
１８９円＇税込（

粉末タイプですので、カレーライスだけでなく、チャーハン、焼きそば、野菜炒めなど工夫しだ
いで料理のレパートリーがひろがります。また、脂肪分が控えめで、味付けが強すぎないの
で、お子さまからお年寄りまで、幅広くお召し上がりいただけます。
創業以来変わらぬ支持を頂いているロングセラー商品です。

即席カレーの姉妹品です。小麦粉を丹念に炒め、トマトをふんだんに使用しています。粉末
タイプですので、ハヤシライスの他にもハンバーグやステーキのソースなどにもお使いいた
だけます。
脂肪分が控えめで味付けが強すぎないので、お子さまからお年寄りまで、幅広くお召し上が
りいただけます。

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、落花生、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

小麦、乳、落花生、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

特定原材料等アレルゲン

即席カレー　９５ｇ　＇５～６皿分（

即席ハヤシドビー　９５ｇ　＇５～６皿分（

１３６円＇税込（

１３６円＇税込（

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、落花生、豚肉、鶏肉、大豆、リンゴ

米粉カレールウ　１２０ｇ　＇６皿分（ ３４６円＇税込（

特定原材料等アレルゲン 鶏肉、大豆、リンゴ

チャツネ練込み直火焼製法
ダマにならず、さっと溶けるフレークタイプになりました。手早く、そのなめらかで深みのある
プロの仕上がりにご満足いただけるはずです。
溶けやすいので、カレーうどんやピラフ風カレーもあっという間。お料理のレパートリーもぐん
と広がります。その上固形タイプにくらべ、脂肪分をおさえてあるので、とってもヘルシーで
す。

粉末タイプで、特製チャツネ付き。
チャツネを入れてじっくり煮込むと、味に深みが出るカレールウです。
脂肪分が控えめでどこか懐かしい味がするカレーです。

我が国の食料問題のひとつとして、食料自給率の低下があげられております。そこで、日本
の食料自給率向上のカギとなる米に注目し、愛知県産の米粉を100％使用したカレールウを
開発しました。
カレールウの主原料である小麦粉を、全て米粉に置き換え、独自の直火焼製法により丹念
に焼き上げ、脂質をおさえたフレークタイプにしました。化学調味料・着色料を使わず、魚
醤、酵母エキス、ココアパウダーを使用することで、味に深みを出しています。

マースカレーゴールド　中辛　１５０ｇ　＇７～８皿分（ ２３１円＇税込（

マースカレー　２３０ｇ　＇９～１０皿分（ ２５２円＇税込（

特定原材料等アレルゲン

小麦、乳、落花生、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

マースカレー　１３０ｇ　＇５～６皿分（



生乃カレー　３００ｇ　＇２～３皿分（ ３４６円＇税込（

小麦、乳、豚肉、鶏肉、リンゴ、大豆、＇米（特定原材料等アレルゲン

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、鶏肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

小麦、乳、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

２８３円＇税込（

マースカレー　レトルト版　辛口　２００ｇ ２２０円＇税込（

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、牛肉、鶏肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

２２０円＇税込（

小麦、乳、牛肉、豚肉、鶏肉、リンゴ、大豆

２８３円＇税込（

マースカレー　レトルト版　２００ｇ ２２０円＇税込（

特定原材料等アレルゲン

昭和３７年発売のロングセラー「マースカレー」のレトルトです。
オリエンタル独自のマースチャツネとともにじっくり煮込み、どこか懐かしく、まろやかでコクの
ある味わいです。
MARS　…　Mango  Apple  Raisin  Spice

精選された香辛料を使い、牛肉、野菜、果物等を本格的に調理し、十分煮込んだカレールー
のレトルトです。
お好みで肉、野菜を加えれば、より一層美味しくお召し上がりいただけます。

即席ハヤシドビー　レトルト版　２００ｇ

じっくりあめ色になるまで炒めた玉ねぎと、ローストした玉ねぎをふんだんに使用することで
玉ねぎの自然な甘味と独特な深みを醸し出しています。
そのソースで柔らかポークと大切りじゃがいもをじっくり煮込み、旨味とコクのあるカレーが出
来上がりました。

リンゴやトマトなどの果物や野菜と、マースチャツネをたっぷり使用し、旨味、甘味、酸味がバ
ランスよく調和したソースに柔らかポークと玉ねぎ、マッシュルームを加えてじっくり煮込みま
した。

昭和３７年発売のロングセラー「マースハヤシ」のレトルトです。
オリエンタル独自のマースチャツネとともにじっくり煮込み、どこか懐かしく、まろやかでコクの
ある味わいです。

昭和３７年発売のロングセラー「マースカレー」のレトルト版‘辛口タイプ‘です。
オリエンタル独自のマースチャツネとともにじっくりと煮込んだ、どこか懐かしい味わいのマー
スカレーに、ホットなブレンドスパイスを加え辛口に仕上げました。

マースハヤシ　レトルト版　２００ｇ

特定原材料等アレルゲン

即席カレー　レトルト版　２００ｇ



男乃カレー　ビーフ　２００ｇ　＇厚切りビーフ入り（ ４４１円＇税込（
小麦粉を一切使わず、スパイスと果実のとろみを活かしてます。
一流インド人シェフのレシピに基づく調理方法を、忠実に再現しました。じっくりアメ色になる
まで炒めた玉葱が深みとコクを与えています。

特定原材料等アレルゲン 牛肉、鶏肉、大豆、リンゴ

激カレー　２０１ｇ ２６２円＇税込（
唐辛子の刺激的な辛さとにんにくの旨味を煮込んだスパイシービーフカレー。別添えの激ス
パイスをふりかければ、さらに辛さが増す激辛グルメの真骨頂です。

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

男乃カレー　チキン　２００ｇ　＇骨付きチキン入り（ ４４１円＇税込（
小麦粉を一切使わず、スパイスと果実のとろみを活かしてます。
一流インド人シェフのレシピに基づく調理方法を、忠実に再現しました。じっくりアメ色になる
まで炒めた玉葱が深みとコクを与えています。

特定原材料等アレルゲン 鶏肉、大豆、リンゴ

なにわの牛すじ黒カレー　中辛　２００ｇ ３１５円＇税込（
イカ墨を加えピリッとスパイスを効かせたカレーソースに牛すじを煮込んだ旨み豊かなレトル
トカレーです。たっぷりの刻みネギをトッピングすると、濃厚な中にも辛さがより一層引き立ち
ます。牛すじの旨みとさっぱりしたネギとの絶妙な味をお楽しみください。

特定原材料等アレルゲン 小麦、牛肉、豚肉、イカ、リンゴ、大豆、＇米（

たっぷり野菜のさらさらカレー　２００ｇ ３１５円＇税込（
２1種類の野菜と果実を使用し、本来の味と食感を活かしたあっさりとした中にスパイスを効
かせたカレーです。食用油脂を使用していないため、カロリー控えめなレトルトカレーです。
　　１食 200ｇ ： 86 kcal

特定原材料等アレルゲン リンゴ、バナナ



八丁味噌のコクと香りを生かし、豚ホルモンとコンニャクをオリエンタル独自のマースチャツ
ネとともにじっくりやわらかく煮込みました。
フルーツの酸味と甘味が八丁味噌の風味を引き立てています。

愛知の恵　あいちの牛すじどてカレー　２００ｇ

２５２円＇税込（

小麦、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

３００円＇税込（

名古屋カレーうどんのスタンダードである太くて長いコシのある麺によくあう辛くてこってりな
黄色いスープに、具として三河赤鶏と油揚げを使用しました。
特に三河赤鶏は、三河山間部の自然の恵みを受けて育った筋肉質でジューシーな美味鶏で
す。鶏肉特有のにおいが少ないため、カレーソースとの相性もバッチリです。

特定原材料等アレルゲン

あんかけスパゲッティーソース　トマト味　１５０ｇ

名古屋どてめし　１６０ｇ

名古屋カレーうどん　三河赤鶏　２７０ｇ　＜レトルト＞

特定原材料等アレルゲン

小麦、乳、牛肉、豚肉、鶏肉、大豆、リンゴ、＇米（

２２０円＇税込（

２２０円＇税込（

名古屋カレーうどんの素　１２０ｇ　＜フレークタイプ＞　＇４人分（ １７８円＇税込（

特定原材料等アレルゲン 牛肉、リンゴ、大豆、＇ごま（

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、落花生、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

独自の直火焼製法により丹念に焼き上げられた香ばしい香りと深いコク、かつお節といりこ
だしによるまろやかな風味。名古屋カレーうどんのスタンダードである、なめらかで深みのあ
る仕上がりにご満足いただけるはずです。

玉ねぎの甘み、トマトの旨みを生かし、オリエンタル独自のマースチャツネとブレンドスパイス
でじっくり煮込んだ、おいしさ＆とろみたっぷりのあんかけにピリッと効かしたあらびきブラック
ペッパーが刺激的なスパゲッティーソースです。

小麦、乳、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆

特定原材料等アレルゲン

４２０円＇税込（

筋肉質でジューシーな「三河赤鶏」の挽き肉と、岡崎城より西へ八丁はなれた旧八町村でし
こまれたカクキューの「八丁味噌」を使用し、具材には歯ごたえのよいタケノコとニンジンを使
い、隠し味に本みりんで味を調えました。
食感がほどよく残った挽き肉と、八丁味噌との旨味、辛味等、味のバランスがとれた肉味噌
カレーです。

愛知の郷土料理である「牛すじどて煮」を八丁味噌仕立てにし、日本一の生産量を誇る「青
じそ」の香味が更なる旨味を引き出すことにより、芳醇な愛知の恵あふれる「牛すじどてカ
レー」に仕上げました。
JAあいち経済連様＇愛知県産牛すじ･大葉（とオリエンタルとの共同開発商品です。

肉味噌カレー　１８０ｇ

大豆、鶏肉、＇米（、＇ごま（

特定原材料等アレルゲン



ドアラカレー　あいだをとって、中辛　２００ｇ ２６２円＇税込（
中日ドラゴンズのマスコットキャラクターとコラボレーションしたレトルトカレー商品。ドアラが
人生と味の辛さを風刺した本格ビーフカレーです。マンゴ、リンゴ、干しぶどう、香味野菜とス
パイスをブレンドしたオリエンタル独自のマースチャツネとともにじっくり煮込まれた、まろや
かでコクのあるカレーです。
中日球団承認商品。

中日ドラゴンズのマスコットキャラクターとコラボレーションしたレトルトカレー商品。ドアラが
人生と味の甘さを風刺した本格ビーフカレーです。マンゴ、リンゴ、干しぶどう、香味野菜とス
パイスをブレンドしたオリエンタル独自のマースチャツネとともにじっくり煮込み、まろやかな
コクのあるカレーに仕上げました。
中日球団承認商品。

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（

ドアラカレー　こどもって、甘口　２００ｇ ２６２円＇税込（

ドアラカレー　おとなって、辛口　２００ｇ ２６２円＇税込（
中日ドラゴンズのマスコットキャラクターとコラボレーションしたレトルトカレー商品。ドアラが
人生と味の辛さを風刺した本格ビーフカレーです。マンゴ、リンゴ、干しぶどう、香味野菜とス
パイスをブレンドしたオリエンタル独自のマースチャツネとともにじっくり煮込み、ホットなブレ
ンドスパイスを加え、辛口に仕上げました。
中日球団承認商品。

特定原材料等アレルゲン 小麦、乳、牛肉、豚肉、リンゴ、大豆、＇米（



特定原材料等アレルゲン

マンゴ、リンゴ、干しぶどうなどの果物や香味野菜、スパイスを大釜でじっくり炊き上げまし
た。
インド料理には欠かせない調味料ですが、焼肉、すき焼きのたれやスパゲッティーソースな
ど様々な料理の隠し味にお使いいただけます。

シナモンと、砂糖をミックスしました。
トースト、ドーナツ、焼きリンゴなどに、そのままお好みの量をふりかけて下さい。クッキー、
アップルパイの生地に練り込んだり、紅茶、ミルク、コーヒーにも、お好みの量を入れてお飲
みいただきますと、さわやかな香りをお楽しみいただけます。

６０９円＇税込（

リンゴ

特定原材料等アレルゲン なし

グァバはトロピカルフルーツを代表する果物です。甘い特有の芳香は、フルーツの王様とも
いわれ、果実の優秀性とともに高い評価をされています。
お求め安い６本入りケースです。

シナモンシュガー　３００ｇ ６０９円＇税込（

なし

特定原材料等アレルゲン

３，６００円＇税込（

グァバ ６本セット ８００円＇税込（

グァバ　＇２５０ｇ X ３０本入（

マースチャツネ　５００ｇ

グァバはトロピカルフルーツを代表する果物です。甘い特有の芳香は、フルーツの王様とも
いわれ、果実の優秀性とともに高い評価をされています。

なし

特定原材料等アレルゲン



オリエンタル坊や 全長　約18㎝

オリジナルスプーン 315 円 ＇税込（

オリエンタル坊や 全長　約18㎝

オリジナルフォーク 315 円 ＇税込（

オリエンタル坊や 全長　約12㎝

ティースプーン 315 円 ＇税込（

オリエンタル坊や 全長　約12㎝

ヒメフォーク 315 円 ＇税込（

オリエンタル　オリジナルバンダナ 各 525 円 ＇税込（

＇カラー　赤・青（

バンダナの中央にオリエンタルのマークが

入っています。

いろいろな用途にお使いください。

大きさ 約 5 ㎝ 大きさ 約 5 ㎝ 大きさ 約 5.5 ㎝

　オリエンタル坊や オリエンタル坊や オリエンタル坊や

　キーホルダー 609 円 ＇税込（ ストラップ 1,029 円 ＇税込（ マスコット人形 525 円 ＇税込（

坊やの人形がそのまま 坊やの人形がそのまま オリエンタル坊やのミニチュア

キーホルダーになりました 携帯ストラップになりました 人形です。机の上やちょっとした

ところにも飾れます。



オリエンタル　手拭い
＇カラー　赤・青（
綿100％　日本製

大きさ約34cm×90cm

各 980 円 ＇税込（

和のテイストたっぷりでインテリアやファッション、ラッピングなど様々な用途に使用可能な手拭いです。

昔懐かしの「オリエンタルカレーの唄」の歌詞とお馴染みの「オリエンタル坊や」があしらわれ、“粋”なデザイン

に仕上がっています。

味わい深い独特の風合いの「オリエンタル手拭い」。是非あなたのセンスを生かして、いろいろな場所で使って

みてください。

※ 洗濯時、色落ちすることがございますので、薄色のものとは分けて洗ってください。また、塩素漂白剤は使用しないで下さい。

洗濯したり使用しているうちに色合いは味わい深くなります。 

※ 手拭いの端は様々な用途に対応する為、切りっぱなしになっています。その為横糸が少しずつとれてきますが、使用してい

るうちになじんで落ち着いてきます。

オリエンタル坊や陶器人形＇ツヤ有（
大きさ 約 16 ㎝

2,520 円 ＇税込（

陶器製のオシャレな人形です。

オリエンタル坊やが可愛く首を振ります。

玄関先のインテリアに最適です！



どてめし・味噌煮込みうどん・みそかつ・肉味噌カレー・てんむす
ひつまぶし・名古屋カレーうどん・あんかけスパゲッティなど …

今や、全国区になったなごやめし。
オリエンタルは、昭和20年からずっと
家庭の味を作り続けています。

★ 名古屋どてめし　×1
★ 名古屋カレーうどん　三河赤鶏　×1
★ あんかけスパゲッティソース　トマト味　×1
★ 肉味噌カレー　×1
★ オリジナルスプーン　×1

1,260 円 ＇税込（

★ あんかけスパゲッティーソース　トマト味　×2
★ 名古屋カレーうどんの素　×2
★ 名古屋どてめし　×2
★ オリエンタルオリジナルスプーン　×1
★ オリエンタルオリジナルフォーク　×1

1,970 円 ＇税込（

    なごやめし　いくつご存知ですか？

なごやめしセット

名古屋三昧



マースカレーのパッケージをそのままデザインした箱に、マースカレー 
レトルトとマースハヤシ レトルトをセットにしました。

マスコットとオリジナルスプーンが付いた　　ＣＫ－０２
キーホルダーとオリジナルスプーンが付いたセット　　ＣＫ－０３
をご用意致しました。

★ マースカレーレトルト　×2
★ マースハヤシレトルト　×2
★ オリジナルスプーン　×1
★ マスコット人形　×1

1,825 円 ＇税込（

★ マースカレーレトルト　×2
★ マースハヤシレトルト　×2
★ オリジナルスプーン　×1
★ キーホルダー　×1

1,930 円 ＇税込（

人気のマースレトルトに「辛さのグルメ」男乃カレー、さらにはビタミンCが
豊富なグアバが入ったオリエンタルこだわりのラインナップです。

大切なあの人にオススメの商品です。

★ マースカレーレトルト　×2
★ マースハヤシレトルト　×2
★ 男乃カレー　ビーフ　×2
★ 男乃カレー　チキン　×2
★ グァバ　×4
★ フルーティーチャツネ
★ スパイシーチャツネ
★ 福神漬

3,150 円 ＇税込（ＯＲＧ３０

カレーキット

ＣＫ－０２

ＣＫ－０３

カレーアソート



G-50　＇14食分（ 5,250円＇税込（

生乃カレー＇甘口、中辛、辛口（各２

泰乃カレー＇ﾚｯﾄﾞｿｰｽ、ｸﾞﾘｰﾝｿｰｽ（各１

男乃カレー＇キーマ、ビーフ、チキン（各２

※フルーティーチャツネ、スパイシーチャツネ付

※福神漬付

G-５　＇5食分（ 2,100円＇税込（

生乃カレー(甘口・中辛・辛口（各１

男乃カレー(ビーフ・チキン（各１

※フルーティーチャツネ、スパイシーチャツネ付

※福神漬付

GK-30　＇7食分（ 3,150円＇税込（

生乃カレー＇甘口、中辛（各１

男乃カレー＇キーマ、ビーフ、チキン（各１

泰乃カレー＇ｸﾞﾘｰﾝｿｰｽ（　１

ビーフシチュー　１

PG-404　＇10食分（ 4,200円＇税込（ ※フルーティーチャツネ、スパイシーチャツネ付

生乃カレー＇甘口、中辛（各２ ※福神漬付

男乃カレー＇キーマ、ビーフ、チキン（各２

※フルーティーチャツネ、スパイシーチャツネ付

※福神漬付

オリエンタル・ガネーシャ

「できる限りの、上質で新鮮な天然の素材を、でき

る限りナチュラルな手作りの方法で。」をモットーに

創りあげるガネーシャ。それは、インスタントカレー

の草分けとして、原料・素材・製法・味のすべてに



住　所

電話番号

FAX番号

住　所

氏　名 電話番号

数　　量 単価（税込） 　　価格（税込）

小　　計

配送料

合　  計

  商品到着希望日

  お届け希望時間 午前中 １２時～１４時 １４時～１６時 １６時～１８時 １８時～２０時 ２０時～２１時

＜ＦＡＸ送信先＞
０５８７－３６－４５９３

＜お問い合わせ＞
フリーダイヤル　０１２０－０５－４５４５

お客様通信欄

株式会社　オリエンタル洋行

当社使用欄

 ￥

年　 　 　　月　 　 　　日　　

 ￥

支払方法

 ご　注　文　商　品　名

氏　名

三菱東京ＵＦＪ銀行
名古屋駅前支店
当座　0150451

㈱オリエンタル洋行

〒

様

　□　銀行振込　※銀行振込をご希望の場合、商品の発送は入金確認後となります。

様

オリエンタル　ファックス注文申込書

ご
注
文
主

お
届
け
先

〒

　□　代金引換

 ￥

 ￥

 ￥

 ￥

 ￥

 ￥

 ￥

 ￥

 ￥

　＜配送料＞　　　　　　　　　　　本州・四国 北海道・九州・沖縄
　3,600円（税込）未満　　　　　　５２５円（税込） 　１，０５０円（税込）
　3,600円（税込）以上　　　　　　　　無料 　　　５２５円（税込）
 ★代金引換の場合、別途315円（税込）の代引手数料がかかります。
但し、高額購入特典として１回の購入につき合計\1,575 以上お買い上げいただいた場合は、
代引手数料を無料にさせていただきます。

振込
口座
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