
Barbecue バーベキュー
タンドール釜でジューシーに焼き上げました

チキンティッカ
鶏の手羽肉（骨なし）＆特製のソース

Chicken Tikka

Boneless chicken grilled in clay oven 
with yogurt & spices

シークカバブ
マトンのひき肉を串のバーベキュー

Shekh Kabab

Minced mutton grilled on skewers in clay oven

\1,400タンドーリチキン
ヨーグルトとスパイスの特製のソースにつけた骨付きチキン

Tandoori chicken

Barbecue chicken grilled in clay oven with 
yogurt & spices

フィッシュティッカ
ヨーグルトとスパイスの特製のソースにつけた
カジキのバーベキュー

Fish Tikka

Fish grilled on skewers in clay oven 
with yogurt & spices
マライ カバブ \1,300
ヨーグルトと生クリームのソースにつけたチキンバーベキュー

Malai Kabab

Boneless chicken grilled in clay oven
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Chicken Dishes チキンカレー料理
ボーンレスの鶏肉で食べやすく仕上げました

バターとトマトソースを使った骨なしのチキンカレー
Boneless chicken cooked with butter cream 
and tomato sauce

バター チキン \1,300Butter Chicken9

Side Menu サイドメニュー
インドワインと楽しめるおつまみたちです

\ 900

ゴングルオリジナル：チキンティッカのナン包み
Barbecue chicken roll with Nan

デリー チキン カティカバブ
Delhi Chicken Katti Kabab
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\ 500
じゃがいもとグリーンピースの包み揚げ

Crispy dumpling with potatoes and 
green peas

サモサ(2ヶ）Samosa(2pcs.)2

\ 650
インド風天ぷら Deep-fried vegetables
パコラ　ミックス Pakora Mix3

カレー類は約1名様分の量です

3pcs.

5pcs.

5～6pcs.

2pcs.

(2pcs) \700
(4pcs) \1,300

(2pcs) \650
(4pcs) \1,200

(2pcs) \650
(4pcs) \1,200

Delivery Menu
出前単品メニュー

受付 17:00～21:30　詳細は裏面をご覧ください

Vegetable Dishes野菜カレー料理
野菜と豆のヘルシーカレーです

チキンをゆで卵とクリームソースでマイルドに仕上げたカレー

Boneless chicken cooked with egg and fresh cream

チキン バルタ

\1,200

\1,200

\1,300

\1,300

\1,300

\1,200

\1,200

\1,200

\1,300

\1,300

\1,200

Chicken Bharta10

ほうれん草とチキンのカレー

Chicken cooked with creamy spinach sauce

サグ チキン Sag Chicken11

チキンとダイスに切ったタマネギ、野菜のドライなカレー

Boneless chicken cooked with chopped onion
and vegetables

チキン ド ピアザ Chicken Do Piaza12

本格的なチキンのカレー

Chicken cooked with spices

ハンディ チキン Handi Chicken13

スパイシーなチリソースを使ったチキンカレー

Chicken cooked with hot chili sauce

ムルグ ミルチ Murg Mirch14

カリフラワーとじゃがいものドライなカレー

Cauliflower and potatoes cooked in spices

アルー ゴビー Alu Gobi15

野菜のマイルドなカレー

Mix vegetables cooked in fresh cream

ナブラタン カレーNavratan Curry16

カッテージチーズとほうれん草のカレー

Cottage cheese cooked with creamy spinach sauce

サグ パニール Sag Panir17

ドライタイプのベジタブルカレー

Mix Vegetables cooked with spicess

ジャル フレジィ Jal Frezzi18

ひよこ豆のカレー
Chic peas cooked with tomato and onion

チャナ マサラ Chana Masala19

ダール豆のカレー

Lentils cooked with butte

ダール マクニ Dal Makhni20

カレー類は約1名様分の量です

2019.2版

Delivery Menu
出前単品メニュー

受付 17:00～21:30　詳細は裏面をご覧ください

ご注文3,000円以上で
2本サービス！

ご注文3,000円以上で
2本サービス！

2

2019年12月末まで2019年12月末までビールの種類は選択できません。

047-351-0053

ご注文はこちらからどうぞ！ 詳細は裏面をご覧ください。
テーブルのご予約も承ります。

※商品価格が変更となりました。

インド料理 ゴングル
新浦安店

浦安市入船1-1-1アトレ新浦安駅ビル２Ｆ

Indian Restaurant
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