
TEL 03-5327-3434 
B1, 3-22-19 Koenji-kita, Suginami-ku
Open: 11:00am-11:00pm
Credit Cards Accepted

1. メランゼーネ～なす・ベーコンのトマトソース～ 
meranzene nasu bacon tomato sauce
（Eggplant & Bacon with Tomato sauce）……… ￥980
2. プロヴァンス風野菜のトマトソース
 provence yasai tomato sauce
（Provence Vegetable with Tomato sauce）…… ￥950
3. モッツァレラチーズとツナのトマトクリーム 
mozzarella cheese tuna tomato cream
（Mozzarella & Tuna with Tomato cream sauce） …… ￥1080
4. うにとアスパラのトマトクリーム 
uni aspara tomato cream
（Urchin & Asparagus with Tomato cream sauce）…… ￥1180
5. ペスカトーレ pescatore
（Seafood with Tomato Sauce）……………… ￥1230

6. ほうれん草とベーコンのクリームソース 
hourenso bacon cream sauce
（Spinach & Bacon with Cream sauce）………… ￥980
7. ベーコンときのこのカルボナーラ 
bacon kinoko carbonara
（Bacon & Mushroom Carbonara ）…………… ￥1080

8. 半熟卵とスモークサーモンのカルボナーラ 
hanjukutamago smork salmon carbonara
（Soft boiled egg & Smorked salmon Carbonara）…… ￥1130
9. たっぷりうにのカルボナーラ uni carbonara
（Urchin Carbonara）…………………………… ￥1280

10. プロヴァンス風野菜のミートソース 
provence yasai meat sauce
（Provence Vegetable with Meat sauce）……… ￥980
11. 半熟卵とルッコラのミートクリーム 
hanjukutamago rucola meat cream
（Soft boiled egg & Rucola with Meat cream）…… ￥1080

12. スペシャルポパイ～ほうれん草・なす・ベーコン～ 
special popeye（Spinach, Eggplant & Bacon） ￥950
13. ボンゴレビアンコ～あさりの塩味～ 
vongole bianco（Vongole (Clams)）………… ￥1080
14. たことルッコラのペペロンチーノ tako rucola 
peperoncino（Octopus & Rucola Aglio e Olio） ￥1080
15. ナポリ風港町のペスカトーレ napoli pescatora
（Neapolitan Seafood）………………………… ￥1130

16. 焼きベーコンとたっぷり野菜のジェノベーゼ 
yaki bacon yasai genovese
（Grilled bacon & Vegetable with Genovese sauce）… ￥1080
17. モッツァレラチーズとトマトのジェノベーゼ 
mozzarella cheese tomato genovese
（Mozzarella & Tomato with Genovese sauce） …… ￥1130
18. スモークサーモンときのこのジェノベーゼ
 smork salmon kinoko genovese（Smorked salmon & 
Mushrooms with Genovese sauce） ……………… ￥1180

19. 博多明太子・イカ・大葉 hakata mentaiko ika oba
（Seasoned cod roe, Squid & Perilla）…………… ￥950

20. ベーコンとなすのバターしょうゆ
 bacon nasu butter shoyu
（Bacon & Eggplant with Butter & Soy sauce）… ￥950
21. えびとアスパラのクリーム明太子 
ebi aspara cream mentaiko（Shrimp, Asparagus & 
Seasoned cod roe with Cream sauce）……… ￥1030
22. スモークサーモンときのこの和風 
smork salmon kinoko wafu（Smorked salmon & 
Mushrooms with Japonese Sauce）………… ￥1130

23. なすとベーコンのトマトソース 
nasu bacon tomato sauce
（Eggplant & Bacon with Tomato sauce）……… ￥980
24. プロヴァンス風野菜のミートソース
 provence yasai meat sauce
（Provence Vegetable with Meat sauce）……… ￥980

25. スモークサーモンのイタリアンサラダ 
（Smoked salmon Italian Salad）……………¥330/¥530
26. 生ハムサラダ nama ham salad
（Raw ham Saladad）…………………………¥430/¥630
27. 青葉ソテーの温かいサラダ aoba saute salad
（Sauteed Leaf vegetable Hot Salad）………¥430/¥630
28. 雪さん家のシーザーサラダ 
（Caesar Salad）………………………………¥530/¥730
29. マルゲリータ（Pizza Margherita）………… ￥930
30. ツナ・トマト・オレガノ　～トンノ～ 
（Pizza Tomato, Tuna & Oregano）……………… ￥980

7. サーモンとクリームチーズ salmon cream cheese
（Samon & Cream cheese）…………………… ￥1030
8. 季節のスープ（プチサイズ） kisetu soup
（Seasonal Soup）………………………………… ￥190
9. ガーリックトースト （Garlic Toast）………… ￥280
10. バジルトースト（Basil Toast）……………… ￥380

1. カベルネ　メルロ（Cabernet Merlot）
……………………………… Glass¥380/Carafe¥1300
2. ソーヴィニヨン　ビアンコ （Sauvignon Bianco）
……………………………………………Bottle￥2200
3. ペッシェヴィーノ　ロッソ （Pescevino Rosso）…
………………………………Bottle￥2100/Half¥1500
4. コルヴォ　ロッソ（Corvo Rosso）
……………………………………………Bottle￥2300
5. ロベールスカリ　メルロ 
（Robert Skalli Merlot）……………………Bottle￥3000
6. キャンティ　クラシコ 
（Chianti Classico）…………………………Bottle￥3200
7. ペッシェヴィーノ　ビアンコ （Pescevino Bianco）
……………………………Bottle￥2100/Carafe¥1500
8. コルヴォ　ビアンコ （Corvo Bianco）
……………………………………………Bottle￥2300
9. ロベールスカリ　シャルドネ（Robert Skalli Chardonnay） 
……………………………………………Bottle￥3000
10. カヴィ（Gavi） ………………………Bottle￥3200
11. モンテベッロ　スプマンテ（Montebello Spumante） 
……………………………………………Bottle￥2200

1. 生ビール（モルツ・ザ・ドラフト）
（Draught beer (Molt's The Draft)）…………¥500/¥380
2. モレッティMoretti (Italy Light Beer)）……… ￥500
3. オールフリー （Non Alcohol Beer） ………… ￥300
4. カシスソーダ （Cassis Soda）………………… ￥500
5. カシスオレンジ （Cassis Orange）…………… ￥500
6. カシスグレープフルーツ （Cassis Grapefruit）…… ￥500
7. カンパリソーダ （Campari Soda）…………… ￥500

8. カンパリオレンジ（Campari Orange）……… ￥500
9. カンパリグレープフルーツ （Campari Grapefruit）… ￥500
10. 角ハイボール（Whisky Highball）………… ￥450
11. ジンジャーハイボール ginger highball
（Whisky Highball Ginger ale）…………………… ￥480
12. カシスハイボール cassis highball
（Whisky Highball Cassis） ……………………… ￥480
13. カシスオレンジテイスト 
（Cassis Orange Taste (Non Alcohol)） ………… ￥380
14. シャルドネスパークリングテイスト
（Chardonnay Sparkling Taste (Non Alcohol)）… ￥380
15. ジントニックテイスト
（Gin Tonic Taste (Non Alcohol)） ……………… ￥380
16. 赤のサングリア（Red Sangria）
……………………………… Glass¥430/Carafe¥1300
17. 白のサングリア（White Sangria）
……………………………… Glass¥430/Carafe¥1300
18. サンペレグリノ sanpellegrino
（Sparkling Mineral Water）……………………… ￥500
19. アクアパンナ acqua panna
（Natural Mineral Water）………………………… ￥600

1. コーヒー （Coffee） …………………………… ￥380
2. アイスコーヒー （Ice Coffee）………………… ￥380
3. ダージリンティ （Darjeeling Tea）…………… ￥380
4. アイスダージリンティ（Ice Darjeeling Tea）… ￥380
5. アイスウーロン茶（Ice Oolong Tea）……… ￥380
6. オレンジジュース（Orange Juice）………… ￥380
7. ピンクグレープフルーツ
（Pink Grapefruit Juice） ………………………… ￥380
8. コーラ（Cola）………………………………… ￥380
9. ジンジャーエール （Ginger ale）……………… ￥380

1. アイスティラミス（Ice Tiramisu）…………… ￥280
2. パンナコッタ（Pannacotta）………………… ￥280
3. チョコラータ  （Cioccolata ）………………… ￥280
4. ティラミス（Tiramisu）……………………… ￥380
5. 3種スイーツ盛り合わせ （Reccomend 3 Sweets） ￥480

ド ナ
Don a

スパゲッティ トマトソース
Spaghetti Tomato

スパゲッティ クリームソース
Spaghetti Cream

アソート
Assort

ペンネ
Penne

スパゲッティ バジルソース
Spaghetti Basil

スパゲッティ 和風
Spaghetti Japanese

スパゲッティ オリーブ＆ガーリック
Spaghetti Olive&Garlic

スパゲッティ ミートソース
Spaghetti Meat

<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. メランゼーネ～なす・ベーコンのトマトソース～ 
meranzene nasu bacon tomato sauce
（Eggplant & Bacon with Tomato sauce）……… ￥980
2. プロヴァンス風野菜のトマトソース
 provence yasai tomato sauce
（Provence Vegetable with Tomato sauce）…… ￥950
3. モッツァレラチーズとツナのトマトクリーム 
mozzarella cheese tuna tomato cream
（Mozzarella & Tuna with Tomato cream sauce） …… ￥1080
4. うにとアスパラのトマトクリーム 
uni aspara tomato cream
（Urchin & Asparagus with Tomato cream sauce）…… ￥1180
5. ペスカトーレ pescatore
（Seafood with Tomato Sauce）……………… ￥1230

6. ほうれん草とベーコンのクリームソース 
hourenso bacon cream sauce
（Spinach & Bacon with Cream sauce）………… ￥980
7. ベーコンときのこのカルボナーラ 
bacon kinoko carbonara
（Bacon & Mushroom Carbonara ）…………… ￥1080

8. 半熟卵とスモークサーモンのカルボナーラ 
hanjukutamago smork salmon carbonara
（Soft boiled egg & Smorked salmon Carbonara）…… ￥1130
9. たっぷりうにのカルボナーラ uni carbonara
（Urchin Carbonara）…………………………… ￥1280

10. プロヴァンス風野菜のミートソース 
provence yasai meat sauce
（Provence Vegetable with Meat sauce）……… ￥980
11. 半熟卵とルッコラのミートクリーム 
hanjukutamago rucola meat cream
（Soft boiled egg & Rucola with Meat cream）…… ￥1080

12. スペシャルポパイ～ほうれん草・なす・ベーコン～ 
special popeye（Spinach, Eggplant & Bacon） ￥950
13. ボンゴレビアンコ～あさりの塩味～ 
vongole bianco（Vongole (Clams)）………… ￥1080
14. たことルッコラのペペロンチーノ tako rucola 
peperoncino（Octopus & Rucola Aglio e Olio） ￥1080
15. ナポリ風港町のペスカトーレ napoli pescatora
（Neapolitan Seafood）………………………… ￥1130

16. 焼きベーコンとたっぷり野菜のジェノベーゼ 
yaki bacon yasai genovese
（Grilled bacon & Vegetable with Genovese sauce）… ￥1080
17. モッツァレラチーズとトマトのジェノベーゼ 
mozzarella cheese tomato genovese
（Mozzarella & Tomato with Genovese sauce） …… ￥1130
18. スモークサーモンときのこのジェノベーゼ
 smork salmon kinoko genovese（Smorked salmon & 
Mushrooms with Genovese sauce） ……………… ￥1180

19. 博多明太子・イカ・大葉 hakata mentaiko ika oba
（Seasoned cod roe, Squid & Perilla）…………… ￥950

20. ベーコンとなすのバターしょうゆ
 bacon nasu butter shoyu
（Bacon & Eggplant with Butter & Soy sauce）… ￥950
21. えびとアスパラのクリーム明太子 
ebi aspara cream mentaiko（Shrimp, Asparagus & 
Seasoned cod roe with Cream sauce）……… ￥1030
22. スモークサーモンときのこの和風 
smork salmon kinoko wafu（Smorked salmon & 
Mushrooms with Japonese Sauce）………… ￥1130

23. なすとベーコンのトマトソース 
nasu bacon tomato sauce
（Eggplant & Bacon with Tomato sauce）……… ￥980
24. プロヴァンス風野菜のミートソース
 provence yasai meat sauce
（Provence Vegetable with Meat sauce）……… ￥980

25. スモークサーモンのイタリアンサラダ 
（Smoked salmon Italian Salad）……………¥330/¥530
26. 生ハムサラダ nama ham salad
（Raw ham Saladad）…………………………¥430/¥630
27. 青葉ソテーの温かいサラダ aoba saute salad
（Sauteed Leaf vegetable Hot Salad）………¥430/¥630
28. 雪さん家のシーザーサラダ 
（Caesar Salad）………………………………¥530/¥730
29. マルゲリータ（Pizza Margherita）………… ￥930
30. ツナ・トマト・オレガノ　～トンノ～ 
（Pizza Tomato, Tuna & Oregano）……………… ￥980

7. サーモンとクリームチーズ salmon cream cheese
（Samon & Cream cheese）…………………… ￥1030
8. 季節のスープ（プチサイズ） kisetu soup
（Seasonal Soup）………………………………… ￥190
9. ガーリックトースト （Garlic Toast）………… ￥280
10. バジルトースト（Basil Toast）……………… ￥380

1. カベルネ　メルロ（Cabernet Merlot）
……………………………… Glass¥380/Carafe¥1300
2. ソーヴィニヨン　ビアンコ （Sauvignon Bianco）
……………………………………………Bottle￥2200
3. ペッシェヴィーノ　ロッソ （Pescevino Rosso）…
………………………………Bottle￥2100/Half¥1500
4. コルヴォ　ロッソ（Corvo Rosso）
……………………………………………Bottle￥2300
5. ロベールスカリ　メルロ 
（Robert Skalli Merlot）……………………Bottle￥3000
6. キャンティ　クラシコ 
（Chianti Classico）…………………………Bottle￥3200
7. ペッシェヴィーノ　ビアンコ （Pescevino Bianco）
……………………………Bottle￥2100/Carafe¥1500
8. コルヴォ　ビアンコ （Corvo Bianco）
……………………………………………Bottle￥2300
9. ロベールスカリ　シャルドネ（Robert Skalli Chardonnay） 
……………………………………………Bottle￥3000
10. カヴィ（Gavi） ………………………Bottle￥3200
11. モンテベッロ　スプマンテ（Montebello Spumante） 
……………………………………………Bottle￥2200

1. 生ビール（モルツ・ザ・ドラフト）
（Draught beer (Molt's The Draft)）…………¥500/¥380
2. モレッティMoretti (Italy Light Beer)）……… ￥500
3. オールフリー （Non Alcohol Beer） ………… ￥300
4. カシスソーダ （Cassis Soda）………………… ￥500
5. カシスオレンジ （Cassis Orange）…………… ￥500
6. カシスグレープフルーツ （Cassis Grapefruit）…… ￥500
7. カンパリソーダ （Campari Soda）…………… ￥500

8. カンパリオレンジ（Campari Orange）……… ￥500
9. カンパリグレープフルーツ （Campari Grapefruit）… ￥500
10. 角ハイボール（Whisky Highball）………… ￥450
11. ジンジャーハイボール ginger highball
（Whisky Highball Ginger ale）…………………… ￥480
12. カシスハイボール cassis highball
（Whisky Highball Cassis） ……………………… ￥480
13. カシスオレンジテイスト 
（Cassis Orange Taste (Non Alcohol)） ………… ￥380
14. シャルドネスパークリングテイスト
（Chardonnay Sparkling Taste (Non Alcohol)）… ￥380
15. ジントニックテイスト
（Gin Tonic Taste (Non Alcohol)） ……………… ￥380
16. 赤のサングリア（Red Sangria）
……………………………… Glass¥430/Carafe¥1300
17. 白のサングリア（White Sangria）
……………………………… Glass¥430/Carafe¥1300
18. サンペレグリノ sanpellegrino
（Sparkling Mineral Water）……………………… ￥500
19. アクアパンナ acqua panna
（Natural Mineral Water）………………………… ￥600

1. コーヒー （Coffee） …………………………… ￥380
2. アイスコーヒー （Ice Coffee）………………… ￥380
3. ダージリンティ （Darjeeling Tea）…………… ￥380
4. アイスダージリンティ（Ice Darjeeling Tea）… ￥380
5. アイスウーロン茶（Ice Oolong Tea）……… ￥380
6. オレンジジュース（Orange Juice）………… ￥380
7. ピンクグレープフルーツ
（Pink Grapefruit Juice） ………………………… ￥380
8. コーラ（Cola）………………………………… ￥380
9. ジンジャーエール （Ginger ale）……………… ￥380

1. アイスティラミス（Ice Tiramisu）…………… ￥280
2. パンナコッタ（Pannacotta）………………… ￥280
3. チョコラータ  （Cioccolata ）………………… ￥280
4. ティラミス（Tiramisu）……………………… ￥380
5. 3種スイーツ盛り合わせ （Reccomend 3 Sweets） ￥480

ワイン
Wine

アルコールドリンク
Alcohol Drink

ドリンク
Drink

スイーツ
Sweets <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
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SUGINAMI TOKYO
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Flour
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