
TEL 03-5356-8862
3-22-7, Koenji-Kita, Suginami-ku

1. たたききゅうり Tataki kyuri（Crushed Cucumbar ） ………… ￥300
2. ゆでキャベツ Yude kyabetsu（Boile Cabbage）……………… ￥500
3. オイルサーディン （Oil Sardine） ……………………………… ￥500
4. 極太ソーセージ Gokubuto sausage（Thick Sausage）………… ￥900
5. オムライス（プレーン） （Omelette on Rice）…………………… ￥700
6. オムライス（デミグラス）
 （Omelette on Rice with demiglace ）…………………………… ￥800
7. オムライス（ホワイトソース） 
（Omelette on Rice with white Sause）…………………………… ￥800
8. フライドポテト（塩） （French Fries (Salted)）………………… ￥500
9. フライドポテト（コンソメ） （French Fries (consomme)）…… ￥500
10. フライドポテト（アンチョビ） （French Fries (anchovy)）…… ￥600
11. えびのオリーブオイル煮 Ebi no olive oil ni
（Boiled Shrimp with Olive Oil）…………………………………… ￥800
12. グリーンカレー （Green Curry） ……………………………… ￥800

●BEER （Beer）
13. 生ハートランド （Draft Heart Land） ………………………… ￥500
14. コロナ （Corona） ……………………………………………… ￥650

15. ハイネケン （Heineken） ……………………………………… ￥650
16. バドワイザー （Budweiser）…………………………………… ￥650
17. ヒューガルデン （hoegaarden）……………………………… ￥750
●Cocktail （Cocktail）
18. ジントニック （Gin Tonic） …………………………………… ￥650
19. ジンバック （Gin Buck）………………………………………… ￥650
20. ジンライム （Gin Lime）………………………………………… ￥650
21. モスコミュール （Moscow Mule） …………………………… ￥650
22. ソルティードッグ （Salty Dog） ……………………………… ￥650
23. ブルドッグ （Bulldog）………………………………………… ￥650
24. スクリュードライバー （Screw Driver）……………………… ￥650
25. ブラッディーメアリー （Bloody mary）……………………… ￥650
26. テキーラサンライズ （Tequila sunrise）……………………… ￥650
27. メキシカン （Mexican）………………………………………… ￥650
28. ストローハット （Straw hat） ………………………………… ￥650
29. キューバリバー （Cuba Libre）………………………………… ￥650
30. ブルーハワイ （Blue Hawaii） ………………………………… ￥650
31. モヒート （Mojito）……………………………………………… ￥650
32. シャンディーガフ （Shandy Gaff） …………………………… ￥650
33. レッドアイ （Red Eye）………………………………………… ￥650
34. カンパリビア （Campari and Beer）…………………………… ￥650
35. ファジーネーブル （Fuzzy Navel） …………………………… ￥650
36. スプモーニレゲエパンチ （Spumoni regae punch）………… ￥650
37. カンパリオレンジ （Campari and Orange Juice）…………… ￥650
38. カンパリグレープ （Campari nad Grapefruits Juice） ……… ￥650
39. カシスオレンジ （Casis and orange Juice）…………………… ￥650
40. カシスグレープ （Casis and grapefruits Juice）……………… ￥650
41. カシスソーダ （Casis and Soda）……………………………… ￥650
42. チャイナブルー （China Blue）………………………………… ￥650
43. ライチソーダ （Lychee）………………………………………… ￥650
44. マリブコーク （Malibu and Coke）…………………………… ￥650
●RUM （Rum）
45. キャプテンモルガン （Captain Morgan） …………………… ￥600
46. ハバナクラブ 3年 （Havana Club 3 years）…………………… ￥700
47. パンペロ （Pampero）…………………………………………… ￥800
48. ロンサカパ （Ron Zacapa） …………………………………… ￥850
49.  J バリー 7年 （J. Bally 7）……………………………………… ￥900
50. コルバ （Corba）……………………………………………… ￥1200
●Whisky （Whisky）
51. バランタイン （Ballantine's）…………………………………… ￥550
52. ジンビーム （Jim Beam） ……………………………………… ￥650
53. ワイルドターキー （Wild Turkey） …………………………… ￥650
54. フォアローゼス （Four Roses）………………………………… ￥650
55. アーリータイムズ （Early Times）……………………………… ￥650
56. カナディアンクラブ （Canadian Club）……………………… ￥650
57. エンシェントクラン （Ancient Clan）………………………… ￥650
58. マリーボーン （Marry Born）…………………………………… ￥650

59. デュワーズ （Dewar's）………………………………………… ￥650
60.  I.W ハーパー （I.W Harper）…………………………………… ￥700
61. ジャックダニエル （Jack Daniel's）…………………………… ￥750
62. ボーモア （Bowmore） ………………………………………… ￥850
●SOUR （Shochu with Soda）
63. ウーロンハイ Oolong high（Oolong tea and Soda）………… ￥500
64. 緑茶ハイ Ryokucha high（Green Tea and High Ball） ……… ￥500
65. レモンサワー （Lemon And Soda）…………………………… ￥500
66. アップルサワー （Apple and Soda）…………………………… ￥500
67. オレンジサワー （Orange and Soda）………………………… ￥500
68. グレープフルーツサワー （Grapefuits and Soda）…………… ￥500
69. ジンジャーサワー （Ginger and soda） ……………………… ￥500
●SOFT DRINK （Non-Alcohol Drink）
70. コカコーラ （Coke） …………………………………………… ￥400
71. ジンジャーエール （Ginger Ale）……………………………… ￥400
72. トニックウォーター （Tonic Water） ………………………… ￥400
73. ウーロン TEA （Oolong Tea）…………………………………… ￥400
74. グレープフルーツ （Grapefruits Juice）……………………… ￥400
75. アップル （Apple Juice）………………………………………… ￥400
76. トマト （TomatoJuice）………………………………………… ￥400
77. パイン （Paineapple Juice）…………………………………… ￥400
78. クランベリー （Cranberry Juice）……………………………… ￥400
79. メロンソーダ （Melon Soda） ………………………………… ￥400
80. オレンジ （Orange Juice）……………………………………… ￥400
+￥100 でフロート
81. 挽きたてドリップコーヒー（HOT・ICE） （Drip Coffee）……… ￥400
82. カフェオレ （Café Ole）………………………………………… ￥550
83. カフェラテ （Café Latte）……………………………………… ￥550
84. カプチーノ （Cappuccino） …………………………………… ￥550
85. 紅茶（HOT・ICE） kocha（Black Tea）…………………………… ￥400
86. レモンティー （Black Tea with lemon）……………………… ￥500
87. チャイ （Chai Tea）……………………………………………… ￥550
88. トルコチャイ （Turkish Chai Tea） …………………………… ￥500
89. ロシアンティー （Rusian Tea）………………………………… ￥550
90. ミントティー （Mint Tea）……………………………………… ￥550

Cafe etc...
 traghetto

Open 12.00pm-12.00am
Closed Mon

メニュー　Menu

のみもの　Drink
<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


