
おつまみ選べる
！

＆ セット飲み放題
※2名様以上からご注文頂けます
※混雑時、お席のご利用は２時間まで 2750税込

(お一人様 ) 円

※30分前ラストオーダー

Sour
レモン

グレープフルーツ

マンゴー

ウーロンハイ

Whisky
陸ハイボール

Wine
グラスワイン【赤】

Beer
キリン 一番搾り

グラスワイン【白】

Soft Drinks
      ラッシー

マンゴラッシー

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

コーラ

ジンジャーエール

アイスマサラチャイ

ウーロン茶

飲み放題ドリンク
Cocktails
モスコミュール

カシスオレンジ

カシスグレープフルーツ

カシスウーロン

※写真はイメージです   Picture may vary from actual food.

※グラスは交換制です。 

17:00~ディナータイム 限定 [２時間制]

・ グリーンサラダ
・ ロールパパル
・ タンドリーチキンティッカ

とりあえずの３品！
お好きなおつまみをチョイス！

さらに選べる３品！飲み放題
120 + +
※30分前ラストオーダー

１pc

１pc

・ セサミプロン

・ イカリング

・ チーズナン

CHOICE MENU

・ パニールティッカ

・ マサラオクラ

・ フィッシュティッカ

・ れんこんチーズ

分



ALL-YOU-CAN-DRINK 120min

Beer / Wine / Sour / Cocktails / Soft Drinks  etc.

APPETIZER
Cocktail Samosa
カクテルサモサ

Cashew Nut Chat Salad
カシューナッツチャットサラダ

ENTRÉES
Sesame Prawn
セサミプロン

骨なしタンドリーチキン
Boneless Tandoori Chicken

3 Kinds of Curries
カレー3種　スタッフにお尋ねください

Today’s Biryani
本日のビリヤニ　スパイス香るインドの炊き込みご飯

Naan & Turmeric Rice
ナン＆ターメリックライス

MAIN

DESSERT

インドのデザート
Indian Sweets

Available for four people or more. ( ￥5,000+tax / per person. )
120min Free-Flow Drinks !   30min before last order

May not be used with any other discount.

付！ ラストオーダーは
30分前です２時間 飲み放題

￥5,000お一人様 税

+

【全14品／2時間制】4名様からご予約にて承ります
Special Party Plan

Masala Okra
マサラオクラ

シークカバブ ひき肉を串焼きにしたグリル
Seekh Kabab

ムンバイでは保存料・化学調味料を使用しておりません
ハラール対応もできますので安心してお召し上がりください

We at Mumbai promote natural cooking seeking natural flavor in food 
by using fresh seasonal ingredients, natural condiments and spices. 

No MSG. Halal friendly.

さらに+￥500+税で30分間延長可！ Extend for 30min + ¥500+tax



￥6,600

Salad

Green Salad　or　Indian Salad

Starters four

Chicken BBQ from our Tandoor Oven　　　Lamb BBQ from our Tandoor Oven

Grilled Vegetable from our Tandoor Oven　　　Vegetable Fri�ers (Pakodas)

Curries - Choice of three

Chicken from our grand menu　　　Lamb from our grand menu

Seafood from our grand menu　　　Vegetable from our grand menu

Rice

Indian Basmati Flavored Rice　or　Japanese Flavored Rice

Naan Breads - Choice of two

Bu�er Naan　　　Garlic Naan　　　Cheese Naan　　　Chapathy　　　Tandoori Roti

 Indian Sweets - Choice of one

 Gulab Jamun　　　Gujiya　　　Khajoor Barfi　　　Besan Pinni　　　Kaju Barfi

Gajar Barfi　　　Boondi Ladoo　　　Rasmalai　　　Malai Gulab Jamun

Two hours Free Drinks

Beer　　Wine　　Whisky　　Sour　　Cocktails　　So� Drinks　etc...

Dinner Buffet Menu

Please simply tell us which items you d like, the quantity of each, and the services you want us to provide.

Assuring you of good food services we look forward to serving you all soon.

Mumbai Minato Mirai

tax included�
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