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★★★カレータリ 1300★★★

★★★カレーランチ 980★★★
★★★カレーランチ マトン 1200★★★

カレー 3 種類とナン（またはライス）・ドリンクのセット
Three curries of your choice,Indian bread or rice and drink.

カレーとナン（またはライス）・ドリンクのレギュラーセット

Regular size of curry,Indian bread nan or rice and drink.

STEP 1 カレーを 3 種類お選びください。Please choose three types of curries.
チキン （骨付きチキンのカレー）
え び （オニオントマトソースのえびカレー）
な す （なすとピーマンの野菜カレー）
マトン （スパイスで柔らかく煮込んだ羊のカレー）
ダール豆 （インド産レンズ豆のカレー）
チャナ豆 （インド産ひよこ豆のカレー）
かじきまぐろ （かじきまぐろのトマト風味カレー）
サグチキン （ほうれん草ソースのチキンカレー）

Lunch Time Open Daily

Curry Lunch

続いて最下部から STEP 2
All cooking is cooked by Indian chef !

え び Prawn

STEP 3 STEP 4 をお選びください。

Curry Thali

Please choose a spicy level of curries,bread or rice and drink from list below.

★★★ランチタリ 1600★★★

STEP 1 カレーをお選びください。Please choose a curry.

チキン Chicken

Chicken “Chicken drum stick curry”
Prawn “Prawn cooked with onion tomato sauce “
Eggplant “Eggplant stewed in tomato sauce”
Mutton “Tender mutton simmered in onion sauce”
Dal beans “Indian yellow lentil curry”
Chana beans “Chick beans curry”
Fish “Swordﬁsh cooked with onion tomato sauce ”
Sag Chicken “Spinach sauce chicken curry”

な す Eggplant

カレー 2 種類とタンドーリチキン ・シークカバブ ・バターライス ・
スモールナンまたはスモールロティ ・ドリンクのセット

Two types of curries of your choice,Tandoori chicken,
Sheek kabab,Butter rice,small nan or roti and drink.
（上記の 8 種類から）
STEP 1 カレーを 2 種類お選びください。

ダール豆 Dal beans

チキンアル Chicken Alu

続いて ナンまたはロティ ・最下部から STEP 2 辛さ

マトン Mutton

ください。 Please choose two types of curries,spicy level,Indian bread (Nan or Roti) , and drink.

インド産レンズ豆のカレー
Indian yellow lentil curry

鶏の胸肉とポテトのドライタイプカレー

Breast meat of chicken and potatoes

オニオンソースとトマト・スパイスで
じっくり煮込んだ羊のカレー

1 ヶ月間の限定カレー（ナンまたはライス・ドリンク付き）今月のカレーはテーブルのポップをご覧ください！
Monthly special curry lunch. Come with Indian bread nan or rice and drink.

STEP 3 パンまたはライスをお選びください。

Level 1 ～ Level 5 は別料金 テーブルのホットスパイスもご利用ください（無料です）
Please choose a spicy level. Higher than level 1 are extra charges.

Level 4 激辛
Level 3 大辛

Plus 120 yen
Plus 90 yen

Level 2 辛口
Level 1 やや辛

Plus 200 yen

Super Hot
Special Hot

Plus 60 yen

Plus 30 yen

Ultra Hot

Hot

Medium Hot

Level 0 ミディアム （ご指定のない場合はミディアムになります）Medium
Level -1 マイルド （辛さが苦手な方はマイルドをお選び下さい） Mild

The price includes tax. 表示金額はすべて税込です

★★★スペシャルカレーランチ Special Curry Lunch 1100★★★

（通常は Level 0 ミディアム）
STEP 2 辛さをお選びください。

Level 5 ウルトラホット

Lunch Thali

＜ランチをご注文された方限定＞ ★★★ おかわりナン 220 / おかわりスモールナン 130 / おかわりドリンク 250 ★★★
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STEP 4 ドリンク をお選び

（パン・ライスは各サイズをお選びいただけます）

Please choose a bread or rice.

ナ ン
ロティ

（ナン / スモールナン）

ライス

< 国産米 >

（全粒粉を使用した香ばしいパン）
（ロティ / スモールロティ）
レギュラー 300g / ハーフ 150g
（ラージ 400g プラス 100 yen）

バターライス

< 国産米 >

（スパイスとバターで炊いたライス）
レギュラー 300g / ハーフ 150g
（ラージ 400g プラス 100yen）

Breoar d
Rice

Nan
Roti

(Nan / Small Nan)

Rice

“Domestic rice”
Regular 300g / Half 150g

“Basic whole wheat bread”
(Roti / Small Roti)

(Large 400g plus 100 yen)

Butter Rice

“Domestic rice”
“Rice boiled with spices and butter”
Regular 300g / Half 150g
(Large 400g plus 100 yen)

グランドメニューから「カレーとパン（またはライス）」
を組み合わせてご注文いただくとプレートにサラダが
付きます。ドリンクはプラス 300 円でご注文いただけます。
お好きなドリンクを STEP 4 からご注文ください !

STEP 4 ドリンクをお選びください。Coﬀee & Tea
Please choose a drink.

食前にドリンクをご希望される場合はご注文時にお申し付けください

コーヒー
アイスコーヒー
マサラチャイ

（紅茶とミルクを数種類のスパイスと共に
煮込んだ香り豊かなミルクティー）
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Soft Dri

Coﬀee
Iced Coﬀee
Masala Chai

“Indian spiced royal milk tea”

アイスマサラチャイ
Iced Masala Chai
アイスティーストレート
Iced Tea Straight
アイスレモンティー
Iced Lemon Tea
ラッシー （インドの甘いヨーグルトドリンク） Lassi “Sweet yoghurt drink”
ミックスラッシー （ラッシー & マンゴー＆パイナップル） プラス 100yen Mixed Lassi

★★ Happy Hour ★★

★★★チキンマサラ 870★★★

11:00-15:00 お得なドリンク

ハーフサイズのチキンカレーとスモールナン（またはスモールロティ）・ドリンクのセット
炭火でじっくりと焼きあげた鶏のもも肉を玉ねぎとトマトスパイスのマサラソースで
じっくり煮込み、仕上げにヨーグルトで酸味を加えたこくのあるチキンカレーです。

Half size of chicken curry,small nan or small roti and drink.

Chicken Masala
ナン または ロティ を
お選びください。
続いて裏面最下部から

STEP 2

辛さ

STEP 4 ドリンク

をお選びください。

Please choose a spicy level,Indian bread (Nan or Roti) , and drink.

ウーロンハイ Oolong Hai 380
グレープフルーツサワー Grapefruit Sour 380
レモンサワー Lemon Sour 400
ライムサワー Lime Sour 400
ハイボール （ジムビーム Jim Beam） 400
Highball（シングル 400 / ダブル 680）
グラスワイン（赤 / 白）Wine 400

★★★★★サイドメニュー★★★★★ side dish !

タンドーリチキン 500
Tandoori Chicken

タングリカバブ 500
Tangri Kabab

サモサ 430
Samosa

シークカバブ 680
Sheek Kabab
ビールにおすすめ！お一人様バーベキュープレート。
タンドーリチキン ×1・シークカバブ ×1・パパド ×1

キングフィッシャー Kingﬁsher 680
カールズバーグ Carlsberg 650
ライオンスタウト Lion Stout 680

Lunch Time Open : 月～金 11:30 ～ / 土日祝 11:00 ～
★★★ランチボックス 全 8 種類★★★
★★★チキン / えび / なす / ダール豆 / チキンアル 850★★★ ＜ランチをご注文された方限定＞ ★★★ おかわりナン 220 / おかわりスモールナン 130 / おかわりドリンク 250 ★★★
★マトン 1070★スペシャルカレー 970★スペシャルカレー B 970★
カレーランチのテイクアウト！ カレーとナン（またはライス）のセット
出来たての本格インドカレーをオフィスやご自宅でお召し上がりください。
カレーと裏面最下部から STEP 2 辛さ STEP 3 パン・ライス をお選びください。

Take out of Curry Lunch. Please choose a curry and bread or rice.

850

850

Menu for take-outs

Call 042-642-0822

★★★ランチボックスにベジタリアンサラダスモールをセットで、プラス 360★★★

シングルタンドーリプレート 650
Single Tandoori Plate
The price includes tax. 表示金額はすべて税込です

チキンアル Chicken Alu

ダール豆 Dal beans
なす Eggplant

テイクアウトメニュー 電話予約で時間指定 OK!

850

マトン Mutton
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850

スペシャルカレー Special

ベジタリアンサラダ スモール 380
Vegetarian Salad Small

サモサ 450 タンドーリチキン ポテト付き 600
Tandoori Chicken
Samosa

カレーはテーブルの
ポップをご覧ください

970

えび Prawn

スペシャルカレー B Special B

850

チキン Chicken

Lunch Box

カレーはスタッフに
お尋ねください

970

タングリカバブ ポテト付き 600
Tangri Kabab

シークカバブ ポテト付き 750
Sheek Kabab

