Lunch Menu
Drink Set | ドリンクセット +100

(110 円税込み)

Chicken Sandwich | チキンサンドイッチ

Salad Set | サラダセット +100

(110 円税込み)

1390(1529 円税込み)

・Tandoori Chicken Sandwich タンドリーチキンサンドイッチ
Fried tandoori chicken, homemade honey mustard, gouda cheese, butter chicken curry, bacon, and tandoor grilled butter bread
buns. Served with homemade garlic consommé fries. 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ブレッドでサンド。自家製ガーリックコンソメのポテトフライ添え。
・Buttermilk Chicken Sandwich バターミルクチキンサンドイッチ
Hand battered and breaded buttermilk fried chicken, homemade creamy garlic blue ranch, gouda cheese, butter chicken curry,
and tandoor grilled butter bread buns. Served with homemade garlic consommé fries. 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。自家製ガーリックコンソメのポテトフライ添え。

Buttermilk Chicken Sandwich | バターミルクチキンサンドイッチ

Pasta | パスタ

Tandoori Chicken Sandwich | タンドリーチキンサンドイッチ

1340(1474 円税込み)

・Butter Chicken Parmigiano バターチキンパルミジャーノ
Spaghetti fused together with bacon, 24-month aged parmigiano reggiano, and our classic Butter Chicken curry. ベーコン、24
ヶ月熟成パルミジャーノレッジャーノ、クラシックバターチキンカレーとスパゲティを組み合わせた一品。
・Keema Bolognese キーマボロネーゼ
Chicken keema curry cooked with spaghetti, Indian spices, a hint of mozzarella, basil, and simmered with Italian tomatoes. イ
タリアのトマトをインドスパイスバジルで煮込んだキーマカレーとスパゲッティ、モッツァレラチーズと組み合わせた一品。

Butter Chicken Parmigiano | バターチキンパルミジャーノ

Keema Bolognese | キーマボロネーゼ

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）

Tandoori Taco Rice | タンドリータコライス

1190(1309 円税込み)

Okinawan-Indian fusion dish featuring keema, tandoori chicken,
Japanese rice, mozzarella, and lettuce. 日本米にタンドリーチキン、
キーマ、モッツァレラ、レタスを乗せた沖縄とインドのフュージョンディッシュ。

Tandoori Taco Rice | タンドリータコライス

Cutlet Curry | カツカレー

1290(1419 円税込み)

Pork or chicken cutlets served with Japanese rice and one curry selection.
トンカツまたはチキンカツを日本米の上にのせたカツカレー。カレーをお選びください。

Cutlet Curry | かつカレー

Jewel Single | ジュエルシングル

1180(1298 円税込み)

One regular size curry selection with Indian flatbread. レギュラーサイズのカレー1 つとインドの平たいパン。
Bread Options パンのオプション
・Garlic Naan ガーリックナン

+200(220 円税込み)

・Rose Coconut Paratha ローズココナッツ パラータ

・Basil Mozzarella Naan バジルモッツアレラナン
+150(165 円税込み)

・Butter Naan バターナン

+300(330 円税込み)
+0

Curry Options カレーのオプション

・Rogan Chicken ローガンチキン
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。

・Garlic Lemon Curry ガーリックレモンカレー
Smooth and rich blend of fresh lemon, garlic, onions, tomatoes, and cashews. 新鮮なレモン、ニンニク、玉ねぎ、トマト、
とカシューナッツの滑らかで豊かにブレンドしたのカレー。
・Available in Chicken, Mixed Vegetables, or Vegan. ・チキン、野菜またはヴィーガンからお選びください。

・Chef's Special シェフスペシャル
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。
・ Available in Chicken or Mixed Vegetables. ・チキンまたは野菜からお選びください。

Toppings トッピング
・Mozzarella Cheese モッツアレラチーズ 190(209 円税込み)
・Extra Meat エクストラミート 300(330 円税込み)
・Garlic Bits ガーリックチップ 90(99 円税込み)
・Butter バター 100(110 円税込み)

・Hard Boiled Egg ゆで卵 150(165 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)

・Extra rice ライス大盛り 150(165 円税込み)

・Corn コーン 100(110 円税込み)

・Bacon Slice ベーコンスライス 150(165 円税込み)

Set Drinks セットドリンク
Coca Cola コカコーラ
Pink Lemonade

Coca Cola Zero コカコーラゼロ

ピンクレモネード

Oolong Tea ウーロン茶

Sprite スプライト

Ginger Ale ジンジャーエール

Orange Juice オレンジジュース

Plain Lassi

プレーンラッシー

Appetizers

前菜

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。

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

Garlic Fries | ガーリックフライ

・Honey Garlic ・ハニーガーリック

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。マサラマヨネーズを添えて。

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)

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)

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)

Rose Coconut Paratha | ローズココナッツパラータ

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)

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
Mille Crepe Cake | ミルクレープケーキ
Opera Cake | オペラケーキ

580(638 円税込み)

590(641 円税込み)

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
Double Caramel ダブルキャラメル

340(374 円税込み)
340(374 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

