
TEL 03-3338-7983
3-22-8 Koenji-Kita, Suginami-ku
Open 11:30am-3:00pm, 5:30pm-11:30pm
Close None

チキンカレーセット Chicken curry set
（ナン又はライス付き、ナンは食べ放題。別途料金で
ほかのナンに変更できます。）
 (with nahn or rice, you can eat nahn all you want. If 
you can pay more, you can change type of nahn)
………………………………………………… ￥1250

シーフード・ミックス・マトンカレーセット
（ナン又はライス付き、ナンは食べ放題。別途料金で
ほかのナンに変更できます。）
（Seafood mix・mutton curry set  (with nahn or rice, 
you can eat nahn all you want. If you can pay more, 
you can change type of nahn)）……………… ￥1290

野菜セット
（ナン又はライス付き、ナンは食べ放題。別途料金で
ほかのナンに変更できます。）
 Yasai set（Vegetable set (with nahn or rice, you can 
eat nahn all you want. If you can pay more, you can 
change type of nahn)） ……………………… ￥1090

プラス 250 円でお替わり自由（ラッシーは除きます）
（You can eat all you want with more ¥250 (except lassi)）

全てのカレーに＋250 円でミニサラダが付きます。
（You can add small salad with more ¥250 for all curry ）

1. チキンカレー （Chicken curry）……………… ￥800
2. チキンキーマ （Chicken keema curry）……… ￥850
3. バターチキン（Butter chicken） …………… ￥890
4. チキンティッカマサラ Chicken tikka masala
（Tandoori chicken curry） ……………………… ￥890
5. チキンサグ Chicken sagu
（Curry of chicken and spinach）………………… ￥890
6. チキンバルタ Chicken baruta
（Chicken and special spice curry）……………… ￥890
7. チキンブナ Chicken buna
（Minced chicken and special spice curry）…… ￥890
8. エッグチキン（Egg chicken）………………… ￥890
9. チキン・ド・ピアザ Chicken do piaza
（Curry which stewed chicken with onion sauce） ￥890

10. エビカレー Ebi curry（Shrimp curry） …… ￥890
11. ミックスシーフード (Mixed seafood）…… ￥900
12. エビサグ Ebi sagu
（Curry of shrimp and spinach）………………… ￥900
13. エビ・ド・ピアザ Ebi do piaza
（Curry of shrimp and onion）…………………… ￥890
14. シーフードバター （Seafood butter）……… ￥920
15. バターエビ Butter ebi（Butter shrimp）…… ￥920
16. チキンチーズほうれん草 Chicken cheese horenso
（Chicken, cheese and spinach）………………… ￥920
17. チーズキーマナス Chicken keema nasu
（Cheese keema and egg plant）………………… ￥920
18. キーマナス keema nasu（Keema of egg plant） ￥890
19. バターチキン野菜カレー Butter chicken yasai curry
（Butter chicken and vegetable curry）………… ￥890
20. ジャガイモチーズほうれん草 Jagaimo cheese 
horenso（Potato, cheese and spinach）……… ￥920
21. チーズキーマほうれん草 Cheese horenso
（Cheese keema and spinach） ………………… ￥890
22. チーズキーマ （Cheese keema）…………… ￥890
23. バターミックスベジタブルカレー
（Butter mixed vegetables curry）……………… ￥890
24. ダルバター Daru butter（Bean and butter curry） ￥850
25. マトンカレー （Mutton curry）……………… ￥890
26. マトンブナ Mutton buna
（Minced mutton and special spice curry）…… ￥890
27. マトンサグ Mutton sagu
（Spicy curry of mutton and spinach）………… ￥890
28. マトンサヒルコルマ Mutton sahirukoruma
（Creamy mutton curry based cashew nuts）… ￥920

29. マトンキーマ・ド・ピアザ Mutton keema do piaza
（Spicy curry of mutton, onion and tomato）… ￥920

30. ミックスベジタブルカレー 
（Mixed vegetables curry）……………………… ￥790
31. ナブラタンコルマ Naburatankoruma
（Mild curry of 9 types of vegetables）………… ￥800
32. チャナマサラ Chanamasara
（Onion based curry of garbanzo bean ）……… ￥790
33. ナスカレー Nasu curry（Curry of egg plant）… ￥790
34. ダルカレー Daru curry（Curry of garbanzo bean ）… ￥790
35. チーズほうれん草カレー Cheese hourenso curry
（Cheese spinach curry）………………………… ￥790
36. アルパラク Aruparaku
（Curry of spinach and potato）………………… ￥790

ナン（Nahn）
37. プレーンナン（Plain nahn）………………… ￥250
38. チーズナン （Cheese nahn）………………… ￥490
39. ガーリックナン（Garlic nahn）…………… ￥390
40. ゴマナン （Sesame nahn）…………………… ￥350
41. カブリナン（Coconut nahn）……………… ￥480
42. 窯焼きキーマナン Kamayaki keema nahn
（Baking oven karma nahn） …………………… ￥490

ライス（Rice）
43. プレーンライス（Plain rice） ……………… ￥250
44. ベジタブルビリヤーニ Vegetable biriyani
（Rice seasoned and cooked with vegetable）… ￥990
45. チキンビリヤーニ Chicken biryani
（Chicken biryani rice seasoned and cooked with 
various ingredients） ………………………… ￥1050
46. マトンビリヤーニ Mutton biryani
（Rice seasoned and cooked with chicken）… ￥1090
47. シーフードビリヤニ Seafood biryani
（Rice seasoned and cooked with seafood）… ￥1150

New Kouenji India

ニュー高円寺インディア

<Ingredients/Taste>

<Notice>
Some of restaurants accept CASH ONLY
The price including or excluding TAX is depending on the restaurant
Some of restaurants require COVER CHARGE
Some of restaurants require to order at least ONE DRINK

EXPERIENCE
SUGINAMI TOKYO

協力：

HOTHOTEgg

Chicken Pork

Beef Fish

Seafood Vegetables

Dairy Products

Flour

Spicy

HOTHOT

HOTHOT

HOTHOT


