
 

■カレーライス  (トッピングあり、デザート付き)

提供レストラン：
三本の箒™ ロストワールド・レストラン™

メルズ･ドライブイン™ ディスカバリー・レストラン™

スタジオ･スターズ･レストラン™ アミティ･ランディング･レストラン™

フィネガンズ･バー＆グリル™ スヌーピー™･バックロット･カフェ

ルイズN.Y.ピザパーラー™ アズーラ･ディ･カプリ

SAIDO™ パークサイド･グリル™

ザ･ドラゴンズ･パール™ ハピネス・カフェ®

※食品中に含まれるアレルゲンを「●」で表示しております （ラインコンタミを含みます）

※カロリーは、五訂食品成分表に基づき算出しています

※取り扱いレストラン、レストランオープン・クローズ情報は各レストランの紹介ページにてご確認ください

原材料

使用重量
およびカロ
リー
(1食あたり)

総重量
およびカロリー
(1 セットあたり )

特定原材料7 品目( 表示義務)

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

卵 乳 小麦 えび かに そば

まつたけ

2018年10月1日

落花生

更新日:

野菜カレー

野菜（玉ねぎ、じゃがい
も、にんじん、スイート
コーン、ピーマン）、りん
ご繊維、かぼちゃペース
ト、パーム油、還元水あ
め、カレーパウダー、はち
みつ、りんご濃縮果汁、乾
燥ポテト粉末、でんぷん、
食塩、トマトペースト、酵
母エキス、砂糖、ガーリッ
クペースト、しょうがペー
スト、香辛料、酸味料

100g
89Kcal

●

もも りんご オレンジ
キウイ

フルーツ

メニュー

バナナくるみ カシュー
ナッツ

※トッピングは、ハンバーグ(写真)、またはミートボールのどちらかお好きなものを
　お選びいただけます

ごま やまいも

ライス 白米 ( 国産こしひかり）、
酸味料

200g
299Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

もも りんご オレンジ
キウイ

フルーツ バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ

ハンバーグ

【ポークハンバーグ】
豚肉、玉ねぎ、でん粉、豚
脂肪、食塩、砂糖、香辛
料、調味料（有機酸等）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

【煮込みソース】
トマトペースト、砂糖、砂
糖・異性化液糖、ウスター
ソース、食塩、ぶどう酢、
ポークエキス、でん粉、水
あめ、香辛料、玉ねぎペー
スト、にんにくペースト

75g
147Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

●

もも りんご オレンジ キウイ
フルーツ バナナくるみ カシュー

ナッツ ごま やまいも まつたけ

ミートボール

【チキンミートボール】
鶏肉、玉ねぎ、つなぎ（さ
といも、米粉）、しょうが
汁、食塩、揚げ油（なたね
油）

【煮込みソース】
砂糖、トマトペースト、醸
造酢（米）、みりん（もち
米）、馬鈴薯でん粉、食
塩、香辛料

55g
144Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉

バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ

鶏肉 ゼラチン

鶏肉 ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

●

あわび
ぶどうゼリー

ぶどう果汁、ぶどう糖果糖
液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、
クエン酸、クエン酸Na、香
料

80g
84Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 いか さば いくら さけ

もも

【トッピングが
ハンバーグの場

合】
455g

619Kcal

【トッピングが
ミートボールの場

合】
435g

616Kcal

※表示価格は税込み価格です

もも りんご オレンジ キウイ
フルーツ

まつたけ キウイ
フルーツ バナナくるみ カシュー

ナッツ ごま やまいも りんご オレンジ

¥1,030

   低アレルゲンメニュー詳細 



 

■カレーライス  (トッピングなし、デザート付き)

提供レストラン：
三本の箒™ ロストワールド・レストラン™

メルズ･ドライブイン™ ディスカバリー・レストラン™

スタジオ･スターズ･レストラン™ アミティ･ランディング･レストラン™

フィネガンズ･バー＆グリル™ スヌーピー™･バックロット･カフェ

ルイズN.Y.ピザパーラー™ アズーラ･ディ･カプリ

SAIDO™ パークサイド･グリル™

ザ･ドラゴンズ･パール™ ハピネス・カフェ®

※食品中に含まれるアレルゲンを「●」で表示しております （ラインコンタミを含みます）

※カロリーは、五訂食品成分表に基づき算出しています

※取り扱いレストラン、レストランオープン・クローズ情報は各レストランの紹介ページにてご確認ください

メニュー 原材料

使用重量
およびカロ
リー
(1食あたり)

総重量
およびカロリー
(1 セットあたり )

更新日: 2018年10月1日

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉

480g
561Kcal

野菜カレー

野菜（玉ねぎ、じゃがい
も、にんじん、スイート
コーン、ピーマン）、りん
ご繊維、かぼちゃペース
ト、パーム油、還元水あ
め、カレーパウダー、はち
みつ、りんご濃縮果汁、乾
燥ポテト粉末、でんぷん、
食塩、トマトペースト、酵
母エキス、砂糖、ガーリッ
クペースト、しょうがペー
スト、香辛料、酸味料

200g
178Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

豚肉 鶏肉 ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

もも りんご オレンジ
キウイ

フルーツ バナナ

ライス 白米 ( 国産こしひかり）、
酸味料

200g
299Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

もも りんご オレンジ
キウイ

フルーツくるみ

ぶどうゼリー

ぶどう果汁、ぶどう糖果糖
液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、
クエン酸、クエン酸Na、香
料

80g
84Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

もも りんご オレンジ キウイ
フルーツくるみ カシュー

ナッツ ごま やまいも

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン あわび いか さば

●

バナナ

くるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

まつたけ

カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ

¥1,030

バナナ

いくら さけ

※表示価格は税込み価格です

   低アレルゲンメニュー詳細 



 

■ハヤシライス  (トッピングあり、デザート付き)

提供レストラン：
三本の箒™ ロストワールド・レストラン™

メルズ･ドライブイン™ ディスカバリー・レストラン™

スタジオ･スターズ･レストラン™ アミティ･ランディング･レストラン™

フィネガンズ･バー＆グリル™ スヌーピー™･バックロット･カフェ

ルイズN.Y.ピザパーラー™ アズーラ･ディ･カプリ

SAIDO™ パークサイド･グリル™

ザ･ドラゴンズ･パール™ ハピネス・カフェ®

※食品中に含まれるアレルゲンを「●」で表示しております （ラインコンタミを含みます）

※カロリーは、五訂食品成分表に基づき算出しています

※取り扱いレストラン、レストランオープン・クローズ情報は各レストランの紹介ページにてご確認ください

※表示価格は税込み価格です

バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ もも りんご オレンジ キウイ

フルーツ

ぶどうゼリー

ぶどう果汁、ぶどう糖果糖
液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、
クエン酸、クエン酸Na、香
料

80g
84Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン

バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ もも りんご オレンジ キウイ

フルーツ

あわび いか さば いくら さけ

●

ミートボール

【チキンミートボール】
鶏肉、玉ねぎ、つなぎ（さ
といも、米粉）、しょうが
汁、食塩、揚げ油（なたね
油）

【煮込みソース】
砂糖、トマトペースト、醸
造酢（米）、みりん（もち
米）、馬鈴薯でん粉、食
塩、香辛料

55g
144Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン

バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ もも りんご オレンジ キウイ

フルーツ

あわび いか さば いくら さけ

ハンバーグ

【ポークハンバーグ】
豚肉、玉ねぎ、でん粉、豚
脂肪、食塩、砂糖、香辛
料、調味料（有機酸等）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

【煮込みソース】
トマトペースト、砂糖、砂
糖・異性化液糖、ウスター
ソース、食塩、ぶどう酢、
ポークエキス、でん粉、水
あめ、香辛料、玉ねぎペー
スト、にんにくペースト

75g
147Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

まつたけ もも りんご オレンジ
キウイ

フルーツ

あわび いか さば いくら さけ

●

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン

バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

まつたけ もも りんご オレンジ
キウイ

フルーツ バナナ

●

ライス 白米 ( 国産こしひかり）、
酸味料

200g
299Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

メニュー 原材料

使用重量
およびカロ
リー
(1食あたり)

総重量
およびカロリー
(1 セットあたり )

ハヤシポーク

野菜（玉ねぎ、人参）、ト
マトペースト、豚肉、砂
糖、食塩、ポークエキス、
パーム油、酵母エキス、に
んにく、炒め玉ねぎ（玉ね
ぎ、なたね油）、胡椒、タ
イム、シナモン、クロー
ブ、糊料（加工でん粉）

100g
72Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

【トッピングが
ハンバーグの場

合】
455g

602Kcal

【トッピングが
ミートボールの場

合】
435g

599Kcal

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

くるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも

更新日: 2018年10月1日

¥1,030

※トッピングは、ハンバーグ(写真)、またはミートボールのどちらかお好きなものを
　お選びいただけます

   低アレルゲンメニュー詳細 



 

■ハヤシライス  (トッピングなし、デザート付き)

提供レストラン：
三本の箒™ ロストワールド・レストラン™

メルズ･ドライブイン™ ディスカバリー・レストラン™

スタジオ･スターズ･レストラン™ アミティ･ランディング･レストラン™

フィネガンズ･バー＆グリル™ スヌーピー™･バックロット･カフェ

ルイズN.Y.ピザパーラー™ アズーラ･ディ･カプリ

SAIDO™ パークサイド･グリル™

ザ･ドラゴンズ･パール™ ハピネス・カフェ®

※食品中に含まれるアレルゲンを「●」で表示しております （ラインコンタミを含みます）

※カロリーは、五訂食品成分表に基づき算出しています

※取り扱いレストラン、レストランオープン・クローズ情報は各レストランの紹介ページにてご確認ください

※表示価格は税込み価格です

バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ もも りんご オレンジ キウイ

フルーツ

480g
527Kcal

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉

ぶどうゼリー

ぶどう果汁、ぶどう糖果糖
液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、
クエン酸、クエン酸Na、香
料

80g
84Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン

バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ もも りんご オレンジ

キウイ
フルーツ

あわび いか さば いくら さけ

ライス 白米 ( 国産こしひかり）、
酸味料

200g
299Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン

バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ もも りんご オレンジ

キウイ
フルーツ

あわび いか さば いくら さけ

ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

●

ハヤシポーク

野菜（玉ねぎ、人参）、ト
マトペースト、豚肉、砂
糖、食塩、ポークエキス、
パーム油、酵母エキス、に
んにく、炒め玉ねぎ（玉ね
ぎ、なたね油）、胡椒、タ
イム、シナモン、クロー
ブ、糊料（加工でん粉）

200g
144Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

更新日: 2018年10月1日

メニュー 原材料

使用重量
およびカロ
リー
(1食あたり)

総重量
およびカロリー
(1 セットあたり )

¥1,030

   低アレルゲンメニュー詳細 



 

■ミートパスタ  (トッピングあり、デザート付き)

提供レストラン：
三本の箒™ ロストワールド・レストラン™

メルズ･ドライブイン™ ディスカバリー・レストラン™

スタジオ･スターズ･レストラン™ アミティ･ランディング･レストラン™

フィネガンズ･バー＆グリル™ スヌーピー™･バックロット･カフェ

ルイズN.Y.ピザパーラー™ アズーラ･ディ･カプリ

SAIDO™ パークサイド･グリル™

ザ･ドラゴンズ･パール™ ハピネス・カフェ®

※食品中に含まれるアレルゲンを「●」で表示しております （ラインコンタミを含みます）

※カロリーは、五訂食品成分表に基づき算出しています

※取り扱いレストラン、レストランオープン・クローズ情報は各レストランの紹介ページにてご確認ください

※表示価格は税込み価格です

バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ もも りんご オレンジ キウイ

フルーツ

ぶどうゼリー

ぶどう果汁、ぶどう糖果糖
液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、
クエン酸、クエン酸Na、香
料

80g
84Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン

ゼラチン あわび いか さば いくら さけ

●

あわび いか

キウイ
フルーツ

さば いくら さけ

ミートボール

【チキンミートボール】
鶏肉、玉ねぎ、つなぎ（さ
といも、米粉）、しょうが
汁、食塩、揚げ油（なたね
油）

【煮込みソース】
砂糖、トマトペースト、醸
造酢（米）、みりん（もち
米）、馬鈴薯でん粉、食
塩、香辛料

55g
144Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉

くるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ バナナ

ハンバーグ

【ポークハンバーグ】
豚肉、玉ねぎ、でん粉、豚
脂肪、食塩、砂糖、香辛
料、調味料（有機酸等）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

【煮込みソース】
トマトペースト、砂糖、砂
糖・異性化液糖、ウスター
ソース、食塩、ぶどう酢、
ポークエキス、でん粉、水
あめ、香辛料、玉ねぎペー
スト、にんにくペースト

75g
147Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン

●

もも りんご

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン あわび いか さば いくら

発芽玄米
リングイネ

発芽玄米粉（国産）、白米
粉（国産）、加工デンプ
ン、増粘剤（アルギン酸エ
ステル、増粘多糖類）

170g
220Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

大豆 牛肉 豚肉 鶏肉

メニュー 原材料

使用重量
およびカロ
リー
(1食あたり)

総重量
およびカロリー
(1 セットあたり )

ミートソース

野菜（玉ねぎ、人参）、ト
マトペースト、豚肉、砂
糖、食塩、ポークエキス、
パーム油、にんにく、酵母
エキス、胡椒、タイム、シ
ナモン、クローブ、糊料
（加工でん粉）

100g
66Kcal

特定原材料7 品目( 表示義務)

【トッピングが
ハンバーグの場

合】
425g

517Kcal

【トッピングが
ミートボールの場

合】
405g

514Kcal

卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生

特定原材料に準ずるもの20 品目( 表示推奨)

もも りんご オレンジ

●

更新日: 2018年10月1日

さけ

あわび いか さば いくら さけ

あわび いか さば いくら さけ

もも りんご オレンジ
キウイ

フルーツ バナナ

オレンジ キウイ
フルーツ バナナくるみ カシュー

ナッツ ごま やまいも まつたけ

くるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ

もも りんご オレンジ
キウイ

フルーツ バナナくるみ カシュー
ナッツ ごま やまいも まつたけ

ゼラチン

¥1,030

※トッピングは、ハンバーグ(写真)、またはミートボールのどちらかお好きなものを
　お選びいただけます

   低アレルゲンメニュー詳細 


