
Chicken Wings | チキンウィング        

Lemon Chaat ・レモンチャート 

Cheese Bombs | チーズボム           

Appetizers & Salad 前菜・サラダ  

 

Chicken Wings | チキンウィング          790 (869 円税込み) 

  ・Cashew Oyster ・カシューオイスター 

  ・Lemon Chaat ・レモンチャート 

  ・Honey Garlic ・ハニーガーリック 

 

Cheese Bombs | チーズボム          690 (759 円税込み) 

Richly flavored deep-fried cheese infused with oregano and garlic. オレガノとニンニクを一緒に和えた揚げチーズ。 

 

Tandoori Sushi  |  タンドリー寿司          450(495 円税込み) 

Tandoor grilled chicken sautéed with Japanese rice, Indian spices, bacon, and wrapped in nori. Served with wasabi mustard sauce. タン

ドールチキンのグリル、日本米、インドスパイス、ベーコンでソテーし、海苔で包みました。わさびマスタードソースを添えて。 

 

Garlic Fries | ガーリックフライ          590 (649 円税込み) 

Homemade potato fries seasoned with garlic and consommé. Served with masala mayo. ガーリックとコンソメで味付けした自家製ポテト

フライ。インドのマサラマヨネーズを添えて。 

 

Honey Wasabi Salad | はちみつワサビサラダ          750(825 円税込み) 

Roasted cashew nuts, tomatoes, corn, bell peppers, mixed salad, honey, and wasabi dressing. ローストしたカシューナッツ、トマト、コー

ン、ピーマン、ミックスサラダに、はちみつとわさびのドレッシング。 

 

Avocado Salad | アボカドサラダ          840(924 円税込み) 

Lettuce, avocado, parmigiano reggiano, and olives dressed with balsamic vinegar, chaat masala, and avocado dressing. レタス、アボカ

ド、パルミジャーノレッジャーノ、オリーブにバルサミコ酢、チャートマサラ、アボカドのドレッシングをかけています。 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

White Butter Chicken Pizza | ホワイトバターチキンピザ           

Pizza Size  

ピザサイズ:  

 29cm 

 11.4in 

Charcoal Fire Pizzas 炭火ピザ 

 

White Butter Chicken Pizza | ホワイトバターチキンピザ          1990 (2189 円税込み) 

Butter Chicken curry, extra virgin olive oil, oregano, mozzarella, 24-month aged parmigiano reggiano, cream cheese, & tandoori chicken 

tikka. バターチキンカレー、エクストラバージンオリーブオイル、オレガノ、モッツァレラ、24 ヶ月熟成パルミジャーノレッジャーノ、クリーム

チーズ＆タンドリーチキンティッカ。 

 

Butter Chicken Pizza | バターチキンピザ          1890(2079 円税込み) 

Butter chicken curry, extra virgin olive oil, oregano, tandoori chicken, and cheddar. バターチキンカレー、エクストラバージンオリーブオイ

ル、オレガノ、タンドリーチキン、チェダー。 

 

Chicken Tikka Masala Pizza | チキンティッカマサラピザ          1880(2068 円税込み) 

Chicken tikka masala curry, tandoori chicken, mozzarella, 24-month aged parmigiano reggiano, oregano, and extra virgin olive oil. チキ

ンティッカマサラカレー、タンドリーチキン、モッツァレラ、24 ヶ月熟成パルミジャーノレッジャーノ、オレガノ、とエクストラバージンオリー

ブオイル。 

 

Keema Margherita | キーママルゲリータ          1890(2079 円税込み) 

Tomato sauce, keema curry, extra virgin olive oil, oregano, and mozzarella. トマトソース、キーマカレー、エクストラバージンオリーブオイ

ル、オレガノ、モッツアレラ。 

 

Quattro Formaggi | クアトロフォルマッジ          1810(1991 円税込み) 

Extra virgin olive oil, garlic, blue cheese, parmesan, mozzarella, and cheddar. エクストラバージンオリーブオイル、オレガノ、ガーリック, 

モッツァレラ、24 ヶ月熟成パルミジャーノレッジャーノ、モッツアレラ、とチェダー。 

 

Toppings | トッピング 

・Garlic Bits  ガーリックチップ 90(99 円税込み) ・Mozzarella Cheese  モッツアレラチーズ 190(209 円税込み) 

・Bacon Bits  ベーコンビッツ 150(165 円税込み)・Honey  はちみつ 110(121円税込み) ・Avocado  アボカド 190(209 円税込み)  

・Corn  コーン 100(110円税込み) ・Tandoori Chicken  タンドリーチキン 170(187円税込み) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Toppings | トッピング 

 

Buttermilk Chicken Sandwich | バターミルクチキン 

サンドイッチ                     

Tandoori Chicken Sandwich | タンドリーチキン 

サンドイッチ           

Chicken Sandwiches チキンサンドイッチ 

 

*All sandwiches are served with homemade garlic consommé fries. すべてのサンドイッチに自家製ガーリックコンソメのポテトフライがつ

きます。 

 

Buttermilk Chicken Sandwich | バターミルクチキンサンドイッチ          1340(1474 円税込み) 

Hand battered and breaded buttermilk fried chicken, homemade creamy garlic blue ranch, gouda cheese, butter chicken curry, and 

tandoor grilled butter bread buns. 手でねり粉をまぶして当店独自で揚げたバターミルクチキンと自家製クリーミーガーリックブルー、ゴーダ

チーズ、バターチキンカレーをタンドールで焼いたバターパンでバンズしています。 

 

Tandoori Chicken Sandwich | タンドリーチキンサンドイッチ          1290(1419 円税込み) 

Fried tandoori chicken, homemade honey mustard, gouda cheese, butter chicken curry, bacon, and tandoor grilled butter bread buns. 

フライドタンドリーチキン、自家製ハニーマスタード、ゴーダチーズ、バターチキンカレー、ベーコンをタンドールで焼いたバターパンでバンズし

てます。 

 

Crispy Spicy Chicken Sandwich | クリスピースパイシーチキンサンドイッチ          1330(1463 円税込み) 

Hand battered and breaded buttermilk fried chicken, chicken tikka masala curry, signature spicy masala mayo, romaine lettuce, and 

tandoori grilled butter buns. 手でねり粉をまぶして当店独自で揚げたバターミルクフライドチキン。ロメインレタス、チキンティッカマサラカ

レー、特製スパイシーマサラマヨネーズ。タンドリー焼きしたバターパンでバンズしています。 

 

Grilled Chicken Sandwich | グリルチキンサンドイッチ          1290(1419 円税込み) 

Grilled tandoori chicken, signature classic masala mayo, romaine lettuce, caramelized onions, and tandoor grilled butter bread buns.  

タンドリーチキンのグリル、特製クラシックマサラマヨネーズ、ロメインレタス、キャラメル化玉ねぎをタンドールで焼いたバターパンでバンズし

ています。 

 

 

・Mozzarella  モッツァレラ 190(209円税込み) ・Gouda Cheese  ゴーダチーズ 180(198円税込み)  

・Romaine Lettuce  ロメインレタス 50(55 円税込み)・Extra Meat エクストラミート 300(330 円税込み)  

・Bacon Slice  ベーコンスライス 150(165 円税込み) ・Tomato トマト 100(110 円税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rogan Curry | ローガンカレー                    

Fusion Cutlet and Curry フュージョンカツカレー          1490(1639 円税込み) 

 

1. Cutlet Options | カツを選択 

・Chicken  ・チキンカツ  

・Pork  ・トンカツ 

 

2. Curry Options | カレーを選択 

・Miso Tamarind  ・味噌タマリンド     ・Rogan Curry  ・ローガンカレー 

・King Coconut Curry  ・キングココナッツカレー     ・Chef’s Special  ・チェフのスペシャル 

 

3. Toppings | トッピング 

・Mozzarella Cheese モッツアレラチーズ 190(209円税込み)  ・Hard Boiled Egg  ゆで卵 150(165 円税込み)   

・Extra Meat  エクストラミート 300(330 円税込み)  ・Bacon Bits  ベーコンビッツ 150(165 円税込み)   

・Garlic Bits  ガーリックチップ 90(99 円税込み)・Honey  はちみつ 110(121 円税込み)  ・Corn  コーン 100(110円税込み)   

・Butter  バター 100(110 円税込み)  ・Extra Rice  ライス大盛り 150(165円税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laal Maas | ラールマース           King Coconut | キングココナッツ           

Curry カレー 

 

Rogan Chicken | ローガンチキン         1250(1375 円税込み) 

Dark and rich gravy slow cooked with brown onions, yogurt, tomatoes, and rose water. 焦がし玉ねぎ、ヨーグルト、トマト、ローズウォー

ターで時間をかけて調理した濃厚なカレー。 

 

Chef’s Special | シェフスペシャル          1220(1331 円税込み) 

Please enquire with your server or scan the QR code for our special. 

スタッフに問い合わせか QR コードから本日のシェフスペシャルを確認できます。 

・チキンまたは野菜からお選びください ・Available in Chicken or Mixed Vegetables 

 

Miso Tamarind | 味噌タマリンド          1260(1386 円税込み) 

Indian-Japanese fusion curry cooked with miso, tamarind, Indian spices, and charcoal grilled chicken. 味噌とタマリンド、炭焼チキンをイ

ンドスパイスで調理したインドと日本のフュージョンスタイルカレー。 

 

Garlic Lemon Curry | ガーリックレモンカレー          1190(1309 円税込み) 

Rich and creamy blend of lemon, garlic, cream, butter, and cashews. レモンとニンニク、クリーム、バター、カシューナッツのリッチでクリ

ーミーなブレンド。 

・チキンまたは野菜からお選びください ・Available in Chicken or Mixed Vegetables 

 

King Coconut | キングココナッツ          1290(1419 円税込み) 

Coconut milk, cardamom, coriander, chicken, and potatoes cooked with bone stock. ココナッツミルク、カルダモン、コリアンダー、チキ

ン、ポテトを骨付きで調理。 

 

Laal Maas | ラールマース          1490(1639 円税込み) 

A vibrant mutton (sheep) curry from Rajasthan rich in garlic, and smoked overnight with charcoal, butter, and cloves. たっぷりのニンニ

クと炭、バター、クローブでスモークしたラジャスタン州のマトン(羊)カレー。 

 

Toppings | トッピング 

・Mozzarella Cheese モッツアレラチーズ 190190(209円税込み)  ・Hard Boiled Egg  ゆで卵 150(165 円税込み)   

・Extra Meat  エクストラミート 300(330 円税込み)  ・Bacon Bits  ベーコンビッツ 150(165円税込み)    

・Garlic Bits  ガーリックチップ 90(99 円税込み)   ・Honey  はちみつ 110(121 円税込み)   ・Corn  コーン 100(110円税込み)    

・Butter  バター 100(110円税込み)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homemade Fudge Brownie & Ice Cream | 自家製ファッジブラウニーとアイスクリーム 

Bollywood Jewel Bread Bar ボリウッドジュエルブレッドバー 

 

Rose Coconut Paratha ローズココナッツパラータ          510(561 円税込み) 

Aged Black Garlic Butter Naan | 熟成黒にんにくバターナン          Half ハーフ          670 (737 円税込み)       

40 days low temperature aged black garlic from Kyushu prefecture. 九州産のにんにくを、薬膳士が漢方の視点で考えた独自製法

で 40 日間低温熟成。 

Butter Naan バターナン 

Half ハーフ          340(374 円税込み)  Regular レギュラー          390(429 円税込み) 

Garlic Naan  ガーリックナン 

Half ハーフ          440(484 円税込み)  Regular レギュラー          490(539 円税込み) 

Basil Mozzarella Naan  バジルモッツァレラナン  

Half ハーフ          530(583 円税込み)  Regular レギュラー          580(638 円税込み) 

Rice ライス 

Japanese Rice 日本米ライス  S  190(209 円税込み)     M  290(319 円税込み)     L  390(429 円税込み) 

Basmati Rice バスマティライス  S  250(275 円税込み)     M  350(385 円税込み)     L  450(495 円税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert デザート 

Homemade Fudge Brownie & Vanilla Ice Cream | 自家製ファッジブラウニーとバニラアイスクリーム                                     

7                                             720(792 円税込み) 

Hokkaido Cream Strawberry Shortcake | 北海道クリームイチゴショートケーキ          580(638 円税込み)  

Mille Crepe Cake | ミルクレープケーキ          590(641 円税込み) 

Opera Cake | オペラケーキ          580(638 円税込み) 

 French chocolate cake. フレンチチョコレートケーキ。 

Ice Cream | アイスクリーム            

   Vanilla  バニラアイスクリーム          330(363 円税込み) 

   Cookies & Cream  クッキー＆クリーム           340(374 円税込み) 

   Double Caramel  ダブルキャラメル           340(374 円税込み) 

Rose Coconut Paratha | ローズココナッツパラータ           Aged Black Garlic Butter Naan | 熟成黒にんにく 

バターナン           

 


