Lunch Menu
Drink Set | ドリンクセット +100

(110 円税込み)

Salad Set | サラダセット +100

(110 円税込み)

Tandoori Chicken Wrap | タンドリーチキンラップ
1,090(1199 円税込み)
Tandoori chicken, mixed salad, and our secret sauce wrapped in naan. タンドリーチキンと
ミックスサラダにスペシャルソースをかけ、自家製ナンで包んだオリジナルメニュー。
Dreams Deluxe |ドリームズデラックス
1290(1419 円税込み)
Chef’s special and butter chicken served with naan, tandoori chicken, and emperor chicken.
シェフスペシャルとバターチキンカレーの２つとナン、タンドリーチキン、エンペラーチキンのセット。

Tandoori Chicken Wrap | タンドリーチキンラップ

Chole Bhature | チョーレーバトゥーレ
1070(1177 円税込み)
Channa masala (white chickpea curry) paired with batura (fried naan).
チャナマサラ（白ひよこ豆のカレー）とバトゥーラ（揚げナン）のセット。
Dreams Single | ドリームズシングル
1040(1144 円税込み)
1 regular size curry selection with naan. レギュラーサイズのカレーとナンのセット。
Dreams Deluxe |ドリームズデラックス

Dreams Royale | ドリームズローヤル

1290(1419 円税込み)

1 regular size curry selection with naan, tandoori chicken, and emperor chicken. レギュラーサイズ
のカレー、ナン、タンドリーチキン、とエンペラーチキンのセット。

Dreams Classic | ドリームズクラシック
970(1067 円税込み)
1 half size curry selection with naan. ハーフサイズのカレーとナン。
Dreams Single | ドリームズシングル

Curry Options | カレーのオプション

・Chef's Special シェフスペシャル

・Coconut Pumpkin Seafood ココナッツかぼちゃシーフード

Please enquire with your server or scan the QR

Shrimp, squid, and mussels cooked in a perfect blend of

code for our special.スタッフに問い合わせか QR

3 types of coconut, pumpkin, tomatoes, mustard seeds, and spices.

コードから本日のシェフスペシャルを確認できます。

三種類のココナッツ,かぼちゃ、トマト、マスタードシード、スパイス

・Available in Chicken or Mixed Vegetables.

の完璧なブレンドで調理された海老、イカ、ムール貝のカレー。

・チキンまたは野菜からお選びください。

・Chicken Tikka Masala チキンティッカマサラ

・Butter Chicken バターチキン

Tandoori chicken tikka bathed in a traditional creamy

Tandoori chicken tikka cooked in a rich, creamy,

and golden onion gravy. タンドリーチキンティッカを

and buttery tomato-based gravy. タンドリーチキンティッカ

伝統的なオニオングレービーで調理しています。

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。

・Vegetable Masala ベジタブルマサラ

・Chicken Vindaloo チキンヴィンダルー

Mix vegetables bathed in a traditional creamy and golden

A thick curry popular in the region of Goa. A perfect balance

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

of spicy (optional), tangy, and sweet flavors mixed with succulent

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

pieces of chicken and fried potatoes. ジューシーなチキンとポテ

でソテーした野菜カレー。

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。

・Spinach Chicken ほうれん草チキン
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。

Dietary restriction/allergy? Let us know. Vegan, nut-free,
dairy-free,and gluten-free menus are available. 食事制限食物
アレルギーある事前お申し出ください。
（ナッツ類乳製品・グルテンヴィーガンなど）

Set Bread Options
・Garlic Naan

セットパンのオプション

・Garlic Cheese Naan
・Butter Naan

+200(220 円税込み)

ガーリックナン

ガーリックチーズナン
+0

バターナン

・Cheese Naan

+300(330 円税込み)

・Plain Naan

+200(220 円税込み)

チーズナン

・Honey Naan

200(220 円税込み)

ハニーナン

+0

プレーンナン

Toppings トッピング
・Cheese

チーズ 190(209 円税込み)

・Extra Meat

エクストラミート

・Hard Boiled Egg

300(330 円税込み)

はちみつ 110(121 円税込み)

・Honey

・Coriander コリアンダー

150(165 円税込み)

・Garlic Bits

ガーリックビット

バター 100(110 円税込み)

セットドリンク

Coca Cola

コカコーラ

Ginger Ale

コーン

100(110 円税込み)

90(99 円税込み)

・Extra rice

ライス大盛り 150(165 円税込み)

Oolong Tea

ジンジャーエール

Plain Lassi

オレンジジュース

850(935 円税込み)

・Butter Chicken バターチキン

・Naan or Rice ナンまたはライス

※Includes fries, jelly, and drink.

ポテトフ、ゼリー、ドリンクを含みます。

ウーロン茶

Mango Lassi

プレーンラッシー

Kid’s Set | お子様セット

Samosa | サモサ

・Corn

200(220 円税込み)

Set Drinks

Orange Juice

・Butter

ゆで卵

マンゴーラッシー

10 歳以下のお子様
For up to 10 years
old

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。

Tandoori Chicken | タンドリーチキン

Samosa | サモサ

3pc 1,190 (1309 円税込み) 1pc 420 (462 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。

・Plain Naan | プレーンナン

390(429 円税込み)

・Garlic Naan | ガーリックナン
・Cheese Naan | チーズナン

・Butter Naan | バターナン

390(429 円税込み)

490(539 円税込み) ..・Honey Naan | ハニーナン

490(539 円税込み)

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)

Rice | ライス
Japanese Rice 日本米ライス
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)

(Yogurt Smoothie ヨーグルトスムージー)

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

Mango

490(539 円税込み)

スイート

|

|

Strawberry
Coconut

490(539 円税込み)

マンゴー

|

490(539 円税込み)

ストロベリー

510(561 円税込み)

ココナッツ

Soda & Juice | ソーダとジュース
|

Coca Cola

|

Ginger Ale

290(319 円税込み)

コカ・コーラ

290(319 円税込み)

ジンジャーエール

Oolong Tea

|

290(319 円税込み)

ウーロン茶

|

Mango Juice
Orange Juice

マンゴージュース

|

オレンジジュース

490490(539 円税込み)
290(319 円税込み)

Beer | ビール
Japanese Beer 日本ビール
Orion Draft
Asahi
Kirin

|

|

|

オリオン生

500(550 円税込み)

500(550 円税込み)

アサヒ

500(550 円税込み)

キリン

Import Beer 輸入ビール
Kingfisher (India)
Taj Mahal (India)
Heineken
Corona

|

|

|

キングフィッシャー (インド)

|

タージマハル (インド)

ハイネケン
コロナ

500(550 円税込み)
500(550 円税込み)

Lassi | ラッシー

700(770 円税込み)
700(770 円税込み)

Cocktails | カクテル
Vodka Base ウォッカベース

|

Vodka Cranberry

|

Vodka Redbull

|

Vodka Tonic

700(770 円税込み)

ウォッカレッドブル

|

Moscow Mule

600(660 円税込み)

ウォッカクランベリー

600(660 円税込み)

モスコミュール

700(770 円税込み)

ウォッカトニック

|

Emerald Dreams

700(770 円税込み)

エメラルドドリームズ

-Melon - Vodka -メロン -ウォッカ

Gin Base ジンベース

|

Tom Collins
Gin Tonic

|

700(770 円税込み)

トムコリンズ

700(770 円税込み)

ジントニック

Whisky Base ウィスキーベース
Jack n Coke

|

ジャックコーラ

Whiskey Sour

|

ウィスキーサワー

Godfather

|

ゴッドファーザー

600(660 円税込み)
800(880 円税込み)
800(880 円税込み)

Rum Base ラムベース
Mojito

|

850(935 円税込み)

モヒート

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

-Lassi - Rum - Mango

700(770 円税込み)

-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
Disaronno & Ginger-ale
White Russian

|

|

ディサローノジンジャーエール

ホワイトルシアン

Hennessy (mixed)
Hpnotiq Twist

|

|

900(990 円税込み)

ヘネシー（ミックス）

ヒプノティックツイスト

700(770 円税込み)

700(770 円税込み)
700(770 円税込み)
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

