
TEL 03-5941-9880

3-16-5 Nishiogi-Minami, Suginami-ku

Open　9:30am-6:00pm 

Closed  Wednesday

SAIRAM

※お食事をされたお客様は★マークのお飲み物が100yen引きとなります。
★100yen discount for a drink if you order with food.  

1. ★穀物コーヒー （Grain Coffee）……………………… ￥450
2. ★自然栽培コーヒー （Natural cultivation）………… ￥500
3. ★有機アイスコーヒー （Organic iced coffee）……… ￥500
4. ★有機紅茶 （Organic black tea）…………………… ￥450
5. ★有機アイスティー （Organic iced tea）…………… ￥500
6. ★有機ジャスミンティー （Organic Jasmine tea）…… ￥450
7. ★有機カモミールティー （Organic Chamomile tea）  ￥450
8. ★有機ローズヒップティー （Organic Rose hip tea）   …￥450
9. ★有機三年番茶 （Organic 3years tea） …………… ￥450
10. 有機ソイチャイ （Organic chai） …………………… ￥550
11. 有機ソイラテ （Organic soy latte） ………………… ￥600
12. 有機ココア （Organic cocoa） ……………………… ￥600
13. いちごフロート （Strawberry float）………………… ￥850
14. チョコフロート （Chocolate float）…………………… ￥800
15. 豆乳ラッシー （Soy Lassi）…………………………… ￥750
16. ★りんごジュース （Apple juice）…………………… ￥550
17. ★みかんジュース （Orange juice）………………… ￥550
18. ★ぶどうジュース （Grape juice）…………………… ￥550
19. ★にんじんジュース （Carrot juice）………………… ￥550

Food Menu
お食事メニュー 
20. コブサラダセット （コブサラダ + スープ、 酵素玄米）

（Cobb salad set (Cobb salad , soup and Rice enxymes））… ￥1500
21. カレーセット （カレー + ミニサラダ、 酵素玄米） 

（Curry set (Curry, Small salad and Rice enxymes)）…… ￥1500
※お食事メニューは 2月中旬頃からの販売となります。
Food menu will be available to be ordered from the mid of February

Parfait
パフェ
22. ミックスベリーのヨーグルトパフェ 
（Mixed berries yogurt parfait）…………………………￥1000
23. 大人のキャラメルナッツパフェ
（Adult's caramel nuts parfait） …………………………￥1000

Cake set
ケーキセット
24. 800 円スイーツ +★印のドリンクどれでも 
（¥800 sweets + Drink★） ……………………………   ￥1200

Sweets Depending on the season.
800円スイーツ例※季節によって内容が変更します。 

25. 季節のフルーツタルト （Seasonal fruits tart）……… ￥800
26. フルーツのアーモンドケーキ （Fruits almond cake） ￥800
27. ガトーショコラ （Chocolate cake）…………………… ￥800
28. 豆腐のチーズケーキ （Tofu cheese cake）………… ￥800
29. 季節のフルーツショートケーキ

（Seasonal Fruit Sponge cake) ………………………… ￥800

Recommended sweets
おすすめスイーツメニュー

30. サイラムフレンチトースト （コーヒー又は紅茶付）
 （Sairam French toast (with coffee or black tea)）…… ￥1500
31. 自家製マフィン （Homemade muffin） …………… ￥380

サイラム

<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

Drink Menu  

ドリンクメニュー 

サイラムフレンチトースト
Sairam French toast 
 

ケーキセット （桃とアーモンドタルトと紅茶）

Cake Set

季節のフルーツショートケーキ

Seasonal Fruit Sponge cake

コブサラダ

Cobb salad

コブサラダセット

Cobb salad set

SAIRAM


