
TEL 03-5310-4446
2-5-11-103 Nishiogi-Kita, Suginami-ku

Open　11:00am-8:00pm
Closed　Monday /2rd,4rd,5rd Thursday

Water Blue Cafe

Coffee 
1. ウォーターブルーブレンド （Water Blue Blend）…… ￥350
 バランスの良い柔らかな苦みと酸味 
（Softly Bitter and Sour in Balance）
2. マイルドブレンド （Mild Blend）……………………… ￥350
上品な酸味とまろやかな香り 
（Rich and Sour with a smooth fragrance）
3. オールドブレンド （Old Blend）……………………… ￥400
グレードの高いコクと苦み （High-grade rich and bitter taste）
4. アメリカンコーヒー （American Coffee）…………… ￥350
軽めのコーヒーをお好みの方に （If you like light coffee）
5. アイスコーヒー （Iced Coffee）……………………… ￥400
豊かなコクと苦み （Thick, Rich and Bitter）
6. カフェオレ ( アイス ・ ホット )(Café Au leit (Iced/Hot))￥400
まろやかミルクに深いコーヒーの香り
（Smooth milk with a Thick Coffee fragrance）
※ウォーターブルーカフェではコーヒー豆を生豆のまま３年
間熟成させてから焙煎した「エイジングコーヒー」を使用し
て、ハンドドリップでお入れしています。
（*We age our fresh coffee beans for three years and 
hand-brew the well-aged Coffee beans.）
✿単品250円以上のケーキとセットで１００円引き (税込 )です。 
（100yen discount for drinks are available with Cakes over 250yen）

Tea 
7. アッサム（ポットサービス、たっぷり２杯分あります） 
（Assam (Served in Pot, for two cups)）………………… ￥400
ストレート （Straight）
ミルク　 （Milk）
レモン （Lemon）
8. ダージリン　（ポットサービス、たっぷり２杯分あります） 
（Darjeeling (Served in Pot, for two cups)）…………… ￥400
ストレート （Straight）
ミルク　 （Milk）
レモン （Lemon）
9. ティーオレ ( ホット ・ アイス )(Tea Au Leit (Hot/Iced))￥450
牛乳でじっくり煮だしたコクのある紅茶です。 （Tea brewed 
with Milk with a rich taste）
10. ティーオレシナモン （Tea Au leit Cinnamon）…… ￥460
ティーオレによくあうシナモンの香りをのせました。
 （Tea Au leit with Cinnamon in Balance）
11. アイスティー （Iced Tea）…………………………… ￥400
ストレート （Straight）
ミルク （Milk）
レモン （Lemon）
12. 抹茶オレ　（ホット ・ アイス） 
（Matcha Au Leit (Hot/Iced)）…………………………… ￥450
京都宇治の抹茶を丁寧に練り上げミルクとあわせてまろやか
に （Smooth blend of Kyoto Uji matcha and Milk）

Milk Cocoa Juice
13. ミルク　（ホット ・ アイス） （Milk (Hot/Iced)） …… ￥350
14. ココア　（ホット ・ アイス） （Cocoa (Hot/Iced)）…     ￥450
バンホーテンのココアをていねいに練って作りました。
 （Van Houten Cocoa used）
15. オレンジジュース （Orange Juice） ……………… ￥400
✿単品250円以上のケーキとセットで100円引き (税込 )です。 
（100yen discount for drinks are available with Cakes over 250yen）
メニューは税抜き表示です。 （All prices are exclusive of Tax）

Chinese Tea ALL￥500
中国茶
・ポットサービス （Served in Pot）
・小さなお茶菓子つき （Comes with small sweets）
16. 龍井茶　ロンジンチャ （Longjing tea）
中国西湖の中国を代表する緑茶のひとつ
（One of representative Chinese tea from Xihu, China）
上品で淡い味わい
（Elegant and light flavored.）
くせのない柔らかな香りでどなたにもおすすめ
 （The clean and soft fragrance is classic）
17. 凍頂烏龍茶　トウチョウウーロンチャ （Tung-ting Tea）
お茶の樹の生育に適した気温と湿度が保てる台湾凍頂烏龍茶
（Taiwan Tung-ting tea that keeps a perfect temperature and 
humidity of Tea plants.）
花のように甘く涼やかな香りをお楽しみ下さい。 
（The refreshing and Sweet fragrance like flowers）
18. 茉莉花茶　ジャスミンチャ （Jasmin Tea）
中国福建省で作られた最高品質のジャスミンティー
（The premium quality of Jasmin Tea Cultivated in Fujian, China）
摘みたてのジャスミンの花の香りを３回、４回と緑茶に吸わ
せて時間をかけて完成します 
（We make the freshly-picked jasmin tea leaves to be 
absorbed by Green tea for 3 - 4 times）
✿単品250円以上のケーキとセットで100円引き (税込 )です。 
（100yen discount for drinks are available with Cakes over 250yen）

Healthy Drink
・ホット、アイス、水わり （Hot/Iced/with Water）…     ￥450
 ・炭酸わり （With Carbonated Water）………………… ￥480
19. 青梅ハニー （Green Plum and Honey）
新鮮な青梅をはちみつに漬けこみました。
 （Fresh Green Plums pickled in Honey）
さわやかで元気になる香り。 （Fresh and energic fragrance）
20. しょうがハニー （Ginger and honey）
新しょうがをはちみつにじっくり漬けこみました。
 （Fresh Ginger pickled in Honey）
ホット・アイスで、じんわり、ほっこり、ソーダ割りで 
（Hot/Iced or gradually and Warmly with Soda）
しゃっきり天然ジンジャーエール （Natural Ginger Ale）
・ミルクわり （Available with milk）…………………… ￥480
21. レモンハニー （Lemon and Honey）
イタリア産レモン果汁とはちみつのやさしい甘さのレモネード 
（Italian Lemon and Honey Lemonnaid）
22. すだちハニー （Sudachi and Honey）
徳島のすだちとはちみつのさわやかヘルシードリンク
(Tokushima Sudachi and Honey, Healthy and refreshing drink）
23. かりんハニー （Chinese quince and Honey）
かりんをはちみつにじっくり漬けこみました。
 （Chinese quince pickled in Honey）
りんごにも似たのどにやさしいやわらかな香り。
 （Soft and Smooth fragrance like Apple）
24. はちみつバーモンド （Honey and Balmond ）
国産りんごだけを材料にしたりんご酢とはちみつで作った
ヘルシードリンク。 
（Healthy Drink made of Domestic Apples only and Apple 
Vinegar with Honey.）

ウォーターブルーカフェ

25. 玄米コーヒー （Brown Rice Coffee）
黒煎りした無農薬玄米を微粉末にしたノンカフェイン、ビタミ
ンＥやミネラルがたっぷりのドリンク。ミルクわりもおすすめ。
 （Coffee made of Roasted organic Brown Rice Powder, 
caffeine-free and Vitamin E, Minerals.）
 ・水わり  ホット・アイス （With Water Hot/Iced）…… ￥450
 ・ミルクわり  ホット・アイス （With Milk Hot/Iced） ￥480
✿単品 250 円以上のケーキとセットで 50 円引き ( 税込 ) にさ
せて頂きます。 
（100yen discount for drinks are available with Cakes over 250yen）
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<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

メニューは税抜き表示です。 （All prices are exclusive of Tax）
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