
TEL 03-3310-2011

2-4-3 Koenji-kita, Suginami-ku

Open: 7:30am-9:00pm

1. エッグ＆トースト （Egg&Toast） ……………………… ￥490
2. モーニングブレッド （Morning bread）………………… ￥590
3. 納豆と鮭の朝ごはん NATTO-TO-SHAKE-NO-ASA-GOHAN
（Natto&Salmon rice bowl）………………………………… ￥690
4. エッグベネディクト（Eggs Benedict）………………… ￥740

5. トマトグラタンハンバーグ＆ライス
TOMATO-GRATIN-HAMBURG&RICE
（Tomato gratin hamburg steak & rice） ………………… ￥750
6. いかと芽キャベツのペペロンチーノ 
IKA-TO-ME-CABBAGE-NO-PEPPERONCINO
（Squid&cabbage pepperoncino）………………………… ￥600
7. バケットサンドプレート　ハーブチキンとチーズ 
BAGUETTE-SAND-PLATE-HERB-CHICKEN-TO-CHEESE
（Baguette sandwich plate with herb & cheese）………… ￥680
8. ハーブチキンのせオムライス HERB-CHICKEN-NOSE-OMU RICE
（Omelet with herb chicken）……………………………… ￥550

9. ハーブチキンのせオムライス　大盛り 
HERB-CHICKEN-NOSE-OMU RICE OOMORI
（Omelet with herb chicken Large）……………………… ￥750
10. ひよこ豆と鶏肉のキーマカレー 
HIYOKO-MAME-TO-TORINIKU-NO-KEEMA-CURRY
（Beans & Chicken keema curry） ………………………… ￥500
11. ジンジャーポーク＆ライス GINGER-PORK&RICE
（Ginger pork&rice）………………………………………… ￥700
12. エッグベネディクト（Eggs Benedict）……………… ￥700
13. ランチデザート （Lunch Dessert） …………………… ￥200
14. 炙りチーズ ABURI-CHEESE（Fired cheese）………… ￥150
15. 炙りハーブチキン ABURI-HERB-CHICKEN
（Grilled herb chicken）……………………………………… ￥150
16. ハンバーグ追加 HUMBARG-TSUIKA
（Add Hamburg steak）……………………………………… ￥200
17. 単品エッグベネディクト TANPIN-EGG-BENEDICT
（Eggs Benedict separately） ……………………………… ￥350
18. パスタ大盛り PASTA-OOMORI（Pasta large）……… ￥300
19. ごはんおかわり GOHAN-OKAWARI（Another rice）…… ￥100
20. サラダをポテトサラダに変更 
SALAD-WO-POTATO-SALAD-NI-HENKOU
（Potato salad instead of salad）…………………………… ￥100
21. ごはん大盛り GOHAN-OOMORI（Make Rice large） ￥free

22. チョコレートとベリーの ATショートケーキ 
CHOCOLATE-TO-BERRY-NO-AT-SHORT-CAKE
（Chocolate & berry AT short cake） ……………………… ￥650
23. クリームブリュレ（Cream brule）…………………… ￥600
24. メープルフレンチトースト　バニラアイス添え 
MAPLE-FRENCH-TOAST-WITH-VANILLA-ICE-NOSE
（Maple French toast with vanilla ice cream）…………… ￥500
25. いちごのフレンチロースト　バニラアイス添え 
ICHIGO-NO-FRENCH-TOAST-VANILLA-ZOE
（Strawberry French toast with vanilla ice cream）……… ￥600
26. フォンダンショコラ （Fondant au chocolate）……… ￥550
27. ベイクドチーズケーキ （Baked cheese cake） ……… ￥500

28. 白玉と小豆の抹茶アイス 
SHIRATAMA-TO-AZUKI-NO-MACCHA-ICE
（Shiratama&Vigna angularis maccha ice cream）……… ￥500
29. 自家製コーヒーゼリー JIKASEI-COFFEE-JELLY
（Homemade coffee jelly）………………………………… ￥450
30. トッピングアイス（Topping ice cream）…………… ￥200
31. トッピングホイップ （Topping whip） ……………… ￥100

32. ブレンドコーヒー（Blend coffee）…………………… ￥500
33. アメリカンコーヒー （American coffee） …………… ￥500
34. エスプレッソ （Espresso）……………………………… ￥500
35. アイスコーヒー（Iced coffee）………………………… ￥500
36. 紅茶（ホット／アイス）（Tea(Hot/Iced)）…………… ￥500
37. オレンジジュース （Orange juice）…………………… ￥500
38. マンゴージュース （Mango juice）…………………… ￥500
39. トマトジュース （Tomato juice）……………………… ￥500
40. グレープフルーツジュース（Grape fruit juice） …… ￥500
41. コーラ （Coca cola） …………………………………… ￥500
42. ジンジャーエール （Ginger ale）……………………… ￥500
43. アイスウーロン茶（Iced oolong tea） ……………… ￥500

44. カフェラテ（Caffè latte）……………………………… ￥600
45. キャラメルラテ （Caramel latte）……………………… ￥600
46. カフェモカ （Cafe mocha） …………………………… ￥600
47. ウインナーコーヒー （Wiener coffee）………………… ￥600
48. 抹茶ミルク （Maccha milk）…………………………… ￥600
49. 豆乳オレ （Tonyu au lait）……………………………… ￥600
50. ココア（Cocoa）………………………………………… ￥600
51. ロイヤルミルクティー （Royal milk tea）……………… ￥600
52. チャイ （Chai）…………………………………………… ￥600

 
53. アイスカフェラテ（Iced cafe latte）………………… ￥600
54. アイスキャラメルラテ（Iced caramel latte）………… ￥600
55. アイスカフェモカ（Iced cafe mocha）……………… ￥600
56. アイスウインナーコーヒー（Iced wiener coffee）… ￥600
57. チョコフラペチーノ （Chocolate Frappucino）……… ￥600
58. 抹茶フラペチーノ （Matcha Frappucino）…………… ￥600
59. アイス抹茶ミルク （Iced matcha milk tea） ………… ￥600
60. アイス豆乳オレ Iced tonyu au lait（Iced soy latte）… ￥600
61. アイスココア（Iced cocoa）…………………………… ￥600
62. アイスロイヤルミルクティー（Royal milk tea）…… ￥600
63. アイスチャイ（Iced chai） …………………………… ￥600

64. ブルーベリージュース （Blueberry juice）…………… ￥650
65. クランベリージュース（Cranberry juice）…………… ￥650
66. 完熟トマトジュース Kanjuku tomato juice
（Fully-ripened tomato juice）……………………………… ￥600

67. 生ビール（Draft beer）………………………………… ￥550
68. ハウスワイン（赤・白） （House wine (Red/White)）…… ￥550
69. ハイボール （High ball）………………………………… ￥550
70. カルアミルク（Kahlua milk） ………………………… ￥550
71. カシスオレンジ （Cassis orange）……………………… ￥550
72. ラムコーク （Rum coke） ……………………………… ￥550
73. ジントニック（Gin tonic） …………………………… ￥550

AT cafe

モーニングセット7:30am-11:00am

Morning set（Breakfast special）

ランチフード （Lunch food）

スイーツセット（Sweets set with drink）

セットドリンク(セット価格300円)

（Set Drink ¥300）

<Ingredients/Taste>

<Notice>
Some of restaurants accept CASH ONLY
The price including or excluding TAX is depending on the restaurant
Some of restaurants require COVER CHARGE
Some of restaurants require to order at least ONE DRINK

EXPERIENCE
SUGINAMI TOKYO

協力：

HOTHOTEgg

Chicken Pork

Beef Fish

Seafood Vegetables

Dairy Products

Flour

Spicy



1. エッグ＆トースト （Egg&Toast） ……………………… ￥490
2. モーニングブレッド （Morning bread）………………… ￥590
3. 納豆と鮭の朝ごはん NATTO-TO-SHAKE-NO-ASA-GOHAN
（Natto&Salmon rice bowl）………………………………… ￥690
4. エッグベネディクト（Eggs Benedict）………………… ￥740

5. トマトグラタンハンバーグ＆ライス
TOMATO-GRATIN-HAMBURG&RICE
（Tomato gratin hamburg steak & rice） ………………… ￥750
6. いかと芽キャベツのペペロンチーノ 
IKA-TO-ME-CABBAGE-NO-PEPPERONCINO
（Squid&cabbage pepperoncino）………………………… ￥600
7. バケットサンドプレート　ハーブチキンとチーズ 
BAGUETTE-SAND-PLATE-HERB-CHICKEN-TO-CHEESE
（Baguette sandwich plate with herb & cheese）………… ￥680
8. ハーブチキンのせオムライス HERB-CHICKEN-NOSE-OMU RICE
（Omelet with herb chicken）……………………………… ￥550

9. ハーブチキンのせオムライス　大盛り 
HERB-CHICKEN-NOSE-OMU RICE OOMORI
（Omelet with herb chicken Large）……………………… ￥750
10. ひよこ豆と鶏肉のキーマカレー 
HIYOKO-MAME-TO-TORINIKU-NO-KEEMA-CURRY
（Beans & Chicken keema curry） ………………………… ￥500
11. ジンジャーポーク＆ライス GINGER-PORK&RICE
（Ginger pork&rice）………………………………………… ￥700
12. エッグベネディクト（Eggs Benedict）……………… ￥700
13. ランチデザート （Lunch Dessert） …………………… ￥200
14. 炙りチーズ ABURI-CHEESE（Fired cheese）………… ￥150
15. 炙りハーブチキン ABURI-HERB-CHICKEN
（Grilled herb chicken）……………………………………… ￥150
16. ハンバーグ追加 HUMBARG-TSUIKA
（Add Hamburg steak）……………………………………… ￥200
17. 単品エッグベネディクト TANPIN-EGG-BENEDICT
（Eggs Benedict separately） ……………………………… ￥350
18. パスタ大盛り PASTA-OOMORI（Pasta large）……… ￥300
19. ごはんおかわり GOHAN-OKAWARI（Another rice）…… ￥100
20. サラダをポテトサラダに変更 
SALAD-WO-POTATO-SALAD-NI-HENKOU
（Potato salad instead of salad）…………………………… ￥100
21. ごはん大盛り GOHAN-OOMORI（Make Rice large） ￥free

22. チョコレートとベリーの ATショートケーキ 
CHOCOLATE-TO-BERRY-NO-AT-SHORT-CAKE
（Chocolate & berry AT short cake） ……………………… ￥650
23. クリームブリュレ（Cream brule）…………………… ￥600
24. メープルフレンチトースト　バニラアイス添え 
MAPLE-FRENCH-TOAST-WITH-VANILLA-ICE-NOSE
（Maple French toast with vanilla ice cream）…………… ￥500
25. いちごのフレンチロースト　バニラアイス添え 
ICHIGO-NO-FRENCH-TOAST-VANILLA-ZOE
（Strawberry French toast with vanilla ice cream）……… ￥600
26. フォンダンショコラ （Fondant au chocolate）……… ￥550
27. ベイクドチーズケーキ （Baked cheese cake） ……… ￥500

28. 白玉と小豆の抹茶アイス 
SHIRATAMA-TO-AZUKI-NO-MACCHA-ICE
（Shiratama&Vigna angularis maccha ice cream）……… ￥500
29. 自家製コーヒーゼリー JIKASEI-COFFEE-JELLY
（Homemade coffee jelly）………………………………… ￥450
30. トッピングアイス（Topping ice cream）…………… ￥200
31. トッピングホイップ （Topping whip） ……………… ￥100

32. ブレンドコーヒー（Blend coffee）…………………… ￥500
33. アメリカンコーヒー （American coffee） …………… ￥500
34. エスプレッソ （Espresso）……………………………… ￥500
35. アイスコーヒー（Iced coffee）………………………… ￥500
36. 紅茶（ホット／アイス）（Tea(Hot/Iced)）…………… ￥500
37. オレンジジュース （Orange juice）…………………… ￥500
38. マンゴージュース （Mango juice）…………………… ￥500
39. トマトジュース （Tomato juice）……………………… ￥500
40. グレープフルーツジュース（Grape fruit juice） …… ￥500
41. コーラ （Coca cola） …………………………………… ￥500
42. ジンジャーエール （Ginger ale）……………………… ￥500
43. アイスウーロン茶（Iced oolong tea） ……………… ￥500

44. カフェラテ（Caffè latte）……………………………… ￥600
45. キャラメルラテ （Caramel latte）……………………… ￥600
46. カフェモカ （Cafe mocha） …………………………… ￥600
47. ウインナーコーヒー （Wiener coffee）………………… ￥600
48. 抹茶ミルク （Maccha milk）…………………………… ￥600
49. 豆乳オレ （Tonyu au lait）……………………………… ￥600
50. ココア（Cocoa）………………………………………… ￥600
51. ロイヤルミルクティー （Royal milk tea）……………… ￥600
52. チャイ （Chai）…………………………………………… ￥600

 
53. アイスカフェラテ（Iced cafe latte）………………… ￥600
54. アイスキャラメルラテ（Iced caramel latte）………… ￥600
55. アイスカフェモカ（Iced cafe mocha）……………… ￥600
56. アイスウインナーコーヒー（Iced wiener coffee）… ￥600
57. チョコフラペチーノ （Chocolate Frappucino）……… ￥600
58. 抹茶フラペチーノ （Matcha Frappucino）…………… ￥600
59. アイス抹茶ミルク （Iced matcha milk tea） ………… ￥600
60. アイス豆乳オレ Iced tonyu au lait（Iced soy latte）… ￥600
61. アイスココア（Iced cocoa）…………………………… ￥600
62. アイスロイヤルミルクティー（Royal milk tea）…… ￥600
63. アイスチャイ（Iced chai） …………………………… ￥600

64. ブルーベリージュース （Blueberry juice）…………… ￥650
65. クランベリージュース（Cranberry juice）…………… ￥650
66. 完熟トマトジュース Kanjuku tomato juice
（Fully-ripened tomato juice）……………………………… ￥600

67. 生ビール（Draft beer）………………………………… ￥550
68. ハウスワイン（赤・白） （House wine (Red/White)）…… ￥550
69. ハイボール （High ball）………………………………… ￥550
70. カルアミルク（Kahlua milk） ………………………… ￥550
71. カシスオレンジ （Cassis orange）……………………… ￥550
72. ラムコーク （Rum coke） ……………………………… ￥550
73. ジントニック（Gin tonic） …………………………… ￥550

ホットドリンク （Hot drinks） アルコールドリンク （Alcoholic drink）

アイスドリンク （Iced drinks）

ジュース （Juice）

<Ingredients/Taste>

<Notice>
Some of restaurants accept CASH ONLY
The price including or excluding TAX is depending on the restaurant
Some of restaurants require COVER CHARGE
Some of restaurants require to order at least ONE DRINK

EXPERIENCE
SUGINAMI TOKYO

協力：

HOTHOTEgg

Chicken Pork

Beef Fish

Seafood Vegetables

Dairy Products

Flour

Spicy


