


 

Samosa | サモサ       690 (759円税込み) 

・Chicken チキン 

Minced chicken seasoned with various masalas and wrapped in a light fried pastry. 刻んだチキンに香辛料をきかせ、薄いパイ生地

で包んで揚げました。 

・Vegetable 野菜 

Seasoned potatoes and peas wrapped in a light pastry and fried. ポテトと豆を薄いパイ生地で包んで揚げました。 

 

Chicken Pakora | チキンパコラ       690 (759円税込み) 

Tender morsels of marinated chicken dipped in flour batter and fried. 柔らかなひと口大のチキンに衣をからめて揚げました。 

 
Masala Fries | マサラフライ       590 (649円税込み) 

Crispy fried potatoes seasoned with an array of spices. 香辛料をきかせたカリカリのフライドポテト。 

 

Papad | パパド       200 (220円税込み) 

Crispy roasted lentil crackers. ローストしたレンズ豆のクラッカー。 

Garden Fresh Salad | ガーデンフレッシュサラダ       590 (649円税込み) 

Fresh salad tossed with lettuce, cucumber, tomato, pineapple, and corn topped with Thousand Island dressing. キュウリ、トマト、パイナップ

ル、トウモロコシ、レタスをサウザンアイランドドレッシングで。 

 

Chicken Tikka | チキンティッカ       1,190 (1309円税込み) 

Boneless chicken marinated in yogurt and freshly ground spices, grilled in a clay oven. 骨なしチキンをヨーグルトとスパイスでマリネして、土釜

で焼き上げました。 

 

Tandoori Chicken | タンドリーチキン 1,190 (1309円税込み) 

Charcoal grilled thighs marinated in yogurt and top shelf spices. チキンをヨーグルトと新鮮なスパイスでマリネして、土釜で焼き上げました。 

 

Emperor Chicken | エンペラーチキン       1,190 (1309円税込み) 

Charcoal grilled chicken flavored in a rich cheese, red chili exocarp, yogurt, and garlic blend. チキンにたっぷりチーズ、真っ赤なチリ、ニンニ

クをブレンドしてグリルしました。 

 

Tandoori Classic | タンドリークラシック       1,790 (1969円税込み) 

Includes: One small curry, salad, tandoori chicken, and naan. 

Curry Choices: 

・Chicken Tikka Masala, Butter Chicken, Keema, Chicken Vindaloo, or Spinach Chicken. 

小さいサイズのカレー１つとサラダ、タンドリーチキン、ナンのセット 

カレーチョイス: 

・チキンティッカマサラ、バターチキン、キーマ、チキンヴィンダルー、またはほうれん草チキン. 



Drink Upgrade ドリンクアップグレード 200(220円税込み) 

・Coca Cola  コカコーラ ・Ginger Ale  ジンジャーエール ・Oolong Tea  ウーロン茶  

・Orange Juice  オレンジジュース ・Fanta Melon  ファンタメロン 

Naan Upgrade ナンアップグレード 

・Garlic Naan ガーリックナン 200(220円税込み) ・Cheese Naan チーズナン 200(220円税込み)  

・Honey Naan ハニーナン 200(220円税込み) ・Garlic & Cheese ガーリック&チーズ 300(330円税込み) 

 

Kid’s Set | お子様セット       850(935円税込み) 

・Butter Chicken バターチキン ・Keema Curry キーマカレー 

Naan or Rice ナンまたはライス 

・Cola コーラ ・Milk ミルク ・Ginger Ale ジンジャーエール ・Orange Juice オレンジジュース ・Oolong Tea  ウーロン茶 

・Fanta Melon  ファンタメロン ・Lassi ラッシー・Mango Lassi マンゴーラッシー 

※Includes fries and dessert.（ポテトフライとデザートを含みます） 

 

Butter Chicken | バターチキン       1,230(1353円税込み) 

Tandoori chicken tikka cooked in a rich, creamy, and buttery tomato-based gravy. タンドリーチキンティッカをバター風味のトマトベースグレ

ービーでリッチな味に仕上げました。 

 

Spinach Chicken | ほうれん草チキン       1,190(1309円税込み) 

An exquisite blend of spinach, butter, cream, garlic, and onions. チキンをクリーミーなホウレン草、ニンニク、玉ねぎと共に煮込んでいます。 

 

Chicken Tikka Masala | チキンティッカマサラ       1,190(1309円税込み) 

Tandoori chicken tikka bathed in a traditional creamy and golden onion gravy. タンドリーチキンティッカを伝統的なオニオングレービーで調

理しています。 

 

Pumpkin Chicken | パンプキンチキン       1,190(1309円税込み) 

Juicy chicken cooked in a fresh pumpkin sauce with tomatoes, garam masala, and ground coriander. ジューシーなチキンをトマト、ガラムマサ

ラ、コリアンダーを加えたかぼちゃのソースで煮込んでいます。 

 

Chicken Vindaloo | チキンヴィンダルー       1,290(1419円税込み) 

A thick curry popular in the region of Goa. A perfect balance of spicy (optional), tangy, and sweet flavors mixed with succulent pieces of chicken 

and fried potatoes. ジューシーなチキンとポテトが入ったゴアで人気の高いカレー。舌にくるピリッとした辛味(オプション)と甘い風味が完璧な

バランス。 

 

Keema Curry | キーマカレー       1,190(1309円税込み) 

Juicy ground chicken cooked in a perfect blend of onions, tomatoes, and various masalas. ジューシーなひき肉を玉ねぎ、トマトと様々なマサラ

とブレンドして調理しています。 

 

Mutton Masala (Sheep) | マトンマサラ   1,390(1501円税込み) 

Chunks of mutton cooked in a traditional Northern style with onions and tomatoes. 柔らかなマトン、玉ねぎ、トマトの伝統的な北風カレー。 



 

Butter Paneer | バターパニール       1,490(1609円税込み) 

Paneer cooked in a rich, creamy, and buttery tomato-based gravy. パニールをバター風味のトマトベースグレービーでリッチな味に仕上げまし

た。 

 

Spinach Paneer | ほうれん草パニール       1,490(1609円税込み) 

Top grade cottage cheese cooked in an exquisite blend of spinach, butter, cream, garlic, and onions. 

トップグレードのカッテージチーズを、玉ねぎ、バター、ニンニクとクリーミーにブレンドしたほうれん草のソースで煮込んでいます。 

 

Vegetable Masala | ベジタブルマサラ       1,190(1309円税込み) 

Mix vegetables bathed in a traditional creamy and golden onion gravy. ミックスベジタブルを伝統的なオニオングレービーで調理しています。 

野菜をマイルドなスパイスとオニオングレービーでソテーした野菜カレー。 

 

Pumpkin Vegetable | パンプキンベジタブル       1,190(1309円税込み) 

Assorted vegetables cooked in a perfect blend of pumpkin, tomatoes, mustard seeds, and spices. かぼちゃ、トマト、マスタードシード、スパイ

スの完璧なブレンドで調理された野菜いっぱいのカレー。 

 
Toppings トッピング 

・Garlic Bits ガーリック 200(220円税込み)  ・Cheese チーズ 250(275円税込み)   ・Coriander コリアンダー 200(220円税込み) 

・Hard Boiled Egg ゆで玉子 200(220円税込み)  ・Corn コーン 100(110円税込み)  ・Extra Meat 肉追加 300(330円税込み)    

・Butter バター 100(110円税込み)   

 

Plain Naan | プレーンナン       390(429円税込み)     Butter Naan | バターナン       390(429円税込み) 

Garlic Naan | ガーリックナン       490(539円税込み)     Honey Naan | ハニーナン       490(539円税込み) 

 

Cheese Naan | チーズナン       490(539円税込み) 

Garlic & Cheese Naan | ガーリックチーズナン       590(649円税込み) 

 

Jumbo Naan | ジャンボナン  { A family size which serves 2-3 people | ファミリーサイズ 2～3人前} 

Jumbo Butter | ジャンボバター       790(869円税込み) 

Jumbo Garlic | ジャンボガーリック       890(979円税込み) 

 

Flatbread | フラットブレッド   

Chapati | チャパティ       390(429円税込み)      

 



Vegetable Biryani | ベジタブルビリヤニ       1,490(1639円税込み)      

Basmati rice richly flavored with spices and cooked with a basket full of mixed seasonal vegetables. たっぷりの季節野菜と共にスパイスの風味

豊かなバスマティライス。 

 

Tandoori Chicken Biryani | タンドリーチキンビリヤニ       1,490(1639円税込み) 

Basmati rice richly flavored with Indian spices, onions, ginger, garlic, and charcoal grilled tandoori chicken. インドのスパイスと玉ねぎ、ショウ

ガ、ニンニク、タンドリーチキンをリッチに味わえるバスマティライス。 

 

Mutton Biryani | マトンビリヤニ       1,550(1705円税込み) 

Basmati rice flavored with Indian spices, onions, ginger, garlic, and juicy chunks of mutton. スパイスで風味豊かに味付けたマトンとインドバスマ

ティライス。 

 

Raita | ライタ       390(429円税込み)      

Yogurt blended with various masalas and chopped vegetables. ヨーグルトに香辛料をブレンドして刻んだ野菜と合わせたサラダ。 

Recommended with Biryani. ビリヤニと一緒にぜひ。 

 

Rice | ライス 

Japanese Rice | ライス(日本米)          Basmati Rice | バスマティライス 

 

S        190(209円税込み)          S      250(275円税込み)      

M         290(319円税込み)         M       350(385円税込み)      

L            390(429円税込み)       L           450(495円税込み)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lassi | ラッシー  

A traditional yogurt and milk-based drink of India. インドの伝統的なヨーグルトドリンク。 

Sweet | スイート       490(539円税込み) 

Mango | マンゴー       490(539円税込み) 

Strawberry | ストロベリー       490(539円税込み) 

Coconut | ココナッツ       510(561円税込み) 

 

Chai | チャイ 

Iced or hot Indian milk tea. アイス又はホットインドミルクティー。 

Masala Chai | マサラチャイ       490(539円税込み) 

 

Soda & Juice | ソーダとジュース 

Coca Cola | コカ・コーラ       290(319円税込み) 

Ginger Ale | ジンジャーエール       290(319円税込み)  

Fanta Melon | ファンタメロン       290(319円税込み) 

Oolong Tea | ウーロン茶       290(319円税込み) 

Mango Juice | マンゴージュース       490490(539円税込み) 

Orange Juice | オレンジジュース       290(319円税込み) 

 

Beer | ビール 

Japanese Beer 日本ビール 

Orion Draft | オリオン生       500(550円税込み) 

Asahi | アサヒ       500(550円税込み) 

Kirin | キリン       500(550円税込み) 

 

Import Beer 輸入ビール 

Kingfisher (India)  | キングフィッシャー (インド)        700(770円税込み) 

Taj Mahal (India)  | タージマハル (インド)        700(770円税込み) 

Heineken | ハイネケン       500(550円税込み) 

Corona | コロナ       500(550円税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cocktails | カクテル 

Vodka Base ウォッカベース 

Vodka Cranberry | ウォッカクランベリー       600(660円税込み) 

Vodka Redbull | ウォッカレッドブル       700(770円税込み) 

Moscow Mule | モスコミュール       600(660円税込み) 

Vodka Tonic | ウォッカトニック       700(770円税込み) 

Emerald Dreams | エメラルドドリームズ       700(770円税込み) 

-Melon - Vodka  -メロン -ウォッカ 

 

Gin Base ジンベース 

Tom Collins | トムコリンズ       700(770円税込み) 

Gin Tonic | ジントニック       700(770円税込み) 

 

Whisky Base ウィスキーベース 

Jack n Coke | ジャックコーラ       600(660円税込み) 

Whiskey Sour | ウィスキーサワー       800(880円税込み) 

Godfather | ゴッドファーザー       800(880円税込み) 

 

Rum Base ラムベース 

Mojito | モヒート       850(935円税込み) 

Choice of: Regular, Mango, Strawberry, or Coconutレギュラー、マンゴー、ストロベリー、ココナッツからお選びください。 

Bollywood Remix | ボリウッドリミックス       700(770円税込み) 

-Lassi - Rum - Mango  -ラッシー -ラム -マンゴー 

 

Other その他 

Fuzzy Navel | ファジーネーブル       600(660円税込み) 

Long Island Ice-Tea | ロングアイランドアイスティー       900(990円税込み) 

Disaronno & Ginger-ale | ディサローノジンジャーエール       700(770円税込み) 

White Russian | ホワイトルシアン        700(770円税込み) 

Hennessy (mixed) | ヘネシー（ミックス）       700(770円税込み) 

Hpnotiq Twist | ヒプノティックツイスト       700(770円税込み) 

-Hpnotiq - Lime - Ginger-ale -ヒプノティック -ライム -ジンジャーエール 

 

 

 

 

 

 


