


北海道の食文化であるジンギスカンと焼そばを融合したB級グルメを

通じ、北海道の食材や食文化の普及と共に、観光客の誘致や外食産業の
発展に貢献したいと考えています。 

ジンギスカン焼そばの会の目的 

麺 

 北海道産小麦１００％の焼そばの麺を使用 

具材① 

 羊の肉を使用すること 

具材② 

 野菜他その他食材は出来る限り北海道産の物を使用 

調理法 

 特に問わない 

味付け 

 ジンギスカンのタレを使用する 

ジンギスカン焼そばの定義 



本家てんてん 

住所 札幌市西区西町 

     南6-1-1 西友西町店1階 

電話番号 011-662-6227 

営業時間 10：30 〜 LO19：30 

定休日 なし 

価格 650 円 にんじん、ピーマン、かぼちゃなど彩り
豊かな野菜が豊富な、見て美味しい食べ
て美味しいボリュームたっぷりな、てん
てん自慢のジンギスカン焼そばです。 

箱館手づくり工房 テーオー店 

函館初のがごめ昆布を練り込んだ特注麺
を使用。通常のあんかけ焼そばよりボリ
ュームがあります。 

焼肉 ブータン 

住所 佐呂間町永代73 

 

電話番号 01587-2-3811 

営業時間 17：00 〜 23：00 

定休日 不定休 

価格 850 円 
焼肉屋のこだわりが詰まったジンギスカ
ン。門外不出の秘伝のたれに漬け込み、
ラム肉の旨味を引き出しています。麺も
道産小麦のオリジナル麺。 

住所 函館市梁川町10-25 

     テーオーデパート6階 

電話番号 0138-76-9995 

営業時間 11：00 〜 18：00 

       （LO 17：00） 
定休日 原則火曜日 

価格 650 円 



めしと酒 喜楽 

住所 札幌市中央区大通 

     西10丁目 

      南大通ビル地下1階 

電話番号 011-233-5559 

営業時間 17：00 〜 23：00 

定休日 日曜日 

価格 810 円 
なんと石焼き！テーブルに出された時の
「ジューッ」という音がいっそう食欲を
そそります。石焼ならではのコゲも香ば
しくて美味しいよ～ 

居酒屋 瀬波 

住所 札幌市豊平区 

    月寒中央通10丁目 

      つぼやビルB1 

電話番号 011-853-3191 

営業時間 17：00 〜 23：00 

定休日 日・祝 

価格 650 円 
月寒焼きというジンギスカンの串焼きが
ドドン！と乗っています。 
焼そばを作るときの油にオリーブオイル
を使うこだわりの味付け。 

ビヤケラー札幌開拓使 

住所 札幌市中央区北2東4 

    サッポロファクトリーレンガ館 

電話番号 011-207-5555 

営業時間 11：00 〜 22：00 

       （LO 21：30） 
定休日 不定休 

価格 780 円 
当店自慢のオリジナルジンギスカンタレ
「麦羊亭秘伝のタレ」を使用した焼そば
です。熱々の鉄皿にジューシーなジンギ
スカンとモチモチの麺がマッチ。 



道と川の駅 花ロードえにわ  

フード工房 コンサバトリー 

住所 恵庭市南島松817-18 

 

電話番号 0123-37-8787 

営業時間 4-10月 10:00～18:30        

       11-3月 10:00～17:00 

定休日 年末年始 

価格 750 円 

北海道産小麦ゆめちからを使用したもっ
ちり太麺にラム挽肉とジンタレソースを
しったり絡めてふわふわの玉子をのせた
ジンギスカンオム焼そば。 

松尾ジンギスカン 本店 

住所 滝川市明神町3-5-12 

 

電話番号 0125-22-2989 

営業時間 10:00～22:00 

      (平日ランチのみの提供) 

定休日 年末年始 

価格 980 円 
滝川産小麦「はるゆたか」使用の松尾ジ
ンギスカン伝統の味になじむ麺がこだわ
り。ジンギスカンの醍醐味「自分で焼い
て食べる」楽しみも堪能できます。 

居酒屋すなを 

住所 旭川市永山2条 

     20丁目1-5 

電話番号 0166-76-4470 

営業時間 18:00 〜 2:00 

定休日 木曜日 

価格 780 円 
地元旭川製麺に富良野産小麦を使った特
注麺の製造を依頼、ラム肉も地元島田畜
産の味付ラムを使用した、こだわりのジ
ンギスカン焼そばに仕上がっています。 



アサヒビール園 

Lamb&Grill ピルゼン 

住所 札幌市白石区南郷通 

     4丁目南1番1号 

電話番号 011-863-5251 

営業時間 11：30 〜 22：00 

       （LO 21：30） 
定休日 年末年始 

価格 800 円 

道産玉ねぎ札幌黄を混ぜたオリジナルの
蒸し麺を使用。ラム肉は柔らかく食べら
れるよう下ごしらえしており、熱々の鉄
板でご提供しております。 

ロイン亭平岡店 

住所 札幌市厚別区上野幌 

     3条2-913-35 

電話番号 050-5796-4056 

営業時間 ランチ11:30～15:30 

       ディナー17:00～22:00 

定休日 年末年始 アサヒビール園さんの食べ放題のお店で
のジンギスカン焼そばです。ラムも焼き
放題！焼そばも食べ放題！！ 

はこだてビール 

住所 函館市大手町5-22 

 

電話番号 0138-23-8000 

営業時間 11：00～15：00 

       17：00～21：30 

定休日 水曜日 

価格 864円 

地ビールに漬け込み柔らかさと風味を効
かせたオリジナルジンギスカン！味付け
は道民馴染みのタレを使用、野菜も地場
産を使用するこだわり。 

価格 ﾗﾝﾁ1,480円～,ﾃ゙ｨﾅー 2,230円～ 

    食べ放題メニューの一つ 



焼肉ガーデンあしりべつ 

住所 札幌市南区滝野247 

    国営滝野すずらん丘陵公園 

電話番号 011-592-2161 

営業時間 9:00～16:00        

       (4月～10月末まで) 

定休日 無休 

価格 焼肉セットで1,450円 
ジンギスカンに焼そば麺がセットになっ
たメニュー。皆でワイワイ焼きながら自
分でジン焼きを作っちゃえるスタイルで
大好評！ 

道の駅「ウトナイ湖」 

住所 苫小牧市植苗156-30 

    道の駅内「ラポラポラ」 
電話番号 0144-58-3310 

営業時間 11：00～15：00 

定休日 年末年始 

価格 500円 屋台風パックでの販売。北海道産小麦
100％の中太麺がもっちもち。小ぶりに
見えるパックですが、実は量もたっぷり
入っていて食べ応えがあります。 

屋台風にパックでの販売。北海道産小麦100％の中太麺

がもちもちしていて、美味しいジン焼きに仕上がっています。
小ぶりに見えるパックですが、実は量もたっぷり入ってい
て食べ応えがあります。 

 この他にも当会の参加者がおり、イベ
ントでの出店・提供を行ったり、期間限
定でコンビニやスーパーでの販売などの
取り組みを実施したりしています。 
 詳細は当会公式ＷＥＢサイトや
Facebookに投稿されていますので、是非
ご覧ください。 



 ジンギスカン焼そばをメニューとして提供していただける飲
食店の会員様には、会員証、ＰＲ用「のぼり」「掲示プレート」を
配布いたします。ロゴ・キャラクターデータもお渡しできます。 

 メニューの「定義」を順守いただければ、味も調理方法も提
供方法も自由です。各店舗で特徴あるメニューを開発してくだ
さい。 
 また、会の名称を使って自由にPR・イベント活動を実施して
ください。そうした活動も会のHPやfacebookでご紹介し、PRに
ご協力させていただきます。 

 当会は、「北海道ジンギスカン焼そば」という共通のメニューを通して、
会員皆が同じ名称・同じロゴマーク等を使用することで、1店舗では出来
ないPR活動を、会員みんなで実施しようとする会です。 

 会員店舗様でのメニューのご提供拡大に伴い、
地域が活性化されることで関係各社様へもご貢献
できるものと考えております。 

 趣旨・活動にご賛同頂ける飲食店様並びに飲食・食品関連業界の皆様方には、当会の
会員となり地域振興の為、会の活動にご協力頂きたく考えております。 
 会員皆様で新メニューを盛り上げ、北海道の食品業界を発展させていきませんか！ 

当会の活動について 

 会の事務局では、公式HPやfacebookを開設し
ており、メニューやロゴマークの認知度を上げる
ための周知・PRを行ったり、会員店舗様の宣伝を
積極的に行います。 

当会への入会について 

公式キャラクター 
「らむっぺ☆」 

公式ロゴマーク 

支援について 
 会ではイベントで使用する資材を用意しており、
会員の方へ無償で貸出しています。（看板、のれ
ん、はっぴ、のぼり） 
 賛助会員様や会員店舗様で、イベントを実施す
る際には事務局へ連絡ください。 
 
 また、会としてイベントを実施することもあり、会員
の皆様にご協力をお願いすることがあります。 
 
 そのほか、新たに入会をお考えの店舗様で食材
の仕入れについてお困りの場合は、賛助会員企業
をご紹介することができますので、ご相談ください。 


