
TEL 03-5306-1626
3-58-25 Koenji-Minami, Suginami-ku

Khana

1. タンドリー盛り合わせ Tandoori Moriawase（Tandoori Special） ￥980
2. ミックスネパリーバーベキューセット （Mix Nepali BBQ Set） ￥1050

3. ガパオライス （Gapao rice）..................................................................... ￥890
●＋100 円でラッシー、ホットまたはアイスチャイのいずれかをつけ
られます （●When 100 yen are added, Lassie can put one of hot or 
iced masala tea.）
●＋100 円でドリンク付き （●When 100 yen are added, Lassie can put 
one of hot or iced chaay.）

4. タイ風グリーンカレー Thai Green Curry（Green curry of the 
Thailand flavor）................................................................................................. ￥950
●＋100 円でラッシー、ホットまたはアイスチャイのいずれかをつけ
られます （●When 100 yen are added, Lassie can put one of hot or 
iced masala tea.）
●＋100 円でドリンク付き （●When 100 yen are added, Lassie can put 
one of hot or iced chaay.）

5. オリジナルカレーうどんセット Original Curry Udon Set（Original 
curry set of noodles）....................................................................................... ￥860
●セットのドリンクを選んでください （●Please choose a drink of set.）
　ラッシー（ヨーグルトドリンク） （Lassi）
　ホットチャイ Hot Chai（Hot masala tea）
　アイスチャイ Ice Chai（Ice masala tea）

6. ネパリーカレーセット （Nepalese curry set）................................... ￥880
●＋100 円でラッシー、ホットまたはアイスチャイのいずれかをつけ
られます （●When 100 yen are added, Lassie can put one of hot or 
iced masala tea.）

おつまみ （Snacks）

7. プレーンパパド （Plain Papad）............................................................... ￥280
8. マサラパパド （Masala Papad）............................................................... ￥380
9. バトマスサデコ （Bhatmas Sadeko）..................................................... ￥580
10. マサラフレンチフライ （French fries from Masala）..................... ￥480
11. サモサ （Samosa）....................................................................................... ￥580
12. キーマポップ （Keema Pop）.................................................................. ￥580
13. アルアチャール （Alu Achar）................................................................. ￥380
14. ムラアチャール （Mula Achar）............................................................. ￥300
15. アルタレコ （Alu Tareko）........................................................................ ￥580
16. アルゴビタレコ （Alu Govi Tareko）.................................................... ￥580
17. チキンポコラ （Chicken Pokora）......................................................... ￥580
18. ベジタブルポコラ （Vegetables Pokora）.......................................... ￥500
19. カナグリーンサラダ （KHANA Green salad）................................... ￥380
20. カチュンパーサラダ （Kuchumber salad）........................................ ￥380
21. 自家製カッテージチーズサラダ （Homemade cottage cheese salad） ￥580
22. タンドリーチキン （Tandoori Chicken）............................................ ￥480
23. タンドリープローン （Tandoori Prawn）........................................... ￥580
24. チキンティッカ （Chicken Tikka）......................................................... ￥580

25. シシカバブ （Shish Kebab）..................................................................... ￥580
26. タンドリー盛り合わせ Tandoori Moriawase（Tandoori special set） ￥980
27. チキンセクワ （Chicken Sekuwa）........................................................ ￥580
28. フィッシュティッカ （Fish Tikka）........................................................ ￥580

ネパール料理 （Nepalese dish）

29. チキンチリ　マトンチリ　フィッシュチリ 
（Chicken Chilly　Mutton Chilly　Fish Chilly ）..................................各￥580
30. チキンパングラ （Chicken Pangra）..................................................... ￥580
31. スクティー （Sukuti）................................................................................. ￥580
32. マトンチョイラ （Mutton Choila）....................................................... ￥580
33. チキンサデコ （Chicken Sadeko）......................................................... ￥580
34. チキンチョイラ （Chicken Choila）...................................................... ￥580
35. ネパール風焼鳥 Nepal Yakitori（Nepal -style grilled chicken） ￥500
36. まるごと野菜のキーマ詰め Marugoto-Yasai Keema Zume（Whole 
schema stuffed vegetables）........................................................................ ￥700

スープ （Soup）

37. トマトスープ （Tomato Soup）............................................................. ￥500
38. アルタマスープ （Alu tama soup）....................................................... ￥500

チベット料理 （Tibetan dish）

39. モモ （Momo）.............................................................................................. ￥580
40. ミックストゥパ （Mix Thupka）............................................................. ￥880
41. ベジタブトゥパ （Vegetables Thupka）............................................. ￥780
42. ミックスチョウミン （Mix Chowmein）............................................ ￥880
43. エッグチョウミン　チキンチョウミン 
（Egg Chowmein　Chicken Chowmein）.............................................各￥780
44. チベタンティー （Tibetan Tea）............................................................. ￥380

デザート （Dessert）

45. ガージャルハルワー （Gajar Halwa）................................................... ￥500
46. ネパーリデザート （Nepali Dessert）.................................................. ￥350

ライス （Rice）

47. サフランライス （Saffron Rice）............................................................ ￥200
48. プレーンライス （Plain Rice）................................................................. ￥200

ナン （Naan）

49. ナン （Naan）................................................................................................. ￥250
50. ハーフナン （Half Naan）.......................................................................... ￥150
51. ガーリックナン （Garlic Naan）............................................................. ￥350
52. チーズナン （Cheese Naan）................................................................... ￥500
53. カブリナン （Kabuli Naan）..................................................................... ￥500
54. アルクカチャ （Alu Kulcha）................................................................... ￥500
55. キーマクルチャ （Keema Kulcha）........................................................ ￥550

単品カレー （Single item curry）

56. チキンカレー （Chicken curry ）............................................................ ￥850
57. チキンマサラ （Chicken Masala）......................................................... ￥950
58. サグチキン （Sag Chicken）...................................................................￥1050
59. バターチキン （Batter Chicken）........................................................... ￥950
60. マトンカレー （Mutton Curry）.............................................................. ￥850
61. サグマトン （Sag Mutton）....................................................................￥1050
62. ダルマサラ （Dal Masala）........................................................................ ￥850
63. ダルバター （Dal Butter）......................................................................... ￥950
64. ダルチキン （Dal Chicken）..................................................................... ￥950
65. ベジタブルカレー （Vegetable Curry）............................................... ￥850
66. ベジタブルバター （Vegetable Butter）............................................. ￥950
67. サグパニール （Sag Panir）....................................................................￥1050
68. アルゴビ （Alu Gobi）................................................................................. ￥950
69. アルサグ （Alu Sag）.................................................................................￥1050
70. サグマッシュルーム （Sag Mushroom）..........................................￥1050
71. バタープロンマサラ （Butter Prawn Masala）...............................￥1050

72. ミックスシーフード （Mix Seafood）................................................￥1050
73. キーマカレー （Keema Curry）............................................................... ￥950

お得なセットメニュー （Set menu）

74. ネパーリバート （Nepali Bhat）............................................................ ￥880
　鶏肉、大根、ジャガイモのカレー (Neparl Curry)
　サラダ (Salad)
　漬物 (Pickles)
　白米（たまごのせ）(Rice and Egg)

75. ネパールタリー （Neparl Thali）..........................................................￥1250
　鶏肉・大根・ジャガイモのカレー (Neparl Curry)
　サラダ (Salad)
　プーリー (Puri)
　ライス（たまごのせ）(Rice and Egg)
　漬物
　デザート

76. チキンビリヤニ （Chicken Biryani）...................................................￥1100
　チキンの炒めご飯（Chicken Biryani）
　サラダ (Salad)
　漬物 (Pickles)
　ライター (Yogurt)

77. リングライス （Ring Rice）....................................................................￥1200
　チキン又はマトンカレー （Chicken or mutton curry）
　サフランライス （Saffron Rice）
　タンドリーチキン （Tandoori Chicken）
　サラダ （Salad）
　漬物 （Pickles）

78. ネパールダルバート （Nepal Dal Bhat）...........................................￥1580
　豆カレー （Beans curry）
　チキン又はマトン又は野菜カレー （Chicken or mutton or vegetable curry）
　シシカバブ （Shish kebab）
　ナン又はライス （Nan or Rice）
　サラダ （Salad）
　漬物 2種 （Two pickles）
　デザート （Dessert）

79. インドタンドリーセット （Indian tanroori set）..........................￥1780
　本日のカレー 1種類 （Today's curry one）
　野菜カレー （Ｖegetable curry）
　タンドリーチキン・エビ （Tandoori chicken,shrimp）
　キーマポップ （Keema Pop）
　ナン又はライス （Nan or Rice）
　サラダ （Salad）
　漬物 （Pickles）

80. ベジタリアンセット （Vegetarian set）............................................￥1780
　豆カレー （Beans curry）
　サモサ （Samosa）

　豆チップス （Beans Chips）
　漬物 2種 （Two pickles）
　自家製チーズサラダ （Homemade cheese salad）
　たけのこ・豆・ジャガイモのスープ （Bamboo shoots , beans , potato soup）
　ナン又はライス （Nan or Rice）

81. カナスペシャルセット （KHANA Special Set）..............................￥2500
　お好きなカレー 2種 （2 kinds of favorite curry）
　シシカバブ （Shish kebab）
　タンドリーチキン・エビ （Tandoori chicken,shrimp）
　キーマポップ （Keema Pop）
　ナンとサフランライス （Nan and saffron rice）
　サラダ （Salad）
　たけのこ・豆・ジャガイモのスープ （Bamboo shoots , beans , potato soup）
　デザート （Dessert）

82. キッズセット （Kid's Set）........................................................................ ￥580
　マイルドチキンカレー （Mild chicken curry）
　ナン又はライス （Nan or Rice）
　ネパールデザート （Nepal dessert）
　オレンジジュース又はラッシー （Orange juice or lassi）

83. ナシゴレン （Nasi goreng）.................................................................... ￥890
84. チキンサイコルマ （Chiken Saikorma）............................................. ￥890

花 菜

11.00am-23.30pm
Credit Cards Accepted

Menu

カレーセット （curry set）....................................................................... ￥980

タンドリースペシャルセット （Tandoori special set）....￥1280

●カレーは 4種類の中から選べます （Curry can be chosen from 4 kinds.）
チキン （Chicken）/ マトン （Mutton）/ 野菜 Yasai（Vegetable）/ 豆 Mame（Beans）
●ナン又はサフランライス（白ライス可）を選んでください （Please 
choose a nan or saffron rice (white rice, possible).）
ナン （Naan）/ サフランライス （Sufflan Rice）/ 白ライス Shiro Raisu（White Rice）
ガーリックナン （Garlic Naan）+￥100
●＋200 円で以下のカレーに変更できます （When 200 yen are added, 
it can be changed to the following curry.）
チキンマサラ （Chicken Masala）/ バターチキン （Butter Chicken）
ベジタブルバター （Vegetable Butter）/ 豆バター Mame Butter（Beans Butter）
豆チキン Mame Chicken（Beans Chiken）/ キーマ （Keema）
アルゴビ（カリフラワーとジャガイモ） （Alu Gabi（Cauliflower＆Potato））
●＋400 円で以下のカレーに変更できます （When 400 yen are added, 
it can be changed to the following curry.）
ほうれん草チキン Horenso Chicken（Spinach Chicken）
ほうれん草マトン Horenso Mutton（Spinach Mutton）
ほうれん草とジャガイモ Horenso Jagaimo（Spinach & Potato）
ほうれん草とチーズ Horenso Cheese（Spinach & Cheese）
ほうれん草とキノコ Horenso Kinoko（Spinach & Mushroom）
えびバター Ebi Butter（Shrimp butter）
ミックスシーフード （Mixed Seafood）
●＋100 円でラッシー、ホットまたはアイスチャイのいずれかをつけ
られます （When 100 yen are added, Lassie can put one of hot or iced 
masala tea.）
●＋100 円でドリンク付き （When 100 yen are added, Lassie can put 
one of hot or iced chaay.）

KHANA定食 Khana Teishoku（The KHANA set menu）

メイン料理に下記の内容がセットになった定食です （The following 
contents are the set menu which made one set in a main dish.）
　　サラダ （Salad）
　　ライスまたはナン （Rice or Naan）
　　漬け物 （Pickles）
　　アルタマスープ （Alu tama soup）

●メイン料理は 6種類あります （I have 6 kinds of main dish.）
チキン砂肝炒め定食 Chicken Sunagimo Itame
（The chicken gizzard fry set menu）.......................................................... ￥980
チベットうどん定食 Tibet Udon
（The Tibet set menu of noodles）............................................................... ￥980
チキンのマサラ炒め定食 Chicken Masala Itame
（The chicken Masala fry set menu）.........................................................￥1100
チキンのレモン風味炒め定食 Chicken Lemon Itame
（The chicken lemon flavor fry set menu）.............................................￥1100
マトン干し肉の野菜炒め定食 Mutton Yasai Itame
（The set menu of stir-fried vegetables of mutton drying meat） ￥1200
チキンの野菜チリ炒め定食 Chicken Yasai Chili Itame
（The chicken dust fry set menu of vegetables）.................................￥1200

●ナン又はサフランライス（白ライス可）を選んでください （Please 
choose a nan or saffron rice (white rice, possible).）
●＋100 円でガーリックナン （●100 yen can be made a garlic nan by 
a plus.）
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2. ミックスネパリーバーベキューセット （Mix Nepali BBQ Set） ￥1050

3. ガパオライス （Gapao rice）..................................................................... ￥890
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Thailand flavor）................................................................................................. ￥950
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80. ベジタリアンセット （Vegetarian set）............................................￥1780
　豆カレー （Beans curry）
　サモサ （Samosa）

　豆チップス （Beans Chips）
　漬物 2種 （Two pickles）
　自家製チーズサラダ （Homemade cheese salad）
　たけのこ・豆・ジャガイモのスープ （Bamboo shoots , beans , potato soup）
　ナン又はライス （Nan or Rice）

81. カナスペシャルセット （KHANA Special Set）..............................￥2500
　お好きなカレー 2種 （2 kinds of favorite curry）
　シシカバブ （Shish kebab）
　タンドリーチキン・エビ （Tandoori chicken,shrimp）
　キーマポップ （Keema Pop）
　ナンとサフランライス （Nan and saffron rice）
　サラダ （Salad）
　たけのこ・豆・ジャガイモのスープ （Bamboo shoots , beans , potato soup）
　デザート （Dessert）

82. キッズセット （Kid's Set）........................................................................ ￥580
　マイルドチキンカレー （Mild chicken curry）
　ナン又はライス （Nan or Rice）
　ネパールデザート （Nepal dessert）
　オレンジジュース又はラッシー （Orange juice or lassi）

83. ナシゴレン （Nasi goreng）.................................................................... ￥890
84. チキンサイコルマ （Chiken Saikorma）............................................. ￥890

<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


