
単品カリー

Eat in & Take Out OK　いつでもテイクアウトOK ＊ランチ    Lunch  AM11:00-PM15:30
                                             ＊ディナー　Dinner PM17:00-PM22:30

＊セットのカリーの倍の量となります

セットメニューでは味わえない特別なカリーをご用意しております。

ぜひこちらも味わって見て下さい！！

単品カリー 数量限定　今日のカリー
Today's Curry

何カリー？お楽しみに！
お尋ね下さい。 

￥９８０

ジャガイモ・人参・玉ねぎ・
ピーマン野菜たっぷりヘルシー

野菜カリー　
Vegetable Curry

￥８５０

￥９８０

￥９８０

￥９８０ ￥９８０ ￥１０５０ ￥１０５０

￥８８０ ￥９８０ ￥９８０

￥８４０ ￥９８０ ￥９８０

￥８５０ ￥８８０ ￥９８０

滋味のあるムング豆を使ったシンプル
でヘルシーな豆カリー

ダールカリー
Dal Curry

ほっくりとやさしい味の
ひよこ豆カリー

チャナマサラ
Chana Masala

バターとトマトベースの
　　　　　　クリーミーカリー

パニールマクニ
Paneer Makni

ほうれん草と自家製チーズ
ごちそうベジタリアンカリー

パラックパニール
Palak Panner

チキンの旨みとスパイスの風味
豊かな人気カリー

特製チキンカリー
Chicken Curry

バトマトベースにバターと生クリーム
たっぷりみんな大好き
絶品グレービー！当店人気ＮＯ１！！

バターチキン
Butter Chicken

チキンティッカ入りで旨みとコク
がさらに贅沢に一味上の当店自慢
の人気カリー

チキンティッカマサラ
Chicken Tikka Masala

ほうれん草とチキンのコクのある
ヘルシーなカリー

サグチキンカリー
Sag Chicken

マトンとチキンを使った本格
キーマ（ひき肉）カリー
ナンと相性抜群！

キーマカリー 
Keema Curry

マトン好きにはたまらない！
旨み際立つ絶品マトン

マトンカリー
Mutton Curry 

ダール豆とマトンの
コンビネーションカリー

ダルゴストカリー
Dal Gost Curry

ほうれん草とマトンの味わい
豊かな通なカリー

サグマトンカリー
Sag Mutton Curry

キーマカリーにさらにマトン
ブロックが入ったディープカリー

マトンラダカリー

プリプリ海老をマサラと野菜
ベースのグレービーで仕立て
ました

プラウンマサラ
Prawn Masala 

海老の旨みたっぷり！！
カシューナッツ・バター・生クリーム
を使ったリッチテイストカリー

海老カリー 
Prawn Curry

マイルド→ミディアム→ホット→ベリーホット→ファイヤー

１辛　→　 ２辛 　→　３辛 →　　４辛　　→　５辛　→６辛

辛さレベルお好みに調節します辛さレベルお好みに調節します

数量限定　今日のカリー
Today's Curry

何カリー？お楽しみに！
お尋ね下さい。 

￥９８０

ジャガイモ・人参・玉ねぎ・
ピーマン野菜たっぷりヘルシー

野菜カリー　
Vegetable Curry

￥８５０

￥９８０

￥９８０

￥９８０ ￥９８０ ￥１０５０ ￥１０５０

￥８８０ ￥９８０ ￥９８０

￥８４０ ￥９８０ ￥９８０

￥８５０ ￥８８０ ￥９８０

滋味のあるムング豆を使ったシンプル
でヘルシーな豆カリー

ダールカリー
Dal Curry

ほっくりとやさしい味の
ひよこ豆カリー

チャナマサラ
Chana Masala

バターとトマトベースの
　　　　　　クリーミーカリー

パニールマクニ
Paneer Makni

ほうれん草と自家製チーズ
ごちそうベジタリアンカリー

パラックパニール
Palak Panner

チキンの旨みとスパイスの風味
豊かな人気カリー

特製チキンカリー
Chicken Curry

バトマトベースにバターと生クリーム
たっぷりみんな大好き
絶品グレービー！当店人気ＮＯ１！！

バターチキン
Butter Chicken

チキンティッカ入りで旨みとコク
がさらに贅沢に一味上の当店自慢
の人気カリー

チキンティッカマサラ
Chicken Tikka Masala

ほうれん草とチキンのコクのある
ヘルシーなカリー

サグチキンカリー
Sag Chicken

マトンとチキンを使った本格
キーマ（ひき肉）カリー
ナンと相性抜群！

キーマカリー 
Keema Curry

マトン好きにはたまらない！
旨み際立つ絶品マトン

マトンカリー
Mutton Curry 

ダール豆とマトンの
コンビネーションカリー

ダルゴストカリー
Dal Gost Curry

ほうれん草とマトンの味わい
豊かな通なカリー

サグマトンカリー
Sag Mutton Curry

キーマカリーにさらにマトン
ブロックが入ったディープカリー

マトンラダカリー

プリプリ海老をマサラと野菜
ベースのグレービーで仕立て
ました

プラウンマサラ
Prawn Masala 

海老の旨みたっぷり！！
カシューナッツ・バター・生クリーム
を使ったリッチテイストカリー

海老カリー 
Prawn Curry

？？※平日ランチタイムは、単品カリーをご注文すると食べ放題ナンが付きます。

Mutton Rada

※全ての商品は税抜き価格になります。別途消費税がかかります。



チャナチャート
Chana Chat
チャナチャート
Chana Chat

インドのおつまみ

タンドール料理

サラダ

いつでも揚げたて！

インドサラダ カリーと良くあうさっぱり野菜

インドのおつまみ

タンドール料理

サラダ

￥６００

￥５００

￥５００

￥６００

￥６００

￥５００

￥２１０

￥６８０

￥３００

￥５００￥１５００ ￥５００

パパド3pis
Papad

チャナ豆粉で作ったスパイシーせんべい
パリパリ、ビールにぴったり！

フライドポテト
French Fries 

ナスパコラ４pis
Eggplant Pakora

インド風ナスの天ぷら

サモサ２pis
Samosa  

当店自慢の手作りサモサ
中身はじゃがいも・カシューナッツ・グリンピース
など

特製シーザーサラダ
Caesar Salada 

タンドリーチキン２pis
 Tandori Chicken

チキンティッカ ３pis
 Chicken Tikka

柔らかジュワッとジューシー！！
食べやすい骨なしチキン炭火焼き

ミックスグリル5pis
 Mix Gril

タンドール料理盛り合わせ

タンドリーチキン・シークカバブ
チキンティッカ・ガーリックチキン
タンドリープラウン

シークカバブ２pis
 Sheek Kababu

チキン＆マトンのミンチにスパイスで
味付け串に一本いっぽんはりつけ炭火焼き

タンドリープラウン3pis
Tandori Prawn

プリップリでジューシーな海老の炭火焼き
当店自慢のシーフードタンドール

ガーリックチキン３pis
Garlic Chicken

ハリアリチキン３pis
Hariari Chicken

ガーリックとヨーグルトにつけ込んで
炭火焼き

珍しいほうれん草とヨーグルトにつけ込
んだ炭火焼きチキン。
絶妙な酸味がたまらない！

こだわりのタンドール料理の数々

マサラの力！炭火のマジック！インド伝統の

技術！そのすべてが出会ってこの美味しさが

生まれます

ぜひ味わってみてください！

マサラとヨーグルトにつけ込んで炭火焼き！
当店自慢の骨付きチキン

￥６００

￥５００￥５００ ￥５００ ￥５００

￥５００

￥６００

￥６００

￥５００

￥５５０

￥２１０

￥６８０

￥３００

￥５００￥１５００ ￥５００

パパド3pis
Papad

チャナ豆粉で作ったスパイシーせんべい
パリパリ、ビールにぴったり！

フライドポテト
French Fries 

ナスパコラ４pis
Eggplant Pakora

インド風ナスの天ぷら

サモサ２pis
Samosa  

当店自慢の手作りサモサ
中身はじゃがいも・カシューナッツ・グリンピース
など

インドマサラサラダ
Masala Salada
インドマサラサラダ
Masala Salada

トマト・きゅうり・大根をマサラと
レモンで和えたピリ辛サラダ

特製シーザーサラダ
Caesar Salada 

レタス・トマト・きゅうりのフレッ
シュサラダに、焼きたてナンと温玉
をトッピング

チキントマトサラダ 
Chicken Tomato Salada

トマトの酸味ときゅうりのパリパリ
感がタンドリーチキンと素晴らしい
コラボレーション

タンドリーチキン２pis
 Tandori Chicken

チキンティッカ ３pis
 Chicken Tikka

柔らかジュワッとジューシー！！
食べやすい骨なしチキン炭火焼き

ミックスグリル5pis
 Mix Gril

タンドール料理盛り合わせ

タンドリーチキン・シークカバブ
チキンティッカ・ガーリックチキン
タンドリープラウン

シークカバブ２pis
 Sheek Kababu

チキン＆マトンのミンチにスパイスで
味付け串に一本いっぽんはりつけ炭火焼き

タンドリープラウン3pis
Tandori Prawn

プリップリでジューシーな海老の炭火焼き
当店自慢のシーフードタンドール

ガーリックチキン３pis
Garlic Chicken

ハリアリチキン３pis
Hariari Chicken

ガーリックとヨーグルトにつけ込んで
炭火焼き

珍しいほうれん草とヨーグルトにつけ込
んだ炭火焼きチキン。
絶妙な酸味がたまらない！

こだわりのタンドール料理の数々

マサラの力！炭火のマジック！インド伝統の

技術！そのすべてが出会ってこの美味しさが

生まれます

ぜひ味わってみてください！

マサラとヨーグルトにつけ込んで炭火焼き！
当店自慢の骨付きチキン

いつでも揚げたて！

トマト・きゅうり・大根をマサラと
レモンで和えたピリ辛サラダ

レタス・トマト・きゅうりのフレッ
シュサラダに、焼きたてナンと温玉
をトッピング

トマトの酸味ときゅうりのパリパリ
感がタンドリーチキンと素晴らしい
コラボレーション

チキントマトサラダ 
Chicken Tomato Salada

￥５５０

レタス・トマト・きゅうりのフレッ
シュサラダに、焼きたてナンと温玉
をトッピング

甘酸のあるドレッシングを使った
ひよこ豆サラダ
甘酸のあるドレッシングを使った
ひよこ豆サラダ

※全ての商品は税抜き価格になります。別途消費税がかかります。



各種￥５００

各種￥６００

￥４５０
セサミナン　
Sesami Nan

ゴマ入りの香ばしいナン

￥４５０
ガーリックナン
Garlic Nan

ナン生地にガーリックをのせて焼いた香ばしくて
美味しい人気の一品！

￥４５０
カブリスイートナン
Kaburi Nan

ハニーアーモンドインディアンシュガーをトッピング
やさしい甘さチャイと一緒にどうぞ！

ナン Nan

￥２３０

プレーンナン
Nan

￥２３０

自慢のデカイナン　熱々焼き立て！！
ご家庭でもどうぞ　おみやげテイクアウトＯＫ！
炭火で焼いたナンは冷凍保存できます。
温めれば焼き立ての美味しさそのままの風味
が楽しめます！！

クルチャ Kurcha シークカバブ入り　

キーマクルチャ
Keema Kurcha

自家製チーズ入り

パニールクルチャ
Paneer Kurcha

ナチュラルチーズ入り

チーズクルチャ
Cheese Kurcha

生地に具を入れ丸く焼いたもの
カリーと一緒でもGood!

ターメリックライス
Turmeric Rice

カリーにぴったり！ターメリックで
炊き上げたイエローライス

ナンドッグＮanDoｇ
熱々ナンでフレッシュ野菜と
タンドリーチキン OR シークカバブをロール

チキンドッグ
Chicken Dog

カバブドッグ
Kababu Dog

各種￥５００

各種￥６００

￥４５０
セサミナン　
Sesami Nan

ゴマ入りの香ばしいナン

￥４５０
ガーリックナン
Garlic Nan

ナン生地にガーリックをのせて焼いた香ばしくて
美味しい人気の一品！

￥４５０
カブリスイートナン
Kaburi Nan

ハニーアーモンドインディアンシュガーを
トッピングやさしい甘さチャイと一緒にどうぞ！

ナン Nan

￥２３０

プレーンナン
Nan

￥２３０

自慢のデカイナン　熱々焼き立て！！
ご家庭でもどうぞ　おみやげテイクアウトＯＫ！
炭火で焼いたナンは冷凍保存できます。
温めれば焼き立ての美味しさそのままの風味
が楽しめます！！

クルチャ Kurcha シークカバブ入り　

キーマクルチャ
Keema Kurcha

自家製チーズ入り

パニールクルチャ
Paneer Kurcha

ナチュラルチーズ入り

チーズクルチャ
Cheese Kurcha

生地に具を入れ丸く焼いたもの
カリーと一緒でもGood!

ターメリックライス
Turmeric Rice

カリーにぴったり！ターメリックで
炊き上げたイエローライス

ナンドッグＮanDoｇ
熱々ナンでフレッシュ野菜と
タンドリーチキン OR シークカバブをロール

チキンドッグ
Chicken Dog

カバブドッグ
Kababu Dog

※全ての商品は税抜き価格になります。別途消費税がかかります。



マイルド→ミディアム→ホット→ベリーホット→ファイヤー
１辛　→　 ２辛 　→　３辛 →　　４辛　　→　５辛　→６辛

辛さレベルお好みをお選び下さい辛さレベルお好みをお選び下さい

テイクアウト特別セット

ＴＡ
セット

ＴＢ
セット

①チキンカリー
Chicken Curry

②ダール豆カリー
Dal Curry

③野菜カリー
Vegetable Curry

④キーマカリー 
Keema Curry

カリーカレーの種類をお選び下さい

辛さのレベル

タンドリーチキン  \500
チキンティッカ  \600 
ガーリックチキン  \600
ハリアリチキン  \600
シークカバブ   \500 

チキンドッグ
カバブドッグ
   各種\６00

プレーンナン　\230
セサミナン　\450
ガーリックナン \450
カブリナン \450 サモサ

各種\850～

キーマクルチャ　
パニールクルチャ
チーズクルチャ
   各種\500

クルチャ

ナンドッグ

タンドール料理

ナン

￥５００

カリー・タンドール料理　熱々ナンと一緒にお持ち帰りできます。
お食事と同時にオーダーいただきますとお帰りの際にお渡しできお待たせしません。

カリー 

￥６８０

１カリー＆ナン  1Curry & Nan
平日ランチタイムだけのスペシャル価格(11:00-15:30) 

上記以外の時間帯通常価格

￥７８０

２カリー＆ナン  2Curry & Nan
平日ランチタイムだけのスペシャル価格(11:00-15:30)

￥８８０

￥９８０
上記以外の時間帯通常価格

￥６８０

１カリー＆ナン  1Curry & Nan
平日ランチタイムだけのスペシャル価格(11:00-15:30) 

上記以外の時間帯通常価格

￥７８０

２カリー＆ナン  2Curry & Nan
平日ランチタイムだけのスペシャル価格(11:00-15:30)

￥８８０

￥９８０
上記以外の時間帯通常価格

キーマクルチャ　
パニールクルチャ
チーズクルチャ
   各種\500

クルチャ

チキンドッグ
カバブドッグ
   各種\６00

タンドリーチキン  \500
チキンティッカ  \600 
ガーリックチキン  \600
ハリアリチキン  \600
シークカバブ   \500 

※全ての商品は税抜き価格になります。別途消費税がかかります。



スパイシーインディアコースメニュー

①カリー２種類
　(チキン・野菜・ダール・キーマ )よりチョイス
②ナン
③ライス
④サラダ
⑤タンドリーチキン
⑥シークカバブ
⑦１ ソフトドリンク

①カリー３種類
　(チキン・野菜・ダール・キーマ )よりチョイス
②ナン
③ライス
④サラダ
⑤タンドリーチキン
⑥シークカバブ
⑦パコラ（インド風野菜の天ぷら）
⑧パパド（チャナ豆粉のパリパリスパイシーせんべい）
⑨ １ ソフトドリンクか１生ビール
⑩食後のチャイ

①カリー 4種類
　(チキン・野菜・ダール・キーマ )
②ナン
③ライス
④ソフトドリンクとお酒類
①②③④はお替り自由
上記セットに⑤～⑪が (1 回限り）付きます
⑤チキンサラダ　か　マサラサラダ
⑥タンドリーチキン
⑦シークカバブ
⑧チキンティッカ
⑨パコラ（インド風野菜の天ぷら）
⑩パパド（チャナ豆粉のパリパリスパイシーせんべい）
⑪食後のチャイ
⑫デザート

アルコール類
・生ビール　 ・ハイボール
・ワイン　 ・カクテル各種
ソフトドリンク
・チャイ　 ・ラッシー　 ・ウーロン茶
・オレンジジュース　

飲み放題ドリンクメニュー

ガネーシャコースガネーシャコース

クリシュナコース

￥２，５００

クリシュナコース

￥２，５００

シヴァコース

１００分

\３,９８０

シヴァコース

食べ放題・飲み放題食べ放題・飲み放題

１００分

\３,９８０

4名様～ 10 名様／ビュッフェ式 15 名様まで
イベント・ライブ・誕生日・記念日・送迎・送別会・サプライズ・もちろん女子会等

※2名様～ご対応可能です。

※2名様～ご対応可能です。

￥１，５００￥１，５００

※全ての商品は税抜き価格になります。別途消費税がかかります。


