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梅光軒は北海道旭川市に本店を構える「ラーメ

ンご当地旭川」を代表するラーメン専門店です。

庶民の食事であるラーメンを松竹梅の「梅」に

見立て、「梅に光を当てる」という思いを込めて、

1969年に「梅光軒」を創業。 2019年12月で

50周年を迎えました。

First opened in December 1969, BAIKOHKEN 
has been in business for over 50 years.
In Japanese cuisine, "pine, bamboo and 
plum," the most common classification of 
"plum" to represent that hope, "will be the 
most extraordinary plum flourish," to name.

BAIKOHKEN
SINCE 1969

HO
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海
道

老
舗
の
味

「市民が選ぶ旭川ラーメン大賞」の最優秀賞、「ミシュラ
ンガイド北海道2012 & 2017」にも掲載。
Won the best award of 「Asahikawa Ramen Grand 
Prize selected by citizen」. And posted by 
"Michelin Guide Hokkaido 2012 & 2017"



豚骨・鶏ガラから摂れる「動物系」スープに、煮干し・昆布から摂れる
「魚介系」のうまみを加えて作られたダブルスープ。コッテリでも、アッサ
リでもある奥深い味を堪能していただけます。
Double soup stock made of exquisite mixture combination of two different essences, 
‘Animal essence’ from pork bone and chicken bone and ‘Seafood essence’ from dried fish 
and seaweed. Selected ingredients give you thick and deep flavor and leave freshness.

Double Soup

Foodstuff

特製中細ちぢれ麺
Original middle curly noodle

ダブルスープ

こだわりの食材

It being cold in ASAHIKAWA, HOKKAIDO, 
people need to warm their bodies up. Because 
of BAIKOHKEN’s noodle curly shape, it holds 
the broth well .
So it doesn’t need special additives to execute 
this special method .

自家製チャーシュー
Vaunted homemade Chashu

Juicy pork soaked overnight in our original 
homemade soy sauce, the sauce softens the 
meat and releases the savory flavor that 
expresses the fine quality of Chashu.

極太メンマ
Huge bamboo shoots

Bamboo shoots seasoned with our homemade 
soy sauce.
This is one of BAIKOHKEN’s ramen’s special 
ingredients.



SHOYU RAMEN 

　　

Soy sauce flavor

$15.48

$19.98

しょうゆらーめん

SPECIAL SHOYU RAMEN

Topping it with our Chashu pork 
which is soaked overnight, mixed with 
soy sauce and our original “Double 
soup” to deepen the flavor enjoy the 
taste of our savory soy sauce.

チャーシューを一昼夜寝かせて
熟成させた醤油だれとダブル
スープが交わることで、奥深いコク
と味わいをお楽しみ頂けます。

特選醤油ラーメン

ADDITIONAL TOPPINGS
トッピング

AJITAMA

Flavored egg（Soft boiled）
味玉

バターコーン

$2.98

BUTTER CORN

Butter & Corn $2.98

$3.48
チャーシュー
Slices of Pork Meat

メンマ MENMA
Flavored bamboo shoots $3.48

モヤシMOYASHI
$2.98

大盛りOMORI
Large serving （Noodle）

$2.50$2.50

Bean sprouts
With minced pork meat & sliced onion

CHASHU 2pieces



(With minced pork meat & sliced onion)

みそらーめんみそらーめんみそらーめん

BAIKOHKEN’s original miso broth is slowly cooked together 
with plenty of vegetables with a touch of chili powder and 
garlic paste to enhance the slighty sweet miso broth. Fresh 
bean sprouts is added to satisfy your appetite as well.

MISO RAMEN

たっぷりの野菜を入れ、手間暇かけて作られた濃厚な

味噌だれは、ピリ辛ながらも優しい甘みに満ちています。

心の芯まで温まる一杯です。

Soybean paste flavor

$16.48

ADDITIONAL TOPPINGS
トッピング

AJITAMA

Flavored egg（Soft boiled）
味玉

バターコーン

$2.98

BUTTER CORN

Butter & Corn $2.98

$3.48
チャーシュー
Slices of Pork Meat

メンマ MENMA
Flavored bamboo shoots $3.48

モヤシMOYASHI
$2.98

大盛りOMORI
Large serving （Noodle）

$2.50$2.50

Bean sprouts
With minced pork meat & sliced onion

CHASHU 2pieces



しおらーめんしおらーめん

“Meat essence” broth made from pork and chicken 
bones and “Seafood essence” made from fish and 
seaweed, combined together we created our 
original flavored broth we call “Double soup”. 
Adding salt can add more enhancement to the 
flavor of “Double soup”.

SHIO RAMEN

豚骨・鶏ガラベースの動物系スープに、煮干し・昆

布ベースの魚介系うまみが加わった本格的ダブ

ルスープの味を、そのままお召し上げり頂けます。

Mild salt flavor

$15.48

ADDITIONAL TOPPINGS
トッピング

AJITAMA

Flavored egg（Soft boiled）
味玉

バターコーン

$2.98

BUTTER CORN

Butter & Corn $2.98

$3.48
チャーシュー
Slices of Pork Meat

メンマ MENMA
Flavored bamboo shoots $3.48

モヤシMOYASHI
$2.98

大盛りOMORI
Large serving （Noodle）

$2.50$2.50

Bean sprouts
With minced pork meat & sliced onion

CHASHU 2pieces



辛味噌ラーメン辛味噌ラーメン辛味噌ラーメン
Spisy Miso Ramen

Spisy
soybean paste flavor

$19.48

ADDITIONAL TOPPINGS
トッピング

AJITAMA

Flavored egg（Soft boiled）
味玉

バターコーン

$2.98

BUTTER CORN

Butter & Corn $2.98

$3.48
チャーシュー
Slices of Pork Meat

メンマ MENMA
Flavored bamboo shoots $3.48

モヤシMOYASHI
$2.98

大盛りOMORI
Large serving （Noodle）

$2.50$2.50

Bean sprouts
With minced pork meat & sliced onion

CHASHU 2pieces



醤油野菜

野菜ラーメン

Vegetable Ramen
Soy sauce 

塩野菜
Vegetable Ramen
Salt

Vegetable Ramen （Non Vegetarian）

$19.48

味噌野菜
Vegetable Ramen
Miso

$20.48

$19.48

ADDITIONAL TOPPINGS
トッピング

AJITAMA

Flavored egg（Soft boiled）
味玉

バターコーン

$2.98

BUTTER CORN

Butter & Corn $2.98

$3.48
チャーシュー
Slices of Pork Meat

メンマ MENMA
Flavored bamboo shoots $3.48

モヤシMOYASHI
$2.98

大盛りOMORI
Large serving （Noodle）

$2.50$2.50

Bean sprouts
With minced pork meat & sliced onion

CHASHU 2pieces



チャーシュー麺
Chashu Ramen

Chashu Ramen
Soy sauce

味噌
チャーシュー

醤油
チャーシュー

Chashu Ramen
Miso

塩チャーシュー
Chashu Ramen
Salt

$21.98
$20.98

$20.98

醤油
バターコーン

バターコーンラーメン

Butter & Corn Ramen
Soy sauce 

塩バターコーン
Butter & Corn Ramen
Salt

Butter & Corn Ramen

$19.48$18.48

$18.48

味噌バターコーン
Butter & Corn Ramen
Miso

ADDITIONAL TOPPINGS
トッピング

AJITAMA

Flavored egg（Soft boiled）
味玉

バターコーン

$2.98

BUTTER CORN

Butter & Corn $2.98

$3.48
チャーシュー
Slices of Pork Meat

メンマ MENMA
Flavored bamboo shoots $3.48

モヤシMOYASHI
$2.98

大盛りOMORI
Large serving （Noodle）

$2.50$2.50

Bean sprouts
With minced pork meat & sliced onion

CHASHU 2pieces



当店自慢のチャーシューをご飯の上に載せて、
マヨネーズベースのソースをかけた丼です。

チャーシュー丼

ご飯

CHASHU DON

GOHAN

Bowl of rice topped with chashu
and sweet source

Rice
dishes
ご飯もの

$6.98

$3.48

Chopped homemade Chashu served on a bowl 
of rice. And seasoned with our special sweet 
mayonnaise.

Rice

Bowl of rice topped with seared chashu

Homemade seared chashu served on a bowl of 
rice, drizzled with teriyaki mayonnaise sauce

SEARED CHASHU DON

炙りチャーシュー丼

炙ったチャーシューにテリヤキベースとマヨネー
ズベースのソースをかけた丼。

$7.48



$6.48

HOKKAIDO CROQUETTE

Deep fried potato

北海道コロッケ

北海道は日本でも有名なジャガイモの
産地として知れています。その北海道
で収穫したジャガイモを１00%使用し
たコロッケです。

Hokkaido is one of the most well-known as 
production area of potato in Japan.
Our croquette uses 100% Hokkaido potato.

Side
dishes

GYOZA $6.48
Fried dumpling

餃子

牛肉と野菜をいっぱい使った餃子を
ゴマ油で焼いてます。

$6.98
ザンギ
ZANGI
北海道風唐揚げ

Hokkaido style deep
fried chicken.

Beef and vegetables 
dumplings pan seared 
with sesame oil.

　
　
　
　
　
　
　



限定
メニュー

Limitedmenu

ビーガンラーメン

生姜ラーメン Ginger Ramen

生姜醬油
Ginger Ramen Shoyu

$18.48

生姜味噌
Ginger Ramen Miso

＄19.48

Vegan Ramen

ビーガンラーメン白
（クリーミーベジ）
Vegan White 
（Creamy Base）＄18.48

ビーガンラーメン赤
（トマトベースベジ）
Vegan Red

）esaB otamoT（ ＄18.48



$8.00
$8.00

$3.00
$3.00
$3.00
$3.00

$3.00
$3.00
$3.00
$3.00

$8.00
$8.00
$8.50

$16.50

ドリンク
Beverage

BEER

Whiskey

麦 酒

ウィスキー

Asahi Draft （12oz）
Kona Beer Big Wave bottle （12oz）

Jimbeam Black

アサヒ生ビール

ジムビームブラック

NON ALCOHOLIC
Pepsi
Diet pepsi
Mtn Dew
Ginger Ale

Orange juice
Guava nectar
Oolong tea
Green tea

ペプシ
ダイエットペプシ
マウンテンデュー
ジンジャーエール

オレンジ ジュース
グアバ ネクター
ウーロン茶
緑茶

ノンアルコール

SAKE日本酒

Otokoyama tokubetsu junmai［Hokkaido］（6oz）
男山 特別純米（北海道）

ロック
水割り
ハイボール

On the Rocks
With water
High Ball


