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◎ビーフソース・ココイチベジソースの甘口はできません。 ◎辛さの感じ方は個人差がございます。
◎「甘口ポークソース」にはハチミツを使用しておりますので、1歳未満の乳児には食べさせないようお気をつけください。

◎甘さの感じ方は甘口ポークソースをベースにした場合です。 ◎甘さの感じ方は個人差がございます。
◎「とろ～り甘くなるソース」にはハチミツを使用しておりますので、1歳未満の乳児には食べさせないようお気をつけください。

ライスの量を選ぶ!! 辛さを
選ぶ!!

甘さを
選ぶ!!

◎ソースの量はライス量によって増減します。 ◎700g以上も100g増につき110円増

ビーフソース
ハッシュド
ビーフソースの
場合は68円増

150g

78円引

200g

52円引

250g

26円引

300g

メニュー
価格

350g

55円増

400g

110円増

500g

220円増

600g

330円増

ビーフソース・ハッシュドビーフソースの場合は
ライス100g増につき137円増

基本価格基本価格 22円増 44円増 66円増 88円増 110円増 110円増
普通甘口 1辛 2辛 3辛 4辛 5辛 6～10辛

甘口ポークソースです。甘口ポークソースです。

22円増 44円増 66円増 88円増 110円増
1甘 2甘 3甘 4甘 5甘「とろ～り甘くなるソース」を

使用して1甘～5甘まで選べます。

◎表示価格は消費税込みの価格です。

◎取り扱っていない店舗もございます。

車の運転をされる方と
20歳未満の方には、提供できません。

367円（税込）
（缶 350ml）

キリン
一番搾り
KIRIN
ICHIBAN BEER

20歳未満の方には、提供できません。
◎取り扱っていない店舗もございます。

262円（税込）
（缶 350ml）

キリン
ノンアルコール
ビール（零ICHI）
Kirin Zero Ichi
（Non-Alcohol）

アイスミルク

コカ・コーラ

・・・・・・・・・・・・・200円（税込）

・・・・・・・・・・・・・200円（税込）
Iced Milk

Coca Cola

ウーロン茶

ホットコーヒー

・・・・・・・・・・・・・・200円（税込）

・・・・・・・・・・・・200円（税込）

◎ホットコーヒーは取り扱っていない店舗もございます。

Oolong tea

Hot Coffee

アイス
カフェ・オ・レ

200円（税込）
Iced café au Lait

アイス
コーヒー

200円（税込）
Iced Coffee

オレンジ
ジュース

200円（税込）
Orange juice

ラッシー（プレーン）

200円（税込）
Lassi (plain)

右記のドリンクから1つお選びください。

カレーをご注文の方限定

◎ホットコーヒーは取り扱っていない店舗もございます。

プラス150円で
ドリンクがセットでお得に!

（税込）

ドリンクドリンク プラスチックごみ削減のため、ストローをお付けしておりません。
ストローが必要な場合は店舗従業員にお申し付けください。

その他その他 ◎取り扱っていない店舗もございます。

コーンスープ
Corn soup

283円（税込）283円（税込）

フライドポテト
French fried potatoes

150円（税込）150円（税込）

単品ミニナン
Small-size nan bread

126円（税込）126円（税込）

マンゴー
ラッシープリン

202円（税込）
Mango Lassie Pudding

CoCo de

Sweetsココデスイーツ

◎5月以降なくなり次第終了いたします。

282円（税込）

クリーミーで濃厚な
オリジナルアイスクリームです。
食後のデザートにぜひどうぞ。

（内容量：80ml）

◎写真はイメージです。

濃厚バニラアイスクリーム濃厚バニラアイスクリーム
Rich vanilla ice cream

Naan with
curry inside

210円（税込）
◎5月以降なくなり次第終了いたします。 ◎写真はイメージです。

サクサク
！

ほくほく！
！

カレーコロッケ

136円（税込）

COCOROKKE
〈Potato croquette〉

de
コ              コ        デ

お好みでココイチオリジナル
カレーパウダーを1つお付けいたします。

2つ以上ご入用の方は有料【1つ22円（税込）】です。

CoCo de chicken

265円（税込）

カレ
ー

パウ
ダー

ココ
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オリ
ジナ
ル

 ◎お持ち帰りの場合のドリンクは、リンゴドリンクのみです。 ◎リンゴドリンクのパッケージは予告なく変更する場合がございます。

取り扱っていない店舗もございます。

Children’s curry

お菓子またはカプセル・トイ（1回）がつきます。
◎カプセル・トイを取り扱っていない店舗は、お菓子をお渡しします。 ◎お菓子またはカプセル・トイ用のコインは、お帰りの際にお渡しします。
◎甘口ポークソースです。 ◎ソースの変更、トッピングはできません。 ◎甘さの追加はできません。  ◎写真はイメージです。

◎オレンジジュース、アイスミルク、ウーロン茶はコップで提供いたします。 ◎リンゴドリンクは単品でもご注文できます。1つ105円（税込）です。◎オレンジジュース、アイスミルク、ウーロン茶はコップで提供いたします。 ◎リンゴドリンクは単品でもご注文できます。1つ105円（税込）です。

ドリンクは下の中から1つお選びください。

アイスミルク
Iced Milk

ウーロン茶
Oolong tea

オレンジジュース
Orange juice

リンゴドリンク
Apple drink

ドリンク

つき
ドリンク

つき

甘口ポークカレー・ライス量200ｇ
◎「甘口ポークソース」にはハチミツを使用しておりますので、1歳未満の乳児には食べさせないようお気をつけください。

お好きなトッピングを 2個 選んでね！
ニコニコChildren’s Niko-niko curry

チーズ（ハーフ）

うずら卵串フライ

ソーセージ2本 フライドチキン2個 クリームコロッケ（カニ入り）1個ほうれん草（ハーフ）

ハンバーグ1個 イカ（ハーフ）エビフライ スクランブルエッグ（ハーフ）ハムカツ

◎「甘口ポークソース」にはハチミツを使用しておりますので、１歳未満の乳児には食べさせないようお気をつけください。

小学生以下
限定

1枚126円（税込）318円（税込） 318円（税込）
お子さまカレー

Mini kids curry
お子さまナンカレー

Mini kids curry with nan bread

Children’s curry HamburgerChildren’s curry Hamburger
お子さまカレーハンバーグ

412円（税込）

Children’s curry Fried chickenChildren’s curry Fried chicken
お子さまカレーフライドチキン

412円（税込）

494円（税込）
お子さまカレーハンバーグ＆フライドチキン
Children’s curry Hamburger & fried chickenChildren’s curry Hamburger & fried chicken

494円（税込）
お子さまカレークリームコロッケ（カニ入り）＆フライドチキン
Children’s curry Cream croquette （with crab） & fried chickenChildren’s curry Cream croquette （with crab） & fried chicken

プラス24円で
大盛りにできます。
ライス量250ｇ

ドリンクは右の中から

1つお選びください。

ドリンクつきドリンクつき

アイスミルク
Iced Milk

ラッシー（プレーン）
Lassi (plain)

アイスカフェ・オ・レ
Iced café au Lait

オレンジジュース
Orange juice

アイスコーヒー
Iced Coffee

コカ・コーラ
Coca Cola

ウーロン茶
Oolong tea

ホットコーヒー
Hot Coffee

アイスミルク
Iced Milk

ラッシー（プレーン）
Lassi (plain)

アイスカフェ・オ・レ
Iced café au Lait

オレンジジュース
Orange juice

アイスコーヒー
Iced Coffee

コカ・コーラ
Coca Cola

ウーロン茶
Oolong tea

ホットコーヒー
Hot Coffee

ライス（150g）
Rice

150円（税込）150円（税込）

らっきょう
Pickled scallions

31円（税込）31円（税込）

527円（税込）

小学生以下
店内飲食
限定メニュー

◎芳醇ソースをお付けいたします。

いつものカレーに

定番ミックスメニュー

チキンカツカレー

Chicken cutlet curry
with thin-sliced pork (half)
Chicken cutlet curry
with thin-sliced pork (half)

1,063円（税込）

プラス 豚しゃぶハーフ
ぶた

ソーセージカレー
ほうれん草プラス

Sausage curry
with spinach
Sausage curry
with spinach

1,149円（税込）

海の幸カレー
エビフライプラス

Seafood curry
with fried shrimp
Seafood curry
with fried shrimp

1,069円（税込）

パリパリチキンカレー

Lightly crisped chicken curry
with sausage（half）
Lightly crisped chicken curry
with sausage（half）

1,075円（税込）

プラス ソーセージハーフ

手仕込とんかつカレー
旨辛にんにくプラス

Hand-made“Tonkatsu”curry
with delicious and spicy garlic
Hand-made“Tonkatsu”curry
with delicious and spicy garlic
1,245円（税込）

ロースカツカレー
やさいプラス

Pork cutlet curry
with vegetables
Pork cutlet curry
with vegetables

1,178円（税込）

ほうれん草カレー
うずら卵串フライプラス

Spinach curry
with fried quail eggs skewer
Spinach curry
with fried quail eggs skewer

964円（税込）

フライドチキンカレー

Fried chicken curry
with stewed shrimp (half)
Fried chicken curry
with stewed shrimp (half)

966円（税込）

プラス エビにこみハーフ

豚しゃぶカレー
なすプラス

Thin-sliced pork curry
with eggplant
Thin-sliced pork curry
with eggplant

1,051円（税込）

ぶた

ロースカツカレー
チーズプラス

Pork cutlet curry
with cheese
Pork cutlet curry
with cheese

1,170円（税込）

パリパリチキンカレー
チーズプラス

Lightly crisped chicken curry
with cheese
Lightly crisped chicken curry
with cheese

1,159円（税込）

クリームコロッケカレー（カニ入り）
スクランブルエッグプラス

Cream croquette curry（with crab）
with scrambled egg
Cream croquette curry（with crab）
with scrambled egg

979円（税込）

サラダ
セット

ドリンク
セット◎基本はヤサイサラダです。

　ヤサイサラダとの差額で
　他のサラダにも変更できます。

140円～（税込） 150円（税込）

カレーとご一緒に
セットメニュー
お得な

右記のドリンクから
1つお選びください。

仕手

◎旨辛にんにくは別容器で提供いたします。
◎写真の旨辛にんにくは混ぜ合わせてトッピングしています。

ツナプラス

単品ポテトプラス

Corn salad with
potato and tuna

ツナプラス

単品ポテトプラス

コーンサラダ

単品445円（税込）
405円（税込）
セット価格

ココイチならサラダもミックス！

タマゴサラダタマゴサラダ
コーンプラス

Egg salad with corn

単品333円（税込）
293円（税込）セット価格

オリジナルドレッシング ノンオイルドレッシングごまドレッシング

サラダのドレッシングは

をご用意しております。

◎塩・マヨネーズ・しょうゆもご用意しております。マヨネーズ・しょうゆを2つ以上ご入用の方は有料【1つ22円（税込）】です。

季節・天候の影響等により、サラダの野菜は予告なく変更する場合がございます。

CoCoICHI SALAD カレーとセットでお得！

Caesar salad
シーザーサラダ

ヤサイサラダ
Green salad

単品180円（税込）
140円（税込）セット価格

単品220円（税込）
180円（税込）セット価格

◎シーザードレッシングをかけて提供いたします。

Caesar salad
シーザーサラダ

単品253円（税込）
213円（税込）セット価格

Egg salad
タマゴサラダ

単品260円（税込）
220円（税込）セット価格

Corn salad
コーンサラダ

単品285円（税込）
245円（税込）セット価格

Tuna salad
ツナサラダ

単品260円（税込）
220円（税込）セット価格

Potato salad
ポテトサラダ

単品290円（税込）
250円（税込）セット価格

Squid salad
イカサラダ

単品339円（税込）
299円（税込）セット価格

Fried chicken salad
フライドチキンサラダ

単品338円（税込）
298円（税込）セット価格

Sausage salad
ソーセージサラダ

◎表示価格は消費税込みの価格です。 ◎写真はイメージです。

ちょいともう一品トッピング！

カレーメニュー1品のご注文で、すべてのサラダが2つ目以降もセット価格に！

チキンにこみハーフ 133円

デビュー！

人気のチキンにこみが NEW

を楽しむ

ソースを楽しむ

ハンバーグハーフ

チーズカレー
プラス

イカハーフプラス

Cheese curry
with hamburger（half）and squid（half）
Cheese curry
with hamburger（half）and squid（half）

1,085円（税込）

ビーフカレー

Beef curry with scrambled egg (half)
and cream croquette（with crab）（half）
Beef curry with scrambled egg (half)
and cream croquette（with crab）（half）

912円（税込）

プラス スクランブルエッグハーフ

プラス クリームコロッケ（カニ入り）ハーフ

ビーフカレー

Beef curry with stewed chicken (half)
and cheese
Beef curry with stewed chicken (half)
and cheese

1,093円（税込）

プラス チキンにこみハーフ

プラスチーズ

ビーフカレー

Beef curry with vegetables
and fried chicken
Beef curry with vegetables
and fried chicken

1,233円（税込）

プラスやさい
フライドチキンプラス

エビあさり

あさりハーフ

ポークカレー
プラス

エビにこみハーフプラス

Pork curry with Asari clam (half)
and stewed shrimp (half)
Pork curry with Asari clam (half)
and stewed shrimp (half)

801円（税込）

ソーセージハーフ

やさいカレー
プラス

フライドチキン3個プラス

Vegetable curry with sausage (half)
and fried chicken 3 pieces
Vegetable curry with sausage (half)
and fried chicken 3 pieces

1,158円（税込）

ビーフビーフ
ソースソース

◎甘口はできません。 ココイチベジカレーとは、動物由来の原材料を使用していないカレーです。Does not contain animal-derived ingredients.

CoCoICHI vegetarian curry with
spinach

849円（税込）

プラス

ココイチベジカレー

CoCoICHI vegetarian curry
with seafood

927円（税込）

プラス

ココイチベジカレー

CoCoICHI vegetarian curry
with scrambled egg

775円（税込）

プラス

ココイチベジカレー

◎基本はヤサイサラダです。
　ヤサイサラダとの差額で
　他のサラダにも変更できます。
◎ドリンクはドリンクセットから
　お選びください。

250円～（税込）

◎ホットコーヒーは取り扱っていない店舗もございます。

サラダ・ドリンク
セット

アイスミルク

アイスコーヒー

ウーロン茶 ホットコーヒー

オレンジジュース コカ・コーラ

ラッシー（プレーン）

アイスカフェ・オ・レ

プラス

Pork curry with cream croquette (with crab) (half)
and fried chicken 3 pieces and
cheese (half)

Pork curry with cream croquette (with crab) (half)
and fried chicken 3 pieces and
cheese (half)
981円（税込）981円（税込）

クリームコロッケ（カニ入り）ハーフ
ポークカレー

チーズハーフプラスプラスフライドチキン3個

フィッシュフライハーフ

ほうれん草カレー
プラス

なすハーフプラス

Spinach curry with fried fish (half)
and eggplant (half)
Spinach curry with fried fish (half)
and eggplant (half)

1,001円（税込）

ほうれん草ハーフ

チキンカツカレー
プラス

きのこハーフプラス

Chicken cutlet curry
with spinach(half) and mushroom (half)
Chicken cutlet curry
with spinach(half) and mushroom (half)

1,148円（税込）

ココイチココイチ
ベジソースベジソース

◎甘口はできません。

おすすめ

メニューブック_591円_デザイン4校_2023.1.16
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◎ビーフソース・ココイチベジソースの甘口はできません。 ◎辛さの感じ方は個人差がございます。
◎「甘口ポークソース」にはハチミツを使用しておりますので、1歳未満の乳児には食べさせないようお気をつけください。

◎甘さの感じ方は甘口ポークソースをベースにした場合です。 ◎甘さの感じ方は個人差がございます。
◎「とろ～り甘くなるソース」にはハチミツを使用しておりますので、1歳未満の乳児には食べさせないようお気をつけください。

ライスの量を選ぶ!! 辛さを
選ぶ!!

甘さを
選ぶ!!

◎ソースの量はライス量によって増減します。 ◎700g以上も100g増につき110円増

ビーフソース
ハッシュド
ビーフソースの
場合は68円増

150g

78円引

200g

52円引

250g

26円引

300g

メニュー
価格

350g

55円増

400g

110円増

500g

220円増

600g

330円増

ビーフソース・ハッシュドビーフソースの場合は
ライス100g増につき137円増

基本価格基本価格 22円増 44円増 66円増 88円増 110円増 110円増
普通甘口 1辛 2辛 3辛 4辛 5辛 6～10辛

甘口ポークソースです。甘口ポークソースです。

22円増 44円増 66円増 88円増 110円増
1甘 2甘 3甘 4甘 5甘「とろ～り甘くなるソース」を

使用して1甘～5甘まで選べます。

◎表示価格は消費税込みの価格です。

◎取り扱っていない店舗もございます。

車の運転をされる方と
20歳未満の方には、提供できません。

367円（税込）
（缶 350ml）

キリン
一番搾り
KIRIN
ICHIBAN BEER

20歳未満の方には、提供できません。
◎取り扱っていない店舗もございます。

262円（税込）
（缶 350ml）

キリン
ノンアルコール
ビール（零ICHI）
Kirin Zero Ichi
（Non-Alcohol）

アイスミルク

コカ・コーラ

・・・・・・・・・・・・・200円（税込）

・・・・・・・・・・・・・200円（税込）
Iced Milk

Coca Cola

ウーロン茶

ホットコーヒー

・・・・・・・・・・・・・・200円（税込）

・・・・・・・・・・・・200円（税込）

◎ホットコーヒーは取り扱っていない店舗もございます。

Oolong tea

Hot Coffee

アイス
カフェ・オ・レ

200円（税込）
Iced café au Lait

アイス
コーヒー

200円（税込）
Iced Coffee

オレンジ
ジュース

200円（税込）
Orange juice

ラッシー（プレーン）

200円（税込）
Lassi (plain)

右記のドリンクから1つお選びください。

カレーをご注文の方限定

◎ホットコーヒーは取り扱っていない店舗もございます。

プラス150円で
ドリンクがセットでお得に!

（税込）

ドリンクドリンク プラスチックごみ削減のため、ストローをお付けしておりません。
ストローが必要な場合は店舗従業員にお申し付けください。

その他その他 ◎取り扱っていない店舗もございます。

コーンスープ
Corn soup

283円（税込）283円（税込）

フライドポテト
French fried potatoes

150円（税込）150円（税込）

単品ミニナン
Small-size nan bread

126円（税込）126円（税込）

マンゴー
ラッシープリン

202円（税込）
Mango Lassie Pudding

CoCo de

Sweetsココデスイーツ

◎5月以降なくなり次第終了いたします。

282円（税込）

クリーミーで濃厚な
オリジナルアイスクリームです。
食後のデザートにぜひどうぞ。

（内容量：80ml）

◎写真はイメージです。

濃厚バニラアイスクリーム濃厚バニラアイスクリーム
Rich vanilla ice cream

Naan with
curry inside

210円（税込）
◎5月以降なくなり次第終了いたします。 ◎写真はイメージです。

サクサク
！

ほくほく！
！

カレーコロッケ

136円（税込）

COCOROKKE
〈Potato croquette〉

de
コ              コ        デ

お好みでココイチオリジナル
カレーパウダーを1つお付けいたします。

2つ以上ご入用の方は有料【1つ22円（税込）】です。

CoCo de chicken

265円（税込）

カレ
ー

パウ
ダー

ココ
イチ

オリ
ジナ
ル

 ◎お持ち帰りの場合のドリンクは、リンゴドリンクのみです。 ◎リンゴドリンクのパッケージは予告なく変更する場合がございます。

取り扱っていない店舗もございます。

Children’s curry

お菓子またはカプセル・トイ（1回）がつきます。
◎カプセル・トイを取り扱っていない店舗は、お菓子をお渡しします。 ◎お菓子またはカプセル・トイ用のコインは、お帰りの際にお渡しします。
◎甘口ポークソースです。 ◎ソースの変更、トッピングはできません。 ◎甘さの追加はできません。  ◎写真はイメージです。

◎オレンジジュース、アイスミルク、ウーロン茶はコップで提供いたします。 ◎リンゴドリンクは単品でもご注文できます。1つ105円（税込）です。◎オレンジジュース、アイスミルク、ウーロン茶はコップで提供いたします。 ◎リンゴドリンクは単品でもご注文できます。1つ105円（税込）です。

ドリンクは下の中から1つお選びください。

アイスミルク
Iced Milk

ウーロン茶
Oolong tea

オレンジジュース
Orange juice

リンゴドリンク
Apple drink

ドリンク

つき
ドリンク

つき

甘口ポークカレー・ライス量200ｇ
◎「甘口ポークソース」にはハチミツを使用しておりますので、1歳未満の乳児には食べさせないようお気をつけください。

お好きなトッピングを 2個 選んでね！
ニコニコChildren’s Niko-niko curry

チーズ（ハーフ）

うずら卵串フライ

ソーセージ2本 フライドチキン2個 クリームコロッケ（カニ入り）1個ほうれん草（ハーフ）

ハンバーグ1個 イカ（ハーフ）エビフライ スクランブルエッグ（ハーフ）ハムカツ

◎「甘口ポークソース」にはハチミツを使用しておりますので、１歳未満の乳児には食べさせないようお気をつけください。

小学生以下
限定

1枚126円（税込）318円（税込） 318円（税込）
お子さまカレー

Mini kids curry
お子さまナンカレー

Mini kids curry with nan bread

Children’s curry HamburgerChildren’s curry Hamburger
お子さまカレーハンバーグ

412円（税込）

Children’s curry Fried chickenChildren’s curry Fried chicken
お子さまカレーフライドチキン

412円（税込）

494円（税込）
お子さまカレーハンバーグ＆フライドチキン
Children’s curry Hamburger & fried chickenChildren’s curry Hamburger & fried chicken

494円（税込）
お子さまカレークリームコロッケ（カニ入り）＆フライドチキン
Children’s curry Cream croquette （with crab） & fried chickenChildren’s curry Cream croquette （with crab） & fried chicken

プラス24円で
大盛りにできます。
ライス量250ｇ

ドリンクは右の中から

1つお選びください。

ドリンクつきドリンクつき

アイスミルク
Iced Milk

ラッシー（プレーン）
Lassi (plain)

アイスカフェ・オ・レ
Iced café au Lait

オレンジジュース
Orange juice

アイスコーヒー
Iced Coffee

コカ・コーラ
Coca Cola

ウーロン茶
Oolong tea

ホットコーヒー
Hot Coffee

アイスミルク
Iced Milk

ラッシー（プレーン）
Lassi (plain)

アイスカフェ・オ・レ
Iced café au Lait

オレンジジュース
Orange juice

アイスコーヒー
Iced Coffee

コカ・コーラ
Coca Cola

ウーロン茶
Oolong tea

ホットコーヒー
Hot Coffee

ライス（150g）
Rice

150円（税込）150円（税込）

らっきょう
Pickled scallions

31円（税込）31円（税込）

527円（税込）

小学生以下
店内飲食
限定メニュー

ツナプラス

単品ポテトプラス

Corn salad with
potato and tuna

ツナプラス

単品ポテトプラス

コーンサラダ

単品445円（税込）
405円（税込）
セット価格

ココイチならサラダもミックス！

タマゴサラダタマゴサラダ
コーンプラス

Egg salad with corn

単品333円（税込）
293円（税込）セット価格

オリジナルドレッシング ノンオイルドレッシングごまドレッシング

サラダのドレッシングは

をご用意しております。

◎塩・マヨネーズ・しょうゆもご用意しております。マヨネーズ・しょうゆを2つ以上ご入用の方は有料【1つ22円（税込）】です。

季節・天候の影響等により、サラダの野菜は予告なく変更する場合がございます。

CoCoICHI SALAD カレーとセットでお得！

Caesar salad
シーザーサラダ

ヤサイサラダ
Green salad

単品180円（税込）
140円（税込）セット価格

単品220円（税込）
180円（税込）セット価格

◎シーザードレッシングをかけて提供いたします。

Caesar salad
シーザーサラダ

単品253円（税込）
213円（税込）セット価格

Egg salad
タマゴサラダ

単品260円（税込）
220円（税込）セット価格

Corn salad
コーンサラダ

単品285円（税込）
245円（税込）セット価格

Tuna salad
ツナサラダ

単品260円（税込）
220円（税込）セット価格

Potato salad
ポテトサラダ

単品290円（税込）
250円（税込）セット価格

Squid salad
イカサラダ

単品339円（税込）
299円（税込）セット価格

Fried chicken salad
フライドチキンサラダ

単品338円（税込）
298円（税込）セット価格

Sausage salad
ソーセージサラダ

◎表示価格は消費税込みの価格です。 ◎写真はイメージです。

ちょいともう一品トッピング！

カレーメニュー1品のご注文で、すべてのサラダが2つ目以降もセット価格に！

チキンにこみハーフ 133円

デビュー！

人気のチキンにこみが NEW

「特定原材料（7品目）を使用していないカレー」をご注文されるお客様へ

特定原材料（7品目）を
使用していないカレーソースは
安全面を考慮して未開封の
状態で提供いたします。

◎カプセル・トイを取り扱っていない店舗は、お菓子をお渡しします。
◎お菓子またはカプセル・トイ用のコインは、お帰りの際にお渡しします。

小学生までのお子さまには
お菓子またはカプセル・トイ（1回）が
付きます。

◎アレルギー情報は、メニューに使用されている原材料を調べたものです。ただし、本来原材料として使用していないアレルギー物質についても、製造工場、店舗における調理の過程で器具・機材に付着したり、
手を介して付着するなど、様々な混入が考えられます。また、アレルギー物質に対する感受性は個人によって差がありますので、ご心配な方は担当医と相談のうえ、お客様ご自身で判断し、ご利用いただき
ますようお願い申し上げます。 ◎特定原材料（7品目）を使用していないカレーは、消費者庁許可の特別用途食品（病者用食）ではありません。

ご確認
いただきたい
内容

特定原材料（7品目）を使用していないカレー
Allergen-free curry

お子さまにも安心な、特定原材料（7品目）を使用していないカレーをご用意！
卵・乳・小麦・そば・落花生（ピーナッツ）・えび・かにを含む特定原材料は使用しておりません。

●原材料に使用（含有）しているもの  ―原材料に使用（含有）していないもの
▲工場で製造ラインを共有している製品の原材料に含まれるもの

ココイチベジカレー
こだわりのソースで、旨みとコクを堪能！

607円（税込）

CoCoICHI
vegetarian curry

◎甘口はできません。

ココイチベジカレーとは、動物由来の原材料を使用していないカレーです。Does not contain animal-derived ingredients.

ココイチココイチ
ベジソースベジソース

827円（税込）

ココイチベジカレー

CoCoICHI vegetarian curry
with soy meat hamburger

プラス

857円（税込）

ココイチベジカレー
CoCoICHI vegetarian curry
with vegetables

プラス

◎大豆ミートのハンバーグは食肉の代わりに
　植物性タンパクから作った大豆ミートを使用しております。
◎Our soy meat hamburger uses soy meat
　made from vegetable protein instead of meat.

◎特定原材料（7品目）を使用していないカレーの
　パッケージは予告なく変更する場合がございます。

Allergen-free curry（rice 200g）

420円（税込）

g
Allergen-free curry（rice 100g）

210円（税込）

g

682円（税込）

低糖質カレー
Low carb curry

手軽に糖質を抑えてココイチのカレーを楽しめる！

◎大盛り【約225g ： ＋52円（税込）】・小盛り【約135g ： －52円（税込）】もできます。

糖質
16.5g

参考：ポークカレー（ライス量200g）糖質83.3g

ライスの代わりに糖質の少ない

　　　　　  を使用したカレーメニュー。

           約180g使用。カリフラワー

カリフラワー

低糖質カレーは、お好きなトッピングやソース変更もできます。

使用カリ
フラワー

使用カリ
フラワー

プラス

プラス

パリパリチキン
ほうれん草

Low carb curry with
lightly crisped chicken
and spinach

低糖質カレー

1,250円（税込）

Low carb curry with
thin-sliced pork and sausage

低糖質カレー
プラス プラス豚しゃぶ　　ソーセージ

ぶた

1,290円（税込）

プラス プラススクランブルエッグ      チーズ
Low carb curry with scrambled egg and cheese

低糖質カレー

1,092円（税込）

糖質を抑えたオススメミックスメニュー使用カリ
フラワー

使用カリ
フラワー
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