
℡ 048-284-1299

ランチタイム弁当
Lunch Time  Take out Menu

A.  ダル （豆） カレー
       Dal Curry

B.  チキン （鶏肉） カレー
       Chicken Curry

C.  マトン （羊肉） カレー
       Mutton Curry

D.  ベジタブル （野菜） カレー
       Vegetable Curry

E.  キーマ （ひき肉） カレー
       Keema Curry

F.  シーフード （魚介類） カレー
       Seafood Curry

G.  かぼちゃチキンカレー
       Pumpkin Chicken

・ サラダ Salad

・ ナン & ミニライス Naan & Mini Rice

・ カレー１種 One Curry

  こちらのカレーから １種類 お選びください
Choose one curry from below

          　\600
（税込  \648）

Indian Restaurant

本格インド料理　マンディル

TAKE OUT MENU
お持ち帰りメニュー

ランチ　 11:00 ～ 15:00
ディナー 17:00 ～22:30

神社

川口オート
レース場

新芝川

埼⽟⾼速鉄道
埼⽟スタジアム線

南鳩ヶ谷駅

コモディイイダ

川口市前田西野球場

埼玉
厚生病院

神社神

Indian Restaurant

東京靴
流通センター

〒 3 3 4 - 0 0 1 3
埼 玉 県 川 口 市 南 鳩 ケ 谷 5 - 3 3 - 1 7 , 2 F
                         駐 車 場 有 り

宴会 ・ 新年会 ・ 親睦会 予約承り中

コース内容は、 店までご確認ください。

A コース　料理コース　 　　　         　\2,100
                  　　  　        （税込 \2,310）
B コース + 飲み放題 (120 分）　 　　　\3,500
                  　　  　        （税込 \3,850）
C コース + 飲み放題 (150 分）　 　　　\4,500
                  　　  　        （税込 \4,950）

ナン & ライス                     Naan & Rice 
タンドール窯焼きの

インド風パン

 1. プレーンナン
    Plain Naan

ガーリック入りの

窯焼きナン

 2. ガーリックナン
    Garlic Naan

様々なドライフルーツ

入りの甘いナン

 3. カシミールナン
    Kashmiri Naan

たっぷりチーズ入りの

美味しいナン

 4. チーズナン
    Cheese Naan

 ５.クリームチーズナン
    Cream Cheese Naan

チーズとクリーム入り

ナン
 6.マンディル スペシャル ナン
    Mandir Special Naan

マンディルオリジナル

おすすめナン！

ガーリックで炒めた

ご飯

 ７. ガーリックライス
    Garlic Rice

ライスと鶏肉を炒めた

ご飯

 8. チキンフライライス
    Chicken Fried Rice

チキン入りのインド風

チャーハン

 ９. チキンビリヤニ
    Chicken Biryani

マトン入りのインド風

チャーハン

10. マトンビリヤニ
    Mutton Biryani

11. プレーンライス
    Plain Rice

国産の白飯 12. 野菜フライライス
    Vegetable Fried Rice

ライスと野菜を炒めた

ご飯

13. 野菜ビリヤニ
    Vegetable Biryani

野菜入りのインド風

チャーハン
14.シーフードビリヤニ
    Seafood Biryani

シーフード入りの

インド風チャーハン

            \２８0
（ 税込    ¥302）

            \４２0
（ 税込    \４54）

            \５５０
（ 税込    \594）

            \５５０
（ 税込    \594）

            \５８０
（ 税込    \６26）

            \６５０
（ 税込    \７02）

            \４５０
（ 税込    \４86）

            \７００
（ 税込    \７56）

            \９０0
（ 税込    \９72）

            \９０0
（ 税込    \９72）

           \2８0
（ 税込   \302）

           \600
（ 税込   \648）

           \900
（ 税込   \972）

         \950
（ 税込 \1,026）



スナック                                        Snacks

 3. サモサ
   Samosa

 4. オニオンリング
   Onion Ring

スパイシージャガイモ

の天ぷら

 5. アルパコダ
   Alu Pakoda

ネパール風蒸し餃子

 6. モモ
   Momo

11.チキンティッカマサラ
  Chicken Tikka Masala

12. カナ ・ カジャナ
   Khana Khajana

タンドール焼きチキン

カレー味のおつまみ

チリソース炒め

ちょっと辛っ！

16. ガーリックティッカ
   Garlic Tikka

19. 野菜チャウミン
   Vegetable Chaumin

たっぷり野菜入りの

ネパール風焼きそば
20. チキンチャウミン
   Chicken Chaumin

チキンが入った

ネパール風焼きそば

スパイシージャガイモ

入りの揚げもの

玉ねぎのリングの

インド風天ぷら

ジャガイモを

揚げました

もやしとベーコンの

炒めもの
 2. もやし炒め
   Moyasi Itame

 1.フライドポテト
   Fried Poteto

骨付きチキンの

タンドール焼き

13. タンドリーチキン 
   Tandoori Chicken

ひき肉の串焼き

ガーリック付の

タンドール焼きチキン

14. シークカバブ
   Seekh Kabab

17. ミックスグリル
   Mix Grill

エビの窯焼き料理

18. タンドリープラウン
   Tandoori Prawn

タンドリーチキン (2Pc)

シークカバブ (2Pc)

タンドリープラウン (2Pc)

チキンティッカ (2Pc)

15. チキンティッカ
   Chicken Tikka

骨なしチキン

            \4５0
（ 税込    \486）

            \500
（ 税込    \540）

            \500
（ 税込    \540）

            \600
（ 税込    \648）

            \890
（ 税込    \961）

          \1,290
（ 税込  \1,393）

            \750
（ 税込    \810）

            \900
（ 税込    \972）

     4Pc  \500
（ 税込    \540）

            \4５0
（ 税込    \486）

            \３５0
（ 税込    \378）

       2Pc  \490
（ 税込    \529）
       4Pc  \880
（ 税込    \950）

       2Pc  \490
（ 税込    \529）
       4Pc  \880
（ 税込    \950）

    2Pc \700
（ 税込 \756）
    4Pc \１,320
（ 税込 \1,426）

         \1,690
（ 税込 \1,825）                             

       2Pc  \380
（ 税込    \410）
       4Pc  \720
（ 税込    \778）

チキンの砂肝炒め

もの
 ８. 砂肝炒め
   Sunagimo Itame

            \650
（ 税込    \702）

チキンの軟骨の炒め

もの
 ７. 軟骨炒め
   Nankotsu Itame

            \５０0
（ 税込    \540）

チキンのチリソース

炒め
10. チキンチリ
   Chicken Chilli

            \890
（ 税込    \961）

チキンのインド風

天ぷら
 ９. チキンパコダ
   Chicken Pakoda

            \650
（ 税込    \702）

サラダ                                            Salad

カレー           Curry
甘 口 か ら 激 辛 ま で 辛 さ を 選 べ ま す

激辛
Super Hot

辛口
Very Hot

中辛
  Hot

普通
 Normal

甘口
Mild

チキンカレー Chicken Curry 各カレーにナン or ライス付き !!

各カレーにナン or ライス付き !!キーマカレー Keema Curry

マンディルオリジナル

サラダ

 3. マンディル スペシャル サラダ
   Mandir Special Salad

 インドの人気サラダ

 4. インド スペシャル サラダ
   Indian Special Salad

柔らかいチキンを良く

煮込みました。

おすすめ一品！

 1. チキンカレー
   Chicken Curry

チキンとほうれん草の

緑カレー

 2. チキンサグ
   Sag Chicken

チキンとひき肉の

カレー

 3. チキンララ
   Chicken Rala

トマトピューレにバターと

クリームを加えた

チキンカレー

 4. バターチキン
   Butter Chicken

当店おすすめ！

絶品カレー

かぼちゃとチキンの

カレー
 6. かぼちゃチキン
   Pumpkin Chicken

 5. チキンヴィンダル
   Chicken Vindalu

            \790
（ 税込    \853）

            \790
（ 税込    \853）

         \950
（ 税込 \1,026）

         \1,050
（ 税込 \1,134）

         \1,050
（ 税込 \1,134）

         \1,090
（ 税込 \1,177）

キーマカレーに

半熟卵をトッピング

 5. キーマメムジャ
   Keema Mimuja

宮廷料理がルーツ

リッチな味わいの

当店おすすめのカレー

 6.キーマラバブダル
   Keema Lababdar

         \1,050
（ 税込 \1,134）

         \1,110
（ 税込 \1,199）

         \1,090
（ 税込 \1,177）

         \1,090
（ 税込 \1,177）

ガーリック炒めの

チキンカレー

チキンの煮込み

スパイシーカレー
 ８.バターチキンマサラ
   Butter Chicken Masala

 7. ガーリックチキン
   Galic Chicken

         \1,280
（ 税込 \1,382）

         \1,050
（ 税込 \1,134）

たまごをトッピングした

チキンひき肉カレー

当店おすすめカレー 4. バターキーマ
   Butter Keema

 3. キーマエッグ
   Keema Egg

         \1,100
（ 税込 \1,188）

         \1,050
（ 税込 \1,134）

チキンの

ひき肉カレー

ほうれん草とひき肉

のカレー
 2. サグキーマ
   Sag Keema

 1. キーマカレー
   Keema Curry

         \1,050
（ 税込 \1,134）

         \950
（ 税込 \1,026）

季節の新鮮野菜の

サラダ

スパイシーな

ドレッシングサラダ
 2.インディアンサラダ
   Indian Salad

 1. グリーンサラダ
   Green Salad

            \710
（ 税込    \767）

            \600
（ 税込    \648）

マトンカレー Mutton Curry 各カレーにナン or ライス付き !!

ほうれん草をベース

にスパイスを加えた

マトンカレー

 ３. マトンサグ
   Sag Mutton

マトンカレーにココ

ナッツをトッピング

ちょっと辛い！

 4. マトンヴィンダル
   Mutton Vindalu

炒めたピーマン、

玉ねぎが入った

マトンのドライカレー

 5. マトン ・ ド ・ ピャーザ
   Mutton Do Pyaza

炒めたピーマン、

玉ねぎが入った

マトンキーマカレー

 6. マトンキーマ ・ ド ・ ピャーザ
   Mutton Keema Do Pyaza

羊肉のカレー マトンとインド豆の

カレー
 2. マトンゴス
   Mutton Ghosh

 1. マトンカレー
   Mutton Curry

シーフードカレー Seafood Curry 各カレーにナン or ライス付き !!

各カレーにナン or ライス付き !!野菜カレー Vegetable Curry

さまざまな魚介類の

カレー

 1. ミックスシーフード
   Mix Seafood

ほうれん草とエビの

カレー

 2. サグプラウン
   Sag Prawn

エビのカレー

 3. プラウンカレー
   Prawn Curry

炒めた玉ねぎの

エビカレー

 4. プラウンマサラ
   Prawn Masala

ほうれん草と自家製

チーズのカレー

 3. サグパニール
   Sag Paneer

トマトのルゥと自家製

チーズの煮込みカレー

 4.バターパニールマサラ
   Butter Paneer Masala

バタークリームを加えた

エビカレー
 5. バタープラウン
   Butter Prawn

レンズ豆のカレー 1. ダルカレー
   Dal Curry

季節の新鮮な

野菜カレー
 2. ミックス野菜
   Mix Vegetable

         \1,050
（ 税込 \1,134）

         \1,090
（ 税込 \1,177）

         \1,090
（ 税込 \1,177）

         \1,090
（ 税込 \1,177）

         \960
（ 税込 \1,037）

         \950
（ 税込 \1,026）

         \980
（ 税込 \1,058）

         \1,050
（ 税込 \1,134）

         \1,080
（ 税込 \1,166）

         \1,150
（ 税込 \1,242）

         \1,150
（ 税込 \1,242）

         \850
（ 税込 \918）

         \950
（ 税込 \1,026）

         \1,050
（ 税込 \1,134）    

         \1,090
（ 税込 \1,177）


