TANDOORIBARBECUE
タンドール料理
1．TandooriChicken（Full）…．

タンドーリチキン

（Half）．

．￥3，200

￥1，800

Barbecuedchickenwithspicedyoghurtandbutter．

スパイス入りヨーグルトとバターノ

スにつけ込み

タノドールで焼いたチキノ。

2．LambTikka（Majn）メイ／．．．．．￥1，600
ラムテイカ

（巨。t．ee）エ／トリー

￥1，100

Lambcookedonskewersintandoorwithspice．

スパイスにつけ込んだラムを串焼きにしたもの。

3．TandooriGobi‖

…．￥1，800

タンド リゴビ

￥1，200

4．TandooriSalad

タンドーリサラダ
Freshvegetablescookedon skewersintandoor
Withrichspices．

季節の野菜にスパイスをたくさん使って串焼きにした
もの。

5．ChickenMalaiTikka（Main）メイン￥1，800
チキンマライテイカ（Entree）工／トリー￥1，300
Bonelesschickenbarbecuedintandoorwithspice．

スパイスにつけ込んで串焼きにした骨なしチキ／。

／ii．TandooriChickenAfgani

タンドーリチキンアフガニ

Fullpieceofcauliflowerfriedandbakedintandoor．

Barbecuedchickenwithgingerflavour

カリフラワ をまるごと油で揚げ タノド ルで焼い
たもの。

ショウガ味チキノのバーベキュ。

￥2，000

インド料理にかかせないのがタンド ル料理です。
数種類のスパイスやヨ グルトに、
長時間漬け込んだ鳥、ラム、エビ、魚、野菜を
インド独特のタンド ル（土釜）の中で
炭火によりじっくり焼き上げた贅沢な風味をお楽しみください。
6．TandooriJinga（Main）メイ／ ￥2，300
タンドーリジンガ（E。t，ee）エントリー￥1，600

9．JingaDilkhush（Main）メイ／ ￥2，500
ジンガディルクハッシュ（Entree）工／トリー￥1，700

kingsizedprawnsmarinatedinspicedyoghurtand

SouthIndianjumboprawnsmarinatedinspicy

COOkedintandoor．

yoghurtandcashewnutsaucecookedintandoor．

大きなエビをスパイス入りヨーグルトにつけ込み
／ドールで焼きあげたもの。

タ

南イ／ドの沖合いで取れた大きなエビを スパイス入
りヨーグルトとカシューナッツノ

スでマリネにし

タ／ドールで焼きました。

7．FishTikka（Main）メイ／
．．．￥1，800
フィッシュテイカ（Entree）工／トリ， ‖￥1，30010・AluBahar

・■

￥1，900

Fishmarinatedinspicedyoghurtandcookedin

アルーバハール

tandoor．

Spicystuffedpotatoescookedintandoor．

魚をスパイス入りヨ グルトにつけ込んで、タノドー

ルで焼きあげたもの。

8．SalakhiKabab（Main）メイ／
￥1，600
サラキカバブ （E。tree）エントリー￥1，100
Mincelambandchickenrolledonaskewerand
cookedintandoor

ラムまたはチキノをミノチにして 串焼きにしたもの。

ジャガイモの中に野菜類を入れ タ／ドールで焼いた
バーベキュー。

11．TandooriShimlaMirch

￥1，900

タンドーリシムラミルチ
Spicystuffedcapsicumcookedintandoor

ピーマノの中に 野菜とチーズを入れて焼いたバーベ
キュー。

12．LambChop（Majn）メイノ．．．．
ラムチョップ（Entree）エ／トリー．

￥2，000
￥1，200

Spicedmuttonchopscookedintandoor．

ラムチョップをスパイシーなノースで昧つけしてタノ
ドールで焼いたバーベキュー。

APPETIZER
アペタイザー
1．NonVegetarianTandooriSpecialSet

ノンベジタリアンタンドーリスペシャルセット
Assortment oftandoorichicken，tandoorijinga，muttOntikka，fishtikka，Salakhikabab，Chickenmalaitikka．

タ／ドーリチキ／

タ／ドーリジ／ガ

マト／テイカ

フィッシュテイカ

サラキカバブチキ／マライテイカの組み合わせ。

2．VegetarianTandooriSpecialSet

ベジタリアンタンドーリスペシャルセット
Assortmentoftandoorigobi，alubahar，Shimlamirch，tandoorisalad．

タンドーリゴビ

アルーバハール

シムラミルチ

タ／ドーリサラダ

1．or2．for2persons2人様用‖

lor2の内容を

￥3，950

2pieceseachtandoori各2ピースずつ

1．or2．for3persons3人様用…．￥5，800

3pieceseachtandoori各3ピースずつ

1．or2．for4persons4人様用．．．￥7，900

3．Samosa（2pieces2ピース

［．￥900

4pieceseachtandoori各4ビ

スずつ

4．VegetableMixPokora．

サモサ

ベジタブルミックスパコラ

Deepfried，Spicypotatopatties．

Deepfriedvegetables．

野菜とポテトを油で揚げたスナック。

季節の野菜のイ／ド風スパイシー天プラ。

5．OnionBaji

．．￥900

．．￥900

6．PanirTikka………………．￥1，900

オニオンバジ

パニールテイカ

Deepfriedonion．

Homemadecottagecheesecookedintandoor．

玉ネギのスパイシーインド風天プラ。

イ／ド風自家製チ ズの炭火焼。

砺⑳⑳◎

Mildマイルド

Hot幸い

VEGETABLECURRY
野菜カレー料理
1・AlooGobiアルゴビ◎息…・t・．t

￥1，400

VeryHot激辛

CanmakeExtraHot

辛くすることができます。

9．VegetableJalFarezi⑬食．．．￥1，500

CauliflowerandpotatoescookedinsplCeS．

ベジタブルジャルフアレージ

カリフラワーとポテトをやわらかく料理したカレー。

Mixedvegetableslicescookedwithhomemade

2．Mushroomsマッシュルーム⑬◎．￥1，400
Mushroomsandspringonionscookedwithrichspices．

マッシュルームとねぎが入ったスパイスたっぷりのカレー。

3．BaiganBartaベイガンバラタ⑬◎￥1，400

謎等㍍窺芋器笠も憲t㌍舘露語綜・
4．SagKoftaサクコフタ緻

…．．．￥1，600

Choppedspinachcookedwithfriedvegetableballs．

．．

．￥1，400

ナブラタンカレー
ニ／ジノピーマノ、いんげんなどが入ったマイルドなカレー。

6．BaiganMasalaO息．．
、ベイガンマサラ

￥1，500

Eggplantcookedwithpotatoesandonions．

オ￣オ／ソースによる米ナスのカレ。

7．DamAluKashmiri級．．…．￥1，500
ダムアールカシミーリ
Acurryofcashewnutstuffedpotatoes．

じゃがいもの中にチ
が入ったカレ。

ズ、レーズ／

8．SukhaJeeraAluCurry

10．Bhindiビンディ0息．．

￥1，500

Ladyfingerscookedwithonions．

スパイスの入ったおくらを玉ねぎトマトなどでいためたカレー。

11．DalTarkaダールターカ

⑩◎．．￥1，400

Lentilsfriedwithbutterandspices．

レンズ豆をバターとスパイスで煮込んだピリッとしたカレー。
Acurryoffriedvegetableballs．㊥◎

野菜ダンゴとレーズンとカシューナッツが入ったマイルドなカレー。

13．SimlaMirchCurryO◎．．．．．．￥1，500

Assortmentofvegetables．

ポテト

自家製カッテ ジチーズ入り野菜カレー。

12．VegetableKoftaベジタjルコフタ￥1，500

野菜ボール入りほうれん草カレー。

5．NavrattanCurry⑳盾．

COttageCheese．

カシューナッツ

シムラミルチカレー
Pimentoesstuffedwithspicypotatoesand
COOkedinanonionandtomatogravy

ピーマノに玉ねぎとトマトノースにつけ込んだじゃが
いもを詰めたカレー。

14．SagPanirサグパニMル⑳川．．．

．￥1，600

Spinachcookedwithhomemadecheese．

ほうれん草と自家製チーズのカレー。

15．KhumbRazalaクンプラザラ㊥￥1，600
Finelyslicemushroomscookedinacashewnut
andonionsauce．

．．．￥1，500

スカジーラアールカレー
Potatoescookedwithcuminseed＆spices（Drycurry）．

クミ／シードとスパイスが効いてるポテトのドライカレー。

カシューナッツをミントとスパイスで煮込んだカレー。

16．PanirMakhniパニールマク￣
Home−madecheesecurry．

自家製チ ズのカレー。

￥1，600

CHICKENCURRY
チキンカレー
￥1，600

1．MurgMahal＠．．．．．
ムルグマハール

辛くすることができます。

7．ChickenKarahiO◎．．．．．．．￥1，600

チキンカラヒ

Bonelesschickencookedwithacashewnutand

Panfriedchickendrumstickscookedwithrich

Cream SauCe．

Spicesandonions．

骨なしチキ／をマイルドなノースで煮込んだもの。

2．RajChickenMasala傘．．．

￥1，600

豊富なスパイスで料理した鳥のもも肉入り 幸いのが
お好みの方向き。
8．Chef′sspecialChickenMasala￥1，600

ラージチキンマサラ
Bonelesschickencookedwithgreenchiliandspices．

シェフ特製のチキンカレ ◎◎

骨なしチキ／を生クリームやバターなどで煮込んだ少し

Chickenmasalaspeciallymadebyourchef．

ピリッとしたカレー。

3．SagChickenサグチキン⑳．．

￥1，600

Spinachcookedwithchicken．ほうれん草とチキ／のカレー。

4．ButterChickenバターチキン

￥1，600

Tandoorichickencookedwithfreshtomatoes
andbutter．

フレッシュトマトとバターを使ったタ／ドーリチキ／カレー。

5．ChickenMatwala脅．．．

…

￥1，600

Spicybonelesschickencookedwithpimentoes．

ピーマ／、玉ねぎ トマト チキ／のいためたカレー。

10．MurgMakkanPalak，
ムルクマッカンパラック

．．．

￥1，600

Tandoorichickencookedinspinach，fresh

tomatogravyandbutter．

ほうれん草、トマトとバターを使ったタノドーリチキノ
のカレー。

チキンマトワラ
Bonedchicken

9・≡禁豊J…禁ヂ餉…￥1，600

witheggplant．

骨付きチキノとナスのカレー。

11・ChiliChickenSag由・・

6．ChickenChopMasala0．．．．．￥1，600

￥1，600

チリチキンサグ
Bonelesstandoorichickencookedwith

チキンチョップマサラ
Bonelesstenderchickenbreastcookedinarich
tomatoandonionsauce．

チキ／のやわらかい上質な胸肉を たっぷりのトマトと
オ二オ／で煮込んだカレー。

l

Choppedsag＆chili．

ほうれん草とチリを使った骨なしタ／ドリチキ／のカレー。

SEAFOOD＆
LAMB CURRY

CanmakeExtraHot

辛くすることができます。

ラムカレー＆魚料理
1．LambShahiMasala⑳＠．．．￥1，600

ラムシャヒマサラ

8．FishChiliCurry 0．．．．．．．．
フィッシュチリカレー

Lambcookedinathickgravywithcashewnuts

Fishcookedinafreshtomatosauce．

トマトノースベースの白身魚カレ。

andcream．

ラムをカシューナッツと生クリームのソースで煮込んだカレー。

2．LambBadshahiラムバドシヒ⑳◎￥1，600
Hotlambcurrywithonionsandtomatoes．

スーパーホットな野菜入りラムカレー。

3．KeemaMushroomO＠…．
キーママッシュルーム

￥1，600

Minchedlambcookedwithmushrooms．

ひき肉とマッシュルームのカレ。

4．SagLambサグラム

…．￥1，600

Freshspinachcookedwithlamb．

9．FishMasalaフィッシュマサラ⑳￥1，600
Fishcookedinami王doniongravy．

魚を生クリームと玉ねぎのノースで煮込んだ料理。

10．PrawnLajababO．

．．．￥1，800

ブラウンラージャバーブ
Freshprawnscookedinafreshtomatogravy
フレッシュトマトを使ったエビのカレー。

11．GoaPrawnCurryO…．

￥1，800

ゴアブラウンカレー
Prawnscookedinanonionandcoconutsauce．

ラム入りほうれん草カレー。

イノド海辺の町 ゴア地方のチリノース風エビカレー。

5・矩聖▲塾生．？攣り⑳軋・・・￥1，60012．PrawnShahiMasala脅．．
Lambcookedwithrichspices．

￥1，800

ブラウンシャヒマサラ

B．LambBhunaGoastO乱．
ラムブーナゴーシュト

￥1，600

Deepfriedprawnscookedinacashewnuts
andtomatocreamsauce．

揚げたエビをカシュ

Lambcookedinabrownoniongravy

ブラウ／オ二オノカレーノースによるラムカレー。

7．ScallopCurry

￥1，600

．．￥1，600

ナッツとトマトでクリーミーに

調理したカレー。

13．DariyakiRajダリヤキラージ0．￥1，800
Auniquecombinationofprawnsandfresh

スカラップカレー

gardenvegetablescookedinatraditional

Scallopscookedwithfreshvegetables．

イ／ドの東南地方で古くから作られているエビと野菜
を使った家庭料理。

ホタテと野菜のカレー。

South−EastIndianstyle．

SPECIALCOURSEMENU
スペシャルコースメニュー
1．Non VegetarianThali．．．

￥3，100

2．VegetarianThali……

…￥3，100

ノンベジタリアンクリ（forlpersonお1人様用
AsetofthreeIndiancurriesandtandoor

AsetofthreeIndianvegetablecurries，raita，and

SpeCialitieswithrice，nan，papadanddrink．

SamOSa，Withrice，nan，papadanddrink．

バターチキ／ サグラム ベイガ／バラタ、タ／ド
ルで焼いたバーベキューの組み合わせ。ライス ナン
パパール 飲物付。
※お好きなカレーにチエ／ジの場合は ＋500円。

アルゴビベイガ／バラタ

ベジタリアンタリ（forlpersonお1人様用

サグマッシュルーム

MaharaniCourse

MaharajaCourse

．．．￥5，000

ライタ

サモサ ライス ナノ パパール、飲物付。
※お好きなカレーにチエノジの場合は、＋500円。

…．

￥6，000

マハラ二コース（forlpersonお1人様用）

マハラジャコース（forlpersonお1人様用

Soup，Salad，tandoorichicken，Chickentikka，

Soup，Salad，tandoorichicken，1ambtikka，

1ambtikka，tandoorijinga，fishtikka，Curry

tandoorijinga，fishtikka，Curry（murgmahal，

（murgmal1al，praWnmaSala，palakpanir），rice

baiganbarta，Saglamb），riceandnan，ice−Cream

andnan，gulabjamunanddrink（coffee，maSala

anddrink（coffee，maSalateaorlassi）．

t甲Orla由i）・

ス プ サラダ タ／ドーリチキン ラムテイカ タ／
ド リジ／ガ フイシュテイカ カレー ムルグマハ
ル、ベイガ／バラタ サグラム）ライスとナ／ アイ
スクリーム、お飲物 コーヒ かマサラティーかラッシー

スープサラダタンドーリチキノ、チキノテイカラムテイカ
タ／ドーリジ／ガフイシュテイカ、カレー ムルグマハール
プラウ／マサラ、パラークパ二 ル）ライスとナン、グラブジャ
ム／、お飲物（コーヒーかマサラティーかラッシー。

MahalSpecialSet……………￥2，700

ShaheAlamCourse

マハールスペシャルセット（forlpersonお1人様用）

シャヘアラムコースforlpersonおl人様用）

．

￥10，000

Assortmentoftandoorichicken，Salakhikabab，

Soup，Salad，tandoorispecialset，baigambahar，

fishtikka，pOkora，Curry（chicken，1amborprawn），

goaprawn，murgmahal，Sagpanir rasmalai，tea
OrCOffee，riceandnan，aglassbeeroraglasswifie．

nan，riceandcoffee，maSalateaorlassi．

タンドーリチキ／、サラキカバブ フイシュテイカ
バコラとカレー（チキン、ラム エビの中から一種）

の組み合わせ。ナンとライス お飲物付 コーヒーか
マサラティーかラッシ 。

ス プ サラダ タノドーリスペシャルセット、ベイ
ガンバハール、ゴアプラウノ、ムルクマハール サグ
パニール ラスマライ 紅茶かコーヒー、ライスとナン
グラスビールかグラスワイン。

INDIANBREAD＆RICE
パン／ライス
Nanナン

BreadbakedinanIndianclayoven炭火で焼いたイノド風ノフトパ／）

CheeseNanチーズナン

日

￥400

．￥600

（Nanstuffedwithcheeseandcashewnuts，ginger，COriander，Oinio

チーズ

カシューナッツ

ショウガ、コリア／ダー

タマネギの入ったナノ）

Riceライス（SteamedRiceorSaffronRice白米、またはサプラ／ライス）

￥400

Bhaturaバトウラ

￥600

．

（FriedIndianbread菜種油一番しぼり100％の油で揚げたおいしいパノ）

GarlicNanガーリックナン（Breadbakedwithgarlic−／二ク入りのパノ）．．￥600

Picklesピクルス．．．，．．．

￥300

（Mangoandlemonpickles，etC．イ／ドの漬物の盛り合わせ）

￥800

KuluchaAmritsariクルチャアムリトサリー
（Breadstuffedwithspicedvegetables

少しピリットした野菜入りのパノ）

￥1，000

StuffedParathaスタッフドバロータ
（Butterbreadstuffedwithvegetablesandbakedonahotironplate）

1．AluParothaアルーバロータ（Stuffedwithpotato

じゃがいも入り

2．GobiParothaゴビバロータ（Stuffedwithcauliflowerカリフラワー入り）

3．MuliParothaムリバロータ

Stuffedwithradishだいこん入り）

￥1，500

FamilyNanファミリーナン（Dinnertimeonly5時以降）．
（Superjumbonanforthefamily

ご家族で楽しめる大きなナ／）

KabuliNanカプリナン

．．￥800

（Bfeadbakedwithraisinsandcashewnuts

Parathaバロータ

レーズノ

Butteredbreadバタ

カシューナッツなどが入った甘いパノ）

パ／）

‖…￥700

LamborChickenPullaoラムノチキンプラオ

￥1，300

（ラムまたはチキ／のイノドピラフ）

VegetablePullaoベジタブルプラオ（野菜が入ったピラフ）

￥700

IndianPuliaoインディアンプラオ（イ／ド米ピラフ）
Papadパパ

￥1，400

ル（Friedspicylentilchips油で揚げた豆の粉のインドせんべい）

￥300

CashewNutsカシューナッツ．．

￥300

Raitaライタ（Yoghurtsaladヨーグルトサラダ）

￥700
．￥700

Today′sspecialSoup本日のスープ．．‖

Saladサラダ

￥500

IndianSaladインドのサラダ

．￥700

DESSERT

SOFTDRINKS

デザート

お飲物

GulabJamunグラブジャムン

￥700

ミルクでできたイノドの甘いお菓子

RasMalaiラスマライ

．．￥700

1ndiansweetmadefromhomemade
cottagecheeseandmilk

ジチ ズとミルクによる冷たいスウィート）

…

……

VanillaIce Cream
バ￣ラアイスクリーム

グルトドリ／ク）

MangoLassiマンゴラッシ

￥700

MangoJuicet7ンゴジュース

￥600

TomatoJuiceトマトジュ
￥800

ココナッツアイスクリーム

MangoIceCream．．
マンゴアイスクリーム

ヨ

0rangeJuiceオレンジジュ

自家製カッテー

CoconutIce Cream

Lassi（Sweet／Salty）ラッシー（甘口／塩味）￥500
Yoghurtdrink

（Sweetdessertmadefrommilkpowder

．．￥800

ス
ス

GingerAleジンジャエール
Colaコーラ

￥700
￥500

￥400
￥400

MasalaTeaマサラティq

‖￥500

（スパイス入りのミルクティ ）

￥500

HerbTeaハーブティー

日日…．…．．．．￥700

（Chamomile／Mint／Roseカモミール／ミノト／ローズ）

CoffeeコNヒー

￥400

GuavaJtliceグァバジュース

￥600

ラージマ八一JLで、

スパイシータイム！
各種パ ティやクラス会、歓送迎会やレセプション、商談会など
お客様のご予算ご希望に応じておいしいメニューで、
とっておきのパ ティ を演出します。

5〜10名様の小さなパ ティから80名様までの貸切りパ ティまで、

3日前までにご予約ください。
WeCanBookPartiesOfAnyKindAccordingToYourBudget・

PleaselnformusThreeDayslnAdvance

お持ち帰りができます
TAKE OUT SERVlCE
ISAVAILABLE

ランチメ二ュ はあ持ち帰りができません。
WEAPOLOGIZETHATO〕RLUNCH MEN〕

lSNOTAVAILABLEFORTAKEOUTSERVlCE
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