
Rect. Sand Cafe
TEL 03-5929-9207
3-54-14 Koenji-Minami, Suginami-ku

お好きなサンドウィッチ 1種 +チップス +サラダ 
（Free-choice sandwich+chips+salad）…………………… ￥750
お好きなサンドウィッチ 1種 +チップス +スープ 
（Free-choice sandwich+chips+soup）…………………… ￥750

お好きなサンドウィッチ 1種 +チップス +サラダ +スープ 
（Free-choice sandwich+chips+salad+soup）…………… ￥900

お好きなサンドウィッチ 1種 +チップス +サラダ +スープ +ミニ
デザート （Free-choice sandwich+chips+salad+soup+mini-dessert）
………………………………………………………………￥1000

●本日のホットサンドウィッチ 3種類 
（Today’s 3 kinds of Hot sandwich）
内容はスタッフまでお訊ねください。
 （ask our clerk about Today’ s Hot sandwich）

●セットドリンク+200 円 （add beverage→200）
セットドリンクはドリンクメニューよりお好きなドリンクをお
選びください。 
（You can choose your favorite one from “drink menu”）

KIDS PLATE （kids plate）…………………………………… ￥700
< 対象：小学生まで> （ONLY for elementary school students 
or less than that）
セットドリンクはドリンクメニューよりお好きなドリンクをお
選びください。尚、未就学児はドリンクフリーとなります。 
（Pre-schoool children can get drinks for free!!）

4. マフィン （Muffin） ……………………………………… ￥350
5. デザートプレート （Dessert plate） …………………… ￥700
マフィン、デザートプレートの内容はスタッフまでお訊ねくだ
さい。 （ask our clerk about that）
6. オートミールクッキー (oatmeal cookie) …………………¥130
7. 豆乳スコーン (Soybean milk scone) ………………………¥130
8. コロコロクッキー (Korokoro cookie) ……………………¥150

●HOT DRINK MENU   
9. 珈琲　<ハンドドリップ> （Hand-dripped coffee）…… ￥440
10.カフェオレ<ネルドリップ> （Flannel drip coffee）…… ￥540
11. カフェインレス珈琲<ハンドドリップ> 
（Caffeine-free Hand-dripped coffee）…………………… ￥500
12. カフェインレスカフェオレ<ネルドリップ> 
（Caffeine-free Flannel drip cafe au lait）………………… ￥540
13. 紅茶 KO-CHA（Red tea）……………………………… ￥440
14. 煮出しミルクティー<砂糖入り > 
（Milk tea with sugar）……………………………………… ￥540
15. ハーブティー各 （Herb tea）…………………………… ￥440

●COLD DRINK MENU （Cold drink menu）
16. アイス珈琲 <ネルドリップ> 
（Iced coffee(flannel drip)）………………………………… ￥440
17. アイスカフェオレ<ネルドリップ> 
（Iced cafe au lait(flannel drip)）…………………………… ￥500
18. アイスカフェインレス珈琲<ネルドリップ> 
（Caffeine-free iced coffee(flannel drip)）………………… ￥500
19. アイスカフェインレスカフェオレ<ネルドリップ> 
（Caffeine-free iced cafe au lait(flannel drip)）…………… ￥540
20. アイスティー （iced tea）……………………………… ￥440
21. アイスミルクティー<砂糖入り > 
（Iced milk tea with sugar）………………………………… ￥500
22. りんごジュース （Apple juice）………………………… ￥400
23. ジンジャーエール （Ginger ale）……………………… ￥440
●ALCOHOL MENU （Alocohol menu）
24. ノンアルコールビール （Non-alcoholic beer）……… ￥400
25. ハイネケン　<オランダ > （Heineken(Holland)）…… ￥600
26. レーベンブロイ　<ドイツ > （Lowenbrau(Germany)） ￥600

Open 10.00am-7.00pm
Closed Wed,Thu
Cash Only

レクト サンド カフェ

1.A SET Set menu”A”

DESSERT MENU

Drink MENU
2.B SET Set menu”B”

3.C SET Set menu”C”
<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


