
海外で人気の日本食といえば、何を思い浮かべますか？実は今、ラーメンが

熱いんです！アジアだけでなくアメリカやヨーロッパにも人気店が続々と進出、

数時間待ちの行列が出来るお店が多いんだとか。 

 

中でも近年、海外での店舗拡大を急ピッチで進めているのが九州・福岡 

発祥の「博多  一風堂」です。スタイリッシュな店舗と、豚骨の臭みを抑え 

ながらも濃厚なとんこつスープが特徴で、それまでの博多ラーメンのイメージ 

を覆し、日本に新たなラーメン文化を築いてきました。 

 

今回の「ラーメン・ワークショップ」は２部構成。第１部の製麺体験では、 

一風堂の講師指導のもと、小麦粉からのラーメン作りにチャレンジします。 

第２部の試食会では、一風堂の麺を茹で、一風堂のスープとトッピングを 

使い、自分だけのオリジナル一風堂ラーメンを食べることができます！ 

 

また、試食会ではラーメンを食べながら、一風堂の講師が同社のグローバル 

戦略や海外進出のエピソードについても語ってくださいます。ラーメン好きは 

もちろん、日本企業のグローバル戦略に興味のある方も、是非奮って 

ご参加ください！ 

日時： 2018年1月11日（木） 
          第１部製麺体験 16:30〜18：00 
          第２部ラーメン試食会＆一風堂プレゼン 18:00〜19:45 
         （どちらかのみの参加も可）  
 
会場： 大隈ガーデンハウス（25号館）1階 
対象： 早大生、教職員、一般（第１部は早大生限定） 
言語： 司会は日英。製麺体験は英語通訳付き、プレゼンは日本語のみ 
費用： 無料 
 
登録： 第１部のみ必要。 
          登録は：https://goo.gl/WTM291 
          ましくは右のQRコードからお申込みください 
 
 
定員： 第１部は50名限定。第２部は登録不要、先着100名にご提供 
締切： 2018年1月9日（火）午前9時 

When you think of popular Japanese food abroad, what comes to mind? 
Actually, one of the trendiest foods around the world now is ramen! 
Not just in Asia, but also in America and Europe popular shops are 

opening and people are lining up around the block to get a taste. 
 
Within this recent trend, one company expanding quickly abroad is 

“Hakata Ippudo” from Fukuoka in Kyushu. With its stylish shops and 
special Tonkotsu soup which keeps the rich flavor but reduces its 
infamous smell, it has changed the image of Hakata ramen in Japan. 

 
There are two parts to this “Ramen Workshop”. In the first part you 
will get a chance to make noodles from scratch using flour under the 

guidance of Ippudo. In the second part, there will be a tasting session 
using Ippudo’s noodles along with it’s own soup and topping. You can 
make and eat a bowl of your own original Ippudo ramen! 

 
There will also be a lecture by Hakata Ippudo about their strategy for 
global expansion, so if you are interested in the global strategies of 

Japanese companies, or if you just love ramen, please come and join 
us for this fantastic event! 

Date & Time: 
 
 
 
 
Place:       
Eligibility:    
 
Language:     
 
Fee:                    
Registration: 
 
 
 
 
Capacity： 
 
Deadline:  
 

お問い合わせ / Enquiries: 早稲田大学ICC（異文化交流センター） Tel: 03-5286-3990   Email: icc@list.waseda.jp  

January 11th, 2018 (Thu) Part 1 Noodle Making  
Workshop 4:30pm - 6:00pm, Part 2 Ramen Tasting  
& Ippudo Presentation 6:00pm - 7:45pm  
(Participation in only one session is OK too) 
 
Okuma Garden House (Bldg. 25) 1F 
Waseda Students, Staff and General Public  
(Part 1 limited to Waseda Students only） 
MC in English & Japanese, workshop  with English  
interpretation, presentation in Japanese only. 
Free 
Only required for Part 1. 
Register via: https://goo.gl/WTM291 
or from the QR in the right 
 
 
Part 1 limited to 50 people. Part 2 registration not  
required, 100 people first come first serve 
January 9th 2018（Tue）9:00am 
 


