
特製チキンカレー

バター チキン（甘口）

チキン・ティカ・マサラ（辛口）

チキン・ド・ピアザ

ミックス ベジタブル カレー

▷  玉ねぎとトマトのソースのまろやか

    チキンカレー

 人気No1    !!

▷  ニンジン、じゃがいも、インゲン、

　グリーンピースなど、野菜をたっぷり

　使ったヘルシーなカレー

▷  トマトとバターソースを使った

　 骨なしバーベキューチキンのカレー

▷  バターソースで味付けした、骨なし

    バーベキューチキンの辛口カレー

▷  玉ねぎとピーマンが入った具だくさん

    なマイルドなチキンカレー

※　お好みによって辛くできます（バターチキンを除く）。
（1. 中辛　　　　2. 大辛　　　　　3. 激辛　　　　）

Chicken Curry

Butter Chicken

Chicken Tikka Masala

Chicken-Do-Piaza

Mix Vegetable Curry

Boneless chicken cooked with 
onion and tomato sauce

Barbecued boneless chicken cooked with 
tomatoes, butter and  cream

Barbecued chicken pieces cooked in hot
spices, butter and cream

Chicken in mild sauce cooked with 
onion and green pepper

Different kinds of vegetables cooked
 with mild sauce

単品カレー Curries
■　チキンのカレー ＆ 野菜のカレー　                                           ■Curries in Chicken,Vegetable

ひよこ豆のカレー Dal Tarka
▷  ひよこ豆（チャナ豆）がたっぷり入っ

　 たインドの定番カレー

Yellow gram lentils cooked in tomatoes
 and onion sauce

￥8００

￥１,０３０

￥９８０

￥９００

￥８８０

￥８８０

辛口カレー
人気No.1



マトンカレー ￥１,０３０
▷  トマトと玉ねぎベースのソースと

　 スパイスで味付けしたマトンのカレー

▷  玉ねぎとピーマンが入ったマイルドな

　 マトンカレー

▷  えび、いか、ホタテのシーフードと

　 ニンジン、じゃがいもの入った

    スパイシーなカレー

▷  マイルドなソースで味付けした

　えび（プラウン）のカレー

シーフードカレー（トマト風味）

￥１,０３０

￥１,１３０

▷  トマトとココナッツのソースで

　 作ったスパイシーなえびのカレー

▷  トマトとバターのソースを使った

　 えびのカレー

※　お好みによって辛くできます。
（1. 中辛　　　2. 大辛　　　　3. 激辛　　　　）

Mutton Curry

Mutton-Do-Piaza

Sea Food Curry

Prawn Curry

Prawn Malabar Curry

Butter Prawn

Mutton pieces cooked in gravy and
 spices

Prawn, squid, scallop, potato, carrot
 cooked in mild onion and tomato sauce
 flavored with ajwain

Mutton in mild sauce cooked with
 onion and green pepper

Prawns cooked with mushrooms
 in mild sauce

Prawns cooked with hot tomato sauce
 and coconuts milk

Prawn cooked with tomatoes, butter
 and cream

■　マトンのカレー                                  ■Curries in Mutton

■　シーフードのカレー　                    ■From Sea

マトン・ド・ピアザ ￥１,１３０

バター プラウン（甘口）

プラウン カレー

プラウン マラバル カレー（ココナッツ風味）

￥９８０

￥９８０



スナック レシミ・カバブ（３ピース）

パポド・チップス（３枚）

グリーン サラダ

・・・    ￥５１０

・・・・￥２６０

・・・・￥３１０

ナン　　　　　　   　      　　　ガーリック　ナン　　　　　　　　チーズ　ナン

▷  クリームソースに漬けてタンドールで焼いたマイルドな骨なしバーベキューチキン

▷  豆の粉で作ったインドの軽いおせんべい（塩味）

▷　フレッシュ野菜のさっぱりサラダ

チキンカレー、ミニナンまたはミニライス、
オレンジジュース

※　プラス１００円で、ミニナンを

        大きいナンにできます！
お子様セット（ミニナン）

お子様セット  Kid Set ￥5１０

ナン・ライス ナン

　 ハーフナン

ガーリックナン

チーズナン

ライス

　 ハーフライス

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　                   ・・・・・・・・・・・

　                         ・・・・・・・・・・

　　                      ・・・・・・・・・・

           ・・・・・・・・・・・・・・・・

　　                       ・・・・・・・・・・

￥２９０

￥２１０

￥３８０

￥５１０

￥２１０

￥１１０

レシミ　カバブ　　　　　　   　      　　　　　パ ポ ド　　　　　　　　　　　グリーン　サラダ

お子様セット Kid Set

ナン・ライス,スナック Bread and Rice ,Tid Bits

Chicken Curry, Small Naan or Small Rice,
Orange Juice

Naan ・ Rice

Snacks

Naan
              Half Naan
               Garlic Naan
               Cheese Naan
   Full Rice
                  Half Rice

            Reshmi Kabab (3pcs.)

         Papod Chips (3pcs.)

Green Salad



■ ディナータイム　17：00 ～ 21：00 ( LO 20：00 ) ■

チャイ（ホット・アイス）

マサラ チャイ（ホットのみ）

ラッシー

マンゴージュース

マンゴーラッシー

       ・・・・・・・・　￥３８０

  ・・・・・・・・・・　￥４３０

・・・・・・・・・・・　￥３３０

  ・・・・・・・・・・　￥３８０

  ・・・・・・・・・・・  ￥３８０

ドリンク

デザート アイスクリーム（バニラ・ストロベリー・抹茶）

マンゴーヨーグルト

マンゴーメルバ（バニラ・ストロベリー）

グラブ　ジャムーン

・・・・・・・　 ￥２６０

・・・・・・・・　￥２６０

 ・・・　￥３１０

・・・・・・・・　￥３１０

▷  インドの煮出しミルクティ

▷  スパイス入りインドのミルクティ

▷  濃厚な自家製ヨーグルトのドリンク

▷  濃厚マンゴーを使った南国の味

▷  ラッシーとマンゴージュースのミックスドリンク：人気 No. 1

チャイ・フロート

ラッシー・フロート

マンゴージュース・フロート

コーヒー・フロート

・・・・・・・・・・・・　￥４３０

・・・・・・・・・・・・　￥３８０

                 ・・・・・  　￥４３０

・・・・・・・・・・・・　￥３６０

▷  アイスチャイのアイス（バニラ or ストロベリー）添え

▷  ラッシーのアイス（バニラ or ストロベリー）添え

▷  マンゴージュースのアイス（バニラ or ストロベリー）添え

▷  アイスコーヒーのアイス（バニラ or ストロベリー）添え

アイスチャイ　　　     ラッシー　　   マンゴージュース　  マンゴーラッシー

▷  自家製ヨーグルトのマンゴーソース添え

▷  アイスクリームのマンゴーソース添え

▷ドーナツをシロップに浸してヨーグルトを添えたインド風デザート

アイスクリーム　　  マンゴーヨーグルト　     マンゴーメルバ　　   グラブ ジャムーン

ドリンク  ＆  デザート Drink and Dessert

Drink

アルコール 瓶ビール

インドのビール

ノンアルコールビール

・・・・・・・・・・・・・    ￥４６０

                                                                ・・・・・・・・・　￥５１０

・・・・・・・・　￥３９０

Liquor

Dessert

Chai (hot or iced)

Masala Chai

Lassi

Mango Juice

Mango Lassi

アイスコーヒー

ウーロン茶

オレンジジュース

・・・・・・・・・・・・・　￥３１０

・・・・・・・・・・・・・　￥３１０

・・・・・・・・・・・・・　￥３１０

Iced Coffee

Oolong Tea

Orange Juice

Chai Float

Lassi Float

               Mango Juice Float

Coffee Float

Beer
Indian Beer
Non Alcohol Beer

Ice Cream (Vanilla or Strawberry or Chocolate)
Mango Yogurt

                            Mango Melba

Gulab Jamun


