
お持ち帰りメニュー 

ご家庭の食卓を応援します ! 

インド料理 ラサマンダ アジア料理 カフェ ソラ 
香味野菜とハーブを使った 

健康的なやさしい味わい 
の本格アジアン料理 

インドの伝統予防医学
の考えを取り入れた 
本場一流シェフの料理 

スパイスとハーブのチカラで身体も♥も元気に ! 

本格インドカリー ¥650 
①ほうれん草と自家製チーズ 

②じゃがいもとひよこ豆  

③まいたけとしめじ ④ダルマカニ 

⑤シャイパニール ⑥フルーツとナッツ 

⑦バターチキン ⑧シーフード 

フォー（ベトナムの米粉麺） ¥700 
チキンまたはシーフード （ビーフは＋１００円） 

生春巻き（３本） ¥950 

チリチキン/チリパニール  
                                        各¥900 

蟹と春雨の炒め ¥1,200 

R-1 

R-2 

タンドリーミックス ¥1,000 
タンドリーチキン、チキンティカ、タンドリー海老 
（各1個） 

R-7 

チキンのレモングラスソテー 
                        ¥1,000 

S-6 

S-7 

S-1 S-2 

裏面のセットメニュー 
もご覧ください ! 

※特別価格でご提供します！ 表示は税込みです。 

タンドリーチキン（２個）  

                                         ¥650 

チキンティカ（２個） ¥650 

R-5 

R-6 

ベトナム流 お餅の天ぷら 
                          ¥550 

S-4 

揚げ春巻き（４本） ¥900 

S-3 

ベトナム流 イカの唐揚げ 
                          ¥900 

S-5 

ナン/チャパティ 
バラエティタイプ  ¥500 
 
ナン ①ガーリック ②ガーリックチーズ  
   ③セサミ ④ハニーチーズ ⑤カブリ 
   ⑥ベジタブル  
チャパティ ⑦ガーリック ⑧パニール 
   ⑨ベジタブル 

R-3 

カリーパン（2個） ¥500 

ナン/チャパティ （プレーン）  

                                           ¥300 

R-8 R-4 R-9 

ラッシー  

    各¥400  
  ①プレーン  

  ②マンゴー 

  ③カシス 

D-1 



お電話 ０５８-２４２-９１３３ 

直接ご来店いただきご注文ください。  
事前にお電話でご注文いただければ、 
お待たせすることなくお渡しできます。 

ご注文受付時間 １１：００～２０：００ 

お持ち帰りセットメニュー 

メニュー名 備考 価格 個数 

R-1 本格インドカリー      （カリーの番号を「備考」欄↓にご記入ください） 

 ①ほうれん草と自家製チーズ 

 ②じゃがいもとひよこ豆  ③まいたけとしめじ 

 ④ダルマカニ ⑤シャイパニール 

 ⑥フルーツとナッツ ⑦バターチキン ⑧シーフード 

¥650 

R-2 ナン（プレーン） 
¥300 

   チャパティ（プレーン） 

R-3 ナン、チャパティ（バラエティタイプ）    （番号を↓にご記入ください） 

 ナン ①ガーリック ②ガーリックチーズ ③セサミ  

 ④ハニーチーズ ⑤カブリ ⑥ベジタブル 
¥500 

 チャパティ ⑦ガーリック ⑧パニール ⑨ベジタブル 

R-4 カリーパン ¥500 

R-5 タンドリーチキン ¥650 R-6 チキンティカ ¥650 

R-7 タンドリーミックス ¥1000 R-8 チリチキン ¥900 

R-9 チリパニール ¥900 S-1 フォー（チキン） ¥700 

S-1 フォー（シーフード） ¥700 S-1 フォー（ビーフ） ¥800 

S-2 生春巻き ¥950 S-3 揚げ春巻き ¥900 

S-4 お餅の天ぷら ¥550 S-5 イカの唐揚げ ¥900 

S-6 チキンのレモングラス ¥1000 S-7 蟹と春雨の炒め ¥1200 

メニュー名 備考1 備考2 価格 個数 

R-9 プラナセット 
 カリー①～⑧からひとつ選び「備考１」に、 
 ナン/チャパティ/ライスからひとつ選び 
 「備考２」にご記入ください。 

¥950 

R-10 ナンバーガーセット ¥800 

 ダルスープをカリーに変更→ 「備考２」に番号記入 ¥1000 

     ナンバーガー （単品） ¥600 

R-11 タンドリーチキンステーキセット 
 ナン/チャパティ/ライスから選び「備考２」に記入 

¥1500 

 ダルスープをカリーに変更→「備考１」に番号記入 

 ナン/チャパティ/ライスから選び「備考２」に記入 
¥1700 

R-12 アムリットカリーセット 
 ナン/チャパティ/ライスから選び「備考２」に記入 

¥1500 

S-8 海鮮チャーハンセット ¥1000 

 スープをフォー（チキン／シーフード）に変更 ¥1250 

S-9 バインミーセット ¥900 

    バインミー （単品） ¥600 

D-1 ラッシー 

 ①プレーン ②マンゴー ③カシス  
 からひとつ選び「備考２」に番号記入 

¥400 

※表示の価格は税込みです。 合計金額 円 

のメニューに関しては 

月曜日は対応できません。 

本荘 
小学校 

Ｐ 

清本町10 

いちだ 
クリニック 

岐阜市此花町６ -１２ 
（本荘小学校 東） 

R-1 

プラナセット ¥950 
【セット内容】 

カリー１種（①～⑦より選択） 

 ①ほうれん草と自家製チーズ 
 ②じゃがいもとひよこ豆  
 ③まいたけとしめじ ④ダルマカニ  
 ⑤シャイパニール ⑥フルーツとナッツ  
 ⑦バターチキン ⑧シーフード 

ナン または チャパティ または ライス 
サラダ 

R-9 

R-10 

R-11 

R-12 

S-9 

S-8 ナンバーガーセット 
                    ¥800 
【セット内容】 

ナンバーガー 

 （ほぐしたタンドリーチキンとサラダを 
  焼きたてのナンで巻きました） 
 

ダルスープ 
  → ＋２００円でカリーに変更可 

タンドリーチキンステーキ 

セット ¥1,500 
【セット内容】 

タンドリーチキンステーキ 

ナン または チャパティ または ライス 

ダルスープ 
  → ＋２００円でカリーに変更可 

サラダ 

アムリットカリーセット  

                                   ¥1,500 
【セット内容】 

薬膳カリー 

 丸焼き玉ねぎとひよこ豆のカリー 

薬膳スープ 

ナン または チャパティ または ライス 

サラダ 

バインミーセット ¥900 

【セット内容】 

バインミー（ベトナム流サンドイッチ） 

スープ、サラダ 

【セット内容】 

海鮮チャーハン 

スープ 
  → ＋２５０円でフォーに変更可 
     （チキン または シーフード） 

サラダ 

海鮮チャーハンセット  

                    ¥1,000 

※特別価格でご提供します！ 表示は税込みです。 

単品 ¥600 

単品 ¥600 


