
Takeout Menu
①ご注文
②お名前
③ご来店時間
お伝えください

３
STEP

お好きな辛さをお選びください。

辛 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~20 ~50 ~100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~20 ~50 ~100

辛さ
無し 小辛 中辛 辛口 大辛 激辛 鬼辛

辛さは無料でお選びいただけます。
0～100の番号でご注文ください。

Choose spicy level of the soup by number.

+１００円

ハバネロ
超鬼辛
できます

１
STEP

お好きなカレーをお選びください。

Please choose soup curry. 

４
STEP

お好きなライスの種類と量をお選びください。

玄米白米 or

小盛(130g) ・・・ 0円
並盛(200g) ・・・ 0円
大盛(280g) ・・・ 0円
特盛(480g) ・・ +150円

Select amount of the rice.

・カマンベールチーズ
・ベビーホタテ＋２００円

・炙りベーコン ・もち豚
・海老 ・ラム
・野菜３種(キャベツ・ブロッコリー・オクラ)

＋３００円

・キャベツ ・刻みオクラ
・ほうれん草 ・トマト
・レンコンチップ　 ・揚げナス
・剥きアサリ ・スープ1.5倍

＋１００円

・シュレッドチーズ ・ひきわり納豆
・ブロッコリー＋１５０円

・骨付きチキン ・ハンバーグ
・牛すじ＋３５０円

２
STEP

お好みでトッピングをお選びください。

If you want, you can add the toppings to your curry.

炙りベーコンとキャベツのスープカレー
１２００円(税込)

ハンバーグのスープカレー
１２００円(税込)

納豆とオクラのスープカレー
１０００円(税込)

骨付きチキンのスープカレー
１２００円(税込)

1 日分野菜のスープカレー
１３００円(税込)

もち豚とほうれん草のスープカレー
１２００円(税込)

シーフードのスープカレー
１４００円(税込)

ラムと野菜のスープカレー
１２５０円(税込)

牛すじと大根のスープカレー
１２５０円(税込)

ホワイトオムレツのスパイスカレー
１２００円(税込)

骨付きチキンのスパイスカレー
１２００円(税込)

カツスパイスカレー
１３００円(税込) ※すべて税込価格となっております ※全品ライス付きです ※テイクアウト容器代を含みます　
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TEL:03-5452-3561下北沢店 
お電話でのご注文も承ります。
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