
TEL 080-4817-3715
2F,3-25-1 Nishiogi-Kita, Suginami-ku

Open　11:30am-11:30pm
Closed　Monday

ALOHA LOCO CAFE

Food
Burgers バーガー
1. アロハロコバーガー※サラダ ・ フライドポテト ・ ピクルス付き 
（Alohaloco Burger *Salad, French fries and Pickles） … ￥1090
2. W バーガー （Double Burger） ………………………￥1590
3. トリプルバーガー （Triple Burger）……………………￥1990
4. ベーコンバーガー （Bacon Burger）…………………￥1190
5. ハワイアンスパムバーガー （Hawaiian Spam Burger） ￥1290
6. ハワイアン焼きパインバーガー 

（Hawaiian Grilled Pineapple Burger）…………………￥1150
7. 目玉バーガー （Fried Egg Burger）……………………￥1150
8. チーズバーガー （Cheese Burger）……………………￥1150
9. 焼きトマトバーガー （Grilled Tomato Burger）……… ￥1150
10. サルサバーガー （Salsa Burger）……………………￥1150

Special Toppings
スペシャルトッピング
11. チーズ （Cheese） ……………………………………… ￥60
12. 目玉焼き （Fried Egg） ………………………………… ￥60
13. ベーコン （Bacon）…………………………………… ￥100
14. スパム （Spam）……………………………………… ￥200
15. パイン （Pineapple）…………………………………… ￥60

Rice Plates ライスプレート
16. アロハロコモコタワー （Alohalocomoco Tower)　… ￥1290
17. チーズベーコンロコモコタワー 

（Cheese Bacon Locomoco Tower）……………………￥1450
18. ハワイアンスパムロコモコタワー

（Hawaiian Spam Locomoco Tower）……………………￥1490
19. 和風ロコモコ （Japanese style Locomoco）…………￥1290
20. 豚焼きロコモコ （Grilled Pork Locomoco）…………￥1190
21. 西荻ファンキーライス ( タコス飯 + ガーリックチキンソテー ) 

（Nishiogi Funky Rice (Taco Rice + Garlic Chicken Saute))￥990
22. タコライス （Taco Rice）……………………………… ￥790
23. ガパオライス （Gaprao Rice） ……………………… ￥890
24. 焼きカレーブロッコリー添え　甘口 / 辛口　卵 +60 円 
（Grilled Curry with Broccori, Mild/Spicy 60yen for an Egg)￥890

Hand-kneaded Japanese Beef 
and Pork Hamburg Steak Plates
国産牛豚の手ごねハンバーグのプレート

25. 西荻アロハ手ごねハンバーグ 

（Nishiogi Aloha Hand-kneaded Hamburg Steak）…… ￥890
26. チーズ手ごねハンバーグ 
（Hand-kneaded Hamburg Steak with Cheese）……… ￥950
27. 目玉焼きと手ごねハンバーグ 
（Hand-kneaded Hamburg Steak with a Fried Egg)　…   ￥950
28. ハワイワンパイン手ごねハンバーグ 
（Hawaiian Hand-kneaded Hamburg Steak with Pineapple)￥950
29. ベーコンと手ごねハンバーグ 
（Hand-kneaded Hamburg Steak with Bacon） ………￥1090
30. ハワイワンスパム手ごねハンバーグ 
（Hand-kneaded Hamburg Steak with Hawaiian Spam） ￥1090
31. ノースショア風ガーリックシュリンプ 
（North Shore style Garlic Shrimp）………………………￥1290

Toppings トッピング
32. ジャンボソーセージ （Jumbo Sausage）…………… ￥300
33. 目玉焼き （Fried Egg）………………………………… ￥60
34. チーズ （Cheese）……………………………………… ￥60

Combo セット
35. ライス & サラダセット　普通盛り 

（Rice and Salad Combo, Regular）……………………… ￥290
36. ライス & サラダセット　大盛り 
（Rice and Salad Combo, Large）………………………… ￥390

Mexican Food メキシコ料理

Tacos タコス
37. ファンキータコス （Funky Tacos）…………………… ￥490
38. ジャークチキンタコス （Jerk Chicken Tacos）……… ￥690
39. JB ソーセージタコス （JB Sausage Tacos）………… ￥790
40. タコライスタコス （Taco Rice Tacos）………………… ￥690
41. ファンキーミニタコス （Funky Small Tacos） ……… ￥390

Burritos ブリトー
42. タコスブリトー （Tacos Burrito）……………………… ￥590
43. トマトチーズブリトー （Tomato Cheese Burrito）…… ￥690
44. ジャークチキンブリトー （Jerk Chicken Burrito）…… ￥690
45. JB ソーセージブリトー （JB Sausage Burrito）……… ￥790
46. タコライスブリトー （Taco Rice Burrito） …………… ￥690

Chips チップス
47. サラダサルサチップ （Salad Salsa Chip） ………… ￥590

Pizza ピッツァ
48. サラダピッツァ　S/M （Salad Pizza ） ………… ￥490/890
49. タコスピッツァ　S/M （Tacos Pizza ） ………… ￥490/890
50. ツナマヨコーンピッツァ　S/M

（Tuna, Mayonnais and Corn Pizza ）……………… ￥490/890
51. バジルのピッツァ　S/M （Basil Pizza ）………… ￥490/890
52. 超ガーリックピッツァ　S/M （Super Garlic Pizza ） ￥490/890
53. アンチョピッツァ　S/M （Anchovy Pizza） …… ￥590/990
54. ピザトースト （Pizza Toast） ………………………… ￥590

Topping トッピング
55. チーズ （Cheese） …………………………………… ￥100
56. アボカド （Avocado）………………………………… ￥200

Salad Bowls サラダボール
57. アンセン食パンのチキンサラダボール 
（Ansen Bread and Chicken Salad Bowl）……………… ￥890
58. アンセン食パンのツナサラダボール 
（Ansen Bread and Tuna Salad Bowl） ………………… ￥890
59. ※ドレッシング　ハワイアン / 和風 / シーザー 

（*Dressing : Hawaiian/Japanese/Ceasar）

Sandwiches サンド
60. アンセン食パンの BLT サンド 
（Ansen bread BLT Sandwhich）………………………… ￥790
61. アンセン食パンのチーズホットサンド　プレーン 
（Ansen bread Cheese Hot Sandwich, Plain）………… ￥290
62. アンセン食パンのチーズホットサンド　ベーコン 
（Ansen bread Cheese Hot Sandwich, Bacon）………… ￥390
63. アンセン食パンのチーズホットサンド　サルサ 
（Ansen bread Cheese Hot Sandwich, Salsa）………… ￥390
64. アンセン食パン人気のブルスケッタ

（トマトとバジル or アンチョビソース） 
（Ansen bread popular Bruschetta 
(Tomato and Basil or Anchovy Sauce))………………… ￥490

Salad サラダ
65. グリーンサラダ （Green Salad）……………………… ￥490
66. シーザーサラダ （Ceasar Salad）…………………… ￥590
67. サルサラダ （Salsa Salad）…………………………… ￥590
68. ツナサラダ （Tuna Salad）…………………………… ￥590
69. 冷製イタリアントマト （Chilled Italian Tomato）…… ￥590
70. 冷製和風トマト （Japanese style Chilled Tomato） ￥590
71. ブロッコリーマウンテン （シーザー & アンチョビディップ） 

（Broccori Mountain (Ceasar and Anchovy)） ………… ￥590

Side Dishes サイドメニュー
72. ノースショア風ガーリックシュリンプ 
（North Shore style Garlic Shrimp）………………………￥1290
73. ジャークチキン （Jerk Chicken） …………………… ￥590
74. ジャンボソーセージグリル （Jumbo Sausage Grill） ￥490
75. まるごと玉ねぎ （Onion Whole）…………………… ￥390
76. アンチョビと 2 種のチーズ焼き

（Anchovy and two kinds of grilled Cheese） ………… ￥990
77. スパムにぎり （2 個） （Spam Rice balls (2pcs))　…    ￥490
78. スパムと卵の野菜炒め 
（Stir-fried Spam and Egg with Vegetables）…………… ￥590

Funky Potatoes
ファンキーポテトシリーズ
79. フライドポテト （french fries）………………………… ￥390
80. ガーリックポテト （Garlic French fries）……………… ￥490
81. バジルチーズポテト （Basil Cheese french fries)　…   ￥490
82. わさびマヨポテト (Wasabi and Mayonnais french fries)￥490
83. 柚子胡マヨ醤油ポテト 
（Yuzu, mayonnais and Soy sauce french fries）……… ￥490
84. ふりふりスパイシーポテト （Shaked Spicy french fries） ￥490
85. アンチョビガーリックポテト 
（Anchovy Garlic french fries）…………………………… ￥590

Nibblesライト
86. ポップコーン （Pop corn）…………………………… ￥390
87. ミックスナッツ （Mixed Nuts） ……………………… ￥490
88. グラノーラ （Granola）………………………………… ￥490
89. ピクルスの盛り合わせ （Assorted Pickles）………… ￥390

Curry カレー
90. ハンバーグ焼きカレー　甘口 or 中辛 or 辛口　卵 +100 円 
（Grilled Curry with Hamburg Steak, Mild/Medium Spicy/Spicy 
100yen for an Egg）………………………………………￥1290
91. ファンキーサルサカレー （Funky Salsa Curry）…… ￥890

Kid's Plates
(Comes with Kid's Juice)
キッズプレート（キッズジュース付き）
92. キッズピザ （Kid's pizza）…………………………… ￥490
93. 甘口カレー （Mild Curry）…………………………… ￥490
94. たらこうどん （Cod Roe Udon）……………………… ￥490
95. かけうどん （温 or 冷） （Udon in broth (Hot/Cold)） ￥490
96. キッズジュース （Kid's Juice） ………………………… ￥90
97. キッズアイス （Kid's ice cream） …………………… ￥100

アロハロコカフェ



Food
Burgers バーガー
1. アロハロコバーガー※サラダ ・ フライドポテト ・ ピクルス付き 
（Alohaloco Burger *Salad, French fries and Pickles） … ￥1090
2. W バーガー （Double Burger） ………………………￥1590
3. トリプルバーガー （Triple Burger）……………………￥1990
4. ベーコンバーガー （Bacon Burger）…………………￥1190
5. ハワイアンスパムバーガー （Hawaiian Spam Burger） ￥1290
6. ハワイアン焼きパインバーガー 

（Hawaiian Grilled Pineapple Burger）…………………￥1150
7. 目玉バーガー （Fried Egg Burger）……………………￥1150
8. チーズバーガー （Cheese Burger）……………………￥1150
9. 焼きトマトバーガー （Grilled Tomato Burger）……… ￥1150
10. サルサバーガー （Salsa Burger）……………………￥1150

Special Toppings
スペシャルトッピング
11. チーズ （Cheese） ……………………………………… ￥60
12. 目玉焼き （Fried Egg） ………………………………… ￥60
13. ベーコン （Bacon）…………………………………… ￥100
14. スパム （Spam）……………………………………… ￥200
15. パイン （Pineapple）…………………………………… ￥60

Rice Plates ライスプレート
16. アロハロコモコタワー （Alohalocomoco Tower)　… ￥1290
17. チーズベーコンロコモコタワー 

（Cheese Bacon Locomoco Tower）……………………￥1450
18. ハワイアンスパムロコモコタワー

（Hawaiian Spam Locomoco Tower）……………………￥1490
19. 和風ロコモコ （Japanese style Locomoco）…………￥1290
20. 豚焼きロコモコ （Grilled Pork Locomoco）…………￥1190
21. 西荻ファンキーライス ( タコス飯 + ガーリックチキンソテー ) 

（Nishiogi Funky Rice (Taco Rice + Garlic Chicken Saute))￥990
22. タコライス （Taco Rice）……………………………… ￥790
23. ガパオライス （Gaprao Rice） ……………………… ￥890
24. 焼きカレーブロッコリー添え　甘口 / 辛口　卵 +60 円 
（Grilled Curry with Broccori, Mild/Spicy 60yen for an Egg)￥890

Hand-kneaded Japanese Beef 
and Pork Hamburg Steak Plates
国産牛豚の手ごねハンバーグのプレート

25. 西荻アロハ手ごねハンバーグ 

（Nishiogi Aloha Hand-kneaded Hamburg Steak）…… ￥890
26. チーズ手ごねハンバーグ 
（Hand-kneaded Hamburg Steak with Cheese）……… ￥950
27. 目玉焼きと手ごねハンバーグ 
（Hand-kneaded Hamburg Steak with a Fried Egg)　…   ￥950
28. ハワイワンパイン手ごねハンバーグ 
（Hawaiian Hand-kneaded Hamburg Steak with Pineapple)￥950
29. ベーコンと手ごねハンバーグ 
（Hand-kneaded Hamburg Steak with Bacon） ………￥1090
30. ハワイワンスパム手ごねハンバーグ 
（Hand-kneaded Hamburg Steak with Hawaiian Spam） ￥1090
31. ノースショア風ガーリックシュリンプ 
（North Shore style Garlic Shrimp）………………………￥1290

Toppings トッピング
32. ジャンボソーセージ （Jumbo Sausage）…………… ￥300
33. 目玉焼き （Fried Egg）………………………………… ￥60
34. チーズ （Cheese）……………………………………… ￥60

Combo セット
35. ライス & サラダセット　普通盛り 

（Rice and Salad Combo, Regular）……………………… ￥290
36. ライス & サラダセット　大盛り 
（Rice and Salad Combo, Large）………………………… ￥390

Mexican Food メキシコ料理

Tacos タコス
37. ファンキータコス （Funky Tacos）…………………… ￥490
38. ジャークチキンタコス （Jerk Chicken Tacos）……… ￥690
39. JB ソーセージタコス （JB Sausage Tacos）………… ￥790
40. タコライスタコス （Taco Rice Tacos）………………… ￥690
41. ファンキーミニタコス （Funky Small Tacos） ……… ￥390

Burritos ブリトー
42. タコスブリトー （Tacos Burrito）……………………… ￥590
43. トマトチーズブリトー （Tomato Cheese Burrito）…… ￥690
44. ジャークチキンブリトー （Jerk Chicken Burrito）…… ￥690
45. JB ソーセージブリトー （JB Sausage Burrito）……… ￥790
46. タコライスブリトー （Taco Rice Burrito） …………… ￥690

Chips チップス
47. サラダサルサチップ （Salad Salsa Chip） ………… ￥590

Pizza ピッツァ
48. サラダピッツァ　S/M （Salad Pizza ） ………… ￥490/890
49. タコスピッツァ　S/M （Tacos Pizza ） ………… ￥490/890
50. ツナマヨコーンピッツァ　S/M

（Tuna, Mayonnais and Corn Pizza ）……………… ￥490/890
51. バジルのピッツァ　S/M （Basil Pizza ）………… ￥490/890
52. 超ガーリックピッツァ　S/M （Super Garlic Pizza ） ￥490/890
53. アンチョピッツァ　S/M （Anchovy Pizza） …… ￥590/990
54. ピザトースト （Pizza Toast） ………………………… ￥590

Topping トッピング
55. チーズ （Cheese） …………………………………… ￥100
56. アボカド （Avocado）………………………………… ￥200

Salad Bowls サラダボール
57. アンセン食パンのチキンサラダボール 
（Ansen Bread and Chicken Salad Bowl）……………… ￥890
58. アンセン食パンのツナサラダボール 
（Ansen Bread and Tuna Salad Bowl） ………………… ￥890
59. ※ドレッシング　ハワイアン / 和風 / シーザー 

（*Dressing : Hawaiian/Japanese/Ceasar）

Sandwiches サンド
60. アンセン食パンの BLT サンド 
（Ansen bread BLT Sandwhich）………………………… ￥790
61. アンセン食パンのチーズホットサンド　プレーン 
（Ansen bread Cheese Hot Sandwich, Plain）………… ￥290
62. アンセン食パンのチーズホットサンド　ベーコン 
（Ansen bread Cheese Hot Sandwich, Bacon）………… ￥390
63. アンセン食パンのチーズホットサンド　サルサ 
（Ansen bread Cheese Hot Sandwich, Salsa）………… ￥390
64. アンセン食パン人気のブルスケッタ

（トマトとバジル or アンチョビソース） 
（Ansen bread popular Bruschetta 
(Tomato and Basil or Anchovy Sauce))………………… ￥490

Salad サラダ
65. グリーンサラダ （Green Salad）……………………… ￥490
66. シーザーサラダ （Ceasar Salad）…………………… ￥590
67. サルサラダ （Salsa Salad）…………………………… ￥590
68. ツナサラダ （Tuna Salad）…………………………… ￥590
69. 冷製イタリアントマト （Chilled Italian Tomato）…… ￥590
70. 冷製和風トマト （Japanese style Chilled Tomato） ￥590
71. ブロッコリーマウンテン （シーザー & アンチョビディップ） 

（Broccori Mountain (Ceasar and Anchovy)） ………… ￥590

Side Dishes サイドメニュー
72. ノースショア風ガーリックシュリンプ 
（North Shore style Garlic Shrimp）………………………￥1290
73. ジャークチキン （Jerk Chicken） …………………… ￥590
74. ジャンボソーセージグリル （Jumbo Sausage Grill） ￥490
75. まるごと玉ねぎ （Onion Whole）…………………… ￥390
76. アンチョビと 2 種のチーズ焼き

（Anchovy and two kinds of grilled Cheese） ………… ￥990
77. スパムにぎり （2 個） （Spam Rice balls (2pcs))　…    ￥490
78. スパムと卵の野菜炒め 
（Stir-fried Spam and Egg with Vegetables）…………… ￥590

Funky Potatoes
ファンキーポテトシリーズ
79. フライドポテト （french fries）………………………… ￥390
80. ガーリックポテト （Garlic French fries）……………… ￥490
81. バジルチーズポテト （Basil Cheese french fries)　…   ￥490
82. わさびマヨポテト (Wasabi and Mayonnais french fries)￥490
83. 柚子胡マヨ醤油ポテト 
（Yuzu, mayonnais and Soy sauce french fries）……… ￥490
84. ふりふりスパイシーポテト （Shaked Spicy french fries） ￥490
85. アンチョビガーリックポテト 
（Anchovy Garlic french fries）…………………………… ￥590

Nibblesライト
86. ポップコーン （Pop corn）…………………………… ￥390
87. ミックスナッツ （Mixed Nuts） ……………………… ￥490
88. グラノーラ （Granola）………………………………… ￥490
89. ピクルスの盛り合わせ （Assorted Pickles）………… ￥390

Curry カレー
90. ハンバーグ焼きカレー　甘口 or 中辛 or 辛口　卵 +100 円 
（Grilled Curry with Hamburg Steak, Mild/Medium Spicy/Spicy 
100yen for an Egg）………………………………………￥1290
91. ファンキーサルサカレー （Funky Salsa Curry）…… ￥890

Kid's Plates
(Comes with Kid's Juice)
キッズプレート（キッズジュース付き）
92. キッズピザ （Kid's pizza）…………………………… ￥490
93. 甘口カレー （Mild Curry）…………………………… ￥490
94. たらこうどん （Cod Roe Udon）……………………… ￥490
95. かけうどん （温 or 冷） （Udon in broth (Hot/Cold)） ￥490
96. キッズジュース （Kid's Juice） ………………………… ￥90
97. キッズアイス （Kid's ice cream） …………………… ￥100

<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：

Egg
Chicken Pork
Beef Fish

Seafood Vegetables
Dairy Products

Flour
Spicy



TEL 080-4817-3715
2F,3-25-1 Nishiogi-Kita, Suginami-ku

Open　11:30am-11:30pm
Closed　Monday

ALOHA LOCO CAFE

Funky Pancakes 
ファンキーパンケーキ
1. レッドベルベットパンケーキ ( ハワイの真っ赤なチョコ & ココア風味 ) 
（Red Velvet Pancake 
(Hawaiian Red Chocolate and Cocoa flavor)）………… ￥990
2. マカデミアナッツパンケーキ 
（Macadamia nuts Pancake）…………………………… ￥890
3. ハワイアンパインパンケーキ 
（Hawaiian Pineapple Pancake）………………………… ￥890
4. チョコバナナのパンケーキ 
（Chocolate and Banana Pancake） …………………… ￥890
5. 抹茶小豆のパンケーキ （Matcha and Beans Pancake） ￥890
6. カラメルチーズパンケーキ

( パルメザンチーズ香る大人のパンケーキ )

（Caramel and Cheese Pancake
 (Parmigiano Cheese fragranced Pancakes for Grown-ups )） ￥890
7. W チーズパンケーキ in ソーセージ 
（Double Cheese Pancake and Sausage）……………… ￥890
8. パンケーキモーニングプレート

（目玉焼き or スクランブルエッグ、ソーセージ、サラダ）
 （Morning Pancake plate (Fried Egg or Scramble Egg, 
Sausage and Salad)） …………………………………… ￥990

Toppings トッピング
9. ダブルパンケーキ （Double Pancake）……………… ￥490
10. トリプルパンケーキ （Triple Pancake）……………… ￥890
11. アイス （Ice Cream） ………………………………… ￥100

★パンケーキセット ALL ドリンク 100 円引き
（Pancake Combo (100yen Discount for ALL drinks)）
12. アサイボウル （アサイー + グラノーラ + イチゴ + バナナ etc…） 
（Acai Bowl (Acai + Granola + Strawberry + Banana ..etc)￥890
アサイー※Sambazon を使ってます（Acai *Sambazon used）
13. トッピングアイス （Ice Cream with Toppings） ……… ￥90

Funky Smoothy
ファンキースムージー
14. バナナとイチゴスムージー 
（Banana and Strawberry Smoothy）…………………… ￥690
15. バナナとパインスムージー 
（Banana and Pineapple Smoothy）…………………… ￥690
16. バナナとマンゴースムージー 
（Banana and Mango Smoothy）………………………… ￥690
17. チョコバナナスムージー 
（Chocolate and Banana Smoothy）…………………… ￥690
18. キャラメルバナナスムージー 
（Caramel and Banana Smoothy）……………………… ￥690
19. コーヒースムージースムージー 
（Coffee Smooth Smoothy） …………………………… ￥690
20. キャラメルミルクスムージー 
（Caramel and Milk Smoothy） ………………………… ￥690
21. アサイーバナナとスムージー 
（Acai and Banana Smoothy）…………………………… ￥790
22. ベイリーズのスムージー （お酒） 

（Baileys Smoothy (Alcohol)）…………………………… ￥790
23. カシスのスムージー （お酒） 

（Cassis Smoothy (Alcohol)） …………………………… ￥790

Shaved Ice かき氷
24. アサイーシェイブアイス （Acai Shaved Ice）………… ￥790
25. レインボーアロハシェイブアイス 
（Rainbow Aloha Shaved Ice）…………………………… ￥790
26. チョコバナナシェイブアイス 
（Chocolate Banana Shaved Ice） ……………………… ￥790
27. パインシェイブアイス （Pineapple Shaved Ice）…… ￥690
28. マンゴーシェイブアイス （Mango Shaved Ice） …… ￥690
29. ストロベリーシェイブアイス （Strawberry Shaved Ice） ￥690
30. きな粉と黒蜜のシェイブアイス 
（Soy Powder and Brown Sugar Syrup Shaved Ice）… ￥690
31. お抹茶スペシャルシェイブアイス 
（Matcha Special Shaved Ice）…………………………… ￥690
32. お酒シェイブアイス （カシオレ ・ ファジーネーブル ・

スウィートウイスキー ・ うめ酒 ・ あんず酒）

 （Alcohol Shaved Ice (Cassis Orange/Fuzzy Nable/
Sweet Whisky/Plum Wine/Apricot Liquor)） ………… ￥690
33. キッズシェイブアイス （メロン ・ いちご ・ ブルーハワイ ・

マンゴー ・ レモン ・ コーラ）

 （Kid's Shaved Ice (Melon/Strawberry/
Blue Hawaii/Mango/Lemon/Coke)）…………………… ￥390

アロハロコカフェ

<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：

Egg
Chicken Pork
Beef Fish

Seafood Vegetables
Dairy Products

Flour
Spicy

Sweetsスイーツ



TEL 080-4817-3715
2F,3-25-1 Nishiogi-Kita, Suginami-ku

Open　11:30am-11:30pm
Closed　Monday

ALOHA LOCO CAFE

Drink
Coffee
1. コーヒー （Coffee） …………………………………… ￥390
2. エスプレッソ （Espresso）……………………………… ￥390
3. カフェラテ （Café Latte）……………………………… ￥450
4. カプチーノ （Cappuccino）…………………………… ￥450
5. キャラメルマキアート （Caramel Macchiato） ……… ￥490
6. カフェモカ （Café Moca）……………………………… ￥490
7. ハニーミルクラテ （Honey Milk Latte）……………… ￥490
8. ジンジャーラテ （Ginger Latte）……………………… ￥490

Tea
9. 紅茶 （Tea） …………………………………………… ￥390
10. ミルクティー （Milk Tea）……………………………… ￥490
11. 抹茶ラテ （Matcha Latte）…………………………… ￥490
12. ほうじ茶ラテ （Roasted Green Tea Latte） ………… ￥490
13. ココア （Cocoa）……………………………………… ￥490
14. ジンジャーティー （Ginger Tea） …………………… ￥490
15. 烏龍茶 （Oolong Tea）……………………………… ￥290
16. 緑茶 （Green Tea）…………………………………… ￥290

Milk
17. ミルク （Milk）………………………………………… ￥290
18. いちごみるく （Strawberry Milk）…………………… ￥390
19. メロンミルク （Melon Milk） ………………………… ￥390
20. チョコミルク （Chocolate Milk）……………………… ￥390
21. ハニーミルク （Honey Milk）………………………… ￥390
22. キャラメルミルク （Caramel Milk）…………………… ￥390

Float
23. クリームソーダ （Cream Soda）……………………… ￥490
24. コーラフロート （Coke Float）………………………… ￥490
25. ブルーハワイフロート （Blue Hawaii Float）………… ￥490
26. いちごフロート （Strawberry Float）………………… ￥490

Ginger Ale
27. ジンジャーエール （Ginger Ale）…………………… ￥390
28. アイスランドジンジャーエール （Island Ginger Ale） ￥590
29. パインジンジャーエール （Pineapple Ginger Ale）… ￥590
30. 辛口ジンジャーエール （Dry Ginger Ale）………… ￥490
31. 大辛ジンジャーエール （Super Dry Ginger Ale)　…   ￥590

Non Alcohol Beer
32. キリンフリー （Kirin Free）…………………………… ￥490
33. アサヒスタイルフリー （Asahi Style Free） ………… ￥490
34. オールフリー （All Free）……………………………… ￥490

Soft Drink
35. オレンジジュース （Orange Juice）………………… ￥390
36. パインジュース （Pineapple Juice）………………… ￥490
37. グレープフルーツジュース （Grape fruit Juice）…… ￥490
38. アップルジュース （Apple Juice）…………………… ￥390
39. マンゴージュース （Mango Juice）………………… ￥490
40. トマトジュース （Tomato Juice） …………………… ￥490
41. コカコーラ （Coca Cola）……………………………… ￥390
42. コカコーラゼロ （Coca Cola Zero） ………………… ￥390

43. レモンソーダ （Lemon Soda）……………………… ￥390
44. さっぱりレモンソーダ （Refreshing Lemon Soda)　     ￥390
45. メロンソーダ （Melon Soda）………………………… ￥390
46. イチゴソーダ （Strawberry Soda）…………………… ￥390
47. ライムソーダ （Lime Soda）………………………… ￥390
48. ライムトニックウォーター （Lime Tonic Water）…… ￥390
49. ソーダ （Soda） ……………………………………… ￥390
50. トニックウォーター （Tonic Water）………………… ￥390
51. アサイージュース （Acai Juice） …………………… ￥590
52. パインジュース （Pineapple Juice）………………… ￥490
53. マンゴージュース （Mango Juice）………………… ￥490

Alcohol Free Drink
54. キリンフリー （Kirin Free）…………………………… ￥490
55. オールフリー （All Free）……………………………… ￥490
56. スタイルゼロ （Style Zero） ………………………… ￥490
57. ノンアルコールカクテル各種 （Non Alcohol Cocktail） ￥490

Beer
58. ALOHA ラガー （ハワイ） （まろやかでスッキリ） 
（Aloha Lager (Hawaii) (Smooth and Refreshing)) …… ￥750

Kona Beer コナビール

59. ビッグウェーブ （スッキリフルーティー） 
（Big Wave (Refreshing and Fruity)) …………………… ￥750
60. ロングボードラガー （低温熟成程よい苦味） 
（Long Board Lager (low temperature ripening and Bitter))￥750
61. ファイヤーロック （地ビール愛好家に人気！苦味強） 

（Fire Rock (Local Beer Lover’s! Recommendation bitterness))￥750
62. 季節限定コナビール （Season Limited Kona Beer） ￥800
63. プリモビール （ハワイ） （歴史あるビール、 スッキリ） 
（Primo Beer (Hawaii) (Historical Beer, refreshing))　…    ￥750
64. ヒナノビール （タヒチ） （ジャケが可愛い　スッキリ） 
（Hinano Beer (Tahiti) (Cute Beer Bottle Label, refreshing))￥750
65. ボヌピュアラガー （フィジー） （スッキリフルーティー） 
（Vonu Pure lager (Fiji) (Refreshing and Fruity)）……… ￥750
★海ガメ保護に売上の一部を寄付しています 
（We Donate part of the profits from sales to Sea Turtle Conservancy）

Japanese Beer!
やっぱジャパン︕
66. ハートランド　生ビール （日本） L 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥690
67. ハートランド　生ビール （日本） M 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥590
68. ハートランド　生ビール （日本） S 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥490
69. アサヒスーパードライ （日本） 中瓶 
（Asahi, Super Dry (Japan) Medium Bottle）…………… ￥700
70. キリン一番搾り （日本） 中瓶 
（Kirin (Japan) Medium Bottle）………………………… ￥700

Beer Cocktail ビアカクテル

71. シャンディーガフ （ジンジャー & ビール） 
（Shandygaff (Ginger Ale and Beer)）…………………… ￥590
72. れっどあい （トマト & ビール） 
（Red Eye (Tomato and Beer)） ………………………… ￥590
73. 辛口シャンディーガフ （ジンジャー & ビール） 
（Dry Shandygaff (Ginger Ale and Beer)）……………… ￥650
74. カシスビアー （Cassis Beer）………………………… ￥590
75. ジンビアー （Gin Beer）……………………………… ￥590

American Beer
76. バドワイザー （アメリカ） （お馴染みのスッキリ） 

（Budweiser (America) (Refreshing)）…………………… ￥650
77. クアーズライト （アメリカ） （まさに水みたいに飲める） 
（Coors Light (America) (Drink like water)）…………… ￥650

European Beer
78. ハイネケン （オランダ） （お馴染みスッキリ） 
（Heineken (Holand) (Refreshing)）……………………… ￥650
79. レーベンブロイ （ドイツ） （うまい！キリッとスッキリ） 
（Lowenbrau (Germany) (Tasty! Refreshing)）………… ￥650
80. ギネス （アイルランド） （健康ビール） 
（Guiness (Ireland) (Healthy Beer)） …………………… ￥700
81. グロールシュ （オランダ） （スッキリとした高級ビール） 
（Grolsch）………………………………………………… ￥900

BrewDog Brewery (Scotland)
82. HardCore IPA ハードコア （Hard Core IPA ）……… ￥1100
83. Punk IPA パンク　IPA （Punk IPA）………………… ￥900
84. デッドポニー ・ クラブ （Dead Pony Club）………… ￥900

Amigos Beer
85. コロナ （メキシコ） （みんな大好きスッキリ） 

（Corona (Mexico) (Refreshing)）………………………… ￥650
86. バケツアミーゴ （メキシコ） （コロナ 5 本入り） 
（Bucket Amigos (Mexico) (5 Bottles of Corona)） …… ￥2900

Day of the dead
(Mexican Craft Beer)
デイ オブ ザ デッド（メキシコ産クラフトビール）
87. IPA　国際苦味単位 83 （インパクトのある強い苦味） 
（IPA, IBU 83 (Strong Bitterness)）……………………… ￥800
88. アンバーエール　国際苦味単位 30

（ホップの苦味が心地よいクリスピーな味わい ) 

（Amber Ale, IBU 30 (Crispy taste)） …………………… ￥800
89. ヘーフェバイツエン　国際苦味単位 12

（フルーティーでまろやかな白ビール ) 
（Hefeweizen, IBU 12 (Fruity and Smooth)）…………… ￥800
90. ポーター　国際苦味単位 18 （煎した茶色麦芽、 コーヒー、

チョコキャラメルを用いた香ばしさが特徴の黒色）

 （Porter, IBU 18 (Roasted Brown malt, 
Coffee and Chocolate Caramel)）……………………… ￥800

Wine
Maui's Winery マウイズ・ワイナリー

91. マウイ ・ スプラッシュ

（パイナップルとパッションフルーツから作られる甘口の白ワイン） 

（Maui Splash (Sweet White Wine made of Pineapple and 
Passion fruit)）……………………………………………￥3390
92. マウイ ・ ブラン

（マウイで収穫されたパイナップルから作られる辛口の白ワイン） 
（Maui Blanc (Dry White Wine made of
 Pineapples from Maui)）…………………………………￥3390
93. ウルパラクア ・ レッドワイン （ハワイとカリフォルニアで栽

培されたブドウをミックスして造られた赤ワイン） 

（Ulupalakua Red Wine (Red Wine made of mixed Grapes from 
Hawaii and California)）…………………………………￥3500

Today's Wine Bottle
本日のワインボトル

Wine Red/White ワイン赤 / 白 

94. A ………………………………………………………￥1990
95. B ………………………………………………………￥2500
96. C ………………………………………………………￥3500
97. D ………………………………………………………￥4500

Sparkling スパークリング

98. A ………………………………………………………￥1990
99. B ………………………………………………………￥2500
100. C ……………………………………………………￥3500
101. D ………………………………………………… ￥12000

アロハロコカフェ

Wine
102. ハウスワイン赤 / 白 （House Wine Red/White）… ￥490
103. かち割り溢れワイン赤 / 白 
（Wine with Crashed Ice Red/White）…………………… ￥590

Barrel Draft Sparkling Wine
樽生スパークリングワイン
104. ポールスター （Polestar） ………………………… ￥490
105. キールロワイヤル （+ カシス） （Kir Royal (+Cassis)) ￥590
106. プリンセス （+ ピーチ） （Princess (+Peach)) …… ￥590
107. ミモザ (+ オレンジジュース )

(Mimosa (+Orange Juice)) ……………………………… ￥590
108. パッソアスター (+ パッソア )(Passoa Star (+Passoa))￥590

Cocktailカクテル
109. サングリア赤 （りんご + 赤） 
（Sangria Red (Apple and Red Wine)) ………………… ￥590
110. サングリア白 （グレフル + 白） 
（Sangria White (Grapefruit and White Wine))………… ￥590
111. カリモーチョ （コーク + 赤） 
（Kalimotxo (Coke and Red Wine))……………………… ￥590
112. アサイーレッド （アサイージュース + 赤） 
（Acai Red (Acai Juice and Red Wine)) ………………… ￥690
113. キティー ( ジンジャー + 赤 )

(Kitty (Ginger and Red Wine)) ………………………… ￥590
114. 悪キティ （Evil Kitty） ……………………………… ￥650
115. （辛口ジンジャー + 赤） 
（Dry Ginger and Red Wine) …………………………… ￥590
116. オペレーター （ジンジャー + 白） 
（Operator (Ginger Ale and White Wine)) ……………… ￥590
117. 辛口オペレーター （辛口ジンジャー + 白） 
（Dry Operator (Dry Ginger Ale and White Wine)) …… ￥650
118. ビアスプリッツァ （ビール + 白） 
（Beer Spritzer (Beer and White Wine))  ……………… ￥590
119. サングリア　デキャンタ （Sangria Decanter） …… ￥2290
120. ワイン　デキャンタ （Wine Decanter） ……………￥1990

Tropical Cocktail
南国カクテル
121. ピニャコラーダ （Pina colada） …………………… ￥690
122. カンパリパイン （Campari Pineapple）…………… ￥690
123. イタリアンサーファー （Italian Surfer） …………… ￥690
124. マイタイパンチ （Mai-Tai Punch）………………… ￥690
125. シャンパンジュレップ （Champagne Julep）……… ￥690
126. チャイナブルー （China Blue）……………………… ￥690
127. マリブ ・ ビーチ （Malibu Peach） ………………… ￥690
128. テキーラサンライズ （Tequilla Sunrise） ………… ￥690
129. トロピカルファジーネーブル （Tropical Fuzzy Nable） ￥690
130. ダイキリストロベリー （ロック or ソーダ） 
（Daiquiri Strawberry (On the Rock or Soda)）………… ￥690
131. モヒート （Mojito）…………………………………… ￥690

Sourサワー各種
132. 辛口レモンサワー （Dry Lemon Sour）…………… ￥390
133. レモン （Lemon）…………………………………… ￥490
134. ライム （Lime）……………………………………… ￥490
135. ブルーハワイ （Blue Hawaii）……………………… ￥490
136. メロン （Melon）……………………………………… ￥490
137. グレフル （Grape fruit） …………………………… ￥490
138. コーク （Coke）……………………………………… ￥490
139. イチゴ （Strawberry）……………………………… ￥490
140. マンゴー （Mango）………………………………… ￥490
141. シークワーサー （Shequasar） …………………… ￥490
142. オレンジ （Orange）………………………………… ￥490
143. 抹茶 （Matcha）……………………………………… ￥490
144. ウーロンハイ （Oolong High）……………………… ￥290
145. 緑茶ハイ （Green tea High） ……………………… ￥290
146. ジャスミンハイ （Jamin High）……………………… ￥390
147. ルイボハイ （Rooibos High）……………………… ￥390
148. とまとハイ （Tomato High）………………………… ￥490
149. 芋焼酎 （Potato Shochu）………………………… ￥490
150. 麦焼酎 （Barley Shochu） ………………………… ￥490
151. 日本酒 （Sake）……………………………………… ￥390
152. 侍ロック （Samurai Rock） ………………………… ￥490
153. 大辛ジンジャーサワー （Dry Ginger Ale Sour)　…    ￥590
154. ウイスキー （Whisky）…………………………… ￥390 ～

155. ハイボール （High Ball）…………………………… ￥490
156. ジンジャーボール （Ginger Ball） ………………… ￥590
157. コークボール （Coke Ball）………………………… ￥590
自家製★コーヒー豆を焼酎に漬け込み濃い目に美味しく仕上
がりました！ミルクやガムシロで調節してお楽しみ下さい。
ホットもおすすめ。
 （Homemade *Coffee beans melting inShochu! 
Good with Milk or Sugar.）
158. コーヒー焼酎 （Coffee Shochu）…………………… ￥590
159. カフェオレ焼酎 （Café Au leit Shochu）…………… ￥690

Cocktailカクテル

Vodka ウォッカ
160. ウォッカソーダ （Vodka Soda） …………………… ￥390
161. ウォッカトニック （Vodka Tonic）…………………… ￥590
162. モスコミュール （Moscow Mule） ………………… ￥590
163. 辛口モスコミュール （Dry Moscow Mule） ……… ￥690
164. スクリュードライバー （Screw Driver） …………… ￥590
165. ブルドック （Bull Dog）……………………………… ￥590

Gin ジン
166. ジントニック （Gin Tonic）…………………………… ￥590
167. ジンリッキー （Gin Ricky） ………………………… ￥590
168. ジンバック （Gin Buck） …………………………… ￥590
169. 辛口ジンバック （Dry Gin Buck） ………………… ￥690
170. オレンジブロッサム （Orange Blossom）………… ￥590
171. ジングレープフルーツ （Gin Grape fruit）………… ￥590

Rum ラム
172. ラムトニック （Rum Tonic）………………………… ￥590
173. ラムジンジャー （Rum Ginger）…………………… ￥590
174. 辛口ラムジンジャー （Dry Rum Ginger）………… ￥690
175. ラムソーダ （Rum Soda）…………………………… ￥590
176. ラムコーク （Rum Coke）…………………………… ￥590
177. ラムオレンジ （Rum Orange）……………………… ￥590
178. 西荻名物ラム乳 
（Nishiogi's Speciality, Rum and Milk）………………… ￥590

Meyers's Rum マイヤーズラム
179. マイヤーズトニック （Meyers's Tonic） …………… ￥590
180. セントマイヤーズ （Saint Meyers）………………… ￥590
181. 辛口セントマイヤーズ （Dry Saint Meyers）……… ￥690
182. マイヤーズソーダ （Meyer's Soda） ……………… ￥590
183. マイヤーズコーク （Meyer's Coke）………………… ￥590
184. マイヤーズオレンジ （Meyer's Orange） ………… ￥590

Cointreau コアントロ
185. コアントロブラッシュ （Cointreau Blush）………… ￥690
186. コアントロソーダ （Cointreau Soda）……………… ￥690

Tequilla テキーラ
187. メキシコーク （Mexicoke）………………………… ￥590
188. テキーラトニック （Tequilla Tonic）………………… ￥590
189. テキーラジンジャー （Tequilla Ginger）…………… ￥590
190. 辛口テキーラジンジャー  （Dry Tequilla Ginger） ￥690
191. テキーラスターダスト （Tequilla Stardust）……… ￥590
192. テキーラサンライズ （Tequilla Sunrise） ………… ￥590

Malibu マリブ
193. マリブパイン （Malibu Pineapple）………………… ￥590
194. マリブコーク （Malibu Coke）……………………… ￥590
195. マリブミルク （Malibu Milk）………………………… ￥590

Passoa パッソア
196. ビバパッソア （Viva Passoa）……………………… ￥590
197. パッソアパイン （Passoa Pineapple）……………… ￥590
198. パッソアソーダ （Passoa Soda）…………………… ￥590

Cassis カシス
199. カシスソーダ （Cassis Soda）……………………… ￥590
200. カシスオレンジ （Cassis Orange）………………… ￥590
201. カシスグレフル （Cassis Grape fruit）……………… ￥590
202. カシスミルク （Cassis Milk）………………………… ￥590
203. カシスウーロン （Cassis Oolong）………………… ￥590

Peach ピーチ 
204. ピーチフィズ （Peach Fizz）………………………… ￥590
205. ファジーネーブル （Fuzzy Nable）………………… ￥590
206. ピーチミルク （Peach Milk）………………………… ￥590
207. レゲエパンチ （Reggae Punch）…………………… ￥590

Lychee ライチ
208. ライチソーダ （Lychee Soda）……………………… ￥590
209. レディライチ （Lady Lychee）……………………… ￥590
210. チャイナブルー （China Blue）……………………… ￥590

Campari カンパリ
211. カンパリソーダ （Campari Soda）………………… ￥590
212. カンパリオレンジ （Campari Orange）…………… ￥590
213. スプモーニ （Spumoni）…………………………… ￥590
214. カンパリトニック （Campari Tonic）………………… ￥590

Baileys ベイリーズ
215. ベイリーズミルク （Baileys Milk）…………………… ￥590
216. ベイリーズウーロン （Baileys Oolong）…………… ￥590

Kahlua カルーア
217. カルーアミルク （Kahlua Milk） …………………… ￥590
218. カルーアジンジャー （Kahlua Ginger）…………… ￥590
★他、お気軽にスタッフにお尋ね下さい
（*Ask if you have any questions）



Drink
Coffee
1. コーヒー （Coffee） …………………………………… ￥390
2. エスプレッソ （Espresso）……………………………… ￥390
3. カフェラテ （Café Latte）……………………………… ￥450
4. カプチーノ （Cappuccino）…………………………… ￥450
5. キャラメルマキアート （Caramel Macchiato） ……… ￥490
6. カフェモカ （Café Moca）……………………………… ￥490
7. ハニーミルクラテ （Honey Milk Latte）……………… ￥490
8. ジンジャーラテ （Ginger Latte）……………………… ￥490

Tea
9. 紅茶 （Tea） …………………………………………… ￥390
10. ミルクティー （Milk Tea）……………………………… ￥490
11. 抹茶ラテ （Matcha Latte）…………………………… ￥490
12. ほうじ茶ラテ （Roasted Green Tea Latte） ………… ￥490
13. ココア （Cocoa）……………………………………… ￥490
14. ジンジャーティー （Ginger Tea） …………………… ￥490
15. 烏龍茶 （Oolong Tea）……………………………… ￥290
16. 緑茶 （Green Tea）…………………………………… ￥290

Milk
17. ミルク （Milk）………………………………………… ￥290
18. いちごみるく （Strawberry Milk）…………………… ￥390
19. メロンミルク （Melon Milk） ………………………… ￥390
20. チョコミルク （Chocolate Milk）……………………… ￥390
21. ハニーミルク （Honey Milk）………………………… ￥390
22. キャラメルミルク （Caramel Milk）…………………… ￥390

Float
23. クリームソーダ （Cream Soda）……………………… ￥490
24. コーラフロート （Coke Float）………………………… ￥490
25. ブルーハワイフロート （Blue Hawaii Float）………… ￥490
26. いちごフロート （Strawberry Float）………………… ￥490

Ginger Ale
27. ジンジャーエール （Ginger Ale）…………………… ￥390
28. アイスランドジンジャーエール （Island Ginger Ale） ￥590
29. パインジンジャーエール （Pineapple Ginger Ale）… ￥590
30. 辛口ジンジャーエール （Dry Ginger Ale）………… ￥490
31. 大辛ジンジャーエール （Super Dry Ginger Ale)　…   ￥590

Non Alcohol Beer
32. キリンフリー （Kirin Free）…………………………… ￥490
33. アサヒスタイルフリー （Asahi Style Free） ………… ￥490
34. オールフリー （All Free）……………………………… ￥490

Soft Drink
35. オレンジジュース （Orange Juice）………………… ￥390
36. パインジュース （Pineapple Juice）………………… ￥490
37. グレープフルーツジュース （Grape fruit Juice）…… ￥490
38. アップルジュース （Apple Juice）…………………… ￥390
39. マンゴージュース （Mango Juice）………………… ￥490
40. トマトジュース （Tomato Juice） …………………… ￥490
41. コカコーラ （Coca Cola）……………………………… ￥390
42. コカコーラゼロ （Coca Cola Zero） ………………… ￥390

43. レモンソーダ （Lemon Soda）……………………… ￥390
44. さっぱりレモンソーダ （Refreshing Lemon Soda)　     ￥390
45. メロンソーダ （Melon Soda）………………………… ￥390
46. イチゴソーダ （Strawberry Soda）…………………… ￥390
47. ライムソーダ （Lime Soda）………………………… ￥390
48. ライムトニックウォーター （Lime Tonic Water）…… ￥390
49. ソーダ （Soda） ……………………………………… ￥390
50. トニックウォーター （Tonic Water）………………… ￥390
51. アサイージュース （Acai Juice） …………………… ￥590
52. パインジュース （Pineapple Juice）………………… ￥490
53. マンゴージュース （Mango Juice）………………… ￥490

Alcohol Free Drink
54. キリンフリー （Kirin Free）…………………………… ￥490
55. オールフリー （All Free）……………………………… ￥490
56. スタイルゼロ （Style Zero） ………………………… ￥490
57. ノンアルコールカクテル各種 （Non Alcohol Cocktail） ￥490

Beer
58. ALOHA ラガー （ハワイ） （まろやかでスッキリ） 
（Aloha Lager (Hawaii) (Smooth and Refreshing)) …… ￥750

Kona Beer コナビール

59. ビッグウェーブ （スッキリフルーティー） 
（Big Wave (Refreshing and Fruity)) …………………… ￥750
60. ロングボードラガー （低温熟成程よい苦味） 
（Long Board Lager (low temperature ripening and Bitter))￥750
61. ファイヤーロック （地ビール愛好家に人気！苦味強） 

（Fire Rock (Local Beer Lover’s! Recommendation bitterness))￥750
62. 季節限定コナビール （Season Limited Kona Beer） ￥800
63. プリモビール （ハワイ） （歴史あるビール、 スッキリ） 
（Primo Beer (Hawaii) (Historical Beer, refreshing))　…    ￥750
64. ヒナノビール （タヒチ） （ジャケが可愛い　スッキリ） 
（Hinano Beer (Tahiti) (Cute Beer Bottle Label, refreshing))￥750
65. ボヌピュアラガー （フィジー） （スッキリフルーティー） 
（Vonu Pure lager (Fiji) (Refreshing and Fruity)）……… ￥750
★海ガメ保護に売上の一部を寄付しています 
（We Donate part of the profits from sales to Sea Turtle Conservancy）

Japanese Beer!
やっぱジャパン︕
66. ハートランド　生ビール （日本） L 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥690
67. ハートランド　生ビール （日本） M 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥590
68. ハートランド　生ビール （日本） S 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥490
69. アサヒスーパードライ （日本） 中瓶 
（Asahi, Super Dry (Japan) Medium Bottle）…………… ￥700
70. キリン一番搾り （日本） 中瓶 
（Kirin (Japan) Medium Bottle）………………………… ￥700

Beer Cocktail ビアカクテル

71. シャンディーガフ （ジンジャー & ビール） 
（Shandygaff (Ginger Ale and Beer)）…………………… ￥590
72. れっどあい （トマト & ビール） 
（Red Eye (Tomato and Beer)） ………………………… ￥590
73. 辛口シャンディーガフ （ジンジャー & ビール） 
（Dry Shandygaff (Ginger Ale and Beer)）……………… ￥650
74. カシスビアー （Cassis Beer）………………………… ￥590
75. ジンビアー （Gin Beer）……………………………… ￥590

American Beer
76. バドワイザー （アメリカ） （お馴染みのスッキリ） 

（Budweiser (America) (Refreshing)）…………………… ￥650
77. クアーズライト （アメリカ） （まさに水みたいに飲める） 
（Coors Light (America) (Drink like water)）…………… ￥650

European Beer
78. ハイネケン （オランダ） （お馴染みスッキリ） 
（Heineken (Holand) (Refreshing)）……………………… ￥650
79. レーベンブロイ （ドイツ） （うまい！キリッとスッキリ） 
（Lowenbrau (Germany) (Tasty! Refreshing)）………… ￥650
80. ギネス （アイルランド） （健康ビール） 
（Guiness (Ireland) (Healthy Beer)） …………………… ￥700
81. グロールシュ （オランダ） （スッキリとした高級ビール） 
（Grolsch）………………………………………………… ￥900

BrewDog Brewery (Scotland)
82. HardCore IPA ハードコア （Hard Core IPA ）……… ￥1100
83. Punk IPA パンク　IPA （Punk IPA）………………… ￥900
84. デッドポニー ・ クラブ （Dead Pony Club）………… ￥900

Amigos Beer
85. コロナ （メキシコ） （みんな大好きスッキリ） 

（Corona (Mexico) (Refreshing)）………………………… ￥650
86. バケツアミーゴ （メキシコ） （コロナ 5 本入り） 
（Bucket Amigos (Mexico) (5 Bottles of Corona)） …… ￥2900

Day of the dead
(Mexican Craft Beer)
デイ オブ ザ デッド（メキシコ産クラフトビール）
87. IPA　国際苦味単位 83 （インパクトのある強い苦味） 
（IPA, IBU 83 (Strong Bitterness)）……………………… ￥800
88. アンバーエール　国際苦味単位 30

（ホップの苦味が心地よいクリスピーな味わい ) 

（Amber Ale, IBU 30 (Crispy taste)） …………………… ￥800
89. ヘーフェバイツエン　国際苦味単位 12

（フルーティーでまろやかな白ビール ) 
（Hefeweizen, IBU 12 (Fruity and Smooth)）…………… ￥800
90. ポーター　国際苦味単位 18 （煎した茶色麦芽、 コーヒー、

チョコキャラメルを用いた香ばしさが特徴の黒色）

 （Porter, IBU 18 (Roasted Brown malt, 
Coffee and Chocolate Caramel)）……………………… ￥800

Wine
Maui's Winery マウイズ・ワイナリー

91. マウイ ・ スプラッシュ

（パイナップルとパッションフルーツから作られる甘口の白ワイン） 

（Maui Splash (Sweet White Wine made of Pineapple and 
Passion fruit)）……………………………………………￥3390
92. マウイ ・ ブラン

（マウイで収穫されたパイナップルから作られる辛口の白ワイン） 
（Maui Blanc (Dry White Wine made of
 Pineapples from Maui)）…………………………………￥3390
93. ウルパラクア ・ レッドワイン （ハワイとカリフォルニアで栽

培されたブドウをミックスして造られた赤ワイン） 

（Ulupalakua Red Wine (Red Wine made of mixed Grapes from 
Hawaii and California)）…………………………………￥3500

Today's Wine Bottle
本日のワインボトル

Wine Red/White ワイン赤 / 白 

94. A ………………………………………………………￥1990
95. B ………………………………………………………￥2500
96. C ………………………………………………………￥3500
97. D ………………………………………………………￥4500

Sparkling スパークリング

98. A ………………………………………………………￥1990
99. B ………………………………………………………￥2500
100. C ……………………………………………………￥3500
101. D ………………………………………………… ￥12000

<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：

Egg
Chicken Pork
Beef Fish

Seafood Vegetables
Dairy Products

Flour
Spicy

Wine
102. ハウスワイン赤 / 白 （House Wine Red/White）… ￥490
103. かち割り溢れワイン赤 / 白 
（Wine with Crashed Ice Red/White）…………………… ￥590

Barrel Draft Sparkling Wine
樽生スパークリングワイン
104. ポールスター （Polestar） ………………………… ￥490
105. キールロワイヤル （+ カシス） （Kir Royal (+Cassis)) ￥590
106. プリンセス （+ ピーチ） （Princess (+Peach)) …… ￥590
107. ミモザ (+ オレンジジュース )

(Mimosa (+Orange Juice)) ……………………………… ￥590
108. パッソアスター (+ パッソア )(Passoa Star (+Passoa))￥590

Cocktailカクテル
109. サングリア赤 （りんご + 赤） 
（Sangria Red (Apple and Red Wine)) ………………… ￥590
110. サングリア白 （グレフル + 白） 
（Sangria White (Grapefruit and White Wine))………… ￥590
111. カリモーチョ （コーク + 赤） 
（Kalimotxo (Coke and Red Wine))……………………… ￥590
112. アサイーレッド （アサイージュース + 赤） 
（Acai Red (Acai Juice and Red Wine)) ………………… ￥690
113. キティー ( ジンジャー + 赤 )

(Kitty (Ginger and Red Wine)) ………………………… ￥590
114. 悪キティ （Evil Kitty） ……………………………… ￥650
115. （辛口ジンジャー + 赤） 
（Dry Ginger and Red Wine) …………………………… ￥590
116. オペレーター （ジンジャー + 白） 
（Operator (Ginger Ale and White Wine)) ……………… ￥590
117. 辛口オペレーター （辛口ジンジャー + 白） 
（Dry Operator (Dry Ginger Ale and White Wine)) …… ￥650
118. ビアスプリッツァ （ビール + 白） 
（Beer Spritzer (Beer and White Wine))  ……………… ￥590
119. サングリア　デキャンタ （Sangria Decanter） …… ￥2290
120. ワイン　デキャンタ （Wine Decanter） ……………￥1990

Tropical Cocktail
南国カクテル
121. ピニャコラーダ （Pina colada） …………………… ￥690
122. カンパリパイン （Campari Pineapple）…………… ￥690
123. イタリアンサーファー （Italian Surfer） …………… ￥690
124. マイタイパンチ （Mai-Tai Punch）………………… ￥690
125. シャンパンジュレップ （Champagne Julep）……… ￥690
126. チャイナブルー （China Blue）……………………… ￥690
127. マリブ ・ ビーチ （Malibu Peach） ………………… ￥690
128. テキーラサンライズ （Tequilla Sunrise） ………… ￥690
129. トロピカルファジーネーブル （Tropical Fuzzy Nable） ￥690
130. ダイキリストロベリー （ロック or ソーダ） 
（Daiquiri Strawberry (On the Rock or Soda)）………… ￥690
131. モヒート （Mojito）…………………………………… ￥690

Sourサワー各種
132. 辛口レモンサワー （Dry Lemon Sour）…………… ￥390
133. レモン （Lemon）…………………………………… ￥490
134. ライム （Lime）……………………………………… ￥490
135. ブルーハワイ （Blue Hawaii）……………………… ￥490
136. メロン （Melon）……………………………………… ￥490
137. グレフル （Grape fruit） …………………………… ￥490
138. コーク （Coke）……………………………………… ￥490
139. イチゴ （Strawberry）……………………………… ￥490
140. マンゴー （Mango）………………………………… ￥490
141. シークワーサー （Shequasar） …………………… ￥490
142. オレンジ （Orange）………………………………… ￥490
143. 抹茶 （Matcha）……………………………………… ￥490
144. ウーロンハイ （Oolong High）……………………… ￥290
145. 緑茶ハイ （Green tea High） ……………………… ￥290
146. ジャスミンハイ （Jamin High）……………………… ￥390
147. ルイボハイ （Rooibos High）……………………… ￥390
148. とまとハイ （Tomato High）………………………… ￥490
149. 芋焼酎 （Potato Shochu）………………………… ￥490
150. 麦焼酎 （Barley Shochu） ………………………… ￥490
151. 日本酒 （Sake）……………………………………… ￥390
152. 侍ロック （Samurai Rock） ………………………… ￥490
153. 大辛ジンジャーサワー （Dry Ginger Ale Sour)　…    ￥590
154. ウイスキー （Whisky）…………………………… ￥390 ～

155. ハイボール （High Ball）…………………………… ￥490
156. ジンジャーボール （Ginger Ball） ………………… ￥590
157. コークボール （Coke Ball）………………………… ￥590
自家製★コーヒー豆を焼酎に漬け込み濃い目に美味しく仕上
がりました！ミルクやガムシロで調節してお楽しみ下さい。
ホットもおすすめ。
 （Homemade *Coffee beans melting inShochu! 
Good with Milk or Sugar.）
158. コーヒー焼酎 （Coffee Shochu）…………………… ￥590
159. カフェオレ焼酎 （Café Au leit Shochu）…………… ￥690

Cocktailカクテル

Vodka ウォッカ
160. ウォッカソーダ （Vodka Soda） …………………… ￥390
161. ウォッカトニック （Vodka Tonic）…………………… ￥590
162. モスコミュール （Moscow Mule） ………………… ￥590
163. 辛口モスコミュール （Dry Moscow Mule） ……… ￥690
164. スクリュードライバー （Screw Driver） …………… ￥590
165. ブルドック （Bull Dog）……………………………… ￥590

Gin ジン
166. ジントニック （Gin Tonic）…………………………… ￥590
167. ジンリッキー （Gin Ricky） ………………………… ￥590
168. ジンバック （Gin Buck） …………………………… ￥590
169. 辛口ジンバック （Dry Gin Buck） ………………… ￥690
170. オレンジブロッサム （Orange Blossom）………… ￥590
171. ジングレープフルーツ （Gin Grape fruit）………… ￥590

Rum ラム
172. ラムトニック （Rum Tonic）………………………… ￥590
173. ラムジンジャー （Rum Ginger）…………………… ￥590
174. 辛口ラムジンジャー （Dry Rum Ginger）………… ￥690
175. ラムソーダ （Rum Soda）…………………………… ￥590
176. ラムコーク （Rum Coke）…………………………… ￥590
177. ラムオレンジ （Rum Orange）……………………… ￥590
178. 西荻名物ラム乳 
（Nishiogi's Speciality, Rum and Milk）………………… ￥590

Meyers's Rum マイヤーズラム
179. マイヤーズトニック （Meyers's Tonic） …………… ￥590
180. セントマイヤーズ （Saint Meyers）………………… ￥590
181. 辛口セントマイヤーズ （Dry Saint Meyers）……… ￥690
182. マイヤーズソーダ （Meyer's Soda） ……………… ￥590
183. マイヤーズコーク （Meyer's Coke）………………… ￥590
184. マイヤーズオレンジ （Meyer's Orange） ………… ￥590

Cointreau コアントロ
185. コアントロブラッシュ （Cointreau Blush）………… ￥690
186. コアントロソーダ （Cointreau Soda）……………… ￥690

Tequilla テキーラ
187. メキシコーク （Mexicoke）………………………… ￥590
188. テキーラトニック （Tequilla Tonic）………………… ￥590
189. テキーラジンジャー （Tequilla Ginger）…………… ￥590
190. 辛口テキーラジンジャー  （Dry Tequilla Ginger） ￥690
191. テキーラスターダスト （Tequilla Stardust）……… ￥590
192. テキーラサンライズ （Tequilla Sunrise） ………… ￥590

Malibu マリブ
193. マリブパイン （Malibu Pineapple）………………… ￥590
194. マリブコーク （Malibu Coke）……………………… ￥590
195. マリブミルク （Malibu Milk）………………………… ￥590

Passoa パッソア
196. ビバパッソア （Viva Passoa）……………………… ￥590
197. パッソアパイン （Passoa Pineapple）……………… ￥590
198. パッソアソーダ （Passoa Soda）…………………… ￥590

Cassis カシス
199. カシスソーダ （Cassis Soda）……………………… ￥590
200. カシスオレンジ （Cassis Orange）………………… ￥590
201. カシスグレフル （Cassis Grape fruit）……………… ￥590
202. カシスミルク （Cassis Milk）………………………… ￥590
203. カシスウーロン （Cassis Oolong）………………… ￥590

Peach ピーチ 
204. ピーチフィズ （Peach Fizz）………………………… ￥590
205. ファジーネーブル （Fuzzy Nable）………………… ￥590
206. ピーチミルク （Peach Milk）………………………… ￥590
207. レゲエパンチ （Reggae Punch）…………………… ￥590

Lychee ライチ
208. ライチソーダ （Lychee Soda）……………………… ￥590
209. レディライチ （Lady Lychee）……………………… ￥590
210. チャイナブルー （China Blue）……………………… ￥590

Campari カンパリ
211. カンパリソーダ （Campari Soda）………………… ￥590
212. カンパリオレンジ （Campari Orange）…………… ￥590
213. スプモーニ （Spumoni）…………………………… ￥590
214. カンパリトニック （Campari Tonic）………………… ￥590

Baileys ベイリーズ
215. ベイリーズミルク （Baileys Milk）…………………… ￥590
216. ベイリーズウーロン （Baileys Oolong）…………… ￥590

Kahlua カルーア
217. カルーアミルク （Kahlua Milk） …………………… ￥590
218. カルーアジンジャー （Kahlua Ginger）…………… ￥590
★他、お気軽にスタッフにお尋ね下さい
（*Ask if you have any questions）



Drink
Coffee
1. コーヒー （Coffee） …………………………………… ￥390
2. エスプレッソ （Espresso）……………………………… ￥390
3. カフェラテ （Café Latte）……………………………… ￥450
4. カプチーノ （Cappuccino）…………………………… ￥450
5. キャラメルマキアート （Caramel Macchiato） ……… ￥490
6. カフェモカ （Café Moca）……………………………… ￥490
7. ハニーミルクラテ （Honey Milk Latte）……………… ￥490
8. ジンジャーラテ （Ginger Latte）……………………… ￥490

Tea
9. 紅茶 （Tea） …………………………………………… ￥390
10. ミルクティー （Milk Tea）……………………………… ￥490
11. 抹茶ラテ （Matcha Latte）…………………………… ￥490
12. ほうじ茶ラテ （Roasted Green Tea Latte） ………… ￥490
13. ココア （Cocoa）……………………………………… ￥490
14. ジンジャーティー （Ginger Tea） …………………… ￥490
15. 烏龍茶 （Oolong Tea）……………………………… ￥290
16. 緑茶 （Green Tea）…………………………………… ￥290

Milk
17. ミルク （Milk）………………………………………… ￥290
18. いちごみるく （Strawberry Milk）…………………… ￥390
19. メロンミルク （Melon Milk） ………………………… ￥390
20. チョコミルク （Chocolate Milk）……………………… ￥390
21. ハニーミルク （Honey Milk）………………………… ￥390
22. キャラメルミルク （Caramel Milk）…………………… ￥390

Float
23. クリームソーダ （Cream Soda）……………………… ￥490
24. コーラフロート （Coke Float）………………………… ￥490
25. ブルーハワイフロート （Blue Hawaii Float）………… ￥490
26. いちごフロート （Strawberry Float）………………… ￥490

Ginger Ale
27. ジンジャーエール （Ginger Ale）…………………… ￥390
28. アイスランドジンジャーエール （Island Ginger Ale） ￥590
29. パインジンジャーエール （Pineapple Ginger Ale）… ￥590
30. 辛口ジンジャーエール （Dry Ginger Ale）………… ￥490
31. 大辛ジンジャーエール （Super Dry Ginger Ale)　…   ￥590

Non Alcohol Beer
32. キリンフリー （Kirin Free）…………………………… ￥490
33. アサヒスタイルフリー （Asahi Style Free） ………… ￥490
34. オールフリー （All Free）……………………………… ￥490

Soft Drink
35. オレンジジュース （Orange Juice）………………… ￥390
36. パインジュース （Pineapple Juice）………………… ￥490
37. グレープフルーツジュース （Grape fruit Juice）…… ￥490
38. アップルジュース （Apple Juice）…………………… ￥390
39. マンゴージュース （Mango Juice）………………… ￥490
40. トマトジュース （Tomato Juice） …………………… ￥490
41. コカコーラ （Coca Cola）……………………………… ￥390
42. コカコーラゼロ （Coca Cola Zero） ………………… ￥390

43. レモンソーダ （Lemon Soda）……………………… ￥390
44. さっぱりレモンソーダ （Refreshing Lemon Soda)　     ￥390
45. メロンソーダ （Melon Soda）………………………… ￥390
46. イチゴソーダ （Strawberry Soda）…………………… ￥390
47. ライムソーダ （Lime Soda）………………………… ￥390
48. ライムトニックウォーター （Lime Tonic Water）…… ￥390
49. ソーダ （Soda） ……………………………………… ￥390
50. トニックウォーター （Tonic Water）………………… ￥390
51. アサイージュース （Acai Juice） …………………… ￥590
52. パインジュース （Pineapple Juice）………………… ￥490
53. マンゴージュース （Mango Juice）………………… ￥490

Alcohol Free Drink
54. キリンフリー （Kirin Free）…………………………… ￥490
55. オールフリー （All Free）……………………………… ￥490
56. スタイルゼロ （Style Zero） ………………………… ￥490
57. ノンアルコールカクテル各種 （Non Alcohol Cocktail） ￥490

Beer
58. ALOHA ラガー （ハワイ） （まろやかでスッキリ） 
（Aloha Lager (Hawaii) (Smooth and Refreshing)) …… ￥750

Kona Beer コナビール

59. ビッグウェーブ （スッキリフルーティー） 
（Big Wave (Refreshing and Fruity)) …………………… ￥750
60. ロングボードラガー （低温熟成程よい苦味） 
（Long Board Lager (low temperature ripening and Bitter))￥750
61. ファイヤーロック （地ビール愛好家に人気！苦味強） 

（Fire Rock (Local Beer Lover’s! Recommendation bitterness))￥750
62. 季節限定コナビール （Season Limited Kona Beer） ￥800
63. プリモビール （ハワイ） （歴史あるビール、 スッキリ） 
（Primo Beer (Hawaii) (Historical Beer, refreshing))　…    ￥750
64. ヒナノビール （タヒチ） （ジャケが可愛い　スッキリ） 
（Hinano Beer (Tahiti) (Cute Beer Bottle Label, refreshing))￥750
65. ボヌピュアラガー （フィジー） （スッキリフルーティー） 
（Vonu Pure lager (Fiji) (Refreshing and Fruity)）……… ￥750
★海ガメ保護に売上の一部を寄付しています 
（We Donate part of the profits from sales to Sea Turtle Conservancy）

Japanese Beer!
やっぱジャパン︕
66. ハートランド　生ビール （日本） L 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥690
67. ハートランド　生ビール （日本） M 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥590
68. ハートランド　生ビール （日本） S 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥490
69. アサヒスーパードライ （日本） 中瓶 
（Asahi, Super Dry (Japan) Medium Bottle）…………… ￥700
70. キリン一番搾り （日本） 中瓶 
（Kirin (Japan) Medium Bottle）………………………… ￥700

Beer Cocktail ビアカクテル

71. シャンディーガフ （ジンジャー & ビール） 
（Shandygaff (Ginger Ale and Beer)）…………………… ￥590
72. れっどあい （トマト & ビール） 
（Red Eye (Tomato and Beer)） ………………………… ￥590
73. 辛口シャンディーガフ （ジンジャー & ビール） 
（Dry Shandygaff (Ginger Ale and Beer)）……………… ￥650
74. カシスビアー （Cassis Beer）………………………… ￥590
75. ジンビアー （Gin Beer）……………………………… ￥590

American Beer
76. バドワイザー （アメリカ） （お馴染みのスッキリ） 

（Budweiser (America) (Refreshing)）…………………… ￥650
77. クアーズライト （アメリカ） （まさに水みたいに飲める） 
（Coors Light (America) (Drink like water)）…………… ￥650

European Beer
78. ハイネケン （オランダ） （お馴染みスッキリ） 
（Heineken (Holand) (Refreshing)）……………………… ￥650
79. レーベンブロイ （ドイツ） （うまい！キリッとスッキリ） 
（Lowenbrau (Germany) (Tasty! Refreshing)）………… ￥650
80. ギネス （アイルランド） （健康ビール） 
（Guiness (Ireland) (Healthy Beer)） …………………… ￥700
81. グロールシュ （オランダ） （スッキリとした高級ビール） 
（Grolsch）………………………………………………… ￥900

BrewDog Brewery (Scotland)
82. HardCore IPA ハードコア （Hard Core IPA ）……… ￥1100
83. Punk IPA パンク　IPA （Punk IPA）………………… ￥900
84. デッドポニー ・ クラブ （Dead Pony Club）………… ￥900

Amigos Beer
85. コロナ （メキシコ） （みんな大好きスッキリ） 

（Corona (Mexico) (Refreshing)）………………………… ￥650
86. バケツアミーゴ （メキシコ） （コロナ 5 本入り） 
（Bucket Amigos (Mexico) (5 Bottles of Corona)） …… ￥2900

Day of the dead
(Mexican Craft Beer)
デイ オブ ザ デッド（メキシコ産クラフトビール）
87. IPA　国際苦味単位 83 （インパクトのある強い苦味） 
（IPA, IBU 83 (Strong Bitterness)）……………………… ￥800
88. アンバーエール　国際苦味単位 30

（ホップの苦味が心地よいクリスピーな味わい ) 

（Amber Ale, IBU 30 (Crispy taste)） …………………… ￥800
89. ヘーフェバイツエン　国際苦味単位 12

（フルーティーでまろやかな白ビール ) 
（Hefeweizen, IBU 12 (Fruity and Smooth)）…………… ￥800
90. ポーター　国際苦味単位 18 （煎した茶色麦芽、 コーヒー、

チョコキャラメルを用いた香ばしさが特徴の黒色）

 （Porter, IBU 18 (Roasted Brown malt, 
Coffee and Chocolate Caramel)）……………………… ￥800

Wine
Maui's Winery マウイズ・ワイナリー

91. マウイ ・ スプラッシュ

（パイナップルとパッションフルーツから作られる甘口の白ワイン） 

（Maui Splash (Sweet White Wine made of Pineapple and 
Passion fruit)）……………………………………………￥3390
92. マウイ ・ ブラン

（マウイで収穫されたパイナップルから作られる辛口の白ワイン） 
（Maui Blanc (Dry White Wine made of
 Pineapples from Maui)）…………………………………￥3390
93. ウルパラクア ・ レッドワイン （ハワイとカリフォルニアで栽

培されたブドウをミックスして造られた赤ワイン） 

（Ulupalakua Red Wine (Red Wine made of mixed Grapes from 
Hawaii and California)）…………………………………￥3500

Today's Wine Bottle
本日のワインボトル

Wine Red/White ワイン赤 / 白 

94. A ………………………………………………………￥1990
95. B ………………………………………………………￥2500
96. C ………………………………………………………￥3500
97. D ………………………………………………………￥4500

Sparkling スパークリング

98. A ………………………………………………………￥1990
99. B ………………………………………………………￥2500
100. C ……………………………………………………￥3500
101. D ………………………………………………… ￥12000

<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：

Egg
Chicken Pork
Beef Fish

Seafood Vegetables
Dairy Products

Flour
Spicy

Wine
102. ハウスワイン赤 / 白 （House Wine Red/White）… ￥490
103. かち割り溢れワイン赤 / 白 
（Wine with Crashed Ice Red/White）…………………… ￥590

Barrel Draft Sparkling Wine
樽生スパークリングワイン
104. ポールスター （Polestar） ………………………… ￥490
105. キールロワイヤル （+ カシス） （Kir Royal (+Cassis)) ￥590
106. プリンセス （+ ピーチ） （Princess (+Peach)) …… ￥590
107. ミモザ (+ オレンジジュース )

(Mimosa (+Orange Juice)) ……………………………… ￥590
108. パッソアスター (+ パッソア )(Passoa Star (+Passoa))￥590

Cocktailカクテル
109. サングリア赤 （りんご + 赤） 
（Sangria Red (Apple and Red Wine)) ………………… ￥590
110. サングリア白 （グレフル + 白） 
（Sangria White (Grapefruit and White Wine))………… ￥590
111. カリモーチョ （コーク + 赤） 
（Kalimotxo (Coke and Red Wine))……………………… ￥590
112. アサイーレッド （アサイージュース + 赤） 
（Acai Red (Acai Juice and Red Wine)) ………………… ￥690
113. キティー ( ジンジャー + 赤 )

(Kitty (Ginger and Red Wine)) ………………………… ￥590
114. 悪キティ （Evil Kitty） ……………………………… ￥650
115. （辛口ジンジャー + 赤） 
（Dry Ginger and Red Wine) …………………………… ￥590
116. オペレーター （ジンジャー + 白） 
（Operator (Ginger Ale and White Wine)) ……………… ￥590
117. 辛口オペレーター （辛口ジンジャー + 白） 
（Dry Operator (Dry Ginger Ale and White Wine)) …… ￥650
118. ビアスプリッツァ （ビール + 白） 
（Beer Spritzer (Beer and White Wine))  ……………… ￥590
119. サングリア　デキャンタ （Sangria Decanter） …… ￥2290
120. ワイン　デキャンタ （Wine Decanter） ……………￥1990

Tropical Cocktail
南国カクテル
121. ピニャコラーダ （Pina colada） …………………… ￥690
122. カンパリパイン （Campari Pineapple）…………… ￥690
123. イタリアンサーファー （Italian Surfer） …………… ￥690
124. マイタイパンチ （Mai-Tai Punch）………………… ￥690
125. シャンパンジュレップ （Champagne Julep）……… ￥690
126. チャイナブルー （China Blue）……………………… ￥690
127. マリブ ・ ビーチ （Malibu Peach） ………………… ￥690
128. テキーラサンライズ （Tequilla Sunrise） ………… ￥690
129. トロピカルファジーネーブル （Tropical Fuzzy Nable） ￥690
130. ダイキリストロベリー （ロック or ソーダ） 
（Daiquiri Strawberry (On the Rock or Soda)）………… ￥690
131. モヒート （Mojito）…………………………………… ￥690

Sourサワー各種
132. 辛口レモンサワー （Dry Lemon Sour）…………… ￥390
133. レモン （Lemon）…………………………………… ￥490
134. ライム （Lime）……………………………………… ￥490
135. ブルーハワイ （Blue Hawaii）……………………… ￥490
136. メロン （Melon）……………………………………… ￥490
137. グレフル （Grape fruit） …………………………… ￥490
138. コーク （Coke）……………………………………… ￥490
139. イチゴ （Strawberry）……………………………… ￥490
140. マンゴー （Mango）………………………………… ￥490
141. シークワーサー （Shequasar） …………………… ￥490
142. オレンジ （Orange）………………………………… ￥490
143. 抹茶 （Matcha）……………………………………… ￥490
144. ウーロンハイ （Oolong High）……………………… ￥290
145. 緑茶ハイ （Green tea High） ……………………… ￥290
146. ジャスミンハイ （Jamin High）……………………… ￥390
147. ルイボハイ （Rooibos High）……………………… ￥390
148. とまとハイ （Tomato High）………………………… ￥490
149. 芋焼酎 （Potato Shochu）………………………… ￥490
150. 麦焼酎 （Barley Shochu） ………………………… ￥490
151. 日本酒 （Sake）……………………………………… ￥390
152. 侍ロック （Samurai Rock） ………………………… ￥490
153. 大辛ジンジャーサワー （Dry Ginger Ale Sour)　…    ￥590
154. ウイスキー （Whisky）…………………………… ￥390 ～

155. ハイボール （High Ball）…………………………… ￥490
156. ジンジャーボール （Ginger Ball） ………………… ￥590
157. コークボール （Coke Ball）………………………… ￥590
自家製★コーヒー豆を焼酎に漬け込み濃い目に美味しく仕上
がりました！ミルクやガムシロで調節してお楽しみ下さい。
ホットもおすすめ。
 （Homemade *Coffee beans melting inShochu! 
Good with Milk or Sugar.）
158. コーヒー焼酎 （Coffee Shochu）…………………… ￥590
159. カフェオレ焼酎 （Café Au leit Shochu）…………… ￥690

Cocktailカクテル

Vodka ウォッカ
160. ウォッカソーダ （Vodka Soda） …………………… ￥390
161. ウォッカトニック （Vodka Tonic）…………………… ￥590
162. モスコミュール （Moscow Mule） ………………… ￥590
163. 辛口モスコミュール （Dry Moscow Mule） ……… ￥690
164. スクリュードライバー （Screw Driver） …………… ￥590
165. ブルドック （Bull Dog）……………………………… ￥590

Gin ジン
166. ジントニック （Gin Tonic）…………………………… ￥590
167. ジンリッキー （Gin Ricky） ………………………… ￥590
168. ジンバック （Gin Buck） …………………………… ￥590
169. 辛口ジンバック （Dry Gin Buck） ………………… ￥690
170. オレンジブロッサム （Orange Blossom）………… ￥590
171. ジングレープフルーツ （Gin Grape fruit）………… ￥590

Rum ラム
172. ラムトニック （Rum Tonic）………………………… ￥590
173. ラムジンジャー （Rum Ginger）…………………… ￥590
174. 辛口ラムジンジャー （Dry Rum Ginger）………… ￥690
175. ラムソーダ （Rum Soda）…………………………… ￥590
176. ラムコーク （Rum Coke）…………………………… ￥590
177. ラムオレンジ （Rum Orange）……………………… ￥590
178. 西荻名物ラム乳 
（Nishiogi's Speciality, Rum and Milk）………………… ￥590

Meyers's Rum マイヤーズラム
179. マイヤーズトニック （Meyers's Tonic） …………… ￥590
180. セントマイヤーズ （Saint Meyers）………………… ￥590
181. 辛口セントマイヤーズ （Dry Saint Meyers）……… ￥690
182. マイヤーズソーダ （Meyer's Soda） ……………… ￥590
183. マイヤーズコーク （Meyer's Coke）………………… ￥590
184. マイヤーズオレンジ （Meyer's Orange） ………… ￥590

Cointreau コアントロ
185. コアントロブラッシュ （Cointreau Blush）………… ￥690
186. コアントロソーダ （Cointreau Soda）……………… ￥690

Tequilla テキーラ
187. メキシコーク （Mexicoke）………………………… ￥590
188. テキーラトニック （Tequilla Tonic）………………… ￥590
189. テキーラジンジャー （Tequilla Ginger）…………… ￥590
190. 辛口テキーラジンジャー  （Dry Tequilla Ginger） ￥690
191. テキーラスターダスト （Tequilla Stardust）……… ￥590
192. テキーラサンライズ （Tequilla Sunrise） ………… ￥590

Malibu マリブ
193. マリブパイン （Malibu Pineapple）………………… ￥590
194. マリブコーク （Malibu Coke）……………………… ￥590
195. マリブミルク （Malibu Milk）………………………… ￥590

Passoa パッソア
196. ビバパッソア （Viva Passoa）……………………… ￥590
197. パッソアパイン （Passoa Pineapple）……………… ￥590
198. パッソアソーダ （Passoa Soda）…………………… ￥590

Cassis カシス
199. カシスソーダ （Cassis Soda）……………………… ￥590
200. カシスオレンジ （Cassis Orange）………………… ￥590
201. カシスグレフル （Cassis Grape fruit）……………… ￥590
202. カシスミルク （Cassis Milk）………………………… ￥590
203. カシスウーロン （Cassis Oolong）………………… ￥590

Peach ピーチ 
204. ピーチフィズ （Peach Fizz）………………………… ￥590
205. ファジーネーブル （Fuzzy Nable）………………… ￥590
206. ピーチミルク （Peach Milk）………………………… ￥590
207. レゲエパンチ （Reggae Punch）…………………… ￥590

Lychee ライチ
208. ライチソーダ （Lychee Soda）……………………… ￥590
209. レディライチ （Lady Lychee）……………………… ￥590
210. チャイナブルー （China Blue）……………………… ￥590

Campari カンパリ
211. カンパリソーダ （Campari Soda）………………… ￥590
212. カンパリオレンジ （Campari Orange）…………… ￥590
213. スプモーニ （Spumoni）…………………………… ￥590
214. カンパリトニック （Campari Tonic）………………… ￥590

Baileys ベイリーズ
215. ベイリーズミルク （Baileys Milk）…………………… ￥590
216. ベイリーズウーロン （Baileys Oolong）…………… ￥590

Kahlua カルーア
217. カルーアミルク （Kahlua Milk） …………………… ￥590
218. カルーアジンジャー （Kahlua Ginger）…………… ￥590
★他、お気軽にスタッフにお尋ね下さい
（*Ask if you have any questions）



Drink
Coffee
1. コーヒー （Coffee） …………………………………… ￥390
2. エスプレッソ （Espresso）……………………………… ￥390
3. カフェラテ （Café Latte）……………………………… ￥450
4. カプチーノ （Cappuccino）…………………………… ￥450
5. キャラメルマキアート （Caramel Macchiato） ……… ￥490
6. カフェモカ （Café Moca）……………………………… ￥490
7. ハニーミルクラテ （Honey Milk Latte）……………… ￥490
8. ジンジャーラテ （Ginger Latte）……………………… ￥490

Tea
9. 紅茶 （Tea） …………………………………………… ￥390
10. ミルクティー （Milk Tea）……………………………… ￥490
11. 抹茶ラテ （Matcha Latte）…………………………… ￥490
12. ほうじ茶ラテ （Roasted Green Tea Latte） ………… ￥490
13. ココア （Cocoa）……………………………………… ￥490
14. ジンジャーティー （Ginger Tea） …………………… ￥490
15. 烏龍茶 （Oolong Tea）……………………………… ￥290
16. 緑茶 （Green Tea）…………………………………… ￥290

Milk
17. ミルク （Milk）………………………………………… ￥290
18. いちごみるく （Strawberry Milk）…………………… ￥390
19. メロンミルク （Melon Milk） ………………………… ￥390
20. チョコミルク （Chocolate Milk）……………………… ￥390
21. ハニーミルク （Honey Milk）………………………… ￥390
22. キャラメルミルク （Caramel Milk）…………………… ￥390

Float
23. クリームソーダ （Cream Soda）……………………… ￥490
24. コーラフロート （Coke Float）………………………… ￥490
25. ブルーハワイフロート （Blue Hawaii Float）………… ￥490
26. いちごフロート （Strawberry Float）………………… ￥490

Ginger Ale
27. ジンジャーエール （Ginger Ale）…………………… ￥390
28. アイスランドジンジャーエール （Island Ginger Ale） ￥590
29. パインジンジャーエール （Pineapple Ginger Ale）… ￥590
30. 辛口ジンジャーエール （Dry Ginger Ale）………… ￥490
31. 大辛ジンジャーエール （Super Dry Ginger Ale)　…   ￥590

Non Alcohol Beer
32. キリンフリー （Kirin Free）…………………………… ￥490
33. アサヒスタイルフリー （Asahi Style Free） ………… ￥490
34. オールフリー （All Free）……………………………… ￥490

Soft Drink
35. オレンジジュース （Orange Juice）………………… ￥390
36. パインジュース （Pineapple Juice）………………… ￥490
37. グレープフルーツジュース （Grape fruit Juice）…… ￥490
38. アップルジュース （Apple Juice）…………………… ￥390
39. マンゴージュース （Mango Juice）………………… ￥490
40. トマトジュース （Tomato Juice） …………………… ￥490
41. コカコーラ （Coca Cola）……………………………… ￥390
42. コカコーラゼロ （Coca Cola Zero） ………………… ￥390

43. レモンソーダ （Lemon Soda）……………………… ￥390
44. さっぱりレモンソーダ （Refreshing Lemon Soda)　     ￥390
45. メロンソーダ （Melon Soda）………………………… ￥390
46. イチゴソーダ （Strawberry Soda）…………………… ￥390
47. ライムソーダ （Lime Soda）………………………… ￥390
48. ライムトニックウォーター （Lime Tonic Water）…… ￥390
49. ソーダ （Soda） ……………………………………… ￥390
50. トニックウォーター （Tonic Water）………………… ￥390
51. アサイージュース （Acai Juice） …………………… ￥590
52. パインジュース （Pineapple Juice）………………… ￥490
53. マンゴージュース （Mango Juice）………………… ￥490

Alcohol Free Drink
54. キリンフリー （Kirin Free）…………………………… ￥490
55. オールフリー （All Free）……………………………… ￥490
56. スタイルゼロ （Style Zero） ………………………… ￥490
57. ノンアルコールカクテル各種 （Non Alcohol Cocktail） ￥490

Beer
58. ALOHA ラガー （ハワイ） （まろやかでスッキリ） 
（Aloha Lager (Hawaii) (Smooth and Refreshing)) …… ￥750

Kona Beer コナビール

59. ビッグウェーブ （スッキリフルーティー） 
（Big Wave (Refreshing and Fruity)) …………………… ￥750
60. ロングボードラガー （低温熟成程よい苦味） 
（Long Board Lager (low temperature ripening and Bitter))￥750
61. ファイヤーロック （地ビール愛好家に人気！苦味強） 

（Fire Rock (Local Beer Lover’s! Recommendation bitterness))￥750
62. 季節限定コナビール （Season Limited Kona Beer） ￥800
63. プリモビール （ハワイ） （歴史あるビール、 スッキリ） 
（Primo Beer (Hawaii) (Historical Beer, refreshing))　…    ￥750
64. ヒナノビール （タヒチ） （ジャケが可愛い　スッキリ） 
（Hinano Beer (Tahiti) (Cute Beer Bottle Label, refreshing))￥750
65. ボヌピュアラガー （フィジー） （スッキリフルーティー） 
（Vonu Pure lager (Fiji) (Refreshing and Fruity)）……… ￥750
★海ガメ保護に売上の一部を寄付しています 
（We Donate part of the profits from sales to Sea Turtle Conservancy）

Japanese Beer!
やっぱジャパン︕
66. ハートランド　生ビール （日本） L 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥690
67. ハートランド　生ビール （日本） M 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥590
68. ハートランド　生ビール （日本） S 
（Heartland, Draft Beer (Japan) ） ……………………… ￥490
69. アサヒスーパードライ （日本） 中瓶 
（Asahi, Super Dry (Japan) Medium Bottle）…………… ￥700
70. キリン一番搾り （日本） 中瓶 
（Kirin (Japan) Medium Bottle）………………………… ￥700

Beer Cocktail ビアカクテル

71. シャンディーガフ （ジンジャー & ビール） 
（Shandygaff (Ginger Ale and Beer)）…………………… ￥590
72. れっどあい （トマト & ビール） 
（Red Eye (Tomato and Beer)） ………………………… ￥590
73. 辛口シャンディーガフ （ジンジャー & ビール） 
（Dry Shandygaff (Ginger Ale and Beer)）……………… ￥650
74. カシスビアー （Cassis Beer）………………………… ￥590
75. ジンビアー （Gin Beer）……………………………… ￥590

American Beer
76. バドワイザー （アメリカ） （お馴染みのスッキリ） 

（Budweiser (America) (Refreshing)）…………………… ￥650
77. クアーズライト （アメリカ） （まさに水みたいに飲める） 
（Coors Light (America) (Drink like water)）…………… ￥650

European Beer
78. ハイネケン （オランダ） （お馴染みスッキリ） 
（Heineken (Holand) (Refreshing)）……………………… ￥650
79. レーベンブロイ （ドイツ） （うまい！キリッとスッキリ） 
（Lowenbrau (Germany) (Tasty! Refreshing)）………… ￥650
80. ギネス （アイルランド） （健康ビール） 
（Guiness (Ireland) (Healthy Beer)） …………………… ￥700
81. グロールシュ （オランダ） （スッキリとした高級ビール） 
（Grolsch）………………………………………………… ￥900

BrewDog Brewery (Scotland)
82. HardCore IPA ハードコア （Hard Core IPA ）……… ￥1100
83. Punk IPA パンク　IPA （Punk IPA）………………… ￥900
84. デッドポニー ・ クラブ （Dead Pony Club）………… ￥900

Amigos Beer
85. コロナ （メキシコ） （みんな大好きスッキリ） 

（Corona (Mexico) (Refreshing)）………………………… ￥650
86. バケツアミーゴ （メキシコ） （コロナ 5 本入り） 
（Bucket Amigos (Mexico) (5 Bottles of Corona)） …… ￥2900

Day of the dead
(Mexican Craft Beer)
デイ オブ ザ デッド（メキシコ産クラフトビール）
87. IPA　国際苦味単位 83 （インパクトのある強い苦味） 
（IPA, IBU 83 (Strong Bitterness)）……………………… ￥800
88. アンバーエール　国際苦味単位 30

（ホップの苦味が心地よいクリスピーな味わい ) 

（Amber Ale, IBU 30 (Crispy taste)） …………………… ￥800
89. ヘーフェバイツエン　国際苦味単位 12

（フルーティーでまろやかな白ビール ) 
（Hefeweizen, IBU 12 (Fruity and Smooth)）…………… ￥800
90. ポーター　国際苦味単位 18 （煎した茶色麦芽、 コーヒー、

チョコキャラメルを用いた香ばしさが特徴の黒色）

 （Porter, IBU 18 (Roasted Brown malt, 
Coffee and Chocolate Caramel)）……………………… ￥800

Wine
Maui's Winery マウイズ・ワイナリー

91. マウイ ・ スプラッシュ

（パイナップルとパッションフルーツから作られる甘口の白ワイン） 

（Maui Splash (Sweet White Wine made of Pineapple and 
Passion fruit)）……………………………………………￥3390
92. マウイ ・ ブラン

（マウイで収穫されたパイナップルから作られる辛口の白ワイン） 
（Maui Blanc (Dry White Wine made of
 Pineapples from Maui)）…………………………………￥3390
93. ウルパラクア ・ レッドワイン （ハワイとカリフォルニアで栽

培されたブドウをミックスして造られた赤ワイン） 

（Ulupalakua Red Wine (Red Wine made of mixed Grapes from 
Hawaii and California)）…………………………………￥3500

Today's Wine Bottle
本日のワインボトル

Wine Red/White ワイン赤 / 白 

94. A ………………………………………………………￥1990
95. B ………………………………………………………￥2500
96. C ………………………………………………………￥3500
97. D ………………………………………………………￥4500

Sparkling スパークリング

98. A ………………………………………………………￥1990
99. B ………………………………………………………￥2500
100. C ……………………………………………………￥3500
101. D ………………………………………………… ￥12000

<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：

Egg
Chicken Pork
Beef Fish

Seafood Vegetables
Dairy Products

Flour
Spicy

Wine
102. ハウスワイン赤 / 白 （House Wine Red/White）… ￥490
103. かち割り溢れワイン赤 / 白 
（Wine with Crashed Ice Red/White）…………………… ￥590

Barrel Draft Sparkling Wine
樽生スパークリングワイン
104. ポールスター （Polestar） ………………………… ￥490
105. キールロワイヤル （+ カシス） （Kir Royal (+Cassis)) ￥590
106. プリンセス （+ ピーチ） （Princess (+Peach)) …… ￥590
107. ミモザ (+ オレンジジュース )

(Mimosa (+Orange Juice)) ……………………………… ￥590
108. パッソアスター (+ パッソア )(Passoa Star (+Passoa))￥590

Cocktailカクテル
109. サングリア赤 （りんご + 赤） 
（Sangria Red (Apple and Red Wine)) ………………… ￥590
110. サングリア白 （グレフル + 白） 
（Sangria White (Grapefruit and White Wine))………… ￥590
111. カリモーチョ （コーク + 赤） 
（Kalimotxo (Coke and Red Wine))……………………… ￥590
112. アサイーレッド （アサイージュース + 赤） 
（Acai Red (Acai Juice and Red Wine)) ………………… ￥690
113. キティー ( ジンジャー + 赤 )

(Kitty (Ginger and Red Wine)) ………………………… ￥590
114. 悪キティ （Evil Kitty） ……………………………… ￥650
115. （辛口ジンジャー + 赤） 
（Dry Ginger and Red Wine) …………………………… ￥590
116. オペレーター （ジンジャー + 白） 
（Operator (Ginger Ale and White Wine)) ……………… ￥590
117. 辛口オペレーター （辛口ジンジャー + 白） 
（Dry Operator (Dry Ginger Ale and White Wine)) …… ￥650
118. ビアスプリッツァ （ビール + 白） 
（Beer Spritzer (Beer and White Wine))  ……………… ￥590
119. サングリア　デキャンタ （Sangria Decanter） …… ￥2290
120. ワイン　デキャンタ （Wine Decanter） ……………￥1990

Tropical Cocktail
南国カクテル
121. ピニャコラーダ （Pina colada） …………………… ￥690
122. カンパリパイン （Campari Pineapple）…………… ￥690
123. イタリアンサーファー （Italian Surfer） …………… ￥690
124. マイタイパンチ （Mai-Tai Punch）………………… ￥690
125. シャンパンジュレップ （Champagne Julep）……… ￥690
126. チャイナブルー （China Blue）……………………… ￥690
127. マリブ ・ ビーチ （Malibu Peach） ………………… ￥690
128. テキーラサンライズ （Tequilla Sunrise） ………… ￥690
129. トロピカルファジーネーブル （Tropical Fuzzy Nable） ￥690
130. ダイキリストロベリー （ロック or ソーダ） 
（Daiquiri Strawberry (On the Rock or Soda)）………… ￥690
131. モヒート （Mojito）…………………………………… ￥690

Sourサワー各種
132. 辛口レモンサワー （Dry Lemon Sour）…………… ￥390
133. レモン （Lemon）…………………………………… ￥490
134. ライム （Lime）……………………………………… ￥490
135. ブルーハワイ （Blue Hawaii）……………………… ￥490
136. メロン （Melon）……………………………………… ￥490
137. グレフル （Grape fruit） …………………………… ￥490
138. コーク （Coke）……………………………………… ￥490
139. イチゴ （Strawberry）……………………………… ￥490
140. マンゴー （Mango）………………………………… ￥490
141. シークワーサー （Shequasar） …………………… ￥490
142. オレンジ （Orange）………………………………… ￥490
143. 抹茶 （Matcha）……………………………………… ￥490
144. ウーロンハイ （Oolong High）……………………… ￥290
145. 緑茶ハイ （Green tea High） ……………………… ￥290
146. ジャスミンハイ （Jamin High）……………………… ￥390
147. ルイボハイ （Rooibos High）……………………… ￥390
148. とまとハイ （Tomato High）………………………… ￥490
149. 芋焼酎 （Potato Shochu）………………………… ￥490
150. 麦焼酎 （Barley Shochu） ………………………… ￥490
151. 日本酒 （Sake）……………………………………… ￥390
152. 侍ロック （Samurai Rock） ………………………… ￥490
153. 大辛ジンジャーサワー （Dry Ginger Ale Sour)　…    ￥590
154. ウイスキー （Whisky）…………………………… ￥390 ～

155. ハイボール （High Ball）…………………………… ￥490
156. ジンジャーボール （Ginger Ball） ………………… ￥590
157. コークボール （Coke Ball）………………………… ￥590
自家製★コーヒー豆を焼酎に漬け込み濃い目に美味しく仕上
がりました！ミルクやガムシロで調節してお楽しみ下さい。
ホットもおすすめ。
 （Homemade *Coffee beans melting inShochu! 
Good with Milk or Sugar.）
158. コーヒー焼酎 （Coffee Shochu）…………………… ￥590
159. カフェオレ焼酎 （Café Au leit Shochu）…………… ￥690

Cocktailカクテル

Vodka ウォッカ
160. ウォッカソーダ （Vodka Soda） …………………… ￥390
161. ウォッカトニック （Vodka Tonic）…………………… ￥590
162. モスコミュール （Moscow Mule） ………………… ￥590
163. 辛口モスコミュール （Dry Moscow Mule） ……… ￥690
164. スクリュードライバー （Screw Driver） …………… ￥590
165. ブルドック （Bull Dog）……………………………… ￥590

Gin ジン
166. ジントニック （Gin Tonic）…………………………… ￥590
167. ジンリッキー （Gin Ricky） ………………………… ￥590
168. ジンバック （Gin Buck） …………………………… ￥590
169. 辛口ジンバック （Dry Gin Buck） ………………… ￥690
170. オレンジブロッサム （Orange Blossom）………… ￥590
171. ジングレープフルーツ （Gin Grape fruit）………… ￥590

Rum ラム
172. ラムトニック （Rum Tonic）………………………… ￥590
173. ラムジンジャー （Rum Ginger）…………………… ￥590
174. 辛口ラムジンジャー （Dry Rum Ginger）………… ￥690
175. ラムソーダ （Rum Soda）…………………………… ￥590
176. ラムコーク （Rum Coke）…………………………… ￥590
177. ラムオレンジ （Rum Orange）……………………… ￥590
178. 西荻名物ラム乳 
（Nishiogi's Speciality, Rum and Milk）………………… ￥590

Meyers's Rum マイヤーズラム
179. マイヤーズトニック （Meyers's Tonic） …………… ￥590
180. セントマイヤーズ （Saint Meyers）………………… ￥590
181. 辛口セントマイヤーズ （Dry Saint Meyers）……… ￥690
182. マイヤーズソーダ （Meyer's Soda） ……………… ￥590
183. マイヤーズコーク （Meyer's Coke）………………… ￥590
184. マイヤーズオレンジ （Meyer's Orange） ………… ￥590

Cointreau コアントロ
185. コアントロブラッシュ （Cointreau Blush）………… ￥690
186. コアントロソーダ （Cointreau Soda）……………… ￥690

Tequilla テキーラ
187. メキシコーク （Mexicoke）………………………… ￥590
188. テキーラトニック （Tequilla Tonic）………………… ￥590
189. テキーラジンジャー （Tequilla Ginger）…………… ￥590
190. 辛口テキーラジンジャー  （Dry Tequilla Ginger） ￥690
191. テキーラスターダスト （Tequilla Stardust）……… ￥590
192. テキーラサンライズ （Tequilla Sunrise） ………… ￥590

Malibu マリブ
193. マリブパイン （Malibu Pineapple）………………… ￥590
194. マリブコーク （Malibu Coke）……………………… ￥590
195. マリブミルク （Malibu Milk）………………………… ￥590

Passoa パッソア
196. ビバパッソア （Viva Passoa）……………………… ￥590
197. パッソアパイン （Passoa Pineapple）……………… ￥590
198. パッソアソーダ （Passoa Soda）…………………… ￥590

Cassis カシス
199. カシスソーダ （Cassis Soda）……………………… ￥590
200. カシスオレンジ （Cassis Orange）………………… ￥590
201. カシスグレフル （Cassis Grape fruit）……………… ￥590
202. カシスミルク （Cassis Milk）………………………… ￥590
203. カシスウーロン （Cassis Oolong）………………… ￥590

Peach ピーチ 
204. ピーチフィズ （Peach Fizz）………………………… ￥590
205. ファジーネーブル （Fuzzy Nable）………………… ￥590
206. ピーチミルク （Peach Milk）………………………… ￥590
207. レゲエパンチ （Reggae Punch）…………………… ￥590

Lychee ライチ
208. ライチソーダ （Lychee Soda）……………………… ￥590
209. レディライチ （Lady Lychee）……………………… ￥590
210. チャイナブルー （China Blue）……………………… ￥590

Campari カンパリ
211. カンパリソーダ （Campari Soda）………………… ￥590
212. カンパリオレンジ （Campari Orange）…………… ￥590
213. スプモーニ （Spumoni）…………………………… ￥590
214. カンパリトニック （Campari Tonic）………………… ￥590

Baileys ベイリーズ
215. ベイリーズミルク （Baileys Milk）…………………… ￥590
216. ベイリーズウーロン （Baileys Oolong）…………… ￥590

Kahlua カルーア
217. カルーアミルク （Kahlua Milk） …………………… ￥590
218. カルーアジンジャー （Kahlua Ginger）…………… ￥590
★他、お気軽にスタッフにお尋ね下さい
（*Ask if you have any questions）


