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日高屋 東川口駅北口店 11:00～翌1：00 年中無休 川口市東川口2-2-2 http://hidakaya.hiday.co.jp/

じゃのめ亭
11:00～15:00

17:00～21:00
月曜

埼玉県川口市差間3-26-

5

天竜 21:00～翌5:00 第1水曜・第3水曜
埼玉県川口市西川口2-

1-18

どでん 西川口店
11:00～15:00

18:00～21:00
水曜

埼玉県川口市並
木3-34-3 https://ameblo.jp/doden1105/ https://twitter.com/doden1207

とんとん船
11:30～14:00

18:00～23:30
木曜日 川口市安行西立野226-1

しゃかりき 川口安行店

【月～土】

11:00～翌1:00

【日、祝日】

11：00～23:00

年中無休 川口市安行藤八173-2

ごくうらーめん 11：00～23：00 水曜日
川口市安行領根岸3184-

6

中華ソバ鳴門

【月～水・土】

11:30～15:00

17:30～22:00

【金】

11:30～14:00

17:30～23:00

【日・祭日】

11:30～16:00

17:30～21:00

木曜日 川口市栄町2-11-19

会津喜多方ラーメン坂内

【月～土】

11:00～23:00

【日・祝】

11:00～22:00

無休 川口市栄町3-10-14 http://www.mensyoku.co.jp/store_page/k54/k54index.htm

仁

【月～金】

18:00～翌2:00

【土・日・祝】

11:00～15:00

18:00～翌2:00

水曜日 川口市栄町3-10-14

つけ麺 津気屋 川口店 11:00～翌1:30 年中無休 川口市栄町3-1-24 http://www.tsukiya.net

日高屋 川口駅西口店 11:00～翌1：30 年中無休 川口市栄町3-1-24 http://hidakaya.hiday.co.jp/

日高屋 川口駅東口店 24時間営業 年中無休 川口市栄町3-1-24 http://hidakaya.hiday.co.jp/

つけめん102 川口店

【昼の部】

11:00～17:00

（豚骨魚介×太麺）

【夜の部】

17:00～23:00

（鶏魚介×中太麺）

年中無休
川口市栄町3-2-26 スガ

ワラビル 1F
http://www.tetsu102.com/

生姜醤油らーめん みずさわ

【日～木】

11:30～23:00

【金・度】

11:30～0:00

無休 川口市栄町3-5-14

自家製麺 竜葵 ★

【平日・土】

11:00～16:00

18:00～23:00

【日・祝】

11:00～16:00

18:00～21:00

年中無休 川口市栄町3-5-15 https://twitter.com/hzk_kawaguchi https://www.facebook.com/hzk.kawaguchi/?fref=ts https://www.instagram.com/hzk_nfc

ラーメン鷹の目 川口店
11:00～15:00

17:00～22:00
年中無休 川口市栄町3-8-10

武蔵家 川口店

【月～木・日】

11:00～24:00

【金】

11:00～翌2:00

【土】

11:00～翌1:00

年中無休 川口市栄町3-9-15

ちえちゃんラーメン 11:00～24:00 なし 川口市栄町3-9-16

日高屋 川口駅前店 10:30～0:00 年中無休 川口市栄町3-9-19 http://hidakaya.hiday.co.jp/

極旨醤油らーめん 一刻魁堂 ララガーデン川口店 11:00～22:00 無休
川口市宮町18-9 ララ

ガーデン 川口 1F

中華そば 葵 ララガーデン川口店 11:00～22:00 無休
川口市宮町18-9 ララ

ガーデン川口 1F

https://mitsui-shopping-park.com/lalag-

kawaguchi/shopguide/1271203.html
https://twitter.com/aoi_raraga https://www.facebook.com/aoi.raraga https://www.instagram.com/aoiraraga

百歩ラーメン 川口店 11:00～翌2:00
月曜(月曜が祝日の場

合は翌火曜休）
川口市宮町3-1 https://www.hyapporamen.com/

彩
11:00～15:00

17:00～翌3:00
年中無休 川口市原町13-18

麺匠 喜楽々★ 11:30～翌1:00 年中無休 川口市戸塚2-24-4 http://menshoukirara.blog110.fc2.com/blog-entry-1.html https://twitter.com/menshou_kirara

大勝軒 東川口 11:30～21:00 木曜日 川口市戸塚2-25-1

来来亭 東川口店 11:00～24:00 無休 川口市戸塚2-25-2 http://www.rairaitei.co.jp/

麺屋 桐龍 

【月～土】

11:15～22:00

【日】

11:15～21:30

無休 川口市戸塚3-36-18 http://menyakiryu.com/ https://twitter.com/menyakiryu

博多⾧浜らーめん いっき 戸塚安行店
11:30～14:30

18:00～22:00
月曜日 川口市戸塚6-16-2

鳥空海

【月～金】

11：30～14：00

【土・日・祝】

11：30～15：00）

火曜日 川口市戸塚6-26-9

らーめん みずさわ 東川口店

【月～土】

11:00～22:00

【日・祝】

 11:00～21:00

年中無休 川口市戸塚東2-2-20

ばんぶる 東川口店

【月～金】

11:00～15:00

17:00～翌2:00

【土・日・祝】

11:00～翌2:00

年中無休 川口市戸塚鋏町1-1 http://www.jincle.com/shop/banburu/

娘娘 川口店

【火～土】

11:30～14:30

17:30～21:00

【日】

11:30～21:00

月曜日 川口市幸町2-14-22

渓

【平日・土】

11:30～14:00

17:30～材料切れまで(※

20:00～21:00頃が目安)

【日・祝】

11:30～材料切れまで(※

15:00～16:00頃が目安)

月曜日（※祝日は営

業、翌日が振替休

み）

川口市幸町3-6-5

ニュータンタンメン 川口店

【火～金】

18:00～翌2:00

【土・祝】

17:00～翌2:00

【日】

17:00～24:00

月曜日
川口市幸町3-8-4 A&Iビ

ル1F

川口家

【月～金】

11:30～14:30

18:30～23:00

【土・日・祝】

11:00～15:00

17:00～22:00

木曜日 川口市幸町3-8-5 1F

麺屋 番
11:30～14:00

17:00～21:00
火曜日 川口市江戸袋1-11-3 http://saitama.gourmet.livedoor.com/restaurant/info/310394.html

 めんくい
11:30～14:30

17:30～21:30
日曜・祝日 川口市江戸袋1-14-12

麺屋しげる
11:00～14:00

17:30～24:00
月曜日 川口市江戸袋1-14-2

とんとんラーメン 川口店 11:00～24:00 水曜日 川口市差間3-2-15

大吉 11：00～22：00 月曜日 川口市桜町3丁目1-19

日高屋 蕨東口店 11:00～翌1：30 年中無休
川口市芝新町4-32花見

ビル
http://hidakaya.hiday.co.jp/

らあめん花月嵐 蕨東口店 11:00～翌1:30 無休 川口市芝新町8-30 http://www.kagetsu.co.jp/index.html

みそらーめん 満開屋 芝東町店

【月～土】

11:00～23:30

【日・祝】

11:00～22:00

無休 川口市芝東町19-20

おとなの塩soba

【月～水】

11:00～14:30

【金～日・祝】

11:00～14:30

18:00～20:00

木曜（祝日は営業） 川口市上青木西1-19-34

幸楽苑 川口上青木店 11:00～翌2:00 年中無休 川口市上青木西2-14-21 http://www.kourakuen.co.jp/

らぁ麺屋 大明神

【月～金、日】

11:00～23:00

【土】

11:00～24:00

火曜日 川口市西新井宿983-1 https://ramenyadaimyojin.business.site/ https://www.facebook.com/ramen.daimyojin/
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コシ屋

【月・火・木～土】

11:30～15:00

18:00～23:00

【日・祝】

11:30～22:00

水曜日 川口市西青木1-9-15

あたりばちラーメン 西青木店 18:00～翌1:30 火曜日 川口市西青木5-12-22
麺処 光屋 （メンショ ミツヤ） 11:00～翌2:00 不定休 川口市西川口1-21-3

壱角家 西川口店
【月～日】

11:00～翌2:00
無休

川口市西川口1-6-17 西

川口駅前扶桑ビ ル １F
http://ikkakuya.jp/

らぁ麺 まる鈴 11:00～翌2:00 年中無休
川口市西川口1-6-8 千

鶴ビル 1F

ら～麺酒房 心楽

【 月～木、日 】

11：30～15：00

17：30～翌1：30

【 金・土 】

11：30～15：00

17：30～翌2：30

不定休 川口市西川口1-8-3

麺処 有彩★

【火・水・金】

11:30～14:00

18:00～22:00

【木・土・日・祝】

11:30～15:00

月曜 (※祝日でも定

休)
川口市西川口1-8-5 https://twitter.com/iwgp_yu

珍来 西川口西口店 11:00～22:00 水曜日 川口市西川口1丁目3-14 http://www.chinrai.co.jp/nishikawaguchi.html https://www.instagram.com/c_r_n_s_k_w_g_c

らんらん
11：30～14：00

17：00～04：00
日曜 川口市西川口2-10-1

ラーメンHOUSE リュウビ
11:30～15:00

18:00～翌4:00
水曜日 川口市西川口2-10-24

味香園 西川口店 11:00～23:30
川口市西川口3-31-9 山

崎ビル

蘭州料理 ザムザムの泉
【金•土•日•祝】

11:00～15:00

17:00～21:00

月曜-木曜(祝日なら

営業致します)

川口市西川口3-32-9 メ

ゾン里山東側
https://lin.ee/4Z6n6B2Qf https://twitter.com/zamzamnoizumi https://www.facebook.com/zamzamnoizumi https://www.instagram.com/zamzamnoizumi/

麺処 つよし
11:00～15:00

17:00～22:00
土曜日 川口市西川口6-1-1

美華楼
【月～日】

11:00～14:00

17:00～19:00

水曜日 川口市青木1-17-34

宝龍 11:00-22:00 日曜日 川口市赤井1-28-13

宮本商店 川口新井宿店 11:00～24:00
無休(年末年始は除

く)

川口市大字西新井宿81-

1

とん太 鳩ヶ谷店
11:00～15:00

17:00～22:00
水曜日

川口市大字西新井宿

989-1
https://www.facebook.com/hatogaya.tonta/

麺処 景虎 戸塚安行店

【月～土】

11:30～15:00

18:00～22:00

【日】

11:30～15:00

18:00～21:00

無休 川口市大字⾧蔵新田281

幸楽苑 鳩ヶ谷里店 11:00～0:00 年中無休 川口市大字里577-2 http://www.kourakuen.co.jp/

北京ラーメン
11:00～15:00

17:00～22:30
木曜日 川口市朝日2-26-2 https://www.facebook.com/122pekin

麺場 田所商店 川口店 11:00～22:00 無休 川口市朝日2-28-13 https://www.misoya.net/

鳳神角ふじ
【火曜除く 全日】

11:30～14:00

18:00～21:00

火曜日 川口市東川口2-1-25 http://ameblo.jp/menyakouji2/entry-11859280847.html

桑原亭 東川口店

【月～土】

11:00～翌1:00

【日】

11:00～23:00

年中無休 川口市東川口2-1-35 http://kuwabaratei.com/ https://twitter.com/ramenkuwabarati

麺処ふる里
【火-日】

11:00~15:00
月曜日 川口市東川口2-17-23 http://www.kenkojp.com/shop.html

ジャパニーズ ヌードル ハッパ 

11:30～15:00

18:00～23:30

【日曜日】

11:30～21:00

年中無休 川口市東川口2-2-21 https://twitter.com/Noodles88 https://www.facebook.com/JAPANESENOODLES88/ https://www.instagram.com/japanesenoodles88/

天下一品 東川口店 11:00～翌2:00 無休 川口市東川口3-8-12 http://www.tenkaippin.co.jp/

金萬
11:00～15:00

18:00～24:00
月曜日 川口市東本郷1239-1

ラーメン青木亭 川口店
11:00～15:00 L.O14:30

17:00～21:00 L.O20:30
水曜日 川口市東領家1-12-22 http://www.negi.co.jp https://twitter.com/@negi_aokitei

らあめん花月嵐 東領家店 11:00～24:00 年中無休 川口市東領家2-2-10 http://www.kagetsu.co.jp/index.html

ら～めん☆王子
11:00～14:00

17:30～21:30
不定休

川口市東領家3-21-9 襲

田コーポ 101
https://ameblo.jp/ramen-og/

麺匠 三はし
11:00～15:00

17:00～23:00
日曜日 川口市八幡木1-15-8

麺家 かん太郎

【月・火・木・金】

昼の部 11:00～14:00

夜の部 18:00～22:00

【土曜日】

昼の部 11:00～1500

夜の部 17:00～22:00

【日曜日】

昼の部 11:00～15:00

夜の部 17:00～21:00

水曜日 川口市八幡木1-1-7 http://menya-kantaro.jugem.jp/ https://twitter.com/DHhdedEtNhIbWmJ

中華そば 直木 17:00～23:00 火曜日 川口市鳩ヶ谷緑町1-3-4

らーめん かねかつ 10:00～15:00 金曜日 川口市飯塚2-14-23 https://twitter.com/yourmonky https://www.facebook.com/RamenKanekatsu

ヌードル＆スパイスカレー 今日の1番
6:30～14:30

18:00～21:00
月曜日 川口市飯塚3-2-12 https://twitter.com/2bosi_spice

一心亭

11:00～15:00

18:00～翌2:00

【日・祝日】

11:00～翌2:00

火曜日 川口市飯塚4-5-27 http://www.isshintei-kawaguchi.com/

日高屋 川口並木店 11:00～翌2：30 無休 川口市並木1-26-5

日高屋 西川口東口店 24時間営業 年中無休
川口市並木2-19-2 仲川

ビル 1F
http://hidakaya.hiday.co.jp/

 つけ麺 津気屋 西川口 11:00～翌1:00 年中無休 川口市並木3-10-13 http://www.tsukiya.net/

味噌らーめん 御成屋 西川口店

【月曜～土曜】

11:30～15:00

17:00～23:00

【日曜】

11:30～15:00

17:00～21:00

無休 川口市並木3-10-13

吉泉 （きちせん）

【月 ～ 土】

11:00～15:00

18:00～24:00

【祝日】

11:00～15:00

18:00～21:00

日曜日 川口市並木3-11-7

麺屋 時茂 西川口店
【火～日】

11:00～15:00

18:00～23:00

月曜日(祝日の場合は

翌火曜日)

川口市並木3-12-3 ザ・

テラス 1F
https://twitter.com/tokishige_nk

麺や 雅 川口店

【月・水～金】

11:00～15:00

18:00～21:00

【土・日・祝】

11:00～21:00

火曜日（祝日の場合

は翌日定休日）
川口市並木元町1-48 https://www.menya-miyabi.com/index.html

豚丼・博多とんこつ ばりかた屋 アリオ川口店 10:00～22:00 無休
川口市並木元町1-79 ア

リオ川口

らあめん花月嵐 アリオ川口店 10:00～22:00 無休
川口市並木元町1-79 ア

リオ川口 1F
http://www.kagetsu.co.jp/index.html

麺屋 さのいち
11:30～15:00(L.O.14:30)

17:00～20:00
火曜

川口市本町3-2-
7 デュアルコー
ト川口ウエスト
ビュー 1F

https://twitter.com/menya_sanoichi https://www.instagram.com/sanoichi000

らあめん花月嵐 川口本町店 11:00～00:00 無休 川口市本町3-5-4 http://www.kagetsu.co.jp/index.html

あそ路

【水～月】

11:30～14:30

18:00～24:00

スープなくなり次第終了

火曜日 川口市本町4-1-10

三島屋 川口市末広2丁目15-1

らあめん花月嵐 川口柳根町店 11:00～22:00 無休 川口市柳根町5-6 http://www.kagetsu.co.jp/index.html

ラーメン 富士丸 東浦和店
11:00～15:00LO

17:00～22:00LO
年中無休 川口市柳崎5-1-58 https://twitter.com/fujimarudoku1

※ ★はポスター掲載店


