
2011.11.25

報告書

東京ラーメンショー 2011実行委員会
（事務局 株式会社ラーメンデータバンク）

開催日 :  2011年11月2日（水）～6日（日）

会 場 :  駒沢オリンピック公園

時 間 : 10：00～20：00



タイトル 東京ラーメンショー２０１１

開催予定日時 ２０１１年 11月２日（水）～６日（日） 雨天も実施
１０：００～２０：００（最終日は１７：００終了） 設営日：10月31日、11月1日

開催場所 駒沢オリンピック公園 中央広場
住所：世田谷区駒沢公園1-1

主 催 ラーメンShow in Tokyo 2011実行委員会 （事務局 株式会社ラーメンデータバンク内）

後 援 東京都 スポーツ祭東京2013実行委員会 東京商工会議所 農林水産省
国土交通省 観光庁 世田谷区 目黒区 エコライフめぐろ推進協会
東京都中華料理生活衛生同業組合 東京都製麺三団体連絡協議会
全国製麺協同組合連合会 東京都障害者スポーツ協会 日本チャリティプレート協会
全国野球振興会 フード・アクション・ニッポン推進本部 読売新聞社 報知新聞社 他

協 力

協 賛 セブン-イレブン・ジャパン 日清食品ホールディングス 日清食品 日清食品チルド

東急電鉄 東急バス 東京青年会議所 日本青年会議所東北地区協議会
東京消防庁 玉川消防署・目黒消防署 警視庁 玉川警察署・碑文谷警察署 たる出版
シャイニングウィル ジャパン・エンターテインメント・アカデミー 東京コカ・コーラボトリング
自由が丘産能短期大学 日本ラーメン協会会員 日本ラーメン協会賛助会員各社 他

共 催 一般社団法人 日本ラーメン協会

実施要綱

Tokyo Ramen show 2011

入場料 入場料無料 但し、ラーメンチケットは800円
前売りラーメン券は全国のセブンイレブンで発売

企画内容

対 象 都民、ならびに広く一般、観光客

日清食品冷凍 おやつカンパニー アサヒビール 味の素 日清製粉 GABAN カルピス
赤城乳業 山本海苔店 サトー 大成食品 菅野製麺所 カネジン食品 中山
スポーテック ベネフィットジャパン あおやま食品 セコム ソウルボートプロダクション
ボディワーク 東京サラヤ 紀文食品 他

①復興支援
⇒ 売上金の一部を義援金として支援活動団体に寄付
⇒ 震災エリアのラーメン店の出店・・・「がんばろう東北」応援ラーメンの提供
⇒ 会場内での募金箱の設置

②テーマを持ったラーメン店の招致 「ここでしか食せない」
⇒ ご当地ラーメン（東北エリア ５ブース含む）の招聘
⇒ 東京ラーメンショー限定 コラボラーメン
⇒ 有名店 東京ラーメンショー限定ラーメン

③会場内で楽しい時間を過ごしてもらうための演出 ステージイベント
⇒ 協賛ブースでの物品販売や展示など
⇒ 趣向を凝らしたステージイベント

音楽ＬＩＶＥ、チアダンス、ストリートダンスショー、店主腕相撲、エア湯きり選手権、
キャラクターショー

⇒ 協会主催イベント
次世代店主創造プロジェクト「バトプリ」（バトルプリンス・プリンセス）

④社会貢献にも配慮
⇒ エコプロジェクト ゴミの削減、リサイクルの徹底
⇒ 高齢者やお手伝いの必要な方にも楽しんで頂ける工夫を検討します
⇒ 安全で楽しい空間作り 保健所、消防、警察等各管轄省庁の指導の下のイベント運営
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会場・来場者数・義援金

駒沢オリンピック公園 中央広場
〒154-0013 世田谷区駒沢公園1-1
TEL:03-3421-6199 

会場場所
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たくさんのご来場
ありがとうございました。
ご協力いただいた皆様、
ありがとうございました！

日 時 来場者数

11月2日（水） 10時～20時 3万0000人

11月3日（木・祝） 10時～20時 9万0000人

11月4日（金） 10時～20時 4万5000人

11月5日（土） 10時～20時 6万2500人

11月6日（日） 10時～17時 5万2500人

総来場者数
28万0000人

来場者数
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義援金

チケット総販売数159,530枚 義援金額12,762,400円

ラーメンチケットの売上の10％を復興義援来として日本赤十字社と読売光と愛の
事業団を通じて被災地に送ります。



会場図

ラーメン店（２８ブース）

会場レイアウト図

＊ラーメンブース
ユニットハウス（7200×4800）：14棟 （店舗 3600×4800 28店）

＊飲食スペース
テント数（18000×10000）：4棟、席数1,600席

＊協賛スペース
テント数（2k×3k）：18張

Tokyo Ramen show 2011

協賛企業ブース（３６ブース）

ブース配置図
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出店店舗リスト

ステージ側

出店店舗

ブース
番号

ブース名 出店店舗

1 次郎長X大心Xえん楽 ラーメン 次郎長

2 麺屋つくしX真武咲弥
麺屋つくし
真武咲弥

3 梅光軒XきびX玉
旭川ラーメン 梅光軒
玉
支那そば きび

4 麺屋こうじグループ 佐貫 大勝軒
5 彩岩軍団 麺家うえだ
6 高田馬場ラーメン組合 屋台ラーメン 鷹流
7 多摩組 武蔵家

8 なんつッ亭XZUND-BAR
なんつッ亭

らーめんAFURI

9 けいすけX博多新風
けいすけ
博多新風

10 池麺KINGKONG×博多一幸舎
博多一幸舎
池麺KINGKONG

11 青森麺心会 長尾中華そば
12 秋田成ト会 錦

13 釜石ラーメンのれん会 こんとき
釜石商工会議所

こんとき
14 五福星 五福星
15 気仙沼 新かもめ食堂 支那そば ちばき屋

さいころ
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駒沢通り側

16 さいころ・福島シンジケート
麺創研かなで

うから家から
若武者
ラーメン げんきだま

17 博多一風堂＆蒙古タンメン中本
博多一風堂
蒙古タンメン 中本

18 俺式＆関西豚骨四人衆

せたが屋
濃厚とんこつ醤油 大阪麦風
ずんどう屋
麺・力一杯
博多ラーメン 一歩

19 大つけ麺博ドリームコラボ

気むずかし家
六厘舎
頑者
つけめんTETSU
ブルースモービル

20 潤×東横×なおじ～新潟麺魂伝承会～
酒麺亭 潤
なおじ
東横

21 信州麺友会 気むずかし家
22 富山ブラック 麺家いろは 麺家 いろは

23 金沢麺達兼六会
北陸朝日放送
金澤濃厚中華そば 神仙

24 東海四天王 麺屋 白神、二代目 白神

25 無鉄砲×中華蕎麦とみ田
無鉄砲 本店・無鉄砲 大阪店・豚の骨
中華蕎麦 とみ田

26 鳥取牛骨ラーメン応麺団 香味徳

27 おかやまラーメン博コラボ 岡山冨士屋＆徳島岩田家
岡山放送
岩田家
冨士屋

28 博多だるま 博多だるまラーメン
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出店ラーメン店

参加店舗

■北海道ブロック
（函館）「次郎長×大心×えん楽」
（札幌）「麺屋つくし×真武咲弥」
（旭川）「梅光軒×きび×玉」

■がんばろう東北ブース
（青森）「青森 麺心会」
（秋田）「秋田成ト会」
（岩手）
「釜石ラーメンのれん会 こんとき」
（宮城）「五福星」
（宮城）「気仙沼 新かもめ食堂」
（福島）
「さいころ・福島シンジケート」

■北信越ブロック
（新潟）「新潟麺魂伝承会」
（長野）「信州麺友会」
（富山）「富山ブラック 麺家いろは」
（北陸）「金沢麺達兼六会」

ご当地ラーメン

◆がんばろう東北ブース（６ブース）
東日本大震災で大きな被害を受けた、東北エリアからそれぞれの県から出店。
今回のテーマ「復興支援」のメインブースとしても東北エリアのラーメンを食べてもらい
日本を元気づける。

◆ご当地ブース（１６ブース）
「北海道」 「関東（東京を除く）」 「北信越」 「東海」 「関西」 「中国四国」
「九州」などの日本各地のご当地の味が一同に介し、自慢の一杯を提供。

◆東京コラボブース（４ブース）
東京の有名店主のコラボラーメンブース。様々なプレミアムラーメンが登場します。
また今年は東京の店主と他エリアの店主のコラボラーメンも登場しました。
このイベントでしか成し得ることができない夢のコラボの一杯が実現。

◆スペシャルブース（４ブース）
日本ラーメン協会によるスペシャルコラボブース。
※１ブースはがんばろう東北ブース、１ブースはご当地ブースです。

Tokyo Ramen show 2011

■九州ブロック
（博多）「博多だるま」

■中国四国ブロック
（鳥取）「鳥取牛骨ラーメン応麺団」
（岡山・徳島）「岡山冨士屋＆徳島岩田家」

■関西ブロック
（関西・千葉）「無鉄砲×中華蕎麦とみ田」
（関西）「俺式×関西豚骨四人衆」

東京コラボラーメン

■関東ブロック
（関東）「麺屋こうじグループ」
（埼玉）「彩岩軍団」
（神奈川）「なんつッ亭×ZUND BAR」

多摩組

多摩地域
コラボ

高田馬場
ラーメン
組合

東京地域
コラボ

けいすけ
×

博多新風

東京・福岡
コラボ

博多一風堂
×

蒙古タンメン中本

スペシャルコラボ

大つけ麺博
ドリームコラボ
六厘舎×頑者

×TETSU

スペシャルコラボ

池麺
KINGKONG

×
博多一幸舎
東京・福岡

コラボ

■東海ブロック
（岐阜・愛知）「東海四天王」

スペシャルブース

※がんばろう東北ブース、ご当地ラーメンブースの青字の
店舗もスペシャルブースです
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ラーメンブース写真

※11月５日出店店舗

次郎長×大心×えん楽 梅光軒×きび×玉麺屋つくし×真武咲弥 麺屋こうじグループ 彩岩軍団

けいすけ×博多新風なんつッ亭×ZUNDBAR KINGKONG×一幸舎 秋田成ト会青森 麺心会多摩組

高田馬場ラーメン組合

Tokyo Ramen show 2011

釜石ラーメンのれん会 気仙沼 新かもめ食堂五福星 福島シンジケート 俺式×関西豚骨四人衆一風堂×中本コラボ

大つけ麺博ドリームコラボ 信州麺友会新潟麺魂伝承会 富山ブラック 麺家いろは 東海四天王金沢麺達兼六会

無鉄砲×中華蕎麦とみ田 岡山冨士屋
＆徳島岩田家

鳥取牛骨ラーメン応麺団 博多だるま
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企業団体ブースリスト

ステージ側

企業団体ブース

ブース
Ｎｏ

ブース名 内容

0 お土産ラーメン お土産ラーメンの販売 ほか

1 PRおよびステージ物販ブース ステージ出演者のグッズ販売、PR

2 スポーツ祭東京２０１３ スポーツ祭東京２０１３のPR （クイズ、ゆりーとと一緒に撮影）

3 玉川消防署
消防のPR（写真撮影もできます）

4 目黒消防署

5 日清食品
商品のPR

6 日清食品

7 日清食品チルド・日清食品冷凍
商品のPR

8 日清食品チルド・日清食品冷凍

9 コカ・コーラ
ソフトドリンク販売

10 コカ・コーラ

11 アサヒビール 商品（ダブルゼロカクテル）のPR

12 販売（ビール）ブース ※案内所 アサヒビールの販売

13 読売新聞社玉川読売会 読売新聞のPR

14 築地青果・市場特売店 青果の販売、築地市場のPR

Tokyo Ramen show 2011

駒沢通り側

15 東京ラーメンショーお勧め限定グッズ
東京ラーメンショーのノベルティ販売 ほか

16 東京ラーメンショーお勧め限定グッズ

17 おやつカンパニー 菓子の販売

18 ベネフィットジャパン SoftBａｎｋ（Wi‐Fi）のPR

19 味の素 うま味クイズ、みそ湯体験 ほか

20 カルピス カルピスの販売

21 セブン-イレブン・ジャパン
ソフトドリンク・カップラーメンの販売

22 セブン-イレブン・ジャパン

23 東北PRブース
東北物産品の販売、PR

24 東北PRブース

25 東北PRブース キャンドル販売、体験

26 東北PRブース 観光パンフレット、チラシ

27 アベシングループ あおやま食品 宮城県物産品の販売、ミネラルウォーターのPR

28 赤城乳業 アイスの販売

29 日本ラーメン協会
お土産ラーメンの販売 ほか

30 日本ラーメン協会

31 世田谷区 世田谷みやげ（和菓子、洋菓子）の販売

32 ベネフィットジャパン コスモウォーターのPR

33 販売（ビール）ブース アサヒビールの販売 ほか

34 ラーメンデータバンク※案内所 お土産ラーメンの販売 ほか

35 NHK
映像体験、PR

36 NHK
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【協賛ブース】※一部

企業団体ブース写真

Tokyo Ramen show 2011
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【会場内風景】

会場写真①

【チケット売場・インフォメーション】

Tokyo Ramen show 2011

【飲食エリア・エコステーション】

【ラーメンブース】
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