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東大阪カレーパン会 ホームページ http://www.geocities.jp/higao_curry_pan/
ツイッターアカウント名 @higao_curry_pan

シャトルのメロンパン（移動販売車）
シャトルのカレーパン（トライくん・ラグボー君・カレンちゃん） ￥150

営業時間:AM7:30～PM8:30
定休日:年中無休
東大阪市菱屋西1-24-26
近鉄長瀬駅前
☎06-6726-8083[ホームページ] http://www.nakapan.jp

揚げカレーパンで味は非常に辛いです。生地
はもっちりしていて形は円形です。強烈な刺激
の中に旨味のある絶妙な味のバランスは、秘
伝の配合が生み出しました。外はカリっと、中
は非常に辛いカレールーともちもちした食感
が楽しめるよう、職人がひとつひとつ丁寧に仕
上げております。

営業時間:AM10:00～PM9:00
定休日:正月1～3日
東大阪市長田西2-6-15
☎06-6785-2430

[ホームページ] http://ll-dream.com

揚げカレーパンで味はスパイシーで
す。生地はもっちりしていて形は楕
円形です。牛肉が多く入っています。
※カレーパンの販売は土曜日のみ

営業時間:AM7:30～PM8:00
定休日:1月1日のみ
東大阪市小阪3-1-1
☎06-6784-3910

[ホームページ] http://www.cookhouse.jp/shop/yaenosato.html

揚げカレーパンで味はマイルドです。生地
はその名のとおりさくさくしていて形は楕
円形です。オーソドックスなカレーパンで
すが、カレーフィリングは自社製とこだ
わっています。生地のさくさく感を重視し、
揚げる時間には気をつけています。

CAFE＆PAN　汎茶

営業時間:AM7:30～PM6:30（平日）
　　　　  AM7:30～PM3:00（日祝）
定休日:火曜日
東大阪市荒本新町6-36
ロイヤルマツイ１Ｆ
☎06-6789-0707[ホームページ] http://www.ab.auone-net.jp/̃pansa/index.html

焼きカレーパンで味はマイルドで
す。生地はもっちりしていて形はラ
グビーボール型です。具材がゴロリ
と入って、中に入ったチーズは冷め
てもトロッとしたままでお楽しみい
ただけます。

営業時間:正午から売切次第終了
火・金曜日のみ営業（祝日は休み）
東大阪市新庄1-3-8
☎06-6746-0880

[ツイッターアカウント名] @panya1Sweettime

生地もフィリングも手作りで、冷
めてもおいしいカレーパンです。
ママのカレーパンは日替わりカ
レーパンです。安全な材料を使っ
て、お子様も安心して食べられる
パンをつくっています。

営業時間:AM6:00～PM7:00
定休日:火曜日
東大阪市鴻池町2-8-14
☎06-6745-6528 

焼きカレーパンで、味はマイルド
でコクのある具だくさんのカレー
フィリングです。生地はしっとり、
形状はラグビーボール型で縫い
目をマヨネーズで表現していま
す。

営業時間:AM7:00～PM9:00
定休日:1月1日のみ
東大阪市小阪3-2-24
☎06-6782-0732

[ホームページ] http://www.narutoya.net

焼き揚げカレーパンで味はマイルドです。生地
は焼いてから揚げている事により、中はもちも
ち外はカリカリしています。形は楕円形です。ラ
グビーの聖地『花園』で生まれた、ラグビーボー
ルの形をしたカレーパンです。中には牛スジ入
りの自家製カレーを包み込みました。

営業時間:AM9:00～PM10:00
定休日:1月1日のみ
東大阪市若江東町3-4-43
☎06-6732-4661

[ホームページ] http://www.izumi.coop

[ホームページ] http://www.cafe-at-ease.com/

揚げカレーパンで味はマイルド、
生地はもっちり、形は楕円形で
す。国産野菜を原材料に使用し、
お子様でも食べやすい味に仕上
げています。

営業時間:AM7:30～PM6:30
定休日:日曜日、月曜日
東大阪市下小阪2-5-2
☎06-4977-3032

一度焼いた後、揚げているので油っ
こくなくカリっとしています。味は黒
豚ポークカレーに牛すじぼっかけが
入っているためマイルドで、お子様に
も食べていただけるように甘めに仕
上げています。

営業時間:AM7:00～PM10:30
定休日:木曜日
東大阪市足代1-13-6
☎06-6721-3023

揚げカレーパンで味はお子様には無理
なくらい非常に辛いです。生地はカリっ
としていて形は楕円形です。
ラードではなくサラダ油を使用してい
ます。

営業時間:正午～PM8:00
定休日:日曜日
東大阪市鴻池元町7-10
☎06-6747-0886

焼きカレーパンで味は少し辛めで
す。生地はもっちりしていて形は楕
円形です。 
近年のヘルシー志向に合わせて、天
然酵母を使った体にやさしいパンを
作っています。

営業時間:AM7:00～PM9:00
定休日:年中無休
東大阪市岩田町4-3-26
☎072-961-7760

焼きカレーパンで味はマイルドです。生地
はカリッとしていて形は楕円形です。パン
の中身はカレーフィリングを包むようにハ
ムを入れています。
ラグビーボールの縫い目に見えるように、
マヨネーズを塗ってから焼いています。

営業時間:AM7:00～PM8:00
定休日:木曜日
東大阪市昭和町1-3
☎072-988-3518 

揚げカレーパンで味はマイルドです。生
地はカリっとしていて形は楕円形です。
カレーフィリングには牛すじを入れて、
表面にコーンフレークをまぶしていま
す。お客様に美味しく召し上がっていた
だくため、常に揚げたてのカレーパンを
出す工夫をしています。

営業時間:AM6:00～PM7:30
定休日:木曜日
東大阪市瓢箪山町1-27
☎072-984-4125

1

焼きカレーパンで、味はマイルドな
欧風カレー味です。パンはフランス
パンのため、外はカリッと中はもっち
りしています。バゲットを半分に切っ
たスティックタイプでスポーツ観戦
のお供にぴったりです。  
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営業時間：毎月第３土曜日、施設前
にて朝市開催、AM10:00から売り
切れるまで（その他受注販売形式）
東大阪市旭町20-2
☎072-986-8685

第二東福ポパイの利用者がフィリン
グから手作りする焼きカレーパン
で、味は誰にでも食べてもらえるマ
イルドな味です。パン粉がサクサク
していて形は楕円形です。なんでやねん!?

カレーパンのまち東大阪
なんでやねん!?

カレーパンのまち東大阪

ラグビーのまち東大阪
（形がラグビーボールと似てるから）

ラグビーのまち東大阪
（形がラグビーボールと似てるから）

答え
①

かつて御厨にはカレーで有名な
ハウス食品㈱のカレー工場があった
かつて御厨にはカレーで有名な

ハウス食品㈱のカレー工場があった

答え
②

　平成２０年度、市役所若手職員から食ブランドによるまち
おこしが提案され、「ラグビーのまち東大阪」がイメージでき
るものとして、「カレーパン」でまちおこしがはじまりました。

　平成２０年度、市役所若手職員から食ブランドによるまち
おこしが提案され、「ラグビーのまち東大阪」がイメージでき
るものとして、「カレーパン」でまちおこしがはじまりました。

なんでやねん！？の答え

クックハウス

　 東大阪カレーパンとは？
ある特定のカレーパンをさすのではなく、認証基準に基づいて認証・登
録されたカレーパンの総称をさします。
　 東大阪カレーパン会とは？
平成２３年１月に発足した「東大阪カレーパン会」は、市内のパン事業
者や市民が会員となって、カレーパンを食べてみんな元気なまちづくり
とカレーパンの普及振興をめざすことを目的に活動しています。
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第二東福ポパイ

東体育館

営業時間:AM10:00～PM6:00
本店販売は月曜日（祝日は休み）
他の曜日は移動販売
くわしくはホームページで
東大阪市西堤学園町2-6-31
☎06-6787-0599[ホームページ] http://www.shatoru-pan.com

[ホームページ] http://www.h-machinavi.com/search/omise.php?OMISEID=17008

[ホームページ] http://papio-pan.com/

[ホームページ] http://www.h-machinavi.com/search/omise.php?OMISEID=14010

[ホームページ] http://www.pandwitch-ishikiri.jp/

トライくんと東大阪カレーパン会の大人気マ
スコットのかわいい焼印入りカレーパンになり
ました。焼きカレーパンで味はスパイシー&マ
イルドです。生地は甘めでしっとりしていて形
は円形です。（楕円形の時もあり）。焼くことに
よりカロリーも控えめでヘルシーなカレーパン
になっています。お子様にも喜ばれています。
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東大阪大学●

●マクドナルド

●東大阪大
　幼稚園

阪神高速13号東大阪線

シャトルのメロンパン
（移動販売車）

中村さんちのぱん屋さん（ガンジー倶楽部）長瀬店
激辛カレーパン ￥168

2

パン工房 鳴門屋
東大阪ラグカレー ￥168

3

焼きカレーパンで、味は比較的スパ
イシーで、玉ねぎをじっくり炒めた牛
すじ入り手作りカレーフィリングが
ぎっしり詰まっています。パンはや
わらかい食感で形は楕円形です。

揚げカレーパンで、味はスパイシー
なカレーに、玉ねぎをソテーしたも
のとぼっかけ風に炊いた牛すじを加
えています。
パンは粉を自家配合してもっちりす
るよう工夫していて、形は円形です。

揚げカレーパンで、味はハウスの
ジャワカレーフィリングに炒めた玉
ねぎやバターを加えて、お子様にも
食べていただけるようマイルドに仕
上げています。生地はカリカリでパ
ン粉をまぶし、形は楕円形です。

焼きカレーパンで、味は辛さのある
スパイシーなカレーで牛すじが入っ
ています。ブレービーソースベースで
コクのブラックココアを入れている
ため、とにかく黒いです。バターロー
ル生地を使用し、形は楕円形です。

焼きカレーパンで、揚げていないの
でヘルシーです。味はスパイシーで
後から辛さが来ます。生地は厚みが
あってふんわりしています。形は楕
円形です。

揚げカレーパンで味はスパイシーで
すが、炒めた玉ねぎも入っているの
でお子様にも食べていただけます。
生地は外側がサクサクしていて形は
楕円形です。

揚げカレーパンで味はマイルドで
す。生地はサクサクしていて形は丸
に近い楕円形です。淡路島たまねぎ
を活かし、風味高く仕上がっていま
す。

揚げカレーパンで、味はお子様にも
食べていただけるようマイルドに仕
上げています。生地はカリッとして
形は細長い楕円形です。注文を受け
てから揚げるのでいつでも揚げたて
を召し上がっていただけます。

揚げカレーパンで、カレーは牛肉
を数種の香辛料と赤ワインで一
晩寝かせた後たっぷりの野菜と
煮込んであり、味を大辛口に仕上
げてあります。パンはカリカリし
ていて形は円形です。大辛口は
お客様の要望からできました。  

営業時間:AM10:00～PM10:00
定休日:年中無休
東大阪市荒本北2-3-22
イオン東大阪店
☎06-4309-0188

荒本駅

●

●

府立中央
図書館

トラック
ターミナル

東大阪
市役所

ホールドバゲット
●
イオン

営業時間:AM7:00～PM7:00
定休日:火曜日
東大阪市吉田1-1-25
☎072-963-3675

●万代

ブーランジェリー
クローバー 
●

パザパ花園

営業時間:AM7:30～PM9:00
定休日:木曜日
東大阪市大蓮北2-17-1
☎／FAX 06-6728-1048

営業時間:AM7:00～PM7:00
定休日:月曜日（祝日の場合は翌日）
東大阪市吉田6-6-40
☎072-965-3357

営業時間:AM7:00～PM6:00
定休日:日曜日、月曜日
東大阪市中石切町1-8-32 iプラザ105
☎072-987-0035

本社 
営業時間:AM7:00～PM8:00
定休日:金曜日
東大阪市岸田堂南町9-10
☎06-6721-7174

弥刀店 
営業時間:AM7:00～PM7:00
定休日:金曜日
東大阪市友井3-3-18
☎06-6721-7135
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営業時間:AM7:00～PM8:30（平日）
　　　　  AM7:00～PM7:00（日祝）
定休日:月曜日
東大阪市岩田町3-10-6
☎072-966-0830

営業時間:AM7:00～PM8:00（平日）
　　　　  AM7:00～PM7:00（日祝）
定休日:なし（正月休みあり）
東大阪市小阪本町1-7-6
☎06-6721-1455

21

花園ラグビー場

パンドウィッチ●

新石切駅

170
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●ファミリーマート

サンクス● ●エネオス

石切小

営業時間:AM9:00～PM8:00
定休日:第2・4水曜日
東大阪市花園本町1-6-7
ジャンボ食鮮館１F
☎072-961-1907

173

●
長瀬東小

弥刀駅

ベーカーズ
ショップ
パピオ
●

万代 大蓮

ジャンボ食鮮館

●

●三菱東京UFJ銀行

●斉藤眼科

河内花園駅

手づくりパン
パナデリーア

営業時間:AM9:00～PM9:00
定休日:年中無休
東大阪市下小阪5-2-35
西友八戸ノ里店内
☎06-6736-8306

中石切町

●

リカーランドドリーム長田本店
松屋カレーパン ￥130

4

クックハウス近鉄八戸ノ里駅店
欧風カレーパン ￥158

5

焼きチーズカレーパン ￥150
6

Sweet time
ママの日替りカレーパン ￥150

7

ぱんろーど
トライ君 焼カレーパン ￥140

8

コープ若江
カレードーナツ ￥120

9

焼きカレーパンで味はハウス食品㈱の
カレーフィリングを使用しています。生
地は食パン風味生地のためしっとりし
ていて形は楕円形、ラグビーボールの縫
い目も表現しています。平成22年に東
大阪カレーパン会のため開発しました。

手づくりパン　フォーレ
とらいくんカレー ￥120

10

パン ドゥ アルル (Pan de ARLES)

金太郎パン
大辛口カレーパン ￥116

11

ブーランジェリー ショーゼン（Boulangerie shozen）
天然酵母スパイシーカレーパン ￥147

12

パセオ・カフェ
ラガーカレーフランス ￥160

13

サフラン
牛すじ肉カレーパン ￥136

14

牛すじカレーパン ￥180
15

社会福祉法人青山会　第二東福ポパイ
焼きカレーパン ￥100

16

ホールドバゲット
フランスパンのカレーパン　￥180

17

ブーランジェリー　クローバー 
牛すじカレーパン　¥140

18

ベーカーズショップ　パピオ
黒毛和牛すじカレーパン　¥180

19

営業時間:AM9:30～PM5:30
定休日:水曜日
東大阪市稲田本町2-1-61
☎06-6744-8770

揚げカレーパンで味はスパイシーで
す。生地はさくっとしていてもっち
り、形は円形です。デミグラスソース
をベースに隠し味にコチュジャンが
入っています。

Matsuya （マツヤ）
牛肉ゴロゴロ大辛口カレーパン　¥150

手作りパン　パナデリーア

20

bakeryTREANT(ベーカリートレント)
トレントのカレーパン　¥120

21

チェリーストーン
黒カレーパン　￥125

22

ヴィドフランス小阪店(大西製菓)
特撰カレーパン　¥168

23

パンドウィッチ（Pan de Witch)
スパイシーカレー　¥150

24

淡路島たまねぎカレーパン　￥120
25

natural cafe at ease(アット イーズ)
カレースティック　￥200

26

モンタボー東大阪店
職人の欧風カレーパン　￥168

27
モンタボー東大阪店
●
西友

●布施署●布施高

●横綱ラーメン中央大通り
←至高井田 至長田→

サークルKサンクス
ローソン

●
●

●
natural cafe at ease

(アット イーズ)

裏面にカレーパン

MAPがあるよ!

布施駅

営業時間:AM9:00～PM8:00
定休日:年中無休
東大阪市長堂1-8-37
イオン布施駅前店内(B1)
☎06-6789-3091

揚げカレーパンで味はスパイシーで
す。生地はカリカリで、形は円形で
す。ロースカツをちょっとスパイシー
なカレーで包み、粗めのパン粉でカ
リッと仕上げました。まさに、「カ
レーパンの王様」です。

ベーカリーシェフ
王様カツカレーパン　￥160

28
ベーカリーシェフ

●イオン

東大阪カレーパン会
のイラストが描かれた
飲料水の自動販売機が
出現!! 探してみてね～♪


