約 40 種類 飲み放題 180 分

Free drink Menu フリー・ドリンク・メニュー
Cocktail
・ジントニック

Sparkling wine
・乾杯用グラススパークリングワイン

Sour & Shochu
・レモンサワー ・ジャスミン茶ハイ

・マンゴヤンラッシー

・カシスラッシー

Beer
・サントリー ザ・プレミアムモルツ

選りすぐりの飲み放題はこちらからお選び下さい
・ウーロンハイ

・芋焼酎（ロック / 水割り / お湯割り） ・麦焼酎（ロック / 水割り / お湯割り）

・モヒート

Soft Drink
・ラッシー
・マンゴーラッシー ・マンゴージュース
・ライチ（オレンジ / グレープフルーツ / ソーダ / ウーロン）
・ウーロン茶
・オレンジジュース ・ジャスミン茶
・コーラ
・アイスチャイ
・ジンジャエール
（オレンジ
/
グレープフルーツ
/
ソーダ）
・カンパリ
・アイスコーヒー
Last order should be before 15min. 120 分コースのラストオーダー 15 分前に伺います
・カシス（オレンジ / グレープフルーツ / ソーダ / ウーロン）

Wine
・ハウスワイン ( 赤 / 白 )
Highball & Whisky
・角ハイ
・ビームハイ
・パクチーハイボール ・ウィスキー（ロック / 水割り）

Appetizer & Salad

本格インド料理を気軽にご堪能いただけるプランです

スペシャル・パーティー

全9品

3,900

お一人様￥

Chef's special salad
シェフのスペシャルサラダ

Today's appetizer
本日の前菜

︵税抜︶

Special Party

インドのアペタイザーとサラダ

新鮮野菜のサラダ

インド風のおいしいおつまみ

飲み放題 120 分付き

Indian BBQ plate
インド風バーベキューと温菜

Seek kabab

Tandoori chicken
タンドリーチキン

シークカバブ

当店自慢のひとしな

鶏肉とマトンのミンチの定番 BBQ

Main course
メインコース（お食事）

Chef's special curry
シェフのスペシャルカレー
シェフ自慢の本日のカレー

Please choose one curry
カレーをひとしなお選びください（ 〜
本格インドカレー

Butter naan

）

Saﬀron rice

バターナン

サフランライス

ふわふわもちもちのバターナン

クミンとサフランで炊いたライスです

Dessert
デザート

Dessert of the day
本日のデザート

・Regular chicken

・Keema egg

レギューラー チキン

・Navratan korma

キーマエッグ

定番のチキンカレー

ナブラタンコルマ

マトン＆チキンの挽肉の旨味

・Dal tarka

ヘルシーなベジタブルカレー

ダル タルカ

レンズ豆のカレー

・Mutton masala
マトンマサラ

・Mix Seafood

煮込んだ羊肉がヘルシー

ミックスシーフード
魚介類の旨みたっぷり

贅沢な本格インド料理をお楽しみいただけるプランです

プレミアム・パーティー

全１１品

4,500

お一人様￥

︵税抜︶

Premium Party
飲み放題 120 分付き

Appetizer & Salad
インドのアペタイザーとサラダ

Fry papad
本日の前菜

ディップパレススペシャルサラダ

Dippalace special salad

Samosa chat

豆粉のスパイシーなインドせんべい

インド風カッテージチーズと魚介類のサラダ

サモサにスパイス＆ソースをトッピング

サモサ チャット

Indian BBQ plate
インド風バーベキューと温菜

Tandoori chicken
タンドリーチキン
当店自慢のひとしな

Paneer shashlik
パニールサスリック

インド風カッテージチーズのタンドール焼き

Cheese nan
チーズナン

チーズあふれ出すおいしさ

Main course
メインコース（お食事）

Chef's special curry
シェフのスペシャルカレー
シェフ自慢の本日のカレー

Please choose one curry
カレーをひとしなお選びください（ 〜
本格インドカレー

Butter naan

Saﬀron rice

バターナン

サフランライス

ふわふわもちもちのバターナン

クミンとサフランで炊いたライスです

Dessert
デザート

Dessert of the day
本日のデザート

）

・Regular chicken
レギューラー チキン
定番のチキンカレー

・Dal tarka

ダル タルカ
レンズ豆のカレー

・Butter chicken
バターチキン
まろやかな贅沢カレー

・Keema egg

キーマエッグ

マトン＆チキンの挽肉の旨味

・Mutton masala
マトンマサラ

煮込んだ羊肉がヘルシー

・Chicken tikka Masala
チキンティッカマサラ
窯焼きチキンティッカの旨味

・Navratan korma
ナブラタンコルマ

ヘルシーなベジタブルカレー

・Mix Seafood

ミックスシーフード
魚介類の旨みたっぷり

・Sag paneer

サグパニール

ほうれん草とチーズのカレー

