
四 谷 本 店
YOTSUYA HONTEN

03-3341-9465
年 中 無 休 11:00~24:00 (LO.23:00)

LUNCH 11:00～15:00（ラストオーダー　テイクアウト15:00 / デリバリー14：30）

※社会情勢により営業時間/配達時間が変更することがございます　※本チラシ関するお問い合わせDIPWAY JAPAN株式会社 Email : info@dipway.co.jp 

ランチタイム特別価格

TAKEOUT
ネットでご注文

お店でピックアップ

・ピックアップされる店舗の
   QR コードを読み取り
   ご注文下さい
　ご注文画面よりクレジットカード
　または店舗でのお支払いをお選び頂けます

インディアン ランチ ボックス
Indian Lunch Box

￥900
・カレー1種類   　　～　   　からお選び下さい

・ タンドリーチキン　・シークカバブ

・バターナン　・サフランライス

・副 菜

Indian Bentoインド料理のお弁当

ご注文はこちら
からの

ご注文はこちら
からのOFFICIAL

dipway.co.jp

・バターナン　または・サフランライス
お選び下さい

インディアンカレーセット
Indian Curry Set ￥650

カレー 1種類
　　～　   からお選び下さい

TAKEOUT & DELIVERYのご注文☎
03-3341-9465

※デリバリーのお支払は現金のみとさせていただきます  ※時間帯によって配達できない場合もございます

お電話でご注文
・ピックアップされる店舗へ
   お電話にてご注文下さい
   店舗電話番号はページ下をご確認下さい

お店でピックアップ

03-3341-9465

DELIVERY

 お電話にてご注文下さい 03-3341-9465
※デリバリーのお支払は現金のみとさせていただきます　※時間帯によって配達できない場合もございます　お電話にてご確認下さい

配達エリア
￥1,500以上のご注文にてスタッフがお届けします

新 宿 区 四谷 1～ 4丁目、四谷坂町、四谷本塩町、四谷三栄町、舟町
市谷台町、市谷柳町、市谷仲之町、原町３丁目、須賀町
愛住町、余丁町、若松町、左門町、荒木町、河田町、南元町
信濃町、住吉町、富久町、若葉一丁目、大京町 

TAKEOUT & DELIVERY
テイクアウト&デリバリー承ります

オフィスやご自宅で楽しむ本格インド料理 保存版

カレーはこちらからお選び下さい

話題のインドの
　　炊き込みご飯
・プレーンヨーグルト付き

ハイデラバディチキンビリヤニ
Hyderabadi Chicken Biryani ￥950

Side Menuサイドメニュー

・カレー単品
     Only Curry

       　～　　  お選び下さい

各￥550

・サフランライス
     Saffron Rice

￥150

・バターナン
     Butter Nan

￥220

・チーズナン
     Cheese Nan

￥350 ・マンゴーラッシー
     Mango Lassi

・ラッシー
     Lassi 各￥220

本日のスペシャル
シェフのスペシャルカレー

辛さをお好みで
調整できます

ミックスシーフードカレー
魚介類の旨みたっぷり

マトンカレー
煮込んだ羊肉がヘルシー

野菜のカレー
野菜たっぷりカレー 

サグチキンカレー
ほうれん草とチキンのカレー

キーマエッグカレー
キーマカレーに茹で玉子をのせて

チキンカレー
定番のチキンカレー

カレー 1種類
　　～　   からお選び下さい

カレーライス
      チキンティッカ付き
Curry Rice & Chicken Tikka

￥700
カレーライスと
　　窯焼きチキンティッカ



ゴルゴンゾーラチーズのナン
Gorgonzola Cheese Nan

イタリア産ピカンテ使用
￥850

・マンゴーラッシー
     Mango Lassi

・ラッシー
     Lassi 各￥500

DiinerDrink

バターナン
Butter Nan

ふっくら美味しいインドのパン
￥330

チーズナン
Cheese Nan

とろーりチーズを詰めたナン
￥550

インドカレーにぴったりです

サフランライス
Saffron Rice ￥330

￥700
甘口のバターチキンカレーにバターナン

キッズ バターチキンカレーセット
KIDS Butter Chicken Curry Set

スペシャルチキンティッカ
Special Chicken Tikka
骨なしチキンのインド風 BBQ

2Pcs

￥710
タンドリーチキン
Tandoori Chicken
骨付きチキンのインド風BBQ

1本

￥770

スペシャルモモ
Special Momo
ネパール風小籠包

3個

￥500
サモサ チャット
Samosa Chat
サモサ＆野菜と特製ソースでお楽しみ下さい

￥740

チキン パコラ
Chicken Pakora
スパイスの風味豊かな インド風フライドチキン

￥800
スパイスで味付けした,じゃが芋など具材のパイ包み揚げ（ベジタリアン）

2pcs

￥550
ベジタブル サモサ
Vegatable Samosa

Indian Specialtiesインドの一品料理

Indian BBQタンドール窯で焼くインド風 BBQ

シークカバブ
Seekh Kabab
鶏とマトンのミンチ肉のインド風BBQ

2Pcs

￥710

インドの炊き込みご飯 
  ・ヨーグルトサラダ付き

ハイデラバディチキンビリヤニ
Hyderabadi Chicken Biryani￥1,250

インディアン ディナー ボックス
Indian Dinner Box ￥1,150
・カレー1種類   　　～　   　
                                                    からお選び下さい

・バターナン

・サフランライス

・副 菜

Indian Bentoインド料理のお弁当

Dinner 17:00～ （ラストオーダー　テイクアウト23:00/ デリバリー22:30）

インディアン プレミアム ボックス
Indian Premium Box ￥1,350

・カレー1種類   　　～　   　
                                                    からお選び下さい

・ タンドリーチキン

・シークカバブ

・バターナン

・サフランライス

・副 菜

TAKEOUT & DELIVERYのご注文☎
03-3341-9465

※デリバリーのお支払は現金のみとさせていただきます  ※時間帯によって配達できない場合もございます

キーマエッグマサラ
キーママサラに茹で玉子をのせて

辛さを調整できます 
 甘口 / 中辛 / 辛口 / 大辛

ディナーカレーは
   こちらからお選び下さい

ミックスシーフードカレー
シーフードの贅沢カレー

ディップバターチキン
贅沢な素材のごちそうカレー

チキンティッカマサラ
タンドリチキンティッカの深い旨み

サグパニール
ほうれん草とインド風チーズのカレー

マトンマサラ
香味野菜と羊肉のカレー

インド風オードブル盛り合わせ
Indian Appetizer

インドの
   人気おつまみメニューの盛り合わせ
・マサラピーナッツ　・チキンパコラ　　　  ・シークカバブ

・タンドリーチキン　・海老のガーリックチリソース    ・サモサ

2-3 人前￥2,950

マサラピーナッツ

チキンパコラ

シークカバブ

海老の
 ガーリックチリソース

サモサ

タンドリーチキン

Party Plate インド風オードブルの盛り合わせ

ディナー カレー単品
Only Dinner Curry ￥1,000


