽市赤湯853-17 40-3576 月
11:30～14:00
17:30～23:00

お一人様につき一枚 中華そば 660円 180g

赤湯 北京飯店 南陽市赤湯421-10 40-3004 木 18:00～26:00 お一人様につき一枚 広東麵 900円 180g

赤湯 満月 南陽市赤湯755-5 43-2247 不定休 11:30～20:00 ラーメン類をご注文の方に ラーメン 600円 170g

赤湯 麺・餅処 吾助 南陽市赤湯291-2 20-6683 不定休
11:00～15:30
16:30～20:00

お一人様につき一枚 餅入り中華 930円 160g

赤湯 麺や兼蔵 南陽市赤湯823-4 050-8883-4310 火 11:30～14:30 お一人様につき一枚 飛魚煮干豚骨ラーメン 850円 190g

赤湯 らーめん福 南陽市赤湯813 43-8888 月
日は昼のみ営業

11:30～14:00L.O
19:00～24:00L.O

お一人様につき一枚 さば節辛味噌らーめん 950円 180g

赤湯 来々軒 南陽市椚塚1893 43-3164 火
11:00～14:45
17:00～19:15

お一人様につき一枚 中華そば 700円 180g

赤湯 龍上海赤湯本店 南陽市二色根6-18 43-2952
水

12/31、1/1
11:30～19:00 お一人様につき一枚 赤湯からみそラーメン 950円 180g

赤湯 龍上海栄町支店 南陽市赤湯420-12 43-6765 水 18:00～23:30 お一人様につき一枚 辛味噌らーめん 850円 200g

赤湯 六ちゃん食堂 南陽市赤湯503 43-3048 火
11:30～14:00
19:00～23:00

お一人様につき一枚 カレー中華 750円 200g

漆山 うめつ食堂 南陽市池黒1395 47-4558 月
祝日の場合昼のみ営業

11:00～14:00
17:00～20:00

お一人様につき一枚 チャーシューメン 850円 160g

漆山 食事処 花ぐるま 南陽市漆山1316－1 45-3488 不定休
平日10:45～14:30
土日10:45～15:00

お一人様につき一枚 雷ラーメン 880円 180g

漆山 ドライブインひろ 南陽市漆山1065-1 47-4040 水
11:00～15:00
17:00～19:00

お一人様につき一枚 みそラーメン 850円 180g

沖郷 嶋屋食堂 南陽市宮崎828 43-5647 水 11:00～14:30 お一人様につき一枚 中華そば 700円 170g

店舗情報及びメニュー、値段は変更になる場合がございます。
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沖郷 みづき庵 南陽市鍋田1985-1 43-8669 月
11:00～15:00
17:00～19:30(日曜除く)

お一人様につき一枚 肉中華 850円 180g

沖郷 麺屋 幸来軒 南陽市郡山1209-2 43-3608 水
火は昼のみ営業

11:00～14:00
17:00～19:00

お一人様につき一枚 中華そば 650円 180g

沖郷 らーめん囲ろり 南陽市蒲生田885 45-3493 火 11:30～15:00 ラーメン類をご注文の方に 辛みそらーめん 850円 180g

沖郷 らぁ麺 華宝 南陽市郡山945-2 43-5526 月
夜は不定休

11:00～14:30
16:30～19:00

お一人様につき一枚 旨辛みそとんこつラーメン 850円 180g

沖郷 らーめん館 くめ 南陽市高梨472-1 43-6940 不定休
11:30～20:00
※平日15:00～17:00休

お一人様につき一枚 ネギみそらーめん 950円 180g

中川 一好食堂 南陽市元中山146-6 49-2631 不定休 11:15～14:00 お一人様につき一枚 塩ラーメン 800円 180g

宮内 一竜 南陽市宮内2833-106 47-4248 無 11:00～13:30 お一人様につき一枚 天津麺 650円 170g

宮内 沖ふじ 南陽市宮内2940 47-4337 月 11:30～13:30 お一人様につき一枚 中華そば 600円 170g

宮内 中華飯店 楼蘭 南陽市宮内232-5 47-5125 不定休
11:00～14:00
17:30～20:00

お一人様につき一枚 海鮮湯麺 920円 160g

宮内 ハイらーめんデス宮内店 南陽市宮内1021-4 080-1066-9382 不定休
11:00～14:00
17:30～23:00

お一人様につき一枚 マーボーめん 900円 150g

宮内 まるひろ 南陽市宮内1017-4 47-4420 木
木が祝日の場合、昼のみ営業

11:00～14:30
17:30～19:30

お一人様につき一枚 辛味噌ラーメン 900円 180g

宮内 三浦屋そばや 南陽市宮内2872-4 47-2440 木
11:30～14:00
17:30～19:00

お一人様につき一枚 カレーラーメン 800円 160g

宮内 麺屋 葵 南陽市宮内4549-2 49-7535 不定休 11:00～14:20L.O 麺類ご注文の方に 二代目坦々麺 960円 215g

宮内 よりみち 南陽市宮内3084 47-2291 水
祝日の場合は営業

11:00～14:30 お一人様につき一枚 熟成醬油ラーメン 650円 180g

宮内 ラーメン正吾さん 南陽市宮内137 49-8222 不定休 11:30～14:00 お一人様につき一枚 塩味らーめん 700円 180g

梨郷 幸来 南陽市梨郷3564 49-9424 不定休 11:00～15:00 お一人様につき一枚 ねぎみそラーメン 850円 170g

梨郷 食事処 八千代 南陽市梨郷625 47-5203 不定休 11:00～19:00 お一人様につき一枚 味付げそ天ラーメン 870円 165g

新横浜 龍上海新横浜ラーメン博物館店 横浜市港北区新横浜2-14-21 045-471-0503 12/31、1/1
平日11:00～21:00
土日10:30～21:00

赤湯からみそラーメンを食べた方 赤湯からみそラーメン 1,000円

店舗情報及びメニュー、値段は変更になる場合がございます。


