
野菜たっぷりのカレーに鶏のからあげが入った焼
きカレーパン。「カレーパングランプリ®2022 
東日本 焼きカレーパン部門」金賞を受賞!

パン テイクアウトのみ

テイクアウトOK

380円  ※1日20個 限定

石窯焼き印西カレーパン

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール S館専門店2F/
☎04-7148-2322/10:00～20:00/元旦休
    rbakerkashiwatksm

17
MAP 

2種類のカレー・サラダ・白ライス・日替り副菜・
ドリンクがセットになった、スリランカの定食。
「食べログ アジア・エスニック百名店」選出店!

スリランカ テイクアウトOK

ランチ1,080円/ディナー1,650円

コロンボプレート

柏市東上町2-24 ライオンビル1F/☎04-7186-6587/
11:00～15:00 17:00～23:00/火・年末年始休/
   a_yu_bowan

1
MAP 

アーユーボーワン アール ベイカー
柏髙島屋ステーションモール店

バスマティライスで炊かれたマトンビリヤニ・
マトンカレー・サラダ・ライタ・アチャールが
セットになっている。

インド

1,580円

ビリヤニプレート マトンカレーつき

柏市柏3-3-16/☎04-7164-7690/
11:00～翌朝5:00/火・年末年始休（不定休有）
    Lumbini_AsianDN

2
MAP 

スタンプが獲得できるカレーを徹底攻略！

これを読んで、お気に入りを探せ！！

カシワカレークエストガイドの見かた

スタンプが獲得できるメニューの名前。これを
注文すると、1つのメニューの注文およびチケッ
ト1枚につき、1人1個のスタンプが獲得でき
るぞ！　※デリバリー注文はスタンプ対象外。

三笠会館で受け継がれてきたレシピで鶏肉の
旨みとスパイスの効いた辛み、フルーティーな
甘みが絶妙に溶けあう、伝統の味。

1,375円/テイクアウト1,157円

三笠会館「伝統のチキンカレー」

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール S館専門店7F/
☎04-7145-8611/11:00～22:00/元旦休
    agio_kashiwa

17
MAP アジオ

柏髙島屋ステーションモール店
アジアンダイニング ルンビニ
柏店

創作

メニュー名1
通常営業時の営業時間や定休日などの情報。
年末年始や新型コロナウイルス感染拡大状況に
よって変更になる場合もあるから、出かける前
に必ずお店のSNSやWebサイトで確認しよう！

店舗情報8

メニューの詳しい説明。
解説5

メニューの税込価格。
価格2

カレーの属性。各メニューの特徴を表わして
いるぞ!

属性3

甘口 普通 中辛 辛口 激辛

辛さゲージ4

15ページの地図に対応した、お店の地図番号。
地図番号6

このメニューを提供しているお店の名前。
店舗名7

2種類のカレー・サラダ・白ライス・日替り副菜・
ドリンクがセットになった、スリランカの定食。
「食べログ アジア・エスニック百名店」選出店!

スリランカ テイクアウトOK

ランチ1,080円/ディナー1,650円

コロンボプレート

柏市東上町2-24 ライオンビル1F/☎04-7186-6587/
11:00～15:00 17:00～23:00/火・年末年始休/
   a_yu_bowan

1
MAP 

アーユーボーワン
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大田原牛入りハンバーグと切り落とし肉の2
種類の肉が盛り付けられた肉づくしのカレーラ
イス。サラダつき。

1,480円  ※柏店限定/1日10食 限定 

大田原牛入りハンバーグと切り落とし肉カレー

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール 新館専門店11F/
☎04-7148-2028/11:00～22:00/
元旦休

18
MAP 大田原牛超

柏髙島屋ステーションモール店

新鮮な卵を3個使用したとろとろオムライスに、
じっくりと煮込んだビーフカレーを合わせた
オムカレー。

1,518円

とろ~りオムライスビーフカレー

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール 新館専門店10F/
☎04-7148-2188/11:00～22:00/
元旦休

18
MAP イデカフェ

柏髙島屋ステーションモール店

カレー好きの店主がつくる麦芽とビールを使
用した本格スパイスカレーは、ブリューパブな
らではの味わい。

創作

創作

お菓子 映画テイクアウトOK創作 テイクアウトOK 辛さ調整OK

880円

麦芽ビールカレー

柏市柏5-8-15/☎04-7199-7774/
17：30～21：30/月・火・水・木・年末年始休/
    komainubeer

3
MAP 

柏ビール

揚げたての鶏天タルタルをアツアツのカレー
にトッピング。タルタルソースとカレーの相
性は抜群だ！

880円

鶏天タルタルカレー

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール 新館専門店10F/
☎04-7148-2317/11:00～22:00/
元旦休

18
MAP 

バター風味の石焼カレーに、バーナーでこん
がりと焼き目をつけたチーズをトッピング。
さらに、6品ものおかずがセットになっている。

1,700円

石焼チーズカレー膳

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール 新館専門店10F/
☎04-7148-2408/11:00～22:00/
元旦休

18
MAP 

インド・ゴア地方のカレーをCuffy流にアレ
ンジ。ホロホロの豚肉と中国黒酢のまろやか
な酸味が際立つポークカレー。

創作 創作テイクアウトOK 辛さ調整OK

990円

黒酢のポークビンダルー

柏市柏3-7-21 椎名ビル1F/☎04-7157-2295/11:00～
14:00 17:00～21:00/月・火・年末年始休（不定休有）/
　 Cuffy_curry

4
MAP 

Cuffy

「キネ旬カレーセット」の飲食もしくは『カレーライスを一から作る』（２ページ目参照）の鑑賞で、スタンプ
が1個GETできる！　「キネ旬カレーセット」は、古奈屋監修 もちやのポテトチップス クリーミーカレー味、
インドの軽食スナックのドライミニサモサ、チャイの3点セット。お土産や映画鑑賞のお供にぴったりだ。

キネ旬カレーセット950円 カレーライスを一から作る1,500円（一般/旧作料金）

キネ旬カレーセットもしくは 『カレーライスを一から作る』（映画）

柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモール S館隣り/☎04-7141-7238/
8:45～22:00/元旦休/
　 kinejun_theater

19
MAP 

キネマ旬報シアターおひつごはん 四六時中
柏髙島屋ステーションモール店

韓国ごはん パプサン
柏髙島屋ステーションモール店

12月3日（土）～12月9日（金）上映予定

創作
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柏市柏1-1-11 ファミリかしわ103/☎04-7136-7294/
11:30～22:30/無休/
    Cluster54761099

チキンカレー・パラタ・ライス・サラダが楽しめ
るワンプレート。パラタにサラダとチキンカレー
のチキンをサンドするのもおすすめ。

ランチ1,200円/ディナー1,300円

チキンカレーのプレート

柏市柏3-3-17 サザナミビル２F/
☎04-7100-2233/11:00～21:00/日・年末年始休/
    kikkake_cafe

5
MAP 

トマトが丸ごとトッピングされた、アツアツの焼き
キーマカレー。じっくりと炒めた玉ねぎの甘み、
トマトの酸味、チーズの濃厚なコクが楽しめる。

創作 辛さ調整OK

ランチ1,000円/ディナー1,100円

丸ごとトマトの焼きチーズカレー

柏市柏4-9-10 石戸画材ビルB1/☎04-7165-1515/
11:30～15:00 17:00～22:00/年末年始休（不定休有）/
    kashiwa.saptypeppers

7
MAP 

創業当時から長年愛され続けている自慢の
ビーフカレー。サラダ・スープ・ドリンクがセッ
トになっている。

1,830円/テイクアウト単品1,080円

十五穀米の椿屋特製ビーフカレー

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール S館専門店4F/
☎04-7148-2125/10:00～20:00/
元旦休

17
MAP 

タイハーブ香る濃厚なグリーンカレー。鶏スー
プで炊かれたジャスミンライスは、パラパラと
した食感と芳醇な香りが魅力。

タイ テイクアウトOK

ランチ850円/ディナー960円/テイクアウト918円

グリーンカレー

柏市柏1-6-5  吉田ビル2F/☎050-5595-7015/月～日11:30
～14:00 月～土18:00～22:30 日祝17:30～22:00 祝前日 
18:00～23:00/大晦日&元旦（不定休有）/    Gatchiki

9
MAP タイ屋台

ガッチキ
旬食酒 手打蕎麦 玉川
柏駅東口店

地鶏肉が入ったカレーせいろ蕎麦。長さや太
さが微妙に違う手打の蕎麦は、鰹出汁とスパ
イスがきいたカレーつゆがよく絡む。

麺 和風

二八蕎麦1,150円/十割蕎麦1,500円

つけカレー南蛮

柏市柏2-11-16 芳野ビル1F/☎04-7161-3034/
月11:30～15:00 火～金11:30～15:00 17:00～22:00 
土日祝11:30～22:00/無休/　 kashiwa.tamagawa

8
MAP 

千葉県のブランド豚肉「林SPFポーク」の旨味
を閉じ込め、スパイスをきかせた、Clusterの
定番カレーライス。

創作 テイクアウトOK

ランチ350円/ディナー700円/テイクアウト500円

千葉県産林SPF豚カレーライス

11
MAP 地産地消Cafe&Bar

Cluster

タイのチェンマイ家系カレーラーメン。タイカ
レーペーストにココナッツミルクを合わせ、濃
厚でクリーミーなスープに仕上がっている。

麺 テイクアウトOKタイ

ランチ990円/ディナー1,150円

カオソーイ

柏市中央1-9-16 YSビル２F/☎04-7157-2554/
11:30～15:00 17:00～22:00/火・年末年始休（不定休有）/
    @baanruk.kitamatsudo

10
MAP 

Sapty Pepper’s

KIKKAKE

ショウガをたっぷり使った自家製カレーソース
に、柏市のブランド豚肉「柏幻霜ポーク」のトン
カツがトッピングされたカツカレー。

創作 テイクアウトOK

1,200円/テイクアウト1,100円

麒麟亭ジンジャーカレー

柏市柏3-6-21 柏ビル101号室/☎04-7186-6710/
12:00～14:00 16:00～24:00/年末年始休（不定休有）/
    KirinTei2020008

6
MAP 

麒麟亭

創作

創作 テイクアウトOK

タイ料理 バンラック
柏店

銀座和館 椿屋珈琲
柏髙島屋ステーションモール店
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11種類のスパイスを使用し、厳選したやわら
かな牛肉が入ったビーフカレー。スープ・サ
ラダ・ドリンクつき。

1,830円/テイクアウト単品1,080円

椿屋特製ビーフカレー

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール S館専門店6F/
☎04-7148-2086/10:00～20:00/
元旦休

17
MAP 

およそ玉ねぎ１個分が使われた、中華大島一
番人気のカレー。この味を求めて遠方から足
を運ぶ人も多い。デミタスコーヒーつき。

創作 テイクアウトOK

1,050円

シャヒジャルカレー

柏市中央1-6-4/☎04-7164-9890/
11:30～15:00 17:00～20:00/
月・年末年始休（不定休有）

12
MAP 

中華大島

イタリアンカレーピッツァ・サラダ・スープ・ア
ンティパストバー・フルーツビュッフェ・ドリンク
バー・ミニドルチェ（3つ）の大ボリュームセット！

2,189円

イタリアンカレーピッツァセット

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール 新館専門店9F/
☎04-7148-2355/11:00～22:00/
元旦休

18
MAP 

青森県産ブランド卵「しもきた」をふんだんに
使ったオムライスに、まろやかな辛さのバター
チキンカレーがたっぷりかかったオムカレー。

1,350円

バターチキンカレーオムライス

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール S館専門店7F/
☎04-7148-2270/11:00～22:00/
元旦休

17
MAP 

こだわりのカレー2種類・サラダ・ナン・ライス
（小）のセット。ランチはナンのおかわりが無料。
ディナーはランチとセット内容が違うぞ！

ランチ 980円/ディナー1,380円

サイノカレーセット

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール 新館専門店9F/
☎04-7148-2186/11:00～22:00/
元旦休

18
MAP 

ネパールの水牛カレー・ジーラライス・サラダ・
アチャール・パパド・ソフトドリンクのセット。
「食べログ アジア・エスニック百名店」選出店!

ネパール テイクアウトOK 辛さ調整OK インド テイクアウトOK 辛さ調整OK辛さ調整OK

1,050円  ※22:00までの提供

ネパールバフカレー

柏市東上町1-11/☎04-7126-0385/
11:00～15:00 17:00～26:00/
第2&第4水・年末年始休（不定休有）/https://bota.owst.jp

13
MAP 

BOTA Kashiwa

じっくりと柔らかく煮込んだ牛すじをたっぷり
使った自慢のビーフカレー。

1,200円

ステーキ屋さんの牛すじカレー

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール S館専門店7F/
☎04-7148-2266/11:00～22:00/元旦休/
    mokuola.kashiwa

17
MAP 

姉妹店の焼きとりつかさの鶏肉を使ったチキン
カレーに、純国産鶏のむこたまの卵とチーズ
を挟んだアツアツトロトロのホットサンド。

パン 創作テイクアウトOK

550円

チキンカレーチーズホットサンド

柏市旭町1-10-5 島根ビル2F/☎070-8932-0868/
11:30～18:00/月・年末年始休/
   mauecafe

14
MAP 

maue cafe モクオラ ディキシーダイナー
柏髙島屋ステーションモール店

ピッツェリア マリノ
柏髙島屋ステーションモール店

本格インド料理 サイノ
柏髙島屋ステーションモール店

椿屋カフェ
柏髙島屋ステーションモール店

パスタ＆ケーキ ダッキーダック
柏髙島屋ステーションモール店

創作

創作 テイクアウトOK

創作
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甘辛いカレー味の牛すじ煮込みをご飯の上に
乗せた、聖の看板メニューの和風カレー丼。

しょうごうステッカーとカシワカレーマスターのキーリング（5ページ参照）は、
柏髙島屋ステーションモールで引き換えられるぞ!

和風 テイクアウトOK 辛さ調整OK

850円

牛すじカレー丼

柏市柏4-4-7 佐藤ビル2階/☎04-7163-8383/11:30
～13:30 18:00～23:30/日・年末年始休 ※日が祝前日
の場合は翌日休/    zpu5NvXQGvVAM2E

16
MAP 和料理&バー

聖-MASA-

選べるカレーCランチセットは、チキンカレー
とタイ式グリーンカレーの 2 種類のカレーが
選べるぞ。ディナーは単品のみ注文可能だ。

創作 テイクアウトOK

ランチセット（土日祝のみ）1,380円 / ディナー単品1,067円

選べるカレー Cランチセット

アイテムの引き換えについて

柏市中央町7-26 栄マンション1F/☎04-7168-0499/
火～金 17:00～21:00 土・日・祝 11:00～21:00/月休 
※祝日・祝前日の場合営業（不定休有）/    gadenchamu

15
MAP ラグジュアリー個室×貸切

小籠包 Garden Chamu
チ ャ ム

スタンプがたまったら、
カシワカレークエストの開催期間中にアイテムを引き換えよう！

2022年9月17日（土）～2023年1月31日（火）

柏髙島屋ステーションモール S館専門店3F インフォメーション
営業時間 10:00～20:00   元旦休

しょうごうステッカー& カシワカレーマスターのキーリングの引き換え期間

しょうごうステッカー& カシワカレーマスターのキーリングの受渡場所

※営業時間は変更になる場合がございます。最新の情報は柏髙島屋ステーションモールオフィシャルサイトをご覧ください。
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