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編集後記

クマさん 東西南北さん

くりがしらさん

メェメェさん

ラーメンと云えば最も庶民的な食べ物の
一つ、学生時代のラーメンライス以来未だ
に食べ続けています。でもその味を言葉で
表現するのは難しい。ご自身で出かけて、
食べて、味わって欲しいと思うのみです。

ふと食べたくなると、もう矢も盾もたま
らなく食べたくなるラーメン。取材できな
かったお店もありますが、市内だけでもこ
んなたくさんのお店があります。寒い冬、
ちょっと寄ってみてはいかがですか。

「ラーメン食べたい！」と思っても、“お
一人様ラーメン” ができずガマンしていまし
たが今回のラーメン取材のお陰でようやくデ
ビュー！季節限定メニューも多く１年中楽し
めるラーメン。来年はいっぱい食べます！

ニンニクを入れたり、コショウを入れた
り、お酢を入れたり、暑い季節はたっぷり
汗をかき、冬はポカポカ芯から温まるこの、
あの、そのラーメン。駅周辺、東西南北、
紹介しましたラーメン店をたっぷり味わっ
てみてください。

くりはる

編集担当のくりはるです。この冊子を
編集中、ふとラーメンが食べたくなって
学校近くのまるしゅうへ。美味であるこ
とは言わずもがなですが学生に優しい学
割ラーメンがあるのがなんとも嬉しい。
こりゃまた行くしかありません。

実はまるしゅうでバイトをしたことがあ
ります。裏方の大変さを知ってるだけに、
今回は感慨深い取材で御座いました。寒い
日は味噌やとんこつ、暖かい日は醤油や塩
が美味しいですよね。とりどりの季節で長
～く楽しんで頂ければ幸いです。

遡ること幾星霜。最高の梅は南高梅よと
教えてくれたのは 10 年前にお隣に住んで
いたおばあちゃまだった。もし今年の梅が
終わってしまったら、来年の梅を楽しみに
年を越そう。幻のラーメン、銀河鉄道 999
に出て来たなあ。

タッドさん

ラーメン処かんむりやは武蔵小金井駅近
辺のラーメン店では駅に一番近いお店で
す。我が家からも近いので、時々利用しま
す。今回は他のラーメン店も取材予定でし
たが、閉店していました。「かんむりや」は
30 年も続いているので立派なもんですね。

栗橋モーモーさん

まろまろ親子

今回のNEWまろんたち !中面に紹介があります。
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まろまろスポット
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6.ラーメン赤青　ムラサキ
店主の出身地、船橋で水揚げされるホンビノス
貝。その濃厚な出汁と鶏スープの醤油ラーメン
は、先に貝、それから鶏と二段階に分けて旨み

がやってくる不思議な美味しさ。トッピングは低温調理し
たチャーシューと鶏の豪華 2 種類で、なめらかな麺と一緒
に最後まで飽きさせません。

■ 店舗情報
【住所】小金井市本町 2-20-4
（JR 東小金井駅北口徒歩 5分）
【営業時間】11:00 ～ 15:00 18:00 ～ 22:00
【定休日】月曜日（月曜日が祝日の場合は
営業、火曜日振替休日）
【問い合わせ】042-382-8392

8.ラーメンショップ飯島
「ラーメンショップ飯島」は午前６時からやっていま
す。毎朝スープを仕込むため、朝のラーメンはさっ
ぱりして美味しく、だんだん時間がたつにれ味が濃

厚になっていくとのことでした。店のオススメはネギラーメ
ン、海老ラーメン、あおとうラーメン、ネギライスで、私は
海老ラーメンとネギライスを美味しくいただきました。

■ 店舗情報
【住所】小金井市前原 4-11-29
【営業時間】[月～土 ] 6：00～ 26：30
[日曜日] 12:00～16:00
( 材料が無くなり次第閉店 )　
【定休日】なし
【問い合わせ】直接お店へ

7.宝華
1971年にオープンした老舗中華料理店「宝華」の宝
そば（油そば）をいただきました。あっさりとした油
が混ざった麺にチャーシュー・ナルト・メンマ・カ

イワレ・ネギなどがのり、一度食べたらまた食べたくなる
そんな味です。「宝華」には宝そばだけでなく、美味しい中華
料理が多く、家族連れのお客さんが多いのもうなずけます。

■ 店舗情報
【住所】小金井市東町4-46-12
（JR東小金井駅南口徒歩1分）
【営業時間】[火～金曜日 ] 11:30～ 21：30 
 [ 土・日曜日・祝日 ] 11:30～ 21:00
【定休日】月曜日
【問い合わせ】042-381-5236

■ 店舗情報
【住所】小金井市貫井北町 3-5-7
（武蔵小金井駅から徒歩 19 分）
【営業時間】[ 火～金 ] 17:00～24:00
 [土]12:00～23:00 [日・祝]12:00～ 19:00
【定休日】月曜日
【問い合わせ】直接お店へ

9.ラーメン二郎
2003年に新小金井街道沿いにオープンした「ラーメ
ン二郎」さんへ。ボリュームに定評があるので無理
せず「小」を注文。それでもこの迫力！極太麺がスー

プを吸ってしまう前に無心になって食べていると、丼の内側
に可愛いイラストが！コクのあるスープとたっぷり野菜に厚
切り焼豚。食べきった後の達成感とこの味はクセになります！

■ 店舗情報
【住所】小金井市本町 1-19-11
【営業時間】[平日]11：30 ～ 25：00
　　　　　 [土日祝]11：30 ～ 22：00
【定休日】なし
【問い合わせ】042-384-1172

5.ラーメン処かんむりや
開業以来約30年のラーメン専門店です。スープは
魚介系と動物系のダブルスープです。麺はラーメン
用の細麺と油そばやつけ麺用の太麺がそろえてあ

ります。チャーシューは自家製のしっかりとした味付けと
大きさです。駅前のため、墓参りや市内の公園帰りに寄ら
れる方がリピーターになっています。

   店主

星さん　
      店主

池田さん　
      店主

小榑さん　
      店主

飯島さん　
      店主

熊沢さん　

4.江川亭
東八道路に面していて、ちょっと固い感じの店名
ですが味は確か。豚骨だけを煮出したスープは濃
厚と云うよりは意外にさっぱりした切れの良い味

で、昆布なども使ったのではと思わず訊ねてしまいました
が豚骨のみだそうです。恐らく公開できない秘伝のような
ものが隠されているのかもしれません。メニューはどれに
も並と大があります。

■ 店舗情報
【住所】小金井市前原町 5-9-4
（JR 武蔵小金井駅北口徒歩 17 分）
【営業時間】10:00 ～ 26:00
【定休日】月曜日
（月曜祝日の場合、翌火曜日）
【問い合わせ】042-383-5403

2.まるしゅう
秘境まるしゅうの王道といえばコクと艶の「まる
しゅう味噌らーめん」だが、季節限定麺「超大玉・
梅らーめん」があなどれない。紀州和歌山から取り

寄せた南高梅はふっくらとろとろと舌解け、創業以来18年ご
しの醤油ダレで4時間煮込んだ豚バラ肉がぐっと引き立つ。
刻みみつ葉も爽やか。「梅の酸味とお肉のコクがぴったりで
す」。店長が試作を重ねた品格の逸品。 
■ 店舗情報
【住所】小金井市貫井北町 2-17-8
（JR 武蔵小金井駅北口徒歩 15 分）
【営業時間】
［昼の部］11:30 ～14:30
［夜の部］19:00～23:00 （ラストオーダー 22:45）
【定休日】水曜日
【問い合わせ】042-388-1460

3.にんにくや
豚骨と鶏のブレンドスープは、意外とあっさりし
ていて驚きです。コクはしっかりしているから麺
との相性は抜群！セルフ方式のクラッシュにんに

くは風味を倍増させるので是非試してみて。チャーシュー
麺は早いと 21 時台に終了してしまうという逸品。食べ逃し
たくない人は開店時間にGO！

■ 店舗情報
【住所】小金井市東町 4-34-5
（JR 東小金井駅北口徒歩 5分）
【営業時間】19:00~27:00
【定休日】日曜日・祝日
夜 22 時以降入店可
【問い合わせ】042-301-1888

   店主

泊さん　
     店主

綾部さん　
     店主

浅子さん　

1.がんま
2012 年にオープンしたこの店は近くの工学部の学生
さんに来てもらいたいと、α、β、γのがんまと名付け
たそうです。そこで、学生さんは大盛りか替玉が無

料で、そして賄い飯のサービスが、女性にはデザートが提供
されます。注文が多いのは豚めんとたまり醤油の甘い香りと
豚骨、昆布だしのスープが癖になるバグということです。

■ 店舗情報
【住所】小金井市梶野町 5-6-12
（JR 東小金井駅北口徒歩 5分）
【営業時間】[昼] 11:30 ～15:00 
[夜] 17:30 ～22:00
【定休日】日曜日
【問い合わせ】042-301-1888

     店主

杉本さん　
まろんレポーターたちの紹介は裏表紙に！

私たちがレポートしました！

今回のまろん通信はラーメン特集！

暑い季節には額に汗をかきながら、

寒い冬にははふはふと息を弾ませながら。

そんな一年中楽しめる小金井のラーメン屋さ

んをまろんレポーターがご紹介します！
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