
047-351-0053
ご注文は下記の電話番号からどうぞ！ 
配達に関する詳細をご覧ください。

BARBECUE
タンドール釜でジューシーに焼き上げました

バーベキュー

ゴングルのナンはふっくらフワフワ
BREAD or RICE ナン または ライス

¥324

¥510

¥648

¥540

¥540

¥373

¥432

¥324 

Nan : Bread baked in Indian clay oven

Garlic Nan : Nan bread topping with garlic

Mozzarella Cheese Nan

Kabuli Nan : Nan bread stuffed with nuts and raisin

Aloo Kulcha : Nan bread stuffed with potato

Yellow Butter Rice

Basmati Rice

Rice

ナン

ガーリック ナン

モッツアレラ チーズナン

カブリ ナン

アルー クルチャ

イエローバターライス

バスマティ ライス

ライス

ガーリック風味のナン

モッツアレラチーズを詰めたとろけるチーズナン

ナッツとレーズンを詰めたスイートなナン

スパイス入りのマッシュポテトのナン

タンドール窯で焼き上げたバター香るもちもちのインドのパン31

32

33

34

35

36

37

38

Good
NEW

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

¥1512

¥1404

2pcs    ¥756
4pcs  ¥1404

2pcs    ¥687
4pcs  ¥1296

2pcs    ¥687
4pcs  ¥1296

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
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

8

7

6

5

4

SIDE MENU
ちょっと足りないかな･･･と思ったら

サイドメニュー

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

1

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

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

¥972

¥540

¥687

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

今後の情勢により営業形態を変更させていただく場合がございます。
ご理解とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

LUNCH・ DINNER

MENU
Here

ランチデリバリーはじめました
11:00〜17:00

ゴングル人気のランチカレー

Mutton Curry
グレービーソースとスパイスで
味付けしたマトン

カレー と ナン または ライス・サラダ付
A～Eセット

本日の豆カレー

野菜カレー

チキンカレー

マトンカレー

¥990

�������������
骨付きチキンのカレー

������������
スパイス香るやわらかく煮込んだ
羊肉のカレー

��������������
ミックスベジタブルカレー、
じゃがいも、にんじん、いんげん、
グリンピース、カリフラワー入り

�����
	�����	������
日替わり
まめのカレー

エッグカレー

サグパニール
キーマカレー

���������
ゆで卵、カシューナッツベースの辛
さ控えめカレー

ほうれん草カレー
スパイス香るひき肉のカレー

¥1250
¥990

����������
�����������

A

B

C

D

E

F
G

LUNCH TIME ランチタイム

LUNCH MENU ¥1250～

¥990

¥1100

¥990

¥990

¥990

店内人気メニュー

Good

ゴングル人気メニュー

ディナーメニューもご注文可能です

出前単品ご注文は税込2,000円より承ります
We will accept order from 2000yen ～up

Please pardon when it sold.

According to the purchase status of foods, the content of the 
photograph might be changed without a previous notice.

In case of traffic jam, accident, bad weather or shop congestion your 
delivery may get delayed or cancelled as per situation.

In case of party or big order, please place your order one day in advance.

(Payment system) We accept only cash on delivery.

It will take 30 - 60 minutes for the delivery.

Information ／ 配達に関する詳細

11:00 - 17:00
11:00 - 21:30

毎週火曜日のデリバリーはお休みです

ランチタイム
ディナータイム

品切れの際はご容赦ください

材料の入荷状況により､写真の内容を予告なく変更･終了することもございます

ご注文を頂いてからお作りしますので､配達には30分から60分程かかります

天候や交通時の止む無き事情､店頭混雑などでお届けできない場合､遅れることがございます

ご注文が多い場合は､なるべく前日までにご予約をお願い致します

お支払いは､商品をお届けの際に現金でお願い致します

受付時間
デリバリー LUNCH

DINNER

������
クーポン

������

デリバリー専用次回つかえる

商品お渡しの際、
クーポンを差し上げます

期間限定 配布中



デリバリー人気ランキング

SEAFOODMUTTONCHICKEN

VEGETABLES
Ghungroo Rankings
ゴングル

1 2 3

1 2 3

4 5 6

詳細は裏面をご覧ください受付 11:00～21:30

マトンカレー
スパイスでやわらかく煮込みました

グレイビーソースで仕上げたマトンのカレー
Mutton cooked with tomato gravy sauce

マトン マサラ Mutton Masala21

ほうれん草とマトンのカレー
Mutton cooked with creamy spinach sauce

サグ マトン Sag Mutton22

マトンにナッツとゆで卵の入ったカレー
Mutton cooked with nuts and eggs

マトン シャヒ マサラ Mutton Shahi Masala23

挽肉とグリーンピースのカレー
Minced mutton cooked with green peas

キーママタールカレーKeema Mutter Curry24

ピーマンとマトンのカレー
Mutton cooked with lentils

マトンド ピアザ Mutton Do Piaza25

ダール豆とマトンのカレー
Mutton cooked with lentils

ダール マトン Dal Mutton26 ¥1296

¥1404

¥1404

¥1404

¥1404

¥1404
４種類のシーフードベースをお楽しみください

バターとトマトソースを使ったエビのカレー
Shrimp cooked with butter

ジンガ バター ¥1404

¥1296

¥1404

¥1296

Zinga Butter27

カシューナッツベースのマイルドなエビのカレー
Shrimp cooked with mild spices & fresh cream

ジンガ マサラ Zinga Masala28

ほうれん草とエビのカレー
Shrimp cooked with creamy spinach sauce

サグ ジンガ Sag Zinga29

ホットなチリソースで仕上げたエビカレー
Shrimp cooked with chili sauce

ジンガ チリ Zinga Chilly30

ゴングル人気のチキンベースカレー
シーフードカレー

ベジタブルカレー

チキンカレー

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

¥1296

¥1296

¥1404

¥1404

¥1404Chicken 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

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 ¥1404Butter Chicken9Good

¥1296

¥1296

¥1296

¥1404

¥1404

¥1296
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 Aloo 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 butter

ダール マクニ Dal Makhni20

野菜と豆のヘルシーカレー

サイドメ
ニュー

人気ラン
キング！

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
サモサ

じゃがいもとグリーンピースの
サクサクッとした包み揚げ

Samosa(2pcs.)
ナ ン

タンドール窯で焼き上げたバタ
ー香るもちもちのインドのパン

Nan
3124

モッツアレラ チーズナン

チーズを詰めたとろける
チーズナン

Mozzarella Cheese Nan
339 バターチキン

バターとトマトソースのまろや
か骨なしチキンカレー

Butter Chicken

9 アルーゴビ

カリフラワーとじゃがいもの
ドライカレー

Aloo Gobi
28 ジンガマサラ

カシューナッツベースのマイ
ルドなエビのカレー

Zinga Masala
28 マトン ド ピアザ

ピーマンとオニオンのドライ
なマトンカレー

Mutton Do Piaza

17 サグパニール

カッテージチーズとほうれん草
のヘルシーカレー

Sag Panir

¥1512 ¥540 ¥324

30 ジンガチリ

ホットなチリソースで仕上げた
エビカレー

Zinga Chilly

ベジタリアンカレー
女性･ゴングル１番人気 !!

男性人気 No.1 !!

¥1296 ¥1296 ¥1404

¥1296¥1404 ¥1404

おすすめ！スタッフ

2022 Ver.2

店内人気メニュー

¥648

������
クーポン

������

デリバリー専用次回つかえる

商品お渡しの際、
クーポンを差し上げます

期間限定 配布中

※次回デリバリー注文の際、ご利用いただけます※次回デリバリー注文の際、ご利用いただけます


