THE
エム・シーシー食 品 が贈る
EXOTIC
CURRY 東京・神戸のカレー名店の味

エム・シーシー食品㈱がお届けする、
東京・神戸の老舗カレー専門店監修のもと、
お店の味を限りなく再現した名店シリーズです！

2021

ト プカ

カリーライス専門店「エチオピア」の香辛料や素材の選定、
作り方に至るまでを
頑に守り続けて作られているカレーです。

Ni c e & S p i c y C u r r y

手間ひまを惜しまず、丹精込めて
じっくり仕込んで作っています。

エチオピア

32 エチオピア ビーフカリー

¥362（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 エム・シーシー食品㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

34 トプカ インドムルギカリー

¥362（税込）軽

辛さはお店での
2倍相当！

特定原材料：小麦・乳
内容量：240g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 エム・シーシー食品㈱
辛さ指数 ★★★★☆

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 エム・シーシー食品㈱
辛さ指数 ★★★★★

35「ガヴィアル」欧風ビーフカレー

辛さはお店での
10倍相当！

¥362（税込）軽

ゲイロー ド

ぶは ら

37 ゲイロード チキンカレー

¥362（税込）軽

こちらの商品は超激辛マニア向けの商品ですので、十分に注意してお召し上がりください

38 日本一辛い黄金一味仕込みの
ビーフカレー

¥540（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×1袋（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱キャニオンスパイス
辛さ指数 ★★★★★ MAX

39 激辛 血の池地獄カレー

¥486（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：180g×1袋（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 （株）Hell Company
辛さ指数 ★★★★★ MAX
「血の池地獄」
とは…大分県にある観光地です。
日本で一番
古い天然の地獄で、
一言で表すなら
「赤い熱泥の池」です。

3 富良野バターチキンカレー

!!

【警告】こちらの商品は超激辛マニア向けの商品ですので、
十分に注意して
お召し上がりください。
健康被害等の責任は一切負いかねます。

40 グレートデビル 超激辛カレー

¥756（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：180g×1袋（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：1年半 （株）Hell Company
辛さ指数 ★★★★★ MAX

4 富良野ブラックカレー[ビーフ]

¥432（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：200g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：730日 セントラルパック㈱
辛さ指数 ★★☆☆☆

※メーカーの都合により、パッケージのデザイン及び仕様が変更となる場合がございます。又、調理例写真はイメージとなりますので予めご了承ください。

¥486（税込）軽

特定原材料：乳・小麦
内容量：180g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：730日 セントラルパック㈱
辛さ指数 ★★☆☆☆

■記載のある賞味期限は、製造・加工日からの日数です。
軽 …このカタログに掲載しております飲食料品は、「軽減税率対象商品」であることを意味しております。

こだわりの玉ねぎ︑
牛肉の旨味はもちろん︑
甘味・深みも加わった︑
香り高い中辛カレー︒

血の池地獄のような赤色で
見た目にも辛さを誘います。

激辛を越えた
DEATH辛
本物の超激辛カレーです︒

日本一辛い唐辛子
﹁黄金一味﹂を使用した
ビーフカレーです︒

﹁地獄の炎﹂をイメージした︑
鬼のように辛い激辛の
カレーです︒

激 辛 シリーズ

特定原材料：乳
内容量：180g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 エム・シーシー食品㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：小麦・乳・卵
内容量：380g×1袋
（1人前）
電子レンジ専用パッケージ
賞味期限：6カ月 ㈱寿フーズ
辛さ指数 ★★★☆☆

チキンレッグが丸ごと1本入った︑
見た目も楽しい
マイルドな味のスープカレーです︒

特定原材料：なし
内容量：180g×1袋（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：730日 エム・シーシー食品㈱
辛さ指数 ★★★★★

NEW

¥972（税込）軽

※滋味…栄養があって、
味のいいこと。

¥432（税込）軽

特 集

VOICE

2 北海道 スープカレー

どの料理も真似することが
できない独特の風味と
芳香をもっています。

36 ぶはらビーフカレー
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北海道バター︑
生クリームを加え濃厚な味
に仕上げたバターチキンカレーです︒

香辛料の味や香りなど、
滋味深いながらも後味爽やか
でスパイスの魅力が愉しめる
カレーです。

¥972（税込）軽

特定原材料：小麦・乳・卵
内容量：380g×1袋
（1人前）
電子レンジ専用パッケージ
賞味期限：6カ月 ㈱寿フーズ
辛さ指数 ★★★☆☆

ゴロッと入った手羽先が絶品!
スパイシーでコク旨な本格派スープカレー︒

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 エム・シーシー食品㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

美味しいカレーが勢
の
揃い
海道
！
北

1 北海道野菜の
スープカレー

ソテーしたたまねぎをベースに
独自のスパイスを加えて
仕上げた、
コク深い欧風カレーです。

北海道の大自然が育んだ野菜を使用した
具材にこだわった︑
スパイシーな中にも深い
コクのある本格派カレースープです︒

¥362（税込）軽

ガヴィアル

エチオピア

33 エチオピア ビーフカリー激辛

NEW

5 富良野スープカレー
チキンレッグ1本入

¥702（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：300g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：730日 ㈱南華園
辛さ指数 ★★★☆☆

「特定原材料」とは原材料に含まれているアレルギー特定原材料を表します。
※辛さ度合の表記は、当社比でありあくまで目安での表記となりますので予めご了承ください。

Nice & Spicy
Curry 2021

日本全国から美味しいカレー、話題のカレーを集めました。食べ比べてお楽しみください！！

6 三陸帆立ビーフカレー

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 鎌田水産㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

9 牛角カルビカレー
オトナ辛口

¥702（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：180g×1袋（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱ミッション
辛さ指数 ★★★☆☆

11 きのこを贅沢に使ったカレー
〜完熟トマトソース仕立て〜

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱ヤチヨ
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：小麦・乳
内容量：180g×1袋（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱アーデン
辛さ指数 ★★☆☆☆

¥405（税込）軽

¥432（税込）軽

元帝国ホテルシェフ
監修のカレー︒ルウに
肉の旨味が溶けだして
おり︑味に深みが
あります︒まさに︑
★3つの味わい︒

日本三大和牛のひとつ
﹁滋賀・近江牛﹂を
贅沢に使用した
本格派のカレーです︒

NEW

肉を知り尽くした
「ステーキ屋」さんのカレー

15 黒釜 きのこと近江牛のカレー

16 奈良三条ステーキ屋さんの
ビーフカレー

特定原材料：小麦・乳・卵
内容量：200g×1袋
（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱飛騨高山牧場
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：小麦
内容量：180g×1袋
（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱伊藤牧場
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：乳・小麦
内容量：220g×1袋
（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱イトー屋
辛さ指数 ★★☆☆☆

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱ブルーロワ
辛さ指数 ★★☆☆☆

神戸牛と淡路島産の
フルーツ玉ねぎを
使用し︑じっくり
煮込んだ
ビーフカレー︒

但馬牛は︑古来より優れた
伝統と血統を持つ品種
として認められています︒
その但馬牛を使用した
ちょっとリッチな
カレーです︒

¥540（税込）軽

¥540（税込）軽

¥702（税込）軽

NEW

青森県産
にんにくを使用！

熟成発酵させた
黒にんにくを具材の
メインに︑しっかりと
食べ応えのある
栄養満点のカレーです︒

例えるならば、
カフェで食べる
カレーの味わい。

トマトの風味を最大限に

生かし︑素材の旨味と
コクを効かせた
洋食屋さんのカレー︒

大阪南河内の郷土料理
﹁あぶらかす﹂︑

こだわりの﹁牛すじ肉・
牛肉﹂をふんだんに
使った贅沢カレーです︒

14 松阪牛ビーフカレー

17 自由軒 赤ラベルカレー

18 北極星 トマトカレー

19 神戸牛ビーフカレー

20 但馬牛カレー

21 熟成黒にんにくカレー

特定原材料：小麦
内容量：200g×1袋
（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：1年 ㈱キャニオンスパイス
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：小麦
内容量：200g×1袋
（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱ミッション
辛さ指数 ★☆☆☆☆

特定原材料：小麦
内容量：180g×1袋
（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱善太
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：乳・小麦
内容量：200g×1袋
（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 日本製麻㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：小麦・乳
内容量：180g×1袋（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 （株）
自然共生
辛さ指数 ★☆☆☆☆

¥432（税込）軽

¥702（税込）軽

¥540（税込）軽

¥540（税込）軽

﹁牛長﹂の賄いに受け
継がれた秘伝の味︒
選び抜いた和牛を
使用して︑高級感の
ある贅沢な
レトルトカレーを
完成させました︒

24 はかた地どりカレー

25 博多明太子カレー

26 牛長秘伝 和牛入れすぎカレー

特定原材料：小麦・乳
内容量：170g×1袋
（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：540日 ㈱ケーエスフーズ
辛さ指数 ★☆☆☆☆

特定原材料：小麦
内容量：180g×1袋
（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：1年6ヶ月 宮島醤油㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×1袋
（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：1年 ㈲オフィスシン
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：小麦
内容量：230g×1袋（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：1年 ㈱キャニオンスパイス
辛さ指数 ★★☆☆☆

宮崎を代表する
マンゴーと
宮崎牛をじっくり
煮込んだオリジナル
カレーです︒

﹁かごしま黒豚﹂を
贅沢に使い︑
黒豚ならではの
旨味と食べ応えが
感じられる
カレーです︒

¥430（税込）軽

¥432（税込）軽

¥540（税込）軽

28 佐賀牛カレープレミアム

29 宮崎マンゴービーフカレー

30 かごしま黒豚カレー

特定原材料：小麦・乳
内容量：180g×1袋
（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱サンフーズ
辛さ指数 ★☆☆☆☆

特定原材料：小麦・乳成分
内容量：220g×1袋
（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：1年6ヶ月 宮島醤油㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

特定原材料：小麦
内容量：180g×1袋
（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 ㈱響
辛さ指数 ★☆☆☆☆

特定原材料：小麦・乳成分
内容量：180g×1袋
（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：1年6ヶ月 宮島醤油㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

¥1,404（税込）軽

¥540（税込）軽

¥432（税込）軽

¥918（税込）軽

NEW

独自の発酵飼料で
育てた﹁もとぶ牛﹂の
旨味を充分に
味わえる︑お肉の
おいしいカレーです︒

佐賀の恵み豊かな

大地で育った佐賀牛を
たっぷりと使った
贅沢なこだわり

カレーです︒

手羽元を丸ごと使用し︑
クリーム︑トマト︑

バターをベースの

ルウでじっくり
煮込みました︒

23 瀬戸内レモン チキンカレー

27 バターチキンカレー

¥378（税込）軽

¥756（税込）軽

福岡名産博多明太子を
ホワイト系のカレー
ソースに閉じ込めました︒
ピリッとした辛みと
明太子の食感を
お楽しみください︒

グリルした
﹁はかた地どり﹂を
贅沢に使用︒地鶏
ならではの旨味と
食べ応え！

¥540（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：220g×1袋
（1人前）
レトルトパウチ
賞味期限：2年 サンフーズ
辛さ指数 ★★☆☆☆

フレッシュな瀬戸内

100

レモンとココナッツ
ミルクパウダーの
甘さでマイルドな

味わい︒

22 愛媛のお肉で
作ったビーフカレー

愛媛県産ビーフ %使用︒
やわらかく旨み

たっぷりの牛肉を
贅沢に使った
こだわりの逸品︒

NEW

NEW

10 よこすか海軍カレー

13 飛騨牛ハンバーグ入りカレー

¥734（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：450g（2人前）
プラスチック容器入り
賞味期限：1年 ㈱葵フーズディナーズ
辛さ指数 ★★★☆☆

41

国産牛の最高峰である
松阪牛の芳醇な旨味を
そのまま生かした
贅沢なまでの逸品です︒

【注意】容器のまま電子レンジで直接あたためる
事はできません。湯せんもしくは、鍋に
移しかえて温めてください。

ハンバーグに飛騨牛を

¥1,620（税込）軽

使用し︑肉の旨味が
カレーにとけ込んだ
ボリューム満点の

ハンバーグカレーです︒

創業より美味しさのみを

追求し続けたどり着いた

この味︒飛騨牛の

濃厚な旨味たっぷりの

玉ねぎを使用した︑
こだわりぬいた
カレーソースです︒

12 あふひ 贅の極み
飛騨牛カレー（2人前）

¥648（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：200g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 五光食品㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

きのこを贅沢に
使用し︑乳酸菌を
配合したＷ菌活

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×1袋
（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：2年 鎌田水産㈱
辛さ指数 ★★★☆☆

カレー︒甘味と酸味の

コクと旨味・甘さ・辛さ…
深い味わいはお酒にも合う！

8 牛たんカレー

¥864（税込）軽

バランスが絶妙な
完熟トマトソース
仕立て︒

NEW

7 前沢牛カレー「極旨」

よこすか海軍カレーの
定番︑明治 年
﹁海軍割烹術参考書﹂
の味を復元しました︒

レーを
カ
の
り
わ
だ
レー 、こ
カ
の
題
話
めました！
集
ら
か
日本 全 国

100

焼肉チェーン﹁牛角﹂監修︒
店舗で使用するカルビ
使用︑特製旨辛ダレで
旨味グレードアップ︒
高級な味わいに！

¥756（税込）軽

牛たんの旨味がぎゅっと
凝縮された味わい深い
みちのくカレー︒

帆立とビーフの
コラボレーション︒
スパイシーな味わいと
コクをプラスした
カレーファンも
納得の味︒

国

贅沢な前沢牛を %使用︒
ココナッツミルクが
ほのかに香る︑コクの
あるカレーです︒
カレー通にも
お薦めしたい逸品です︒

る
な

旅
ー
レ
カ

日本全

牛肉がたっぷり
入ってます！

31 もとぶ牧場ビーフカレー

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：180g×1袋（1人前）レトルトパウチ
賞味期限：1年 沖縄ハム総合食品㈱
辛さ指数 ★☆☆☆☆
※もとぶ牛とは…沖縄県の本部町でそだった
「沖縄県産黒毛和牛」
です。

■記載のある賞味期限は、製造・加工日からの日数です。

