
1 北海道 クリームチーズカレー 北海道産クリームチーズ使用

2 北海道 函館海の幸カレー 北海道限定発売のシーフードカレー

3 北海道 曼荼羅札幌スープカレー　ポーク角煮 札幌のスープカレー店の人気メニュー

4 北海道 曼荼羅札幌スープカレー　野菜 読者が決める食べたいご当地カレー第４位

5 北海道 北海道産　帆立カレー 北海道産ホタテ

6 北海道 大馬鹿ヤローカレー 馬肉と鹿肉・激辛

7 北海道 北海道産素材のやさいスープカレー 北海道産しゃがいも、しめじ、人参100％

8 北海道 北海道産素材のチキンスープカレー 北海道産鶏肉100％

9 北海道 北海道産素材のほたてスープカレー 北海道ホタテ100％

10 北海道 天竺　チキンカレー 札幌有名店の南インド風スープカレー

11 北海道 函館港町カレー 完熟トマトと伝統ソースのシーフードカレー

12 北海道 馬鹿ヤロ－カレー 馬肉と鹿肉

13 北海道 北海道オホーツク流氷カレー ホタテが入った白いカレー

14 北海道 札幌スープカレーlavi　とろとろ豚角煮 人気店の本格スープカレー

15 北海道 北海道 黒いカレー 黒ゴマ、イカ墨で黒くしたカレー、受賞歴有

16 北海道 北海道 白いカレー 牛乳を使い白くしたカレー、受賞歴有

17 北海道 函館カレー　中辛 五島軒のカレーで最もスタンダード

18 北海道 稚内たこカレー 稚内では一般的なタコカレー

19 北海道 登別地獄のカレー 激辛ビーフカレー

20 北海道 稚内かにカレー 稚内港で水揚げされたかに使用

21 北海道 悪魔のカレー 地獄のカレーの５倍辛い

22 北海道 クリシュナオホーツク流氷カリー 青いカレーにホワイトチキンで流氷をイメージ

23 北海道 オホーツク発　帆立伽哩 大粒のほたて貝柱をまるごと一粒

24 北海道 海鮮カレー　中辛 ホタテ、えび、カニ、イカのカレー

25 北海道 真夜中のカレー うなぎの肝のカレー

26 北海道 オホーツク産　ほたてスープカレー 北海道産ホタテ・野菜使用

27 北海道 ミルチ　チキン・ド・ピアザ 札幌有名店のインド風カレー

28 北海道 オホーツクの醍醐味！　タラバ蟹カレー オホーツクのタラバガニと北海道産野菜

29 北海道 札幌ピカンティ チキンスープカリー 札幌スープカレー専門店の商品

30 北海道 北海道　道産鶏のバターチキンカレー 味作りの達人が再現した商品

31 北海道 本日のスープカレーのスープ 大泉洋プロデュース

32 北海道 カレー百年物語 霜降牛肉、野菜たっぷり通の味

33 北海道 函館カレー　甘口 五島軒のカレーで最もスタンダード

34 北海道 函館カレー　辛口 五島軒のカレーで最もスタンダード

35 北海道 札幌スープカリー木多郎チキン 札幌で25年の歴史がある店の商品

36 北海道 札幌スープカレーlavi　やわらかチキン 人気店の本格スープカレー

37 北海道 北海道　道産豚の角煮カレー 味作りの達人が再現した商品

38 北海道 札幌スープカレー中辛 12種類のスパイスと野菜の旨味で深い味わい

39 北海道 五島軒ビーフカレー　中辛 老舗レストラン「五島軒」の欧風カレー

40 北海道 究極の函館カレー 安全と美味しさにこだわった究極のカレー

41 北海道 十勝清水牛カレー 十勝清水牛使用

42 北海道 ホエー豚カレー 北海道産ホエー豚使用

43 北海道 北海道ポークカレー中辛 北海道産豚肉、玉ねぎ使用

44 北海道 函館ヘルシー野菜カレー 特別栽培野菜、天然塩のヘルシーなカレー

45 北海道 函館挽肉カレー 老舗洋食店の裏メニュー

46 北海道 イギリス風カレー 王道のビーフカレー
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47 北海道 まるごとチキンレッグスープカレー チキンがこんなに大きくていいんですか？

48 北海道 北海道チキンカレー中辛 北海道産鶏肉、玉ねぎ使用

49 北海道 びえい牛ビーフカレー こだわりの牛肉「びえい牛」使用

50 北海道 北海道　道産牛の牛すじカレー 味作りの達人が再現した商品

51 北海道 北海道ビーフカレー中辛 北海道産牛肉、玉ねぎ使用

52 青森県 大間産まぐろカレー 大間産まぐろ使用、スパイシーなカレー

53 青森県 青森りんごカレー ほんのりピリ辛、青森県産リンゴの果肉入りカレー

54 青森県 海の男の味！青森県　大間マグロカレー 大間産まぐろ使用、スパイシーなカレー

55 岩手県 小岩井農場厳選素材カレー・クリームチーズ 小岩井農場産の牛肉やクリームチーズを使用

56 岩手県 前沢牛カレー極旨 前沢牛を使用し、ココナッツミルクがほのかに香るカレー

57 岩手県 前沢牛カレー 前沢牛の手焼き角切り牛肉入り、肉の表面を焼き旨味を閉じ込めた

58 岩手県 五穀カレー アマランサス、ひえ、あわ、青豆、金時を使用した健康志向のカレー

59 岩手県 小岩井農場厳選素材カレー・ビーフ 小岩井農場産牛肉を使ったカレー

60 岩手県 ササチョウ岩手味噌カレー スパイシーなルーに岩手の田舎味噌をブレンド

61 岩手県 短角亭　赤べこカレー 岩手県産の雑穀と短角牛を使用した極上のカレー

62 岩手県 あべどりチキンカレー 手羽元が２本入

63 岩手県 帆立ビーフカレー 帆立とビーフのコラボカレー、貝柱が旨味を引き立てる

64 岩手県 ミルクカレー 岩手の牛乳と生クリームで作ったコクのあるホワイトカレー

65 岩手県 あべどり田子にんにくチキンカレー 岩手のあべどりと青森の田子にんにくのコラボカレー

66 岩手県 白金豚カレー 岩手県花巻で飼育されている「白金豚」使用

67 宮城県 BEKO MASAMUNE 肉屋 牛たんカレー おすすめのご当地レトルトカレー第５位

68 宮城県 仙台黒毛和牛カレー 仙台の迎賓館の仙台黒毛和牛を使用したカレー

69 秋田県 牛スジと甘酒の秋田美人カレー 牛スジをベースに秋田の甘酒で香りを加えたデミグラス風カレー

70 秋田県 秋田比内地鶏カレー　中辛口 ご当地レトルトカレー食べ比べランキング第8位

71 秋田県 神代カレー【昔風・現代風】各100g 昔風カレーと現代風のご当地カレーの２袋入り

72 秋田県 比内地鶏の秋田美人カレー 比内地鶏の旨味が詰まったスパイシーなカレー

73 秋田県 秋田桃豚カレー　中辛口 徹底した衛生管理の下、飼育されている安心安全な豚肉「桃豚」使用

74 山形県 さくらんぼカレー 山形県産のさくらんぼの果肉が入ったピンクのカレー

75 山形県 三元豚角煮カレー 品種、飼料、環境、惜しみない探求から生まれた三元豚の角煮カレー

76 山形県 山形舟形マッシュカレー 舟形マッシュルームと野菜仕立てのベジタブルカレー

77 山形県 やまがた　いも煮カレー 山形の郷土料理「いも煮」をカレーにアレンジした和風ご当地カレー

78 山形県 黒毛和牛極とろカレー 山形産黒毛和牛のすね肉を箸でちぎれるほどやわらかく煮込んだ

79 山形県 山形県産黒毛和牛　極旨カレー 舟形マッシュルームと山形県産黒毛和牛の欧州風カレー

80 福島県 会津地鶏ハヤシ 会津地鶏、ハヤシ

81 福島県 川俣シャモ　トマトカレー 川俣シャモの肉団子、福島県産チェリートマト

82 福島県 川俣シャモ　地鶏カレー 川俣シャモのキーマカレー

83 福島県 川俣シャモとひよこ豆のスパイシーカレー 川俣シャモとひよこ豆のインド風カレー

84 福島県 会津地鶏激辛カレー 会津地鶏、激辛

85 福島県 会津地鶏クリームシチュー 会津地鶏、クリームシチュー

86 福島県 会津地鶏カレー　中辛口 会津地鶏

87 茨城県 水戸納豆カレー 茨城県産大豆100％使用した納豆をカレーにブレンド

88 茨城県 メロンカレー 日本全国ご当地レトルトカレー特集第2位

89 茨城県 奥久慈しゃも伽哩 全国特殊鶏味の求評会にて第１位の評価の「奥久慈しゃも」使用

90 茨城県 18禁カレー痛い（白箱） 世界最強の激辛を目指しているチキンカレー

91 茨城県 常陸牛ビーフカレー 全国有数の和牛「常陸牛」を使用

92 茨城県 18禁CURRY（チキン） 激辛カレーより激辛なチキンカレー

93 茨城県 ローズポークカレー 全国優秀賞受賞の「ローズポーク」使用

94 茨城県 古河の七福カレー 茨城県古河市のご当地グルメ、どの麺にも合うように研究を重ねた



95 栃木県 とちおとめの果汁たっぷり　「いちごカレー」 とちおとめを使用した甘酸っぱいカレー

96 群馬県 上州麦豚　とんとんのまちカレー 上州麦豚使用の辛口カレー

97 埼玉県 日本一の北本トマトカレー ご当地カレー2冠達成、埼玉県北本市のB級グルメ

98 埼玉県 所沢ビーフカレー 知る人ぞ知る「所沢牛」を贅沢に使用

99 埼玉県 ネゴンボ33監修　ポークビンダル― インド・ゴア州の名物料理を埼玉の人気店が監修

100 千葉県 潮風と大地のレタスカレー（ちば豚肉入り） 南房総の神戸(かんべ)レタスと千葉県産落花生を使用した「グリーン」なカレー

101 東京都 モナリザ　ブイヨン煮込みのフレンチカレー ミシュランが認めたシェフのフレンチカレー

102 東京都 築地マグロカレー マグロの切り身とデミグラスベースのルー

103 東京都 銀座プラチナカレービーフ 世界のセレブを魅了した伝説のカレーがレトルト化

104 東京都 俺のカレー　フレンチ 俺のフレンチ総料理長監修

105 東京都 俺のカレー　プレミアム ブックオフ創業者のプロデュースカレー

106 東京都 俺のカレー　イタリアン 俺のイタリアン、シェフ監修

107 東京都 俺のカレー　スパニッシュ 俺のスパニッシュ料理長監修

108 東京都 すみちゃんカレー 隅田川ちゃんこカレー、和風ポークカレー

109 東京都 アルポルト　イタリアンベジタブルカレー イタリアンの巨匠のベジタブルカレー

110 東京都 銀座プラチナカレー　チキン 世界のセレブを魅了した伝説のカレーがレトルト化

111 東京都 高円寺グレービービーフカレー 高円寺のゆるキャラ監修カレー

112 東京都 piwang監修　黒胡麻坦々キーマカレー 花椒の刺激とスパイスの香りが逸品

113 東京都 般ﾟ若監修　チキンカレー 下北沢の名店。コク、旨味、香り、食感全てが規格外

114 東京都 一条もんこ監修あしたのカレー カレー研究家一条もんこの最高傑作

115 神奈川県 ウッドアイランドよこすか海軍カレー カレーの街横須賀で人気店コンテスト第1位獲得店の海軍カレー

116 神奈川県 よこすか海軍カレー　ビーフ 明治41年のレシピを再現、元祖海軍カレー

117 神奈川県 野菜ごろごろイタリアンカレー 世界チャンピオンの店のごろごろ野菜カレー

118 神奈川県 魚藍亭よこすか海軍カレー 明治41年のレシピをもとに老舗割烹が再現、元祖海軍カレー

119 神奈川県 メルキュールホテル よこすか海軍カレー 明治41年のレシピをもとにホテルレストランの総料理長が再現、元祖海軍カレー

120 神奈川県 四川坦々カレー 横浜中華カレー、中華街で生まれた四川坦々カレー

121 神奈川県 はろーきてぃ　よこすか海軍カレー ハローキティと海軍カレーのコラボ商品

122 神奈川県 軍港横須賀キーマカレー 横須賀カレーレストランのキーマカレー

123 神奈川県 よこすか開国ペリーカレー ペリーに縁のある炭酸飲料を使用したカレーを再現

124 神奈川県 よこすか海軍カレー　やまゆり牛入 かながわブランド「やまゆり牛」使用

125 神奈川県 よこすか海軍カレーネイビーブルー 横須賀出身著名人がオススメする土産品海軍カレー

126 神奈川県 葉山牛カレー 世界に誇る銘柄和牛「葉山牛」使用

127 神奈川県 帝国海軍横須賀鎮守府発（よこすか海軍カレー） 「横須賀海軍カレー本舗」オリジナルのよこすか海軍カレー

128 新潟県 かんずり屋さんのゆずカレー 越後妙高香辛料「かんずり」「ゆず果肉」使用

129 新潟県 五十六カレー越後の牛肉入り 海軍カレーをベースにアレンジを加えた辛口ビーフカレー

130 新潟県 五十六カレー越後舞茸入り 海軍カレーをベースにアレンジを加え、越後名産の舞茸を使用

131 新潟県 NEGIキーマカレー Negiccoと一条もんこのコラボご当地カレー

132 新潟県 一条もんこ監修佐渡汽船カレー 佐渡汽船カーフェリー限定の超レアなご当地カレー

133 富山県 しろえびカレー 富山湾の宝石白エビ使用

134 富山県 氷見牛カレー めざましテレビのランキングで第２位

135 富山県 富山ブラックスープカレー たまり醤油が隠し味の辛口スープカレー

136 富山県 富山廣貫堂　【やくぜんカレー・ビーフ】（新生漢方牛） 漢方草で飼育された牛の薬膳カレー

137 富山県 富山ブラックカレー イカ墨と赤ワイン、黒コショウがアクセント

138 富山県 宇奈月ビールカレー（中辛） 宇奈月地ビールで煮込んだカレー

139 石川県 古都金沢カレー（金箔付き） 厳選した香辛料を使い良く煮込んだ濃厚ルーの金沢カレー、金箔付き

140 石川県 能登牛カレー めざましテレビのランキングで第３位、幻の能登牛使用

141 石川県 金沢カレー　シーフード 能登かき、帆立、甘えびが入ったスパイシーなカレー

142 石川県 和風金沢カレー 金沢の人気店「鰯組」監修、まろやかで懐かしい味



143 石川県 金沢カレー　野菜 加賀野菜使用

144 石川県 金沢カレー　ビーフ ジューシーで程よくやわらか、牛肉のおいしさを素直にいかした

145 石川県 プレミナンス　フレンチレストランの欧風カレー 金沢・プレミナンスのフレンチレストランの欧風カレー

146 石川県 能登牛カレー（辛口） 幻の能登牛100％使用、コク深いまろやか辛口ルー

147 石川県 アルバ　熟成カレー 石川発・本格濃厚加賀カレー

148 福井県 海の幸カニカレー 良質のかにが楽しめるカレー

149 福井県 奥越さといもカレー 福井県特産の里いもと辛口カレーのマッチング

150 福井県 福井 若狭牛カレー 若狭牛とスパイシーなルーのハーモニー

151 山梨県 糸力カレー・ビーフ　2食入り 富士吉田の地酒屋の裏メニュー、糸井重里大絶賛

152 山梨県 糸力カレー・インド　2食入り 富士吉田の地酒屋の裏メニュー、糸井重里大絶賛

153 山梨県 ゆるキャン△とんこつ煮込みカレーC なでしこが作ったカレーを再現

154 山梨県 ゆるキャン△とんこつ煮込みカレーD なでしこが作ったカレーを再現

155 山梨県 青い富士山カレー 見た目はまさかの水色！ダントツの一番人気のカレー

156 山梨県 赤い富士山カレー 見た目は真っ赤、かなりの激辛

157 山梨県 桃カレー 山梨県産の桃がゴロゴロ

158 山梨県 桃カレー辛口 桃のフルーティ感とカレーの辛味がベストマッチ

159 山梨県 葡萄カレー 山梨県産のぶどうがたくさん

160 山梨県 ほうとうカレー 食べる前に良く揉んでください、それが美味しさの秘訣

161 山梨県 ワインビーフカレー 牛肉の旨味と香辛料のスパイス感が絶妙

162 山梨県 ワインビーフシチュー 柔らかく煮込んだワインビーフを贅沢に使用

163 山梨県 ふじやまビールカレー 香りが良く肉感バッチリ、結構辛めな地ビールカレー

164 山梨県 シャインマスカットカレー 本格派のカレールーとシャインマスカットの追いソースが絶妙

165 山梨県 鹿カレー 存在感のある鹿肉が特徴、臭みは気なりません

166 山梨県 山梨甲州牛カレー 山梨県産の牛肉使用、ハローキティとコラボ

167 長野県 三笠ホテルカレー 旧三笠ホテルの伝説のカレーを現代風にアレンジ

168 長野県 OH!LA!HO!の地ビールカレー アンバーエール(地ビール)と巨峰果汁使用

169 長野県 おうちで焼きカレー 信州飯山産きのことみゆきポーク使用

170 岐阜県 飛騨牛ビーフカレー おすすめのご当地レトルトカレー第1位

171 岐阜県 骨付きチキンの煮込みカレー 骨付きチキンをまろやかでコクのあるルーで煮込んだカレー

172 岐阜県 飛騨牛カレー（中辛）250g 覇楼館のシェフが開発した飛騨牛カレー、隠し味に郡上味噌使用

173 岐阜県 とまとのカレー（辛口） 飛騨産完熟トマト使用

174 岐阜県 とまとのカレー（甘口） 飛騨産完熟トマト使用

175 静岡県 伊豆高原ケニーズハウスの白いカレー 伊豆の有名レストランの驚異的なリピート率を誇るカレー

176 静岡県 直虎カレー 現代の名工に選出された中華シェフ監修の美容と健康を応援する薬膳カレー

177 静岡県 すっぽんスープカレー すっぽん、チキン、鰹昆布のトリプルスープのスープカレー

178 静岡県 伊豆高原ケニーズハウスのチキンカレー サラサラのルーに鶏肉ゴロゴロ、辛すぎず甘すぎず

179 静岡県 箱根山麓豚の旨辛ポークカレー 箱根で飼育された三元豚使用した辛口カレー

180 静岡県 かんばらいわしカレー いわし削り節を使用し、魚肉を使わずだしの旨味を活かしたカレー、受賞歴有

181 静岡県 箱根西麓三島野菜のプレミアムカレー 三島ブランド野菜、三島ブランド認定箱根西麓牛を使用したカレー

182 愛知県 料理旅館の八丁味噌カレー ご当地フードグランプリ金賞受賞

183 愛知県 愛知の恵　あいちの牛すじどてカレー 愛知県産牛すじ、八丁味噌、愛知特産の大葉を調和させたカレー

184 愛知県 三河赤鶏　肉味噌カレー 三河赤鶏の挽肉と八丁味噌ベースの肉みそを使用した肉みそカレー

185 愛知県 台湾カレーミンチ でら辛なカレーミンチ、名古屋名物

186 愛知県 焼肉屋さんの黒カレー 牛すじを煮込んだピリ辛カレー、隠し味に八丁味噌

187 三重県 伊賀牛 伊賀忍者カレー 肉の横綱伊賀牛100％使用

188 滋賀県 近江牛カレー 日本トップクラスの近江牛を使用したカレー

189 滋賀県 大吉商店近江牛カレー とろける食感の近江牛と味わい深さが特徴

190 滋賀県 「黒釜」のきのこと近江牛のカレー 古民家レストランのオリジナルカレー、ひらたけと近江牛使用



191 滋賀県 大吉商店牛すじカレー 赤ワインを使用し風味豊かなカレーソースに仕上げ、近江牛の牛スジを使用

192 滋賀県 近江鶏カレー 鶏の旨味を凝縮させた近江鶏カレー

193 京都府 京都肉カレー ご当地レトルトカレーグランプリ銀賞受賞

194 京都府 日本一辛い黄金一味仕込みのビーフカレー 日本一辛い黄色い唐辛子「黄金」使用の激辛カレー

195 京都府 京野菜カレー 京野菜を使ったカレー

196 京都府 牛タンと黒ゴマのカレー 古民家フレンチの欧風牛タンカレー、黒ごまが絶妙

197 京都府 婆娑羅カレー 天然水を使用した正統派洋風カレー

198 大阪府 但馬屋のお昼ごはん牛たんのカレー 超熟成肉が話題の予約困難店の人気メニューを再現、牛タン75ｇ使用

199 大阪府 黒門屋らーめん　とんこつカレー ラーメン屋が作った本格濃厚白濁色の豚骨カレー

200 大阪府 北極星ビーフカレー 大正11年創業の老舗洋食店のビーフカレー

201 大阪府 あらえびす墨カレー（牛すじ） マンゴー、山椒を隠し味に使用した墨カレー

202 大阪府 上等カレー　レトルト（コクの赤） 第5回神田カレーグランプリ優勝、やみつき系甘辛カレー

203 大阪府 ビリケン　開運ビーフカレー 辛さが変わる魔法のスパイス付き、福の神ビリケンコラボカレー

204 大阪府 通天閣カレー　牛スジ＆ねぎ 牛スジネギカレー

205 大阪府 自由軒　名物カレー 自由軒の名物カレー、元祖混ぜカレー、ウスターソース付き

206 大阪府 炭火焼肉たむらのカレー（中辛） たむらけんじ監修、炭火焼肉たむらのビーフカレー

207 大阪府 モジャカレー 関西で人気の「モジャカレー」バングラデシュ人シェフが日々研究

208 大阪府 堂島カレー マイルド 甘くて辛い大阪の味

209 大阪府 北極星トマトカレー 日本で初めてオムライスを作った洋食店のトマトカレー

210 大阪府 あらえびす墨カレー（鶏） マンゴー、山椒を隠し味に使用した墨カレー

211 大阪府 自由軒　黒ラベルカレー 骨付き手羽元、鶏もも使用、うまみと辛さにこだわったカレー

212 大阪府 炭火焼肉たむらのカレー（辛口） たむらけんじ監修、炭火焼肉たむらのビーフカレー

213 大阪府 なにわの牛すじ黒カレー イカ墨をブレンドした真っ黒なルー

214 大阪府 堂島カレー オリジナル 甘くて辛い大阪の味

215 大阪府 自由軒　赤ラベルカレー トマトが香る中辛、あぶらかす(ホルモンの一種)使用

216 大阪府 串かつだるまのどて牛すじ味噌煮込みカレー 牛スジのどて焼きをカレーにブレンド

217 大阪府 串かつだるまの二度づけ禁止串かつソースカレー 二度づけ禁止で有名な串カツだるまの秘伝ソースをカレーにブレンド

218 大阪府 肉はたけしま・牛すじカレー 30種類のスパイスと国産牛スジを煮込んだカレー

219 大阪府 なにわの女将の牛すじカレー 牛すじを河内ワインで煮込んだカレー

220 大阪府 カシータ　ビーフカレー 大阪の名店が監修

221 大阪府 カシータ イタリアンベジタブルカレー 大阪の名店が監修

222 兵庫県 三田屋　ハンバーグカレー レトルトカレー食べ比べランキング第２位

223 兵庫県 淡路牛玉ねぎカレー ご当地カレーランキング第４位

224 兵庫県 神戸牛ビーフカレー 最高級神戸牛

225 兵庫県 明石初・発たこカレー 小海老ソースとトマトがベース

226 兵庫県 三田屋　黒毛和牛のビーフカレー 職人がこだわった牛肉を使用

227 兵庫県 神戸牛カレー こだわりの神戸牛

228 兵庫県 淡路島玉ねぎカレー中辛 淡路島産玉ねぎ

229 兵庫県 神戸ワインビーフカレー 神戸ワインの搾りかすを食べた神戸牛使用

230 兵庫県 伊藤グリル　兵庫県産和牛を贅沢に使った欧風ビーフカレー 神戸の老舗洋食屋の欧風ビーフカレー

231 兵庫県 山田錦純米黒毛和牛キーマカレー 黒毛和牛挽肉、姫路の銘酒使用

232 兵庫県 精養軒　トマトベースのビーフカレー 神戸精養軒のトマトベースのビーフカレー

233 兵庫県 にくいち 神戸牛カレー 上質な神戸牛使用

234 兵庫県 三田屋　黒毛和牛の赤カレー 職人がこだわった牛肉、赤唐辛子を使用

235 兵庫県 淡路島「激辛」玉ねぎカレー 淡路島産玉ねぎ、激辛

236 兵庫県 神戸カレー 但馬牛使用

237 兵庫県 三田屋　黒毛和牛の黒カレー 職人がこだわった牛肉、イカ墨を使用

238 兵庫県 三田屋　黒豚のポークカレー 職人がこだわった豚肉を使用



239 兵庫県 神戸レトロカレー ラードのコク、果実の甘味

240 兵庫県 三田屋　黒鶏のチキンカレー 職人がこだわった黒鶏を使用

241 兵庫県 淡路島玉ねぎカレー辛口 淡路島産玉ねぎ

242 奈良県 1300年カレー 1300年前の天平時代のカレーを再現

243 和歌山県 出汁カレー カレーうどんに合う和風カレー

244 鳥取県 名探偵コナン 魅惑の鳥取牛カレー 鳥取牛使用、名探偵コナンコラボ商品

245 鳥取県 妖怪ファミリーカレー 鳥取牛使用、ゲゲゲの鬼太郎コラボ商品

246 鳥取県 原木しいたけと二十世紀ナシのカレー　ナシータカレ 原木椎茸と二十世紀梨使用

247 鳥取県 CAFE CURRY 鳥取牛とコーヒーのカレー

248 鳥取県 鳥取和牛カレー 鳥取牛と二十世紀梨ワイン使用

249 鳥取県 鳥取チキンカレー 鳥取県産鶏肉使用

250 島根県 さざえカレー サザエの肝が隠し味

251 島根県 どんちっち鰈入カレー カレイまるごと一尾入り

252 島根県 島根県産黒毛和牛　島根の和牛カレー しまね和牛使用

253 島根県 しまね合鴨カレープレミアム

254 岡山県 白桃ピオーネカレー 岡山県産の白桃、ピオーネなどを使用した創作カレー

255 岡山県 千屋牛　炭火炙り牛カレー 国内最古種といわれる千屋牛の厳選ステーキ部位80ｇ入

256 岡山県 岡山和牛カレー 千屋牛と岡山名産の完熟トマト使用

257 広島県 広島名産　かきカレー　中辛 ご当地レトルトカレー食べ比べランキング第1位

258 広島県 宮島牡蠣カレー 広島県産牡蠣使用したココナッツ風味のまろやかカレー

259 広島県 美酒カレー 日本三大銘醸地の一つ西条町の地酒を贅沢に使用

260 広島県 戦国カレー毛利元就の陣 広島県産の梨、ブレンドスパイス、沢山の野菜、三つ合わせたカレー

261 広島県 江田島海軍カレー 海軍から伝わるカレーを再現

262 広島県 呉海軍亭肉じゃがカレー 肉じゃがとカレーをブレンドした商品

263 山口県 岩国海軍飛行艇カレー 岩国特産れんこんを使用したキーマカレー

264 徳島県 しいたけ侍カレー 特産しいたけのスパイシーカレー

265 徳島県 阿波尾鶏カレー

266 香川県 オリーブ果実グリーンカレー オリーブを使用したグリーンカレー、隠し味に小豆島醤油とオリーブ茶葉使用

267 香川県 オリーブ牛ビーフカレー オリーブ牛使用、隠し味に小豆島醤油とオリーブ茶葉使用

268 香川県 オリーブ豚ポークカレー オリーブ豚使用、隠し味に小豆島醤油とオリーブ茶葉使用

269 愛媛県 愛媛じゃこ天カレー 愛媛特産の「じゃこ天」を使用した和風カレー

270 愛媛県 おらが村のさといもカレー 愛媛県の郷土料理の「いも炊き」をカレーにブレンド

271 愛媛県 日野出豚カレー 幻の豚肉「日野出豚」を愛媛県産みかんジュースに漬け込み具材として使用

272 高知県 土佐くじらカレー 高知県産しょうがとクジラを使用した昔懐かしのクジラカレー

273 高知県 薬膳・高知県物部ゆずカレー 50種類のスパイスハーブと、特産「実生ゆず」にこだわり味付け

274 高知県 龍馬軍鶏カレー 程よい歯ごたえの肉質とぎゅっと詰まった旨味が魅力の軍鶏を使用

275 高知県 土佐あかうしと文旦のカレー うまみ濃い土佐あかうしの挽肉と角切り肉のダブル仕立てに文旦果汁をプラス

276 高知県 土佐はちきん地鶏のミンチカレー（中辛） 地鶏の旨味と香り高いスパイスのホットな刺激、クセになるおいしさ

277 高知県 土佐の赤牛カレー 希少種土佐のあかうしを使用したカレー

278 高知県 土佐ジローカレー 日本古来の「土佐地鶏」を使用した野趣あふれるカレー

279 高知県 土佐はちきん地鶏のチキンカレー（辛口） 地鶏の旨味と玉ねぎのコクが魅力の辛口カレー

280 福岡県 博多明太子カレー ご当地レトルトカレーグランプリ金賞受賞

281 福岡県 博多 華味鳥【手羽元カレー】 レトルトチキンカレー部門第１位

282 福岡県 ナイル中辛カレー 博多の名店ナイルカレーの一番人気商品

283 福岡県 ナイル辛口黒カレー 博多の名店ナイルカレー監修、辛口黒カレー

284 福岡県 博多益正カレー（中辛） 博多の居酒屋の人気メニュー

285 福岡県 ナイル甘口カレー 博多の名店ナイルカレー監修、甘口黄色カレー

286 福岡県 博多和牛カレー 博多和牛部会認定牛使用



287 福岡県 福岡　柳川うなぎカレー うなぎの骨の粉末を隠し味に使用

288 福岡県 福岡筑前古処鶏和風カレー 古処鶏使用、アゴだし和風カレー

289 福岡県 門司港レトロ焼きカレー 門司港大人気グルメの焼きカレー

290 福岡県 博多 華味鳥【粗挽きキーマカレー】 華味鳥の大きめの挽肉がアクセント

291 福岡県 博多 華味鳥【華味鳥カレー】 水炊き専門店が研究を重ねたカレー

292 佐賀県 佐賀牛ひき肉カレー 佐賀牛のミンチと国産黒豚のミンチのキーマカレー

293 佐賀県 佐賀牛カレープレミアム 上質な佐賀牛をたっぷりと使用

294 佐賀県 伊万里牛黒カレー 伊万里牛をとろとろになるまで煮込んだコクのあるカレー

295 佐賀県 佐賀県産和牛カレー 佐賀県産和牛を使用した味わい豊かなカレー

296 佐賀県 佐賀で育った・佐賀牛ビーフカレー 佐賀牛にスパイスにこだわったカレーソースが絡まる

297 長崎県 長崎名物豚角煮カレー 長崎名物豚の角煮と島原みそを使用したカレー

298 熊本県 赤のトマトカレー 熊本県産トマト、エリンギ、えのきを使ったポークカレー

299 熊本県 黒の海苔ごまカレー 日本一の有明海苔と黒ゴマが特徴のポークカレー

300 熊本県 天草たこカレー 天草のたこ使用、タコの旨味がよく溶けだした味わい深いカレー

301 熊本県 くまもときのこカレー(中辛） ベーススープにこだわり、熊本県産トマトと数種類のきのこを使用

302 熊本県 くまもとトマトカレー(中辛） ベーススープにこだわり、熊本県産完熟トマトでアクセント

303 熊本県 くまもと荒尾梨カレー(やや中辛） ベーススープにこだわり、熊本特産の梨を贅沢に使用

304 熊本県 くまもと南関あげカレー(中辛） 熊本県特産品の「南関揚げ」を使用

305 大分県 豊後きのこカレー ご当地カレー食べ比べランキング第５位、肉厚どんこ使用

306 宮崎県 宮崎牛カレー 「脂身の甘味」「赤みの旨味」が評価されている宮崎牛使用

307 宮崎県 宮崎産若鶏のキーマカレー 宮崎県産若鶏のインド風キーマカレー

308 宮崎県 厚切り椎茸とシメジのきのこカレー 宮崎県産椎茸を使用したヘルシーカレー

309 宮崎県 チキンとほうれん草のスープカレー 宮崎県産ほうれん草と手羽元が丸ごと1本入ったピリッと辛いスープカレー

310 宮崎県 高千穂生まれのトマトカレー 宮崎県産トマトピューレを30％使用したさわやかヘルシーカレー

311 鹿児島県 鹿児島黒豚ポークソテーカレー 鹿児島県産黒豚100％使用

312 鹿児島県 霧島神話豚カレー じっくり煮込んだ自家製とんこつスープにやわらか豚肉がポイント

313 沖縄県 沖縄美味御膳ゴーヤーカレー 沖縄県産ゴーヤ使用

314 沖縄県 ボンカレー（あまくち）＜沖縄限定＞ 沖縄限定ボンカレー

315 沖縄県 SPAMカレー 沖縄名物SPAMハムが入った南国風味のカレー

316 沖縄県 ボンカレー（からくち）＜沖縄限定＞ 沖縄限定ボンカレー

317 沖縄県 ボンカレー（ちゅうから）＜沖縄限定＞ 沖縄限定ボンカレー

318 沖縄県 沖縄美味御膳黒豚カレー 国産黒豚バークシャー種使用

319 沖縄県 あぐーカレー 日本全国ご当地レトルトカレー特集第９位

320 沖縄県 紅あぐーカレー 甘味のある脂身とあっさりとした赤みのバランスが特徴

321 中国 功夫カレー カレー偏愛家のカレーおじさん監修の一風変わったカレー

322 ミャンマー チェッターヒン

323 マレーシア ルンダン 人気マレーシア料理店監修、本格中華系マレーシア料理

※リストに載っていても店頭にない場合は品切れの可能性が御座います。
　詳しくは従業員までお問い合わせください


