
スープカレーKIFUKUについて

『街中にいながら海岸沿いのテラスに来たような、

プチ旅行気分を味わえるスープカレー屋さん』

をコンセプトに、神奈川県の豊かな海と横浜の港町に合う
カリフォルニア調のお店作りとなっております。

神奈川県産の素材をできる限り使用し
鎌倉野菜や三浦野菜、神奈川野菜など地産にこだわった
色彩豊かなスープカレーに仕上げています。

自慢のスープは本来の鶏ガラスープに豚骨を新たに加え
濃厚さを引き出したKIFUKUオリジナル。

スープには香味野菜、果物を惜しみなくたっぷりと使用し、
７時間以上煮込んだスープブイヨンを取り出す事で
最大限のUmami soupを抽出しております。

そこにトマトや玉ねぎを加え、甘みと酸味のあるスープが
出来ていきますが、それだけではまだまだなのです。

KIFUKUでは和風出汁を加え、更に時間をかけて煮込む事で
香り豊かで味わい深いスープに仕上げていきます。

仕上げに約20種類のオリジナルブレンドのスパイスを
4回に分けてスープに入れています。
タイミングを分けることで香りを逃がさず
しっかりとした風味豊かなスープカレーが完成します。

なんとお客様へご提供させて頂くまでに調理開始から
2日間という時間をかけてご提供させて頂いております。

3年間本場北海道の名店を巡り研究を重ね
札幌の有名店で修行をしたスタッフ達が作る
こだわりのスープカレーを通して喜びと幸福を届けたい
という想いから㐂福（喜福）と名付けました。

どうぞ当店のスープを心ゆくまでご堪能下さいませ。



神奈川県の地産素材を使用しております
青木農園さん

三浦野菜生産農家さ
んでいつも美味しい野
菜を当店に届けて下さ
います。青木農園さん
の畑は富士山の方を向
き、目の前には海が見
え、富士山があること
でミネラル豊富な土壌、
「黒土」と「赤土」が
あり、美味しく冷たい
空気流れ作物にはとて
も気候が良いのです。
海から潮風が吹くこと
で、ミネラルを頂き、
自然の恩恵をたくさん
受けて育てる野菜はス
トレスの無いとっても
美味しい三浦野菜です。
どうぞご堪能下さい。

はまぽーく

横浜の『浜』と、豚
肉の『ポーク』
で、”はまぽーく”と
名付けられ

親しみやすく覚えや
すい、横浜産ブラン
ドとなっています。

横浜の生産者が肉質
良好な豚肉となるよ
う育てられた豚肉は
淡紅色で柔らかく上
品な味わいとなって
います。

ぜひ一度ご賞味いた
だきたいと思います。

すかなごっそさん

当店に美味しい神奈川
野菜を届けて下さいま
す、すかなごっそさん
をご紹介させて頂きま
す。

神奈川県の東南部に位
置する三浦半島。 季
節によってさまざまな
姿を見せてくれる海と、
美しい自然に囲まれ、
安らぎを感じさせる緑
がいっぱいです。

ＪＡよこすか葉山は横
須賀市、葉山町、逗子
市を管内とする農業協
同組合です。農業の主
要作物は冬から春にか
けてのキャベツ・ダイ
コン、夏のカボチャ・
スイカ・メロンです。
三浦市農協とともに
｢三浦野菜｣としてブラ
ンドを確立し、市場よ
り評価を得ています。
また、黒毛和牛の肥育
も行われ神奈川県を代
表するブランド牛「葉
山牛」として市場に出
荷しています。 当Ｊ
Ａは地域の皆様の求め
る｢安全・安心な地場
野菜｣を市場を通して
出荷しております。

鎌倉野菜

鎌倉野菜生産農家
の山森さん、福田さ
んがいつも美味しい
野菜を当店に届けて
下さいます。色彩豊
かな鎌倉野菜は生産
敷地面積が少なく非
常に希少価値の高い
野菜です。とっても
美味しい鎌倉野菜を
どうぞご堪能下さい。



Grand menu (All time)

フィシュフライと10品目のスープカレー
☆サックサクの白身魚のフライとスープカレーはオススメです☆

1,200円

タフゴレンと10品目のスープカレー
☆豆腐を揚げたスープカレー、お肉が苦手な方には方にはオススメです☆

1,150円

骨付きチキンレッグと10品目野菜のスープカレー
☆ほろっと煮込んだ柔らかなチキンレッグはスープカレーの基本です☆

1,250円

骨付きチキンレッグと16品目野菜のスープカレー
☆美味しい野菜と骨付きチキンレッグの組み合わせは身体も喜びます☆

1,450円

はまぽーくの角煮と10品目野菜のスープカレー
☆横浜ブランドのはまぽーくを食べなきゃ横浜は語れない！？☆

1,450円

はまぽーくの角煮と16品目野菜のスープカレー
☆神奈川を満喫できる！？地産ならではの鮮度が自慢です☆

1,650円

※野菜は季節、気候やその他事象により
写真と異なる場合が御座いますのでご了承ください。

★「はまぽーく」は横浜産ブランドで柔らかな肉質と甘みある美味しい豚肉です。

※当店の表示価格は全て税抜き価格となっております。

安心安全な国産地産野菜！お肉も野菜も美味しく、身体に美しく♪



Grand menu (All time)

はまウィンナー3種類と10品目のスープカレー
☆横浜ブランドのはまぽーくのウィンナーとスープカレーはオススメです☆

1,480円

ザンギと炙りチーズの9品目のスープカレー
☆ザンギ(唐揚げ)と炙りチーズはバランスの良い組み合わせ☆

1,500円

よくばりさんの満腹スープカレー
☆はまぽーくの角煮とウィンナー3種、タフゴレンと揚げモチ、10品目野菜☆

1,980円

モーモーブロックリーのスープカレー
☆牛すじとタフゴレン、ガーリックブロッコリー、10品目野菜☆

1,730円

チキン3兄弟のスープカレー
☆骨付きチキンレッグとザンギ、味付け卵、ガーリックブロッコリー、10品目野菜☆

1,800円

カウボーイのスープカレー
☆ハンバーグと炙りチーズ、ウィンナー3種、10品目野菜☆

1,980円

※野菜は季節、気候やその他事象により
写真と異なる場合が御座いますのでご了承ください。

★「はまぽーく」は横浜産ブランドで柔らかな肉質と甘みある美味しい豚肉です。

※当店の表示価格は全て税抜き価格となっております。

安心安全な国産地産野菜！お肉も野菜も美味しく、身体に美しく♪



数量限定 menu (All time)

牛すじと10品目野菜のスープカレー
☆柔らかな牛すじは中毒性あり！？☆

1,450円

牛すじと16品目野菜のスープカレー
☆牛すじが食べたい方にはオススメ☆

1,650円

豚しゃぶと10品目野菜のスープカレー
☆スープカレーと豚しゃぶをぜひお試し下さい☆

1,250円

豚しゃぶと16品目野菜のスープカレー
☆たっぷり野菜と豚しゃぶを是非お試し下さい☆

1,450円

ハンバーグと10品目野菜のスープカレー
☆ハンバーグは食べやすくてにチーズトッピングがオススメです☆

1,450円

ハンバーグと16品目野菜のスープカレー
☆ハンバーグと野菜を楽しみたい方にはオススメです☆

1,650円

※野菜は季節、気候やその他事象により
写真と異なる場合が御座いますのでご了承ください。

★上記メニューは数量限定メニューの為、無くなり次第終了となります。

※当店の表示価格は全て税抜き価格となっております。

安心安全な国産地産野菜！お肉も野菜も美味しく、身体に美しく♪



数量限定 menu (All time)

ハワイアンズと10品目野菜のスープカレー
☆ココナッツスープと豚しゃぶ、炙りチーズ、10品目野菜☆

1,450円

KIFUKU最強クワトロスープカレー
☆肉4(チキン、角煮、豚しゃぶ、牛すじ)、16品目野菜スープカレー☆

2,490円

10品目野菜のスープカレー
☆自由にトッピングしたい方にはオススメです☆

1,100円

16品目野菜のスープカレー
☆野菜を楽しみたい方にはオススメです☆

1,300円

海鮮と10品目野菜のスープカレー
☆エビ、イカ、タコ、ホタテ、アサリの10品目野菜です☆

1,950円

海鮮と16品目野菜のスープカレー
☆エビ、イカ、タコ、ホタテ、アサリとたっぷり野菜をぜひお試し下さい☆

2,250円

※野菜は季節、気候やその他事象により
写真と異なる場合が御座いますのでご了承ください。

★上記メニューは数量限定メニューの為、無くなり次第終了となります。

※当店の表示価格は全て税抜き価格となっております。

安心安全な国産地産野菜！お肉も野菜も美味しく、身体に美しく♪



1.トッピングはいかがですか？
●炙りチーズ・・・・・・・・・・・・150円
☆チーズはカルシウム、ビタミンA、B2が豊富
で美肌に効果があると言われています☆

●味付け卵・・・・・・・・・・・・・120円
☆卵は栄養価の優等生、ビタミンやミネラルも
多くタンパク質のエネルギー代謝を促します☆

●フィッシュフライ・・・・・・・・・180円
☆サクっサクの白身魚のフライは良質なタンパ
ク質を供給してくれます☆

●納豆・・・・・・・・・・・・・・・100円
☆血液をサラサラにし、血管を綺麗にしてくれ、
髪や筋肉、皮膚を健康に保つスーパーフード☆

●KIFUKUザンギ・・・・・・・・・・250円
☆鶏の唐揚げを北海道ではザンギと呼びます。
タンパク質やコラーゲンを多く含みます☆

●かにクリームコロッケ・・・・・・・200円
☆外はサクサクで中はとろ～りかにクリームは
スープカレーとの相性抜群ですね☆

●骨付きチキンレック・・・・・・・・280円
☆良質なタンパク質を多く含み、ビタミンB2や
鉄分も多く栄養価が高い食材です☆

●はまぽーくの角煮・・・・・・・・・380円
☆豚バラ肉はビタミンB1、B2、B6、C、Eを含
み免疫力を高め、疲労回復などに効果があると
言われております☆

●牛すじ・・・・・・・・・・・・・・380円
☆低カロリーで栄養満点の食材なんです。若返
りと美肌効果、骨粗しょう症等に効果があり、
コラーゲン、エラスチン、コンドロイチン、ビ
タミンB12、Kを豊富と言われております☆

●豚しゃぶ・・・・・・・・・・・・・280円
☆みんな大好きな豚しゃぶをご賞味くだいさ☆

●ハンバーグ ・・・・・・・・・・・380円
☆ボリュームのある、みんな大好きハンバーグ
☆

●はまウインナー1本 ・・・・・・・・200円
☆はまチュリンガー・バジル・チーズのどれか
をお選び下さい☆

●はまウインナー3本セット ・・・・・380円
☆はまチュリンガー・バジル・チーズ各1本づつ
トッピング☆

●揚げ餅 ・・・・・・・・・・・・・100円
☆少ない量で必要なエネルギーを摂取できるパ
ワーフードで、働く人にオススメですね☆

※当店の表示価格は全て税抜き価格となっております。

●タフゴレン・・・・・・・・・・・・100円
☆当店オリジナル、揚げ出し豆腐です。豆腐は
イソフラボンやタンパク質、ミネラルを多く含
みます☆

●ブロッコリー・・・・・・・・・・・150円
☆風邪やがん予防、美容やダイエットに効果が
あると言われ、ビタミンA,B,C、Eが豊富です☆

●ガーリックブロッコリー・・・・・・180円
☆風邪やがん予防、美容やダイエットに効果が
あると言われ、ビタミンA,B,C、Eが豊富です☆

●揚げゴボウ・・・・・・・・・・・・120円
☆ゴボウは胃腸や便秘、美肌、コレステロール、
高血圧や癌等にも効果があると言われ、体内毒
素を出す効果が優れている食材です☆

●レンコン・・・・・・・・・・・・・100円
☆カリウム、食物繊維、ムチンは整腸作用を促
しコレステロールを排出する作用、大腸癌を予
防する効果があると言われております☆

●キャベツ増し・・・・・・・・・・・100円
☆ビタミンC、Uが豊富で、胃や十二指腸の健康
を保つ効果があると言われております☆

●アスパラ・・・・・・・・・・・・・200円
☆ビタミンA、B1、B2、C,E、カリウム、カルシ
ウム、鉄、食物繊維など様々な栄養素が含ま免
疫力UPや肝機能改善に効果が期待できます☆

●なす・・・・・・・・・・・・・・・100円
☆高ポリフェノールで体内を活性し、疲れを解
消してくれます☆

●かぼちゃ・・・・・・・・・・・・・100円
☆βカロチンやビタミンを多く含み、眼精疲労
や免疫力を高める効果があります☆

●サツマイモ・・・・・・・・・・・・100円
☆ビタミンCやカルシウムが多く、セルロースに
よる便秘解消に効果が期待できます☆

●じゃがいも・・・・・・・・・・・・200円
☆ビタミンB群・Cやミネラルを豊富に含み高血
圧や心筋梗塞、成人病予防に効果があると言わ
れます☆

●採れたて鎌倉・三浦野菜・・・スタッフまで
☆詳細はスタッフまで☆100円～ご用意しており
ます。

※新鮮採れたて野菜は季節や収穫内容により仕
入れ状況変わることが御座いますので、当日ご
用意できない場合も御座いますので、あらかじ
めご了承のほど宜しくお願い致します。



※当店の表示価格は全て税抜き価格となっております。

2.お好みのスープをお選び下さい
●レギュラー・・・・・・・・・・・・無料
☆KIFUKU基本のスープとなります☆

●マイルドスープ・・・・・・・・・・無料
☆豆乳でマイルドに仕上げました☆

●ココナッツスープ・・・・・・・・・50円
☆ココナッツミルクの甘みでクリーミーなスープです☆

●エビスープ・・・・・・・・・・・・150円
☆日本海は鳥取県沖で取れた刺身用甘エビから抽出した濃厚なエビ出汁スープ♫
200匹分のエビ頭から5～6人前しか取れない濃厚エビ出汁スープカレーをご堪能
下さい☆

鳥取県沖のホックアカエビを大型の底引き網で取り、取れたてを海の上で急速
冷凍をかけて最上級の鮮度を保ち、優れた冷凍技術で刺身用にしたエビを当店
は使用しております。

●エビスープの濃さをお選び下さい

ホッコクアカエビの栄養価と効能
●高タンパク低脂肪
●ビタミンEが豊富・・・強い抗酸化作用があり、動脈硬化や脳梗塞予防に有効
●タウリンが豊富・・・・脳卒中、高血圧、心臓病、疲労回復、視力回復に有効
●アスタキサンチン・・・強い抗酸化力で発ガンを抑制し血液をサラサラに効果的

●そのまんまスープ ・・・・・・・・無料
●スープ1.5倍増し ・・・・・・・・150円
●スープ2倍増し ・・・・・・・・・300円

3.お好みのスープの量をお選び下さい

8：2 7：3 6：4 4：6 3：7 2：8

エビ濃厚 ベース濃厚



※当店の表示価格は全て税抜き価格となっております。

4.お好みの辛さをお選び下さい

⓪辛さなし・・・・・・・・・・・・無料
①普通・・・・・・・・・・・・・・無料
②ちょい辛・・・・・・・・・・・・無料
③少し辛め・・・・・・・・・・・・無料
④やや辛め・・・・・・・・・・・・無料
⑤辛め・・・・・・・・・・・・・・無料
⑥カラひ～ぇ・・・・・・・・・・・50円
⑦からッ！ ・・・・・・・・・・・100円
⑧キャラい ・・・・・・・・・・・150円
⑨ひ～ ・・・・・・・・・・・・・200円
⑩大辛 ・・・・・・・・・・・・・250円
⑪～⑳神辛・・・・・・・・・・・・1プラス毎に30円UP

30辛・・・・・・・・・・・・・・・⑳と同価格
35辛・・・・・・・・・・・・・・・⑳と同価格
40辛・・・・・・・・・・・・・・・⑳と同価格
45辛・・・・・・・・・・・・・・・⑳と同価格
50辛・・・・・・・・・・・・・・・⑳と同価格

※⑤以上は辛さに自信のある方のみに限らせて頂きます。

【ライスのおかわり】・・・・・SS～S：100円 M：150円 L：200円

無料

5.お好みのライスの量をお選び下さい
S

180g

SS
120g

M
240g

L
350g

LL
500g

無料 無料 100円 150円



Alcohol menu
キリン一番絞り 小瓶 380円
キリン一番絞り 中瓶 550円

ハートランド 小瓶
澄んだ香味と率直な味わい。厳選された、麦芽100％・アロマホップ100％生ビール☆

380円
キリン零ICHI(ゼロイチ) 小瓶
一番絞り麦汁のみ使用し、ビールに近い上質な味わいを実現しました！！

380円

※当店の表示価格は全て税抜き価格となっております。

Beer ビール

レーベンブロイ(ドイツ) Alc 5％
ドイツビールの中のドイツビール☆のどごし爽快でまろやかなコクとキレのバランスが
良い王道の味わい♪麦芽とホップの風味が生きたドイツビールの真髄が味わえるビール

380円
バドワイザー(アメリカ) Alc 5％
1876年にアメリカで誕生して以来、世界中で愛されているビール。すっきりとして飲みやすいのが特徴です。

400円
バスペールエール(イギリス) Alc 5.1％
イギリスでビールといえば、上面発酵の「エール」。英国の伝統製法で醸造されるバスペールエールは、芳醇
な風味に飲みやすさをそなえた、イギリスを代表するエールの名品です。

440円
ハイネケンロングネックワンウェイ(オランダ) Alc 5％
1873年に誕生したラガービールで、トレードマークの緑色のボトルに入った爽快なラガーは長年世界中で
愛されています。さっぱりした味わいで、フルーティなホップが特徴なビールです。

450円
コロナエキストラ(メキシコ) Alc 4.5％
日本の輸入ビールブランドでは第一位！！軽い味わいと明るめのすっきりとした飲みやすさが特徴です。
ライムやレモンと一緒に飲むのがオススメです。

480円
ゴッドファーザースーパーストロング(インド) Alc 6.5％
インドが誇る世界のビールはスパイシーな料理にピッタリです。スイスで受賞した高品質なビール！！

490円
ビンタン(インドネシア) Alc 4.8％
バリ島NO.1ビール！軽めでクセもなくすっきりと飲みやすく、喉が渇いて飲むには最高のビールです。

500円
キリンギネスエクストラスタウト(アイルランド) Alc4. 5％
ローストした麦などによる濃いルビー色と上面発酵によるきめ細やかな泡とまろやかなコクのあるビールです。

530円
キリンドラフトギネス(アイルランド) Alc 4.5％
独自の特許技術による極めてクリーミィな泡となめらかな喉ごしが特徴の上面発酵のプレミアムスタウトビール。

530円
アロハビール(ハワイUSA) Alc 5％
まろやかな苦みで喉ごしが良く、すっきりとした後味なビール。昼間からの一杯に最高です。

580円

World Beer 世界のビール



Alcohol menu

※当店の表示価格は全て税抜き価格となっております。

World Beer 世界のビール

アンカースティーム(サンフランシスコUSA) Alc 4.9％
ラガー特有のコクと麦香と、エールのような華やかなかおりを持ち合わせた希有なビール。
クラフトビールの原点とも言える。

580円
アンカーリバティエール(サンフランシスコUSA) Alc 6％
世界中のビール評論家が「捜してでも飲む価値があり」と評するアンカー社の名品。
きめ細かい泡が口の中でフルーティさを広げ、喉ごしにホップの軽い苦みとスパイス感が清涼感を引き立てます。

580円
ピルスナーウルケル(チェコ) Alc 4.4％
しっかりとした苦みと軽すぎずない味わいがビール好きにはたまらないビールです。香ばしく、苦みがあって
それでいて爽やかさも持ち合わせているピルスナーの元祖！

580円
レモンビール(オレゴンUSA) Alc 4％
レモンスカッシュにアルコールを入れたような飲みやすさ！女性に人気のビールです。

580円
ニュートン(ベルギー王国) Alc 3.5％
知らずに飲めばビールとは気がつかないほど軽くすっきりとした味わいで、上品な青リンゴの香りが口の中に
広がります。ビールが苦手な方にはオススメです。

590円

セントルイスプレミアムフランボワーズ(ベルギー王国) Alc 2.8％
ベルギーでしか造られない、ランピック(自然発酵)ビールです。ラズベリーの甘さと酸味が
シャンパン感覚で楽しむ事が出来ます☆

650円

Whisky ウイスキー

ホワイトホース(ロック・水割り)
まろやかで上質なスコッチウィスキー 280円
ジョニーウォーカー(ロック・水割り)
豊かな香りとコクのある味わい 480円

Shochu 焼酎

かおり麦(ロック・水割り) グラス 280円
ボトル 1800円

まろやか芋(ロック・水割り) グラス 280円
ボトル 1800円

木挽 黒(ロック・水割り) グラス 380円
ボトル 2800円

木挽 青(ロック・水割り) グラス 450円
ボトル 3500円

Highball ハイボール

ハイボール 300円
ジンジャーハイボール 380円
コークハイボール 380円

Chu-Hi チューハイ

瀬戸内食べるレモンチューハ 380円
グレープフルーツチューハイ 380円
ウーロンハイ 380円
緑茶ハイ 380円

Wine ワイン

グラスワイン(フランジア)赤/白 250円
デキャンタ(フランジア)赤/白 600円

Fruit Liqueur 果実酒

まっこい梅酒(ロック・水割り) 280円
杏仁のような甘い香りと、コクのある豊かな味わい

杏露酒(ロック・水割り) 350円
あんずのフルーティで華やかな香り



Drink menu 
コカ・コーラ(瓶) 280円(税込302円)

コカ・コーラゼロ(瓶) 280円(税込302円)

ジンジャーエール(瓶) 280円(税込302円)

オレンジジュース 250円(税込270円)

グレープフルーツジュース 250円(税込270円)

トマトジュース 250円(税込270円)

アイスウーロン茶 250円(税込270円)

アイス緑茶 250円(税込270円)

コーヒー(ホット・アイス) 350円(税込378円)

カフェラテ(ホット・アイス) 450円(税込486円)

ラッシー 400円(税込432円)

いちごラッシー 450円(税込486円)

マンゴーラッシー 450円(税込486円)

KIFUKUッシー 500円(税込540円)


