


バングラディッシュ料理①Bangladesh Cuisine 

バングラデシュ料理 

 

【カレーメニュー】 

ムルギレジャラ 

 チキンカレー 850円 

ビーフレジャラ 

 ビーフカレー 1050円 

マトンレジャラ 

 マトンカレー 950円 

コプタレジャラ 

 マトンミートボールのカレー 1050

円 

ショブジ 

 野菜カレー 750円 

マトンキーマカレー 

 ラムの挽肉のカレー 950円 

 

【サンドウィッチメニュー】 

プリ&ショブジロール 

 野菜カレーの揚げパンサンド
ウィッチ 950円 

ホットペティス 

 野菜カレーのパイ 1050円 

パロタショブジ 

 野菜カレーとパロタ 850円 

 

【ご飯】 

シャダバット 

 プレーンライス 350円 

ポラオ 

 バターライス 650円 

カッチビリヤニ（予約制） 

 ゴルー（ビーフ） 1550円 

 カシ（マトン） 1550円 

 ムルギ（チキン） 1250円 

 

【スープ】 

ダルスープ 

 レンズ豆のスープ 550円 

 

【フィッシュ】 

イリッシュバジ 

 ナショナルフィッシュを揚げたも
の 1050円 

ショルシャイリッシュ 

 マスタードを塗った魚のオーブン
焼き 1250円 

イリッシュドペアジ 

 玉ねぎとカレー粉で和えた魚 1250

円 

チンギリバジ 

 玉ねぎとカレー粉でソテーしたエ
ビ 1250円 

【おつまみメニュー】Snack Menu 
①ディムバジ （バングラデシュ風オムレツ） 750円 
 Dimbaji  （Bangladeshi omelette） 

        

②ダレルボラ （レンズ豆のかき揚げ） 550円 
 Dalerbora （ Deep-fried lentils） 
 

③ベグニ （なすの天ぷら） 550円 
 Beguni  （Eggplant Tempura） 
 

④アロルチョップ （じゃがいもの天ぷら） 550円 
 Alor Chop (Potato Tempura) 
 

⑤パロンシャックバジ （ほうれん草のガーリック炒め） 650円 
 Palon Shack Baji(Stir-fried Spinach with Garlic) 
 

⑥アルルボルタ （唐辛子、玉ねぎ、パクチー入りじゃがいもペースト） 
350円 
 Alor vorta (potato paste with chili pepper, onion and coriander) 350 yen 
 

⑦ディムボルタ （唐辛子、玉ねぎ、パクチー入りたまごペースト ）350円 
 Dim vorta (egg paste with chili pepper, onion and coriander) 
 
 

⑧べグンボルタ（唐辛子、玉ねぎ、パクチー入りなすペースト） 350円 
  Begun vorta (paste with chili pepper, onion and coriander) 
 

【カレーメニュー】Curry Menu 
⑨ディムブナ （ゆで卵のカレー） 750円 

    Dimbuna (boiled egg curry) 
 

⑩ムルギレジャラ （チキンカレー） 850円 
 Murgi Rejala (Chicken Curry) 
 

⑪ビーフレジャラ （ビーフカレー） 1050円 
  Beef Rejara (Beef Curry) 
 
⑫マトンレジャラ （マトンカレー） 950円 
 Maton Rejara (Maton Curry) 
 

⑬コプタレジャラ （マトンミートボールのカレー） 1050円 
 Copta Rejara (meatball curry) 
 

⑭ショブジ    （野菜カレー） 750円 

   sobji(vegetable curry) 
 

⑮マトンキーマカレー （ラムの挽肉のカレー） 950円 
   Maton Keema Curry (Minced Lamb Curry) 
 



【サンドウィッチメニュー】Sandwich Menu 
⑯プリ&ショブジロール（野菜カレーの揚げパンサンドウィッチ）950円 

    PrI & Shobji roll (fried bread sandwich with vegetable curry) 

⑰ホットペティス(野菜カレーのパイ) 1050円 

    Hot Pettis (Vegetable Curry Pie) 

⑱パロタショブジ(野菜カレーとパロタ) 850円 

    Parota Shobji (Vegetable Curry and Parota) 
 

【ご飯】Rice 
⑲シャダバット（プレーンライス） 350円 

 Shada bat (Plain Rice) 

⑳ポラオ（バターライス） 650円 

 Porao (Butter Rice) 

㉑カッチビリヤニ（予約制） 

 Kachi biryani (reservation required) 

 ㉑-１ ゴルー（ビーフ） 1550円 

      Goro (Beef) 

 ㉑-２ カシ（マトン） 1550円 

     Kashi (Maton) 

 ㉑-３ ムルギ（チキン） 1250円 

     Murgi (Chicken) 
 

【スープ】Soup 
㉒ダルスープ （レンズ豆のスープ） 550円 

 Dal soup (lentil soup) 
 

【フィッシュ】Fish 
㉓イリッシュバジ （ナショナルフィッシュを揚げたもの） 1050円 

 Hilsha Baji (fried National Fish) 

㉔ショルシャイリッシュ （マスタードを塗った魚のオーブン焼き） 1250円 

 Shorsha hilish (oven-baked fish with mustard) 

㉕イリッシュドペアジ （玉ねぎとカレー粉で和えた魚） 1250円 

 Hilish dopaiage (fish tossed with onions and curry powder) 

㉖チンギリバジ（玉ねぎとカレー粉でソテーしたエビ） 1250円 

   Chingiribaji (shrimp sautéed with onions and curry powder) 
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