
TEL  03-3397-3336
3-42-13 Nishiogi-Kita, Suginami-ku
Open　11:00～ 22:00
Closed   Thursdays

カフェ フェト

Cake ケーキ 
1. ブルーベリーチーズケーキ
（Blueberry Cheese Cake） ……………………………… ￥500
2. ダークチェリーとチョコのタルト
（Dark Cherry  Chocolate Tart）………………………… ￥500
3. しっとりチョコレートのチーズケーキ
（Moist Chocolate Cheese Cake） ……………………… ￥500
4. レモンのシフォンケーキ
（Lemon Chiffon Cake） ………………………………… ￥500
5. アールグレーのシフォンケーキ
（Earl Gray Chiffon Cake）………………………………… ￥500
★お好きなドリンクとセット
（Choose any drinks for a combo as follows）…………… ¥680

A La Mode ア・ラ・モード 
6. フレンチトーストアラモード
（French Toast A La Mode）……………………………… ￥720
お店で朝焼いたベーグルで作った贅沢なデザート
Luxury Dessert made from freshly baked bagels.
7. アップルパイアラモード 
（Apple Pie A La Mode）………………………………… ￥720
ご注文を頂いてから焼き上げるサクサクパイは病みつきに
Get addicted to the Crispy Pies which are freshly baked 
after  you order.
★トッピング Topping
どちらもお好きなトッピングを選べます。
Choose any toppings.
・メープルシロップ （Maple Syrup）
・ブルーベリーソース （Blueberry Sauce）
・チョコレートソース （Chocolate Sauce）
・シナモンシュガー （Cinnamon Sugar）
★ お好きなドリンクとセット
（Choose any drinks for a comb as follows）…………… ￥850

Drink Menu ドリンク
8. カフェラテ （Latte）　 ………………………………… ￥550
9. アイスカフェラテ （Iced Latte）……………………… ￥480
10. カフェモカ （Cafe Mocha (Hot or Iced)）…………… ￥550
11. キャラメルマキアート
（Caramel Macchiato (Hot or Iced)）…………………… ￥550
12. メイプルミルクラテ（Maple Milk Latte (Hot or Iced)）￥550
13. ティラミスラテ （Tiramisu Latte (Hot or Iced)）　… ￥550
14. ブレンドコーヒー （Blended Coffee）……………… ￥480
15. アイスコーヒー（Iced Coffee）……………………… ￥480
16. マキアート （Macchiato）　 ………………………… ￥280
17. コンパナ （Con Panna）……………………………… ￥280
18. ジンジャーチャイ（Ginger Chai）…………………… ￥450
19. ロイヤルミルクティー（Royal Milk Tea (Hot or Iced)） ￥550
20. メープルミルクティー 
（Maple Milk Tea (Hot or Iced)）………………………… ￥500
21. 紅茶（ダージリン） （Tea  (Darjeeling)）　 …………… ￥500
22. ローズハイビスカス （Rose Hibiscus）……………… ￥520
23. ブルーベリーソーダ （Blueberry Soda）…………… ￥400
24. ジンジャーエール（Ginger Ale）…………………… ￥400
25. コカ・コーラ（Coke） ………………………………  ￥400
26. オレンジジュース （Orange Juice）  ………………  ￥300

27. パイナップルジュース （Pineapple Juice）………… ￥300
28. グレープフルーツジュース（Grapefruit Juice）…… ￥300
29. ココア（Cocoa (Hot or Iced)） ……………………… ￥300
30. 烏龍茶 （Oolong Tea）………………………………… ￥300
31. 緑茶 （Green Tea）…………………………………… ￥300
32. ジャスミン茶 （Jasmine Tea） ……………………… ￥300
33. アイスクリーム （Ice Cream） ……………………… ￥300

Sangria サングリア

34. 赤：りんご・オレンジ・ブルーベーリー 
（Red：Apple/Orange/Blueberry）　…………………… ￥580
35. 白：りんご・オレンジ・パイン 
（White: Apple/Orange/Pineapple）…………………… ￥580
36. ソーダ割り（Extra soda with Sangria）　…………… +￥50

Pizza ピザ
39. 生ハムサラダピザ （Salad Pizza with Prosciutto） … ￥880
40. なすのミートピザ （Meat pizza with Eggplant） …… ￥850
41. エビとたまごのトマトピザ
（Tomato pizza with Shrimp and Egg）………………… ￥980
42. クワトロフォルマッジ （Quattro Formaggi）……… ￥1280
43. なすとモッツァレラのトマトピザ
（Tomato Pizza with Eggplant and Mozzarella）……… ￥800
44. ピザビスマルク （Pizza Bismarck）……………… 　￥980
45. キーマカレーとポテトのピザ 
（Keema curry and Potato Pizza） ……………………… ￥850
46. アボカドとスパムのトマトソースピザ 
（Tomato Sauce Pizza with Avocado and Spam） …… ￥880

Salad サラダ
47. ふぇとサラダ（Fuet original Salad）………………… ￥550
48. シーザーサラダ（Caesar Salad） …………………… ￥680
49. プチトマトのごま塩和え 
（Cherry Tomatoes in a salty sesame sauce)）………… ￥380
50. コールスロー （Coleslaw） …………………………… ￥330

Dry Snacks 乾き物
51. ミックスナッツ（Mixed Nuts）……………………… ￥400
52. ビーフジャーキー（Beef Jerky） …………………… ￥650

Deep Fried Food 揚げ物
35. 国産若鷄のから揚げ（Fried Domestic Chicken） …… ￥480
★トッピング Topping
36. さっぱりネギソース（Light Onion sauce）…………… ￥50
37. チリマヨ （Chille Mayonnaise）………………………… ￥50
38. 油淋鷄 （Yu Lin Chi ）…………………………………… ￥50

53. フライドポテト （French Fries） …………………… ￥400
54. アンチョビポテト（Anchovy Potatoes）…………… ￥480
55. オニオンリングフライ（Fried Onion Rings）……… ￥550
56. カマンベールチーズフライ
（Fried Camembert Cheese）…………………………… ￥550
57. 軟骨の唐揚げ（Fried Cartilage） …………………… ￥480
58. エビフライ （Fried Shrimp）………………………… ￥580
59. タコ唐揚げ （Fried Octopus） ……………………… ￥550
60. パスタスティック （Fried Pasta Stick）　 ………… ￥380

Side Dishes おつまみ
61. あさりのアヒージョ（Ahijo Clams）……………… ￥380
62. バゲット （Baguette） ……………………………… ￥300
63. コーンバター （Corn Butter）………………………… ￥380
64. オリーブ （Olive） …………………………………… ￥380
65. ペンネアラビアータ （Penne Arrabiata）…………… ￥300
66. チーズ in オムレツ （Omelette with Cheese inside） ￥480
67. 牛すじの煮込み （Stewed Beef Tendon） ………… ￥500
68. ソーセージの盛り合わせ （Sausage Platter）……… ￥550
69. ほうれん草のオーブン焼き （Baked Spinach）…… ￥550
70. サンマの蒲チーズ焼き
（Broiled　Saury baked with Cheese）………………… ￥380
71. 煮込みハンバーグ （Stewed Hamburger Steak）   …　￥700
72. ライス（Rice）　 ………………………………………  ￥200
73. ガーリックトースト （Garlic Toast）　……………… ￥300
74. チーズの盛り合わせ （Cheese Platter）　 ………………　￥780

Dinner Set Meals
夜ごはんセット

ごはん・パスタ＋200 円で 3種類のお惣菜が付きます
（Choose three side dishes for 200yen with the following meals）

Dishes ごはん

75. カルダモンキーマカレー（Cardamom Keema Curry） ￥800
76. ふわっとオムライス（Puffy Omelet Rice）………… ￥780
77. 鳥からチリマヨ丼 
（Chicken Bowl with Chille mayonnaise）……………… ￥800
78. タコライス（Tacos Rice） …………………………… ￥800
79. 牛すじの和風シチュー
（Japanese-Styled Stew with Beef Tendon）…………… ￥850
80. 煮込みハンバーグ （Stewed Hamburger steak） …… ￥700
+200 円でライスが付けられます（+200yen for Rice）

Pasta パスタ

81. ボンゴレビアンコ（Vongole Bianco）　 ……………　￥800
82. ボンゴレロッソ （Vongole Rosso）………………… ￥800
83. なすのボロネーゼ （Bolognese with Eggplant） ……     ￥850
84. キャベツとベーコンのペペロンチーノ 
（Peperoncino with Cabbage and Bacon）  ……………   ￥780
85. カマンベールとバジルのトマトパスタ
Tomato Pasta with Camembert and Basil）…………… ￥850
86. 名古屋風ナポリタン（Nagoya-Styled Napolitan） …     ￥780
87. 親子ペンネグラタン
（Penne Gratin with Parent and child (Egg and Chicken)） ￥750

Cafe Fuet

Easy plans, Reservation not 

required,from two servings
予約なしで気ままなコース（2名様～）

37.2 時間飲み放題プラン 
All-You-Can-Drink Plan for 2hours ……………………￥2500
・シーザーサラダ （Caesar Salad）
・牛すじの煮込み （Stewed Beef Tendon）
・キャベツとベーコンのペペロンチーノ
（Peperoncino with Cabbage and Bacon）
・ アンチョビポテト （Anchovy Potatoes）
・ マルゲリータ （Margherita）

38. 女子会プラン（Girls Party Plan） ……………………￥2000
・シーザーサラダ （Caesar Salad）
・あさりのアヒージョ（Ahijo Clams）
・チーズピザ （Cheese Pizza）
・ほうれん草のオーブン焼き（Baked Spinach）
・カマンベールとバジルのトマトパスタ 
（Tomato Pasta with Camembert and Basil）
・ フレンチトースト（French Toast）
・食後の飲み物 （コーヒー・紅茶・カフェラテ） 
（After-Dinner Drink  (Coffee, Tea, Latte)）

【飲み放題メニュー】 

All-You-Can-Drink Menu

【Beer】
・ 生ビール（Draft Beer）

【Whiskey】
・ハイボール （High ball）
・ジンジャーハイボール （Ginger High ball）
・ コークハイボール （Cork High ball）
・アップルハイボール （Apple High ball）

【Wine】
・グラスワイン（白・赤） （Glass of Wine (White and Red)）

【Plum Wine】
・梅酒（Plum Wine）
・黒酢梅酒 （Black Vinegar Plum Wine）
・ はちみつ梅酒 （Honey Plum Wine）
※酎ハイもご用意しています 
※Chu-Hi ,Shochu High - ball ,Available）

【Cocktail】
・カシスソーダ （Cassis Soda）
・ カシスウーロン （Cassis Oolong）
・ ジントニック （A Gin and Tonic）
・レゲエパンチ （Reggae Punch）
・マリブパイン（Maribu Pineapple）
・カンパリオレンジ （Campari Orange）
・ピーチソーダ （Peach Soda）
・ディタソーダ（Dita Soda）
・カシスオレンジ （Cassis Orange）
・モスコニュール （Moscow Mule）
・カンパリソーダ（Campari Soda）
・ シャンディガフ （Shandygaff）
・ピーチオレンジ （Peach Orange）
・ ディタオレンジ （Dita Orange）

【Soft Drinks】
・烏龍茶（Oolong Tea）
・ジャスミン茶 （Jasmine Tea）
・グレープフルーツジュース （Grapefruit Juice）
・コカ・コーラ （Coca Cola）
・ オレンジジュース （Orange Juice）
・ パイナップルジュース （Pineapple Juice）
・ジンジャーエール（Ginger Ale）

<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
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お店で朝焼いたベーグルで作った贅沢なデザート
Luxury Dessert made from freshly baked bagels.
7. アップルパイアラモード 
（Apple Pie A La Mode）………………………………… ￥720
ご注文を頂いてから焼き上げるサクサクパイは病みつきに
Get addicted to the Crispy Pies which are freshly baked 
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・ブルーベリーソース （Blueberry Sauce）
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8. カフェラテ （Latte）　 ………………………………… ￥550
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35. 白：りんご・オレンジ・パイン 
（White: Apple/Orange/Pineapple）…………………… ￥580
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59. タコ唐揚げ （Fried Octopus） ……………………… ￥550
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・ マルゲリータ （Margherita）
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・カマンベールとバジルのトマトパスタ 
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All-You-Can-Drink Menu

【Beer】
・ 生ビール（Draft Beer）

【Whiskey】
・ハイボール （High ball）
・ジンジャーハイボール （Ginger High ball）
・ コークハイボール （Cork High ball）
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・グラスワイン（白・赤） （Glass of Wine (White and Red)）
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・黒酢梅酒 （Black Vinegar Plum Wine）
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・ ジントニック （A Gin and Tonic）
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・カンパリオレンジ （Campari Orange）
・ピーチソーダ （Peach Soda）
・ディタソーダ（Dita Soda）
・カシスオレンジ （Cassis Orange）
・モスコニュール （Moscow Mule）
・カンパリソーダ（Campari Soda）
・ シャンディガフ （Shandygaff）
・ピーチオレンジ （Peach Orange）
・ ディタオレンジ （Dita Orange）

【Soft Drinks】
・烏龍茶（Oolong Tea）
・ジャスミン茶 （Jasmine Tea）
・グレープフルーツジュース （Grapefruit Juice）
・コカ・コーラ （Coca Cola）
・ オレンジジュース （Orange Juice）
・ パイナップルジュース （Pineapple Juice）
・ジンジャーエール（Ginger Ale）

<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



Cake ケーキ 
1. ブルーベリーチーズケーキ
（Blueberry Cheese Cake） ……………………………… ￥500
2. ダークチェリーとチョコのタルト
（Dark Cherry  Chocolate Tart）………………………… ￥500
3. しっとりチョコレートのチーズケーキ
（Moist Chocolate Cheese Cake） ……………………… ￥500
4. レモンのシフォンケーキ
（Lemon Chiffon Cake） ………………………………… ￥500
5. アールグレーのシフォンケーキ
（Earl Gray Chiffon Cake）………………………………… ￥500
★お好きなドリンクとセット
（Choose any drinks for a combo as follows）…………… ¥680

A La Mode ア・ラ・モード 
6. フレンチトーストアラモード
（French Toast A La Mode）……………………………… ￥720
お店で朝焼いたベーグルで作った贅沢なデザート
Luxury Dessert made from freshly baked bagels.
7. アップルパイアラモード 
（Apple Pie A La Mode）………………………………… ￥720
ご注文を頂いてから焼き上げるサクサクパイは病みつきに
Get addicted to the Crispy Pies which are freshly baked 
after  you order.
★トッピング Topping
どちらもお好きなトッピングを選べます。
Choose any toppings.
・メープルシロップ （Maple Syrup）
・ブルーベリーソース （Blueberry Sauce）
・チョコレートソース （Chocolate Sauce）
・シナモンシュガー （Cinnamon Sugar）
★ お好きなドリンクとセット
（Choose any drinks for a comb as follows）…………… ￥850

Drink Menu ドリンク
8. カフェラテ （Latte）　 ………………………………… ￥550
9. アイスカフェラテ （Iced Latte）……………………… ￥480
10. カフェモカ （Cafe Mocha (Hot or Iced)）…………… ￥550
11. キャラメルマキアート
（Caramel Macchiato (Hot or Iced)）…………………… ￥550
12. メイプルミルクラテ（Maple Milk Latte (Hot or Iced)）￥550
13. ティラミスラテ （Tiramisu Latte (Hot or Iced)）　… ￥550
14. ブレンドコーヒー （Blended Coffee）……………… ￥480
15. アイスコーヒー（Iced Coffee）……………………… ￥480
16. マキアート （Macchiato）　 ………………………… ￥280
17. コンパナ （Con Panna）……………………………… ￥280
18. ジンジャーチャイ（Ginger Chai）…………………… ￥450
19. ロイヤルミルクティー（Royal Milk Tea (Hot or Iced)） ￥550
20. メープルミルクティー 
（Maple Milk Tea (Hot or Iced)）………………………… ￥500
21. 紅茶（ダージリン） （Tea  (Darjeeling)）　 …………… ￥500
22. ローズハイビスカス （Rose Hibiscus）……………… ￥520
23. ブルーベリーソーダ （Blueberry Soda）…………… ￥400
24. ジンジャーエール（Ginger Ale）…………………… ￥400
25. コカ・コーラ（Coke） ………………………………  ￥400
26. オレンジジュース （Orange Juice）  ………………  ￥300

27. パイナップルジュース （Pineapple Juice）………… ￥300
28. グレープフルーツジュース（Grapefruit Juice）…… ￥300
29. ココア（Cocoa (Hot or Iced)） ……………………… ￥300
30. 烏龍茶 （Oolong Tea）………………………………… ￥300
31. 緑茶 （Green Tea）…………………………………… ￥300
32. ジャスミン茶 （Jasmine Tea） ……………………… ￥300
33. アイスクリーム （Ice Cream） ……………………… ￥300

Sangria サングリア

34. 赤：りんご・オレンジ・ブルーベーリー 
（Red：Apple/Orange/Blueberry）　…………………… ￥580
35. 白：りんご・オレンジ・パイン 
（White: Apple/Orange/Pineapple）…………………… ￥580
36. ソーダ割り（Extra soda with Sangria）　…………… +￥50

Pizza ピザ
39. 生ハムサラダピザ （Salad Pizza with Prosciutto） … ￥880
40. なすのミートピザ （Meat pizza with Eggplant） …… ￥850
41. エビとたまごのトマトピザ
（Tomato pizza with Shrimp and Egg）………………… ￥980
42. クワトロフォルマッジ （Quattro Formaggi）……… ￥1280
43. なすとモッツァレラのトマトピザ
（Tomato Pizza with Eggplant and Mozzarella）……… ￥800
44. ピザビスマルク （Pizza Bismarck）……………… 　￥980
45. キーマカレーとポテトのピザ 
（Keema curry and Potato Pizza） ……………………… ￥850
46. アボカドとスパムのトマトソースピザ 
（Tomato Sauce Pizza with Avocado and Spam） …… ￥880

Salad サラダ
47. ふぇとサラダ（Fuet original Salad）………………… ￥550
48. シーザーサラダ（Caesar Salad） …………………… ￥680
49. プチトマトのごま塩和え 
（Cherry Tomatoes in a salty sesame sauce)）………… ￥380
50. コールスロー （Coleslaw） …………………………… ￥330

Dry Snacks 乾き物
51. ミックスナッツ（Mixed Nuts）……………………… ￥400
52. ビーフジャーキー（Beef Jerky） …………………… ￥650

Deep Fried Food 揚げ物
35. 国産若鷄のから揚げ（Fried Domestic Chicken） …… ￥480
★トッピング Topping
36. さっぱりネギソース（Light Onion sauce）…………… ￥50
37. チリマヨ （Chille Mayonnaise）………………………… ￥50
38. 油淋鷄 （Yu Lin Chi ）…………………………………… ￥50

53. フライドポテト （French Fries） …………………… ￥400
54. アンチョビポテト（Anchovy Potatoes）…………… ￥480
55. オニオンリングフライ（Fried Onion Rings）……… ￥550
56. カマンベールチーズフライ
（Fried Camembert Cheese）…………………………… ￥550
57. 軟骨の唐揚げ（Fried Cartilage） …………………… ￥480
58. エビフライ （Fried Shrimp）………………………… ￥580
59. タコ唐揚げ （Fried Octopus） ……………………… ￥550
60. パスタスティック （Fried Pasta Stick）　 ………… ￥380

Side Dishes おつまみ
61. あさりのアヒージョ（Ahijo Clams）……………… ￥380
62. バゲット （Baguette） ……………………………… ￥300
63. コーンバター （Corn Butter）………………………… ￥380
64. オリーブ （Olive） …………………………………… ￥380
65. ペンネアラビアータ （Penne Arrabiata）…………… ￥300
66. チーズ in オムレツ （Omelette with Cheese inside） ￥480
67. 牛すじの煮込み （Stewed Beef Tendon） ………… ￥500
68. ソーセージの盛り合わせ （Sausage Platter）……… ￥550
69. ほうれん草のオーブン焼き （Baked Spinach）…… ￥550
70. サンマの蒲チーズ焼き
（Broiled　Saury baked with Cheese）………………… ￥380
71. 煮込みハンバーグ （Stewed Hamburger Steak）   …　￥700
72. ライス（Rice）　 ………………………………………  ￥200
73. ガーリックトースト （Garlic Toast）　……………… ￥300
74. チーズの盛り合わせ （Cheese Platter）　 ………………　￥780

Dinner Set Meals
夜ごはんセット

ごはん・パスタ＋200 円で 3種類のお惣菜が付きます
（Choose three side dishes for 200yen with the following meals）

Dishes ごはん

75. カルダモンキーマカレー（Cardamom Keema Curry） ￥800
76. ふわっとオムライス（Puffy Omelet Rice）………… ￥780
77. 鳥からチリマヨ丼 
（Chicken Bowl with Chille mayonnaise）……………… ￥800
78. タコライス（Tacos Rice） …………………………… ￥800
79. 牛すじの和風シチュー
（Japanese-Styled Stew with Beef Tendon）…………… ￥850
80. 煮込みハンバーグ （Stewed Hamburger steak） …… ￥700
+200 円でライスが付けられます（+200yen for Rice）

Pasta パスタ

81. ボンゴレビアンコ（Vongole Bianco）　 ……………　￥800
82. ボンゴレロッソ （Vongole Rosso）………………… ￥800
83. なすのボロネーゼ （Bolognese with Eggplant） ……     ￥850
84. キャベツとベーコンのペペロンチーノ 
（Peperoncino with Cabbage and Bacon）  ……………   ￥780
85. カマンベールとバジルのトマトパスタ
Tomato Pasta with Camembert and Basil）…………… ￥850
86. 名古屋風ナポリタン（Nagoya-Styled Napolitan） …     ￥780
87. 親子ペンネグラタン
（Penne Gratin with Parent and child (Egg and Chicken)） ￥750

<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

Easy plans, Reservation not 

required,from two servings
予約なしで気ままなコース（2名様～）

37.2 時間飲み放題プラン 
All-You-Can-Drink Plan for 2hours ……………………￥2500
・シーザーサラダ （Caesar Salad）
・牛すじの煮込み （Stewed Beef Tendon）
・キャベツとベーコンのペペロンチーノ
（Peperoncino with Cabbage and Bacon）
・ アンチョビポテト （Anchovy Potatoes）
・ マルゲリータ （Margherita）

38. 女子会プラン（Girls Party Plan） ……………………￥2000
・シーザーサラダ （Caesar Salad）
・あさりのアヒージョ（Ahijo Clams）
・チーズピザ （Cheese Pizza）
・ほうれん草のオーブン焼き（Baked Spinach）
・カマンベールとバジルのトマトパスタ 
（Tomato Pasta with Camembert and Basil）
・ フレンチトースト（French Toast）
・食後の飲み物 （コーヒー・紅茶・カフェラテ） 
（After-Dinner Drink  (Coffee, Tea, Latte)）

【飲み放題メニュー】 

All-You-Can-Drink Menu

【Beer】
・ 生ビール（Draft Beer）

【Whiskey】
・ハイボール （High ball）
・ジンジャーハイボール （Ginger High ball）
・ コークハイボール （Cork High ball）
・アップルハイボール （Apple High ball）

【Wine】
・グラスワイン（白・赤） （Glass of Wine (White and Red)）

【Plum Wine】
・梅酒（Plum Wine）
・黒酢梅酒 （Black Vinegar Plum Wine）
・ はちみつ梅酒 （Honey Plum Wine）
※酎ハイもご用意しています 
※Chu-Hi ,Shochu High - ball ,Available）

【Cocktail】
・カシスソーダ （Cassis Soda）
・ カシスウーロン （Cassis Oolong）
・ ジントニック （A Gin and Tonic）
・レゲエパンチ （Reggae Punch）
・マリブパイン（Maribu Pineapple）
・カンパリオレンジ （Campari Orange）
・ピーチソーダ （Peach Soda）
・ディタソーダ（Dita Soda）
・カシスオレンジ （Cassis Orange）
・モスコニュール （Moscow Mule）
・カンパリソーダ（Campari Soda）
・ シャンディガフ （Shandygaff）
・ピーチオレンジ （Peach Orange）
・ ディタオレンジ （Dita Orange）

【Soft Drinks】
・烏龍茶（Oolong Tea）
・ジャスミン茶 （Jasmine Tea）
・グレープフルーツジュース （Grapefruit Juice）
・コカ・コーラ （Coca Cola）
・ オレンジジュース （Orange Juice）
・ パイナップルジュース （Pineapple Juice）
・ジンジャーエール（Ginger Ale）

カフェ フェトCafe Fuet


