
Half size \400

Half size \400

Half size \400

ハーフサイズ \400

ハーフサイズ \400

ハーフサイズ \400

えびと春雨のサラダ　\700
ぷりぷりえびと春雨のさっぱりサラダ。レモン、スウィートチリ、
ナンプラー等でエスニックな味わいに仕上げています。

Salad of prawn and bean-jelly sticks
This is the salad of sour lemon, sweet chili and nampla taste .   

サラダBOX  \600

シーザーサラダ　\600

チキンのサラダ　\600

大根サラダ　￥500

Salad Box

Caesar  Salad \600

Chicken Salad \600

Radish Salad \500

This is the salad topped with Chicken.  
Try with the homemade dressing of lemon taste.

We serve this salad with the dressing of Japanese style ( Shoyu-taste ).  
 It̓s very light and healthy.

Open the cap of Papad,  chick beans, vegetables and the pieces of chicken 
 are inside.  You can break and eat the papad with salad. It̓s a little spicy.

パパドゥ（インドの薄い煎餅）のふたをとると・・・中からひよこ豆、野菜と

たまごとチーズ風味のお馴染サラダ。
やさしい味わいなので、スパイシーなお料理の箸休めにどうぞ。

A Caesar salad is dressed with parmesan cheese,  egg and black pepper.
  The taste is very mild.

チキンのサラダが出てきます。ふたと器（パパドゥ）を崩してサラダと
一緒にお召し上がりください。ちょっとスパイシーなサラダです。

チキンをサラダにトッピング。ドレッシングは、自家製レモンドレッシングで

大根たっぷりのヘルシーなサラダ。和風ドレッシングでお召し上がり下さい。

さっぱりと仕上げています。



ソーセージ盛合せ　\1,100

炙りベーコン　\650

もちもち食感のえび入り生春巻。さっぱりレモン風味のオリジナルエスニック
ソースでお召し上がりください。

厳選ソーセージの盛合せです。熱々の鉄板でサーブしますので、美味しい音も

厚切りベーコンを香ばしく焼いています。お口の中で、うまみがじゅわっと

広がります。

スパイシーからあげ　\580

和風からあげ　\580

チキンにスパイスをもみこんで、自家製ころもをつけてからっと揚げています。

シンプルな和風しょうゆベースのからあげ。

ビールがすすむ一品です。

Spicy Fried Chicken

Fried Chicken (Kara Age) of Japanese style

We mix the chicken with spices, and serve crisp fried chickens.

This Karaage is Japanese taste (soy sauce )

Beer matces very well!!

We roast the thick cut Bacon.  You can feel the “Umami”(taste) 
in your mouth.

楽しめます。人気の一品。

Mixed Sausage

Roasted Bacon

えびの生春巻　\700

Summer Roll with Shrimp
Shrimp and vegetables are wrapped by rice paper.
Please try with the original etnic sauce of lemon taste.

This is the combination platter of the sausages we carefully selected.
We serve on the very hot iron plate, so you can enjoy the “delicious sound”.



チキンのスウィートチリ炒め　\700

めかじきのフィンガーフライ　\690
めかじきをさっくりとガーリック風味にフライしました。ごはんのおかずにも

スウィートチリソースでチキンを炒めています。甘辛い風味は、ビールにもごはんにも
相性GOODです。

なる一品。自家製タルタルソースをつけてお召し上がりください。

Fried Swordfish with tartar sauce 

Chicken fried with sweet-chili sauce

You can eat crispy fried swordfish with homemade tartar sauce.
This matches beer and white wine, and can be also main dish. 

チーズボール　\580
ポテト・小麦粉の生地にチーズを練りこんでほくほくフライにしました。

トマト等の野菜とチーズをたまごで包みました。

とろとろチーズとふんわりたまごの優しい一品です。

チーズの美味しさと香りをお楽しみください。

Cheese Ball

Omelet of the vegetables and cheese

We knead cheese into the balls made from potato and wheat flour, and fry.

The vegetables ( tomato etc. ) and cheese are in this omlete.

チキンの山椒とチリ和え　\650
チキンにネパールから取り寄せた山椒とチリの辛い調味料を合わせています。
山椒の辛さがやみつきになります。

Chicken dressed with Sichuan pepper and Chili
We dress the chicken with special seasonings made in Nepal.
It̓s a hot dish.

野菜とチーズの玉子焼き　\600



スパイシーポテト　\450
ほくほくフライドポテトにチリパウダーと山椒をまぶしています。
お好みの辛さに調節できます。ビールがすすむ一品。

Spicy Potato
the Fried Potato with Chili powder and Sichuan pepper.

ジャーマンポテト　\550
ベーコンとマスタードの風味が食欲をそそります。

German Style Fried Potatoes (Speckkartoffeln)
the roasted potato with bacon and mustard.

ローストポテト（ベーコン入）　\550
ローストしたポテトとベーコンの黄金コンビ。
ビールやお酒のお供にどうぞ。

Roasted Potato (with Bacon)

ローストポテトハーブ風味　\450
ほっこりローストポテトを、バターとハーブソルトで味付けしています。

バターの優しさとハーブの爽やかさがマッチした一品。

Roasted Potato ( Herb flavor )
We make it by butter and herb solt.

フライドポテト　\400
当店では生のポテトを揚げているので、じゃがいもの風味を楽しめます。

Fried Potato
We cut and fry potatoes in our kitchen. 
(We don̓t use frozen potatoes.)



辛めの一品です（辛さは調節できます）。

アルジラ　\450

マサラオムレツ　\550
スパイス風味の野菜オムレツ。ネパールスタイルのオムレツです。

Masala Omelette
Vegetable Omelette with spices

チャナサデコ　\500

ボイルしたアル（じゃがいも）にジラ（クミン）をまぶして炒めています。
クミンの香りがお口に広がります。おつまみに最適。

Alu Jeera
We dust potato with Kumin and some spices and sarte.

ネパール・インドのおつまみ
Nepali-Indian Snacks

インドの薄いせんべいにスパイシーな野菜を載せた一品。

ひよこ豆と野菜をレモンとスパイスで和えています。レモンの風味が爽やかで
ヘルシーな一品。リピーターの方も多い人気のメニューです。

Chana Sadheko

スパイシーパパド　\400

Spicy Papad
The spicy vegetables are on the Papad (Indian cracker).  This dish is so spicy, 
but we can control the level of hotness.

サモサ　1P \250　2P \490
カレー風味のじゃがいもや豆を生地に包んでさっくり揚げています。
インドでは軽食としてよく食べられています。

Samosa
The vegetables of curry taste are wrapped in the puff pastry, and fried.
Samosa is very popular for light snack in India.

We dress chickpeas with lemon and spices,  the taste of lemon is so refreshing, 
and it̓s so healthy. 



モモ　6P \600

シーモモ　\750

スープモモ　\750

チキンロリポップ　\700

ネパール・チベットのスパイシーな蒸し餃子。自家製チャツネをつけて熱々を

モモを揚げ、野菜と一緒にトマトチリソースで炒めた一品。

モモを鶏ガラスープに入れています。体がぽかぽかになります。

the Momo with the chicken soup

砂肝をスパイスで炒めた一品。スパーシーな味わいと砂肝の食感がクセになります。

Pangra
the sauteed gizzard with spices.

ネパール版鶏のチューリップ。スパイスをまぶして揚げています。
日本でも懐かしいスタイルの一品。

お召し上がりください。人気のメニューです。

Momo

Chi Momo

Soup Momo

Chicken Loliipop

パングラ　\580

This is the steamed dumplings of Nepali-Tibetan style.

We fry the momo and vegetables with tomato chili sauce.

This is the chicken “Tulip” of Nepali style.

Please try these with the homemade Chutney.



ポテトチリ　\600
ポテトと野菜のチリトマト炒め

Potato Chili
Potato and vegetables are fried with Tomato chili sauce.
You can request the level of hotness.

You can request the level of hotness.

You can request the level of hotness.

Try this with Puffed rice (Bhuja).

スクティ　\750
マトンの干肉と野菜をスパイスで炒めた辛い一品。ネパールでの代表的なおつまみ。
ブジャ（甘くないポン菓子）と一緒にどうぞ。

Sukuti with Bhuja

チキンチリ　\750

プラウンチリ　\1,000

チキンと野菜のチリトマト炒め。ピリ辛ですが、トマトをたっぷり使用しているので、
食べやすくなっています。

ぷりぷりエビと野菜のチリトマト炒め。

Chicken Chili

Prawn Chili

Chicken and vegetables are fried with Tomato chili sauce.

Prawn and vegetables are fried with Tomato chili sauce.

We fry the dried mutton meat and vegetables with hot spices. 



チキンステーキに特製ガーリックソースをかけています。熱々鉄板のプレートから食欲を

外をカリッと、中をジューシーに焼き上げたチキンステーキに、トマトソースを
かけています。ワンプレートにステーキと野菜が載っています。

そそる香りが漂ってきます。ワンプレートにステーキと野菜が載っています。

チキンステーキ　ガーリックソース　\900

チキンステーキ　トマトソース　\900

Chicken Steak with Garlic sauce

Chicken Steak with Tomato sauce
The steak and vegetables are on one plate.

The steak and vegetables are on one plate.

めかじきのソテー　レモンバターソース　￥800
ソテーしためかじきに、特製レモンバターソースを添えて。白ワインとの相性抜群です。
おかずとしても満足いただける一品。ジラライス(\400)と一緒にお召し上がりください。

Sauteed Swordfish with Lemon Butter sauce
This matches white wine very well.  You can eat this dish with rice, 
we recommend Jeera Rice (\400).  Jeera Rice is the fried rice with Cumin and Butter.



(Keema Curry, Seasonal veg and melted Cheese) 

季節の野菜とキーマのタコライス　\900

キーマと季節の野菜を使った焼カレー　\1,100

ドライカレー　\950

当店自慢のキーマをたっぷり使ったタコライスです。目玉焼きを添えて。
野菜はその季節に応じて変わります。

当店自慢のキーマカレー、ライス、季節の野菜とチーズを載せて焼き上げて

豚ひき肉と鶏ひき肉たっぷりのドライカレー。季節の野菜と目玉焼きを
添えています。他のカレーと違って、どこか懐かしくて優しい”日本”風の
味わいです。

This is the minced pork and chicken curry without soup.
This Curry is milder than another Indian  curries.

います。スパイスの香りととろとろチーズのハーモニーをお楽しみください。

Taco Rice with seasonal vegetables and Keema

Grilled Curry

Dry Curry

Keema(minced chicken)and seasonal vegetables are on the rice 
with fried egg.

We top the seasonal vegetables and cheese on the rice mixed 
with Keema Curry, and grill it.

ロコモコ　￥980
野菜をたっぷり敷き詰め、当店人気のハンバーグと目玉焼きを載せています。
ソースは赤ワインを使った大人好みの風味。
辛いものが苦手な方にもおススメです。

the Humberger with red wine sauce, Fried Egg and Vegetables
 in the Loco Moco bowl.

当店おススメの一品

チキンビリヤニ　

ダルバート　\1,000

  \1,100

ビリヤニはインドのピラフ。具材やスパイスを入れて一緒に炊き込みます。

ネパールの国民食。ごはん（バート）にお豆のスープ（ダル）をかけ、おかずと
混ぜて食べるのがネパール流。いろんなおかずが載っているので、バランスも◎　
当店自慢の一品です。

お米は香り高いインドのバスマティライス（長粒米）を使用。
本場の味に仕上げています。

Biryani is the Pilaf of Indian style. We make with the Indian Basmati rice.

Dal Bhat refers to a traditional meal which is popular in many areas 
of Nepal. It consists of steamed rice, a cooked beans soup called dal 
and various types of side dishes.

Chicken Biryani

Dal Bhat

Loco Moco

ベジタブルビリヤニ　Vegetable Biryani　\1,000



目玉焼き
on チキンカレー

目玉焼き
Fried Egg

￥100

the Chicken Curry of Spinach bace.

ハーフ＆ハーフ　￥950

サグチキン　\900

キーマカレー　\900

チキンカレー　\800

カレーによく合う

Topping

チキン・キーマ・サグチキンからお好きなカレー2種類を

ほうれん草ベースのチキンカレー。

ひき肉のスパイシーなカレー。

王道のチキンカレー

チキンと季節の野菜をトッピングしたスープカレー。スパイスを多用していますが、

あっさり仕上げの食べやすいカレーです。

お選びください。

Half & Half

Sag Chicken with rice

Keema Curry with rice

Chicken Curry

Soup Curry with Chicken and seasonal Vegetables

チキンと季節の野菜のスープカレー　\850

Please choose 2 kinds of the curries among Chicken, Keema, Sag Chicken.



チキンのふわとろオムライス（デミグラスソース）　\950

ハンバーグ定食（デミグラスソース）　\950

ハンバーグ定食（キーマカレーソース）　\980

和風ハンバーグ定食（おろしポン酢）　\950

チキンライス　\900

チキンのふわとろオムライス（キーマカレーソース）　\950

Omelette with Chicken rice (Keema Curry sauce)

Omelette with Chicken rice (Demiglas sauce)

Hamburger Steak（Demiglas sauce)　Set Meal

Hamburger Steak（Keema Curry sauce)　Set Meal

Hamburger Steak(with grated radish and Ponzu sauce)　Set Meal

Chicken Rice
The fried chicken and Basmati rice are on a plate with original sauce.

“Ponzu” is sour orange-based sauce. This sauce is Japanese style and light.

じっくり焼き上げたチキンとバシュマティライスをワンプレートに載せています。

チリとセロリの入ったオリジナルソースをつけてお召し上がりください。

チキンライスを、ふわふわたまごと、とろとろチーズで包みました。

チキンライスを、ふわふわたまごと、とろとろチーズで包みました。

自家製ハンバーグにデミグラスソースをかけています。
ボリューム感のある一品です。

自家製ハンバーグにおろしポン酢をかけて、さっぱり和風に仕上げました。

自家製ハンバーグに当店自慢のキーマカレーソースをかけています。

ハンバーグとカレーの夢のコラボ。満足感100％間違いなしです。

キーマカレーベースのスパイシーなソースと一緒にお召し上がりください。

デミグラスソースなので辛くありません。
辛いものが苦手な方もお召し上がりいただけます。

 The Chicken rice is wrapped with the omelette and melty cheese. 

 The Chicken rice is wrapped with the omelette and melty cheese. 

Hamburger Steak (Demiglas sauce) with rice and salad

Hamburger Steak (Keema Curry sauce) with rice and salad

Hamburger Steak (Ponzu sauce) with rice and salad

This sauce is not hot.

  Please try with the sauce of Keema Curry.



からあげ定食　\750

からあげ丼おろしぽん酢タレ　￥750

フライ定食　\850

Fries (Swordfish and Chicken) Set Meal

Fried Chicken Set Meal

Karaage Don

ナシゴレン　\950
インドネシアのピリ辛フライドライス。ぷりぷりのエビが入っています。

目玉焼き添え。

Nasi Goreng
the spicy Indonesian fried rice with prawn and fried egg

ガパオ　\900
鶏ひき肉とバジルの炒め物をのせたタイのごはん。ナンプラーのエスニックな

風味をお楽しみください。目玉焼きを添えて。辛目の一品です。

Gaprao Rice
the hot Thai food that the minced meat of chicken and basil are on the rice.

めかじきとチキンのフライ定食です。自家製タルタルソースを添えて。

定番からあげ定食。

さっぱりおろしぽん酢タレをかけたからあげ丼。
がっつり食べたいときにおススメです。

揚げたてをお召し上がりください。

おろしぽん酢を添えているので、お好みでどうぞ。

the Fried Chicken of Japanese style (KARAAGE)

Rice-Bawl coverd with Fried Chicken 
(with grated Japanese radish and Ponzu sauce)

with the homemade Tartar sauce



しょうがタレをたっぷり絡めています。定番の一品。

しょうが焼をたっぷり載せたボリューム満点の丼です。

豚丼　￥850

しょうが焼定食　￥850

しょうが焼丼　￥850

特製ピリ辛タレを絡めたボリューム満点の豚丼です。

Buta Don (Pork Don)

Syouga-yaki Set Meal

Syouga-yaki Don

Rice-Bawl coverd with sauted Pork with spicy barbecue sauce

Grilled Ginger Pork set meal

Rice-Bawl coverd with Grilled Ginger Pork

プレーンライス　\250
Plane Rice

小ライス　　　　\150
Plane Rice(small)

ジラライス　\400
クミンと炒めたごはん

Jeera Rice
Fried rice with cumin

バターライス　￥400
バターで炒めたごはん

Butter Rice
Fried rice with butter

バスマティライス　\450
南アジアの長粒米。ぱらぱらしています

Basmati Rice
It̓s a variety of long, slender grain
aromatic rice made in Southern Asia.



Chicken, Vegetables, original sauce + Chapati (whole-wheat bread)

This set includes the piecese of Chapati, Tarkari (stir-fried vegetables with spices)
and the pieces of roasted chicken.　You can take a Capati at 100 yen per piece.

Tarkari(Stir-fried vegetables with spices) + Chapati (whole-wheat bread) 

バニラアイスクリーム
\350きなこ＆黒みつ

バニラアイスクリーム

\350
ストロベリーソース

チャパティロール　Chapati Roll　\500

タルカリロール　Tarkari Roll  \500

チャパティセット　\600

チキン、野菜、オリジナルソース＋全粒粉のチャパティ（インドの薄いパン）

ネパールの野菜炒め＋全粒粉のチャパティ（インドの薄いパン）

チャパティ（インドの薄い小麦粉パン）とタルカリ（野菜のスパイス炒め）、
チキンのローストのセット。チャパティは1枚\100にて追加可能です。

and sugar cane syrup
with KINAKO(Soybean flour)
Vanilla Ice cream

Vanilla Ice cream 
with Strawberry sauce

Chapati Set

ネパール・チベット風やきそば。現地では軽食として食されています。

ネパール・チベットで食べられるうどん。あっさり風味で日本人の口に合います。

当店自慢のカレーを使用したうどん。日本スタイルのカレーうどんとは一風変わった味を
お楽しみください。ご希望の方には、ごはん1杯お付けします。

チキンチョウメン

ベジタブルチョウメン

チキントゥクパ　　　  Chicken Thukupa       \750

ベジタブルトゥクパ　  Vegetable Thukupa    \700

カレーうどん　  Curry Udon    \700

Vegetable Chowmien

Chicken Chowmien \750

\700

The fried noodle of Nepali-Tibetan style. 

the soup noodle of Nepali-Tibetan style

It̓s the wheat noodle with Curry soup. 
If you want, you can take a bowl of rice (free). 
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