
01. ベンガルタイガー バターチキンカレー ..... ¥1,150

     ベンガルタイガーオリジナルのバターチキンカレーです。

02. ヨーグルトチキンカレー ..... ¥1,120

     自家製ヨーグルトとスパイスでまろやかに仕上げた
      シェフのオリジナルカレーです。

03. エビマサラカレー   ..... ¥1,400

      自家製スパイスたっぷりで仕上げたコクのある大きなエビが入ったカレーです。

04. マスタードフィッシュカレー  ..... ¥1,250

      マスタードシードなどを使った風味豊かなあこう鯛のフィッシュカレーです。

05. ビーフブナゴッシュカレー ..... ¥1,350

     牛肉を使ったベンガル地方のドライカレーです。

06. チキンレンダンカレー  ..... ¥1,250

     ココナッツを使ったドライタイプのマレーシアのカレーです。

07. バジルチキンキーマカレー  ..... ¥1,250

     バジルの香り豊かなチキンキーマ（挽き肉）のカレーです。

08. ヨーグルト( ポテト or オクラ) のカレー ..... ¥900

      自家製ヨーグルトとインドのスパイスで仕上げたカレーです。
      ポテトかオクラが選べます。

09. レント豆とマトンのカレー  ..... ¥1,270

       マトンがたっぷり入ったレント豆のカレーです。

10. レント豆のカレー   ..... ¥860

       インドでポピュラーなレント豆を使ったカレーです。

※表示は 10% 税込価格です。
※写真はイメージです。
　盛り付け等により、イメージと
　異なる場合がございます。

＊カレーをご注文のお客様＊
ライス or パラタ(+¥200 でロティジャラor チーズパラタor バナナパラタ) をおつけします。
辛さは甘口 / 中辛 / 辛口等、調節可能です。詳しくはスタッフまで。

Bengal Tiger Butter Chicken Curry

Yoghurt Chicken Curry

Prawn Masala

Mustard Fish Curry

Beef Bhuna Gosht 

Chicken Rendang

Basil Chicken Kheema Curry

Yoghurt and Aloo(Potato)/Bhindi(Okra) Curry

Dal Mutton

Dal Tadka
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11. シンガポール風チキンライス ..... ¥1,200

       ベンガルタイガーオリジナルのシンガポール風チキンライスです。
       ボリュームたっぷりなチキンと新鮮な鶏肉のスープで炊いたご飯、 
       チキンスープもついています。

12. チキン 65(4pcs)  ..... ¥690
     チキン 65(8pcs)  ..... ¥1080

        インドのスパイスを使った唐揚げです。

13. タンドリーチキン ( 骨なしモモ )(2pcs) ..... ¥1050

        ベンガルタイガー特製のタンドリーチキンです。

14. ラスニ（ガーリック）チキンティッカ (4pcs) ..... ¥940
     ラスニ（ガーリック）チキンティッカ (8pcs) ..... ¥1,650

        ガーリックとインドのスパイスを使ったチキンケバブ（グリル）です。

15. ラムタンドーリ (4pcs)  ..... ¥2,200

       ジューシーなニュージーランド産ラム肉をシェフオリジナルに 調味しています。

16. 蟹のスープ ..... Market Price - スタッフにお尋ねください

       新鮮な蟹を使い時間をかけて作っています。 シェフ特製レシピのお勧めの一品です。

17. 青パパイヤのサラダ ( サラダのみ ) ..... ¥880
       青パパイヤのサラダ ( 大きなエビたっぷり) ..... ¥1,320

       青パパイヤの美味しさとナッツの香ばしさが楽しめるボリューム
       たっぷりの東南アジア風のサラダです。辛くすることも出来ます。

18. エビのタマリンドソース炒め ..... ¥1,320

       タマリンド(インド、東南アジアでポピュラーな果実 ) を使った
       シェフ特製の甘酸っぱいお料理です。 

19. 豆腐のタマリンドソース炒め ..... ¥880

       甘酸っぱいインド、東南アジアで人気のフルーツ、タマリンドを
       豆腐に絡めたユニークなお料理です。

20. マッシュルームマンチュリアン ..... ¥790

        インド現地で人気のインド中華風マッシュルームのお料理です。

21. ポテトのインド風炒め ..... ¥720
       オクラのインド風炒め ..... ¥770

        ポテト/オクラをインドのスパイスで香り豊かに炒めました。 おつまみにもどうぞ。

※表示は 10% 税込価格です。
※写真はイメージです。
　盛り付け等により、イメージと
　異なる場合がございます。

Singapore Style Chicken Rice

Chicken 65

Tandoori Chicken

Lasooni Chicken Tikka

Lamb Tandoori

Bengal Tiger Crab Soup

Green Papaya Salad (without/with Prawns)

Tamarind Prawn 

Tamarind Tofu

Mushroom Manchurian

Aloo Jeera/Bhindi Masala
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※表示は 10% 税込価格です。
※写真はイメージです。盛り付け等により、
イメージと異なる場合がございます。

【パラタ/ライス単品価格】

・パラタ/Paratha   ..... ¥390
・チーズパラタ/Cheese Paratha ..... ¥450
・バナナパラタ/Banana Paratha ..... ¥450
・ロティジャラ/Roti Jala  ..... ¥500
・ライス /Steamed Basmati Rice ..... ¥330

　※インドのバスマティライスです。

パラタ/Parathaロティジャラ/Roti Jala



Drink Menu 

..... ¥500

..... ¥570

..... ¥390

..... ¥330

..... ¥330

..... ¥450

..... ¥390

【ノンアルコールドリンク Non-Alcoholic Drinks】
11. ラッシー

12. 季節のフルーツラッシー

     季節ごとの新鮮なフルーツで作っています。
     フルーツは季節ごとに変わります。スタッフにお尋ね下さい。
     ラッシーは自家製ヨーグルトで作っています。
13. ベンガルタイガー アイスレモンティー

14. 烏龍茶

15. コーラ

16. サントリー オールフリー

17. マサラチャイ

※表示は 10% 税込価格です。
※写真はイメージです。

13 12
※ラッシーのフルーツは、
　季節ごとに変わります。写真は一例です。

Lassi

Seasonal Fruit Lassi

Homemade Ice Lemon Tea

Oolong Tea

Coke

Non-Alcohol Beer “All Free”

Masala Chai



..... Glass ¥640 / Bottle ¥2,860

..... Glass ¥640 / Bottle ¥2,860

..... Glass ¥580 / Bottle ¥2,530

..... Glass ¥580 / Bottle ¥2,530

Drink Menu 

..... ¥620

..... ¥620

..... ¥650

..... ¥590

..... ¥550

..... ¥610

【ビール Beer】
01. ゴッドファーザー　（ラガー or ストロング）

02. キングフィッシャー（ラガー or ストロング）

03. タージマハル

04. アサヒスーパードライ

【ワイン Wine】
05. グローバザンパ ソーヴィニオンブラン白 ( インド )

06. グローバザンパ カルベネシラーズ赤 ( インド )

07. カヴァンサ シャルドネ白 ( チリ )

08. カヴァンサ カルメネール赤 ( チリ )

【ウィスキー Whiskey】
09. ストレート or ロック or 水割り or お湯割り

10. ハイボール

GodFather Lager / Strong

Kingfisher Lager / Strong

Taj Mahal

Asahi

Grover Zampa - Sauvignon Blanc(India)

Grover Zampa - Cabernet Shiraz(India) 

Cavanza - Chardonnay(Chile)

Cavanza - Carmenere(Chile)

Stright / On thr Rocks / With Water

Highball
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