
 

  



食えんの 

がぁ～？ 

 

  

ラーメンを出しているお店だけど、

喫茶店だったり、夜は宴会をしてた

り、アイスがあるお店があった

り・・・。 

おいしくて楽しいお店がいっぱい 

子ども連れでも楽しく行けるところ

が多いんだ～ご♡ 

さあ出発だ～ご！！！ 

 

加美町か み ま ち

のゆるキャラ 

かみ～ごだよ！！ 

3/15日金曜日まで、 

第２回ラーメンロードがやってるの 

知ってた？ 

 

ラーメンロードは、そのお店のラーメンを 

食べて、スタンプを集めるんだ～ご。 

スタンプ３個以上から、応募できて景品が当

たるんだ～ご♪♪(スタンプは、 

そのお店のラーメンを食べないともらえない

から、気をつけてね♡ここに載っている以外

のオススメラーメンでもＯＫだ～ご）  

２３店全店のスタンプを集めた人は、 

ぼくのオリジナルどんぶりが、もれなくもら

えるよ♥ 

町内には、２３店舗のラーメン屋 

さんがあって、 

ぼく、もう全部のお店周ってきた

から、ちょっとラーメン屋さんの

こと教えてあげるね～♪♪ 

 

 



お店で作る自家製麺を使用してるん

だ～ご。大盛りにする人も多くて、チ

ャーシューメンは売切れごめん！な

んだって。魚介の匂いがそそられる

だ～ご。 

なんたって♪ 

が人気だ～ご♪♪チャーシューメン

鶏中華そば 

 

 

  

②
や
っ
こ
食
堂 

①おざわ食堂 

去年、改装したお店は、ぴかぴかなんだ～

ご。オススメメニューの他に、とんこつラ

ーメンや、デラックスみそラーメンもあ

るんだ～ご♪煮玉子にそそられるんだ～

ご♪見た目より、やさしい店主のいる店だ～ご♪ 

中華そば 

 



お客さんの要望で、金・土の夜の部を増やした

お店だ～ご。加美町では、めずらしい塩味押しの

お店！！ 鶏チャーシューの量は大満足のボリ

ューム！！なんだ～ご。 

スープが透き通って麺が見えるんだ～ご♪ 

他、担々麺・汁無し担々麺もあるんだ～ご♪  

  

③麺屋 齊虎 

④ 天 鳳 

夜は、宴会もやっているお店なんだ～ご♪♪♪ 天鳳とラベルの付いた、紹

興酒もおいてあったんだ～ご。 ぼくも、大人になったら、お酒においしい

料理で宴会してみたいんだ～ご。。 冬は、あんかけが人気だとか。ここえび

がゴロゴロ海老そばや、五目焼きそばもあるだ～ご♪♪ 

 あのね、店主さんは、見た目よりと～ってもやさしいんだ～♪♪ 

鶏チャーシュー麺 塩味 

 

肉そば 

 



 

  

⑤味覚楽園 味楽 

⑥麺屋 匠 

  

台湾まぜそばに、追い飯も人気な

んだ～ご♡ 

あとね、、、。夜と昼でスープ・メニ

ューが違うんだ～ご。どっちが好

みか食べ比べも楽しいよね♡夜

は、お酒の提供もあって、みんな

で座敷でワイワイ楽しめるんだ

～ご。 

 

宴会もおこなってるんだ～ご♡♡ 

あんかけも人気で、ご飯と麺が一

緒に食べられるペアペアなんてのも

あるんだ～ご。メニュー豊富で、アイ

スもあったり♡どれも迷っちゃう♡

座敷もあるから、お子さん連れも食

べに行きやすいんだ～ご♡ 

 

味楽ラーメン きのこ入り 

味噌ラーメン 



 

  

⑧ささや食堂 

⑦ 金村屋 

明治３８年創業の老舗！！ 

だけど、お店の外にある、金

村屋の文字には何かのマー

クが・・・☆☆店主さんはい

つも気さくで元気だ～ご。 

ラーメンの他に、天ぷらそ

ば・うどんなどのメニュー

もあるんだ～ご。 

お店に入った瞬間か

ら、五目そばの匂いが

するんだ～ご。五目焼

きそば、マーボー焼き

そばなどもあるんだ

～ご♪♪レジから見

える大きなゆで窯は

迫力があるんだ～ご。 

五目そば 

天ぷら中華そば 



 

  

⑨ いろは 

⑩ 

中
華
料
理
・
飯
店 

文 
 

華 

 創業７０年のいろはさんは、ラーメンも人気だ

けど、天丼・かつ丼・親子丼などの丼物も根強い

ファンがおおいんだ～ご♡♡  欲張って、天丼

に、ラーメンを注文をオススメするだ～ご。 

やさしいお母さんが、居るので食べに行ってみて

だ～ご♡ 

宴会も行っている文華さ

んだ～ご。あんかけファン

が多いんだ～ご♡♡寒い

冬は、あんかけでホカホカ

♡お店の看板も道路沿い

からすぐにわかるから目

印に行ってみてだ～ご♡ 

 

中華そば（昔風） 

 

五目⒝中華そば 



 

  

⑫中華料理 栄楽 

⑪広原ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ 

ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝってつくお店って懐かしいって

いわれることが多いんだって。以前、旅

館業も行っていたんだって。 

だからかな、定食のバリエーションが豊

富だ～ご♪♪座敷もあって、お子さん連

れでも入りやすいよ。 

メニューが豊富な、栄楽さん。広東メン・・もやしそば・・ 

人気のバラ肉そば以外のメニューに挑戦もしてみても 

アリだと思うんだ～ご♪♪ 

バラ肉そば 

味噌ラーメン 



 

  

⑬中華料理 たけや 

⑭食堂 いとう 

加美町の中も、新しいお店。 

宴会・オードブル注文も承ってる 

んだって。ラーメンセット 

半チャーハンセットなど、 

よくばって食べたい人は 

セットものが、おすすめだ～ご♪♪ 

去年お父さんに代わって、奥さんと娘さんでお店

をしているだ～ご。実は、餃子ファンが多い店だ

～ご。餃子セットも人気メニューだとか。 

調理場が見やすいから、その様子を見ながら、わ

くわく餃子を食べるのも楽しいんだ～ご♡ 

海老ラーメン 

味噌ラーメン 

 



 

  

⑮まつや食堂 

⑯ 

つ
ど
い 

しっかり、味のついた親鳥は、歯ごたえ

が、こりこりなんだ～ご。病みつき♡ 

醤油ベースの味が、さらっと食べれち

ゃう味。週三回通ってるお客さんもい

たんだ～ご！！！ 

サイホンコーヒーも出す店！！ 

ラーメンを食べた後に、ゆっくり

店主さんとのお話をするのも楽

しいんだ～ご♡  

ボクの仲間ネコちゃんもお店に

居て、とっても癒される 

んだ～ご♡♡ 

中華そば（鶏味） 

細めん支那そば 



 

  

⑱やくらい土産センター食堂 

 

標高、553mの薬莱山をイメージ

した、ラーメンだ～ご。 

 土産センターは、加美町の生

産者が野菜・特産品を出品販売

しているんだ～ご。スーパーで

は考えられないくらい、いっぱ

い入ってとっても、野菜の値段

が安いんだ～ご。。。 

ここのお店は、アットホームな店内のつ

くり。昔懐かしの感覚を味わえるんだ～

ご♪♪一度、お店を閉めたけど、みんなの

声で復活したお店なんだ～ご♪♪奥さん

が、ぼくにハグしてくれたことは、忘れら

れない思い出だ～ご・・・♪ 
鶏ベースの醤油ラーメン 

加美味こうじみそラーメン 



 

  

⑲やくらい薬師の湯内 

キッチン 木かげ 

⑳やくらいハイツ 

薬師の湯に入って、のんびり♡ 一日

入館券は、大人８００円・小人４００

円だ～ご♡加美町特産のわさび餃子も

お土産にオススメ商品だ～ご。  

味噌ラーメン 

しょうゆラーメン 

ジンギスカンのお店ハイツさん。ここは、ペ

ット同伴でも食べられる席があるんだ～

ご！ジンギスカンに、ビール、しめに 

ラーメンなんてお客さんが多いんだ～ご♡ 



お店に入る前から、外には中華そばの匂いが・・・。ううぅ～ん。 

お店に入店した人の、迷わず、中華そばって言ってる人がおおくてびっくりだ

～っご。昔ながらの中華そばが人気だけど、かつ丼も人気だ～ご。中華そばと、

かつ丼をセットで頼む人も、すごく多いんだ～ご♪♪  

 

  

㉒中国料理 東華 

㉑ 丸大屋 

夜は、宴会もやっているお店なんだ～ご

♪♪♪パイコーメン・ジャージャーメンなど、

メニュー豊富だ～ご♪♪本格中国料理が、食

べられるからラーメン以外に注文するのがお

ススメだ～ご♪平日営業のお店。平日時間を

作って行っても間違いなしだ～ご♪ 

酸辣湯麺（サンラータンメン） 

中華そば 

 



全店制覇した人には、もれなく 

宮崎ふるさと陶芸館特製 

かみ～ごオリジナルどんぶり 

プレゼント！！ 

（直径約 18.5ｃｍ×高さ約 7.0センチ） 

一点、一点手作りで作成していますので、個

体により風合いが異なります。 

温泉を利用したのちに、ラーメンも

良し！！（食事だけの入館もＯＫ）  

一日入館券は、大人６００円・小人

300円。ラーメンと、温泉でぽかぽ

か～♪♪ 

 

  

㉓ ゆ～らんど内 食堂  

たんぽぽ 

 

どんぶりの底には 

第二回ラーメンロードの刻印と、

ボクの肉球が 

桜の花びらみたいに、押されてい

るんだ～ご♡ 

ぜひ２３店食べて応募してね♡ 

２３店舗 全店制覇賞♥ 

 

みそラーメン 

 



 

 

 

 

  

 

ツール・ド・347は、 

加美町と山形を 

通る自転車サイクルイベントです。 

 

去年、３20人参加いただきました。 

 

 

日程、申込み詳細は後日 

加美町観光まちづくり協会のＨＰにて 

お伝えいたします。 

 

今年も皆さまの応援・参加お待ちしております。 

 

宮城 山形 

絆 

ツール・ド 347 

2019 

5月開催！！！ 

 

加美町ＳＥＡ
シ ー

 ＴＯ
ト ゥ ー

 ＳＵＭＭＩＴ
サ ミ ッ ト

は、鳴瀬川をカヌー、薬萊の麓まで自転車、登山

で薬萊山頂まで人力で進みます。自然を楽しみながら大切さを考えようという、シ

ンポジウムと、大会の 2 日間にわたる環境スポーツイベントです。去年は、県外の

参加者も多く１２４名方にお越しいただきました。申し込みはまだですが・・・。 

気になる方は、モンベルのサイトまで→https://www.seatosummit.jp/、 



 

 


