
バターチキンカレー ＆ チャパティ 

Butter Chicken Curry & Chapati 

  

レシピ①： バターチキンカレー 

1) 鶏肉を食べやすい大きさに切る。玉ね

ぎ、にんにくとしょうがをみじん切り（ま

たはすりおろし）にする。 

レシピ②： チャパティ 

1) 小麦粉を大きなボウルに入れる。 
 
 

2) ターメリック小さじ１、ガラムマサラ小さ

じ 1、ヨーグルトとオリーブオイル大さじ１を

混ぜて、肉を加える。チャパティを作ってい

る間に冷蔵庫で漬け込む。※ 

2) 塩一つまみと少量のキャノーラ油を加えて、

手で材料を混ぜる。 
 
 

 

3) フライパンでオリーブオイル大さじ 1 を熱

し、玉ねぎ、にんにくとしょうがを炒めて、

ターメリックを加える。1 分後ガラムマサラを

加えて、しばらく一緒に炒め続ける。 

 

3) ぬるま湯を少しずつ加えて、生地を作る。 

4) 次に、トマトとバターを加え、火が通るま

で炒め続ける。ボウルに入れて、しばらく置

いておく。 

4) 柔らかくて弾力がある生地になるまでこね続

ける。生地を６等分に分割して丸めて、。 
 

5) フライパンで油を熱し、漬け込んだ鶏肉を

焼く。肉に火が通ったら、さきほど作ったト

マトソースを加える。混ぜてから、しばらく

コトコト煮る。 

5) 丸めた生地を軽く潰してめん棒で一個ずつ伸

ばす。薄くて平らな円形に伸ばす。 
 

6) 最後に生クリームを加えて、軽く混ぜる。 
 

6) フライパンを熱し、両面を焼く。少量の油を

塗って再び両面を焼いたら、出来上がり。 
 

材料： 
 

① バターチキンカレー 
 

・たまねぎ 

・にんにく 

・しょうが 

・プレーンヨーグルト 

・生クリーム 

・骨なしの鶏肉（胸肉またはもも肉） 

・トマトピューレ―（瓶） 

・バター 

・オリーブオイル 

・ターメリック 

・ガラムマサラ 

② チャパティ（パン） 
 

・小麦粉 

・塩 

・キャノーラ油 

・ぬるま湯 
 

 
 
 
 

・・・ 1/2 個  

・・・ 3-4 片 

・・・ 1 片 

・・・ 90 グラム  

・・・ 45ｍｌ 

・・・ 200 グラム 

・・・ 150 グラム 

・・・ 20 グラム 

・・・ 大さじ 3 

・・・ 小さじ 2 

・・・ 小さじ 2 
 
 

・・・ 200 グラム 

・・・ 一つまみ 

・・・ 少々 

・・・ 適量 

※お肉を数時間または一晩漬けておくと、さらにおいしくなります。 



バターチキンカレー ＆ チャパティ 

Butter Chicken Curry & Chapati 

Ingredients: 
 

① Butter Chicken Curry 

・1/2 onion 

・3-4 pieces of garlic 

・1 piece of ginger 

・90g plain yogurt (unsweetened)  

・45ml heavy cream 

・200g boneless chicken meat (breast meat or thigh meat) 

・150g bottled tomatoes 

・20g butter 

・3 tablespoons of olive oil 

・2 teaspoons of turmeric powder 

・2 teaspoons of garam masala spice mix 
 

② Chapati (bread) 

・200g flour 

・a pinch of salt 

・canola oil 

・warm water 

  

 

Recipe 1: Butter Chicken Curry 
 

Recipe 2: Chapati 

1) Cut the meat into small pieces. Chop the onion, 
garlic and ginger into fine pieces (or grate them). 

 

1) Pour the flour into a large bowl. 

2) Mix one teaspoon of turmeric & garam masala, 
yoghurt and a 1 tablespoon of olive oil together and let 
the meat marinate in the fridge while making the 

chapati.※  
 

2) Add a pinch of salt and a bit of canola oil and 
mix the ingredients together. 

3) Heat 1 tablespoon of olive oil in a frying pan and fry 
the onion, garlic and ginger. Add turmeric and saute 
together for 1 minute. Add garam masala and continue 
to saute. 

3) Add warm water little by little to make the 
dough. 

4) Next, add the tomato puree and butter. Keep frying 
the mixture until it is cooked. Put it in a bowl and put it 
aside. 
 

4) Knead the dough until it is soft and firm, then 
divide it into 6 small portions and roll it into 
small balls. 

5) Pour 1 tablespoon of olive oil into a frying pan and 
heat it. Then, fry the marinated chicken meat in the oil. 
Once the meat is cooked, add the tomato puree 
mixture. Mix it together and let it simmer for a little 
while. 

5) Gently flatten the dough balls and - using a 
rolling pin - roll out each ball of dough one at a 
time. Shape them into flat circles. 

6) Once everything is cooked, gently stir in the heavy 
cream. 

6) Heat a frying pan and fry each of the chapatis  
on both sides. Add a little bit of oil on each side 
and fry again for a short time. 

※If you let the meat marinate for a few hours or overnight, the taste will be even better. 


