
FOOD 

Hot Dog(Single Item) ホットドッグ単品
1. ホットドッグ　クラシック （Hot Dog Classic） ……………………………… ￥650

2. ホットドッグ　チャダーチーズ （Hot Dog　Cheddar Cheese） …………… ￥700

Pasta パスタ
3. スパゲッティ　ナポリタン （Spaghetti Napolitan）………………………… ￥800

4. スパゲッティ　ミートボールのボロネーゼ 

（Spaghetti Meatballs Bolognese）…………………………………………… ￥850

5. スパゲッティ　カルボナーラ （Spaghetti Carbonara） …………………… ￥850

Side Dishes サイドメニュー
6. 昔ながらのホットサンド（ハム & チーズ） 

(Old-Fashioned Hot Sand (Ham & Cheese)) ……………………………… ￥500

7. ミックス PIZZA（7.6 インチ） (Mixed Pizza (7.6Inch)) …………………… ￥700

8. えびピラフ （Shrimp Pilaf） ……………………………………………… ￥850

À la carte アラカルト　おつまみ
9. ポリッキー （Porickey） …………………………………………………… ￥100

10. MIX ナッツ （Mixed Nuts） ……………………………………………… ￥300

11. ビストロポテト （Bistro Potato） ………………………………………… ￥350

12. フライドポテト （French Fries）…………………………………………… ￥350

13. 枝豆 （Green Soybeans） ………………………………………………… ￥350

14. オリーブ （Olive） ………………………………………………………… ￥350

15. 一口かつ （Bite-sized Cutlet）…………………………………………… ￥350

16. ガーリックフライドフィッシュ （Garlic Fried Fish） ……………………… ￥400

17. ドライフルーツ （Dried Fruit） …………………………………………… ￥400

18. ハードサラミ （Hard Salami） …………………………………………… ￥400

19. チキンナゲット （Chicken Nuggets） …………………………………… ￥400

20. パンプキンサラダ （Pumpkin Salad） …………………………………… ￥400

21. レアチーズケーキ （Rare Cheese Cake） ……………………………… ￥450

22. チーズフライ （Fried Cheese） …………………………………………… ￥450

23. ローストビーフ ( 小皿 ) (Roast Beef (Small Dish)) …………………… ￥450

24. イタリアンサラダ （Italian Salad） ……………………………………… ￥500

25. チーズ盛合せ （Cheese Platter） ……………………………………… ￥850

26. ローストビーフ （Roast Beef） …………………………………………… ￥850

27. マカロニサラダ （Macaroni Salad） ……………………………………… ￥300

28. 鳥なんこつフライ （Chicken Cartilage Fly） …………………………… ￥400

29. オニオンリング （Onion Rings） ………………………………………… ￥400

30. ピクルス （Pickles） ……………………………………………………… ￥350

31. カニクリームコロッケ （Crab Cream Croquette） ……………………… ￥400

32. 辛口チキンバー （Spicy Chicken Bar） ………………………………… ￥400

33. ガーリックシュリンプ （Garlic Shrimp） ………………………………… ￥400

34. 骨付きフランク（２本） (Bone-in Sausage (2Pcs))　 …………………… ￥450

35. チーズ & サラミ （Cheese & Salami） …………………………………… ￥450

36. チーズオムレツ （Cheese Omelette） …………………………………… ￥450

37. 季節の果物 （Seasonal Fruit） ………………………………………… ￥450

38. あんこうフリット （Monkfish Frit） ……………………………………… ￥400

39. フエカリダ ( 白カビ付ソフトサラミ )

(Fuet Calidad (Bloomy Rind Soft Salami)) ………………………………… ￥450

40. トリュフサラミ （Truffle Salami） ………………………………………… ￥500

41. ソーセージ盛合せ （Sausage Platter） ………………………………… ￥800

WHISKY ウィスキー
68. ハイボール ( ウイスキー + ソーダ ) (Highball (Whisky+Soda）) ……… ￥500

69. コークハイボール（ウイスキー + ソーダ + コーラ）

(Coke Highball (Whisky+Soda+Coke)) …………………………………… ￥500

70. ジンジャーハイボール（ウイスキー + ジンジャーエール） 

(Ginger Highball (Whisky+Ginger Ale)) …………………………………… ￥500

71. ウイスキー　ロック (Whisky on the Rock)    ￥500/600/700/800/1,000

BRANDY ブランデー
72. ブランデーカクテル （Brandy Cocktail）……………………………￥650/850

73. バロンオタール VSOP （Baron Otard VSOP） ………………………… ￥650

74. レミーマルタン VSOP （Remy Martin VSOP）…………………………… ￥900

75. バロンオタール XO （Baron Otard XO）……………………………… ￥1,300

76. カミュ （Camus） ……………………………………………………… ￥2,650

77. コルドンブルー （Cordon　Bleu） ……………………………………… ￥2,800

Shochu/Sour 焼酎・サワー
78. 焼酎 ( ロック ・ お湯割り ) (Shochu (on the Rock / with Hot Water)) ￥400

79. ウーロンハイ （Shochu with Oolong Tea） ……………………………… ￥400

80. 緑茶ハイ （Shochu with Green Tea） …………………………………… ￥400

81. 梅サワー （Plum Sour） ………………………………………………… ￥400

82. ライムサワー （Lime Sour） ……………………………………………… ￥400

83. グレープフルーツサワー （Grapefruit Sour） …………………………… ￥400

84. レモンサワー （Lemon Sour） …………………………………………… ￥400

85. カルピスサワー （Calpis Sour） ………………………………………… ￥400

COCKTAIL カクテル
86. ジントニック （Gin and Tonic） …………………………………………… ￥500

87. ジンバック （Gin Buck） ………………………………………………… ￥500

88. ジンリッキー （Gin Rickey） ……………………………………………… ￥500

89. モスコミュール （Moscow Mule） ………………………………………… ￥500

90. ジングレープフルーツ （Gin Grapefruit） ……………………………… ￥500

91. オレンジブロッサム （Orange Blossom） ……………………………… ￥500

92. ウオッカトニック （Vodka Tonic）………………………………………… ￥500

93. ウオッカリッキー （Vodka Rickey） ……………………………………… ￥500

94. カシスソーダー （Cassis Soda） ………………………………………… ￥500

95. カシスオレンジ （Cassis Orange） ……………………………………… ￥500

96. カシスパイン （Cassis Pineapple） ……………………………………… ￥500

97. カシスウーロン （Cassis Oolong） ……………………………………… ￥500

98. ラムコーク （Rum Coke） ………………………………………………… ￥500

99. ラムトニック （Rum Tonic） ……………………………………………… ￥500

100. ラムジンジャー （Rum Ginger）………………………………………… ￥500

101. マリブミルク （Malibu Milk） …………………………………………… ￥500

102. マリブコーク （Malibu Coke） …………………………………………… ￥500

103. マリブパイン （Malibu Pineapple） ……………………………………… ￥500

104. アメリカンレモネード （American Lemonade） ………………………… ￥580

WINE ワイン
105. グラスワイン　赤 （Red Wine by the Glass） ………………………… ￥500

106. グラスワイン　白 （White Wine by the Glass）………………………… ￥500

107. スパークリングワイン （Sparkling Wine） ……………………………… ￥600

WINE COCKTAIL ワインカクテル
108. キール ( 白ワイン + カシス ) (Kir (White Wine + Cassis)) ………… ￥600

109. キティ ( 赤ワイン + ジンジャーエール ) 

(Kitty (Red Wine + Ginger Ale)) …………………………………………… ￥600

110. キールロワイヤル（シャンパン + カシス） 

(KIR Royal (Champagne + Cassis))………………………………………… ￥650

111. ミモザ（シャンパン + オレンジジュース） 

(Mimosa (Champagne + Orange Juice)) …………………………………… ￥650

BOTTLE
Shochu 焼酎
112. 黒霧島 （Kurokirishima） …………………………………………… ￥3,000

WINE ワイン
113. ワインハーフボトル (Wine (Half Bottle)) …………………………… ￥1,500

114. ワインフルボトル (Wine (Full Bottle)) ……………… ￥3,000/5,500/7,000

115. スパークリングワイン （Sparkling Wine） …………… ￥3,000/5,000/7,000

WHISKY ウィスキー
116. アトーニー （Attorney） …………………………………………… ￥2,100

117. ティーチャーズ （Teacher's） ……………………………………… ￥2,900

118. バランタインズ （Ballantine's） ……………………………………… ￥3,000

119. カナディアンクラブ （Canadian Club） ……………………………… ￥3,000

120. グランツ （Grants） ………………………………………………… ￥3,300

121. アーリータイムズ （Early Times） …………………………………… ￥3,600

122. フォアローゼス （Fore Roses） ……………………………………… ￥3,800

123. シーバスリーガル 12 年 （Chivas Regal 12 Years） ……………… ￥6,600

124. ジャックダニエル （Jack Daniel's） ………………………………… ￥7,000

125. ラフロイグクオーターカスク （Laphroaig Quarter Cask） ………… ￥8,500

126. ラフロイグ　10 年 （Laphroaig 10 Years） ……………………… ￥12,000

127. マッケンドリックス （McKendrick's） ………………………………… ￥2,100

128. ホワイトホース （White Horse） ……………………………………… ￥2,900

129. グレンガノン （Glengannon）　 ……………………………………… ￥3,000

130. ジムビーム （Jim Beam） …………………………………………… ￥3,300

131. ジョニーウォーカー（赤） (Johnnie Walker (Red)) ………………… ￥3,600

132. デュアーズ （Dewar's） ……………………………………………… ￥3,800

133. ベルスコッチ （Bell Scotch） ………………………………………… ￥3,900

134. ジョニーウォーカー（黒） (Johnnie Walker (Black)) ……………… ￥6,900

135. ボウモア　12 年 （Bowmore 12 Years） ………………………… ￥10,000

136. ラフロイグセレクトカスク （Laphroaig Select Cask） ……………… ￥9,000

137. マッカラン　12 年 （Macallan 12 Years） ………………………… ￥13,000

BRANDY ブランデー
138. JP シェネ XO （J.P.Chenet XO） …………………………………… ￥3,600

139. バロンオタール VSOP （Baron Otard VSOP） ……………………… ￥9,500

140. レミーマルタン VSOP （Remy Martin VSOP） …………………… ￥12,000

141. クリエールナポレオン （Courriere Napoleon） ……………………… ￥4,500

142. ヘネシー VS （Hennessy VS） ……………………………………… ￥9,800

143. バロンオタール XO （Baron Otard XO） ………………………… ￥19,000

144. コルドンブルー （Cordon　Bleu） ………………………………… ￥42,000

TEL  03-5327-8044
2-5-10  Asagaya-kita, Suginami-ku

Open 17:00-23:00
Closed  Sunday 

※Tax excluded. 表示価格は税抜きです

フィガロカフェ

Figaro Cafe

DRINK
Coffee コーヒー
42. コーヒー ( アイス or ホット ) (Coffee (Ice or Hot))……………………… ￥450

43. エスプレッソ （Espresso）　 ……………………………………………… ￥400

44. カプチーノ （Cappuccino）　 ……………………………………………… ￥480

45. カフェラテ ( アイス or ホット ) (Latte (Ice or Hot)) …………………… ￥480

46. ココア ( アイス or ホット ) (Cocoa (Ice or Hot))………………………… ￥450

47. コーヒーフロート （Iced Coffee Float）…………………………………… ￥550

48. キャラメルラテ （Caramel Latte） ……………………………………… ￥550

TEA 紅茶
49. 紅茶 （Tea） ……………………………………………………………… ￥450

50. アイスティー （Ice Tea） ………………………………………………… ￥450

51. 烏龍茶 （Oolong Tea） …………………………………………………… ￥400

SOFT DRINK ソフトドリンク
52. コーラ （Coke） ………………………………………………………… ￥400

53. ジンジャーエール （Ginger Ale） ………………………………………… ￥400

54. リンゴジュース （Apple Juice）…………………………………………… ￥400

55. オレンジジュース （Orange Juice） ……………………………………… ￥400

56. トマトジュース （Tomato Juice） ………………………………………… ￥400

57. パインジュース （Pineapple Juice） ……………………………………… ￥400

58. マンゴーミルク （Mango Milk）…………………………………………… ￥450

59. マンゴースカッシュ （Mango Squash） ………………………………… ￥450

60. コーラフロート （Coke Float） …………………………………………… ￥500

Alcoholic アルコール

BEER ビール
61. 生ビール　サッポロ黒ラベル（レギュラー / 大ジョッキ）

(Draft Beer Sapporo Black Label (Regular/Large))　 ………………￥450/980

62. クアーズ （Coors） ……………………………………………………… ￥600

63. コロナエキストラ （Corona Extra） ……………………………………… ￥600

64. ノンアルコール （Non-Alcoholic） ……………………………………… ￥600

BEER COCKTAIL ビアカクテル
65. トマト＋ビール （Tomato+Beer） ………………………………………… ￥600

66. ジンジャーエール＋ビール （Ginger Ale+Beer） ……………………… ￥600

67. カシスリキュール + ビール （Cassis Liqueur+Beer） …………………… ￥600



FOOD 

Hot Dog(Single Item) ホットドッグ単品
1. ホットドッグ　クラシック （Hot Dog Classic） ……………………………… ￥650

2. ホットドッグ　チャダーチーズ （Hot Dog　Cheddar Cheese） …………… ￥700

Pasta パスタ
3. スパゲッティ　ナポリタン （Spaghetti Napolitan）………………………… ￥800

4. スパゲッティ　ミートボールのボロネーゼ 

（Spaghetti Meatballs Bolognese）…………………………………………… ￥850

5. スパゲッティ　カルボナーラ （Spaghetti Carbonara） …………………… ￥850

Side Dishes サイドメニュー
6. 昔ながらのホットサンド（ハム & チーズ） 

(Old-Fashioned Hot Sand (Ham & Cheese)) ……………………………… ￥500

7. ミックス PIZZA（7.6 インチ） (Mixed Pizza (7.6Inch)) …………………… ￥700

8. えびピラフ （Shrimp Pilaf） ……………………………………………… ￥850

À la carte アラカルト　おつまみ
9. ポリッキー （Porickey） …………………………………………………… ￥100

10. MIX ナッツ （Mixed Nuts） ……………………………………………… ￥300

11. ビストロポテト （Bistro Potato） ………………………………………… ￥350

12. フライドポテト （French Fries）…………………………………………… ￥350

13. 枝豆 （Green Soybeans） ………………………………………………… ￥350

14. オリーブ （Olive） ………………………………………………………… ￥350

15. 一口かつ （Bite-sized Cutlet）…………………………………………… ￥350

16. ガーリックフライドフィッシュ （Garlic Fried Fish） ……………………… ￥400

17. ドライフルーツ （Dried Fruit） …………………………………………… ￥400

18. ハードサラミ （Hard Salami） …………………………………………… ￥400

19. チキンナゲット （Chicken Nuggets） …………………………………… ￥400

20. パンプキンサラダ （Pumpkin Salad） …………………………………… ￥400

21. レアチーズケーキ （Rare Cheese Cake） ……………………………… ￥450

22. チーズフライ （Fried Cheese） …………………………………………… ￥450

23. ローストビーフ ( 小皿 ) (Roast Beef (Small Dish)) …………………… ￥450

24. イタリアンサラダ （Italian Salad） ……………………………………… ￥500

25. チーズ盛合せ （Cheese Platter） ……………………………………… ￥850

26. ローストビーフ （Roast Beef） …………………………………………… ￥850

27. マカロニサラダ （Macaroni Salad） ……………………………………… ￥300

28. 鳥なんこつフライ （Chicken Cartilage Fly） …………………………… ￥400

29. オニオンリング （Onion Rings） ………………………………………… ￥400

30. ピクルス （Pickles） ……………………………………………………… ￥350

31. カニクリームコロッケ （Crab Cream Croquette） ……………………… ￥400

32. 辛口チキンバー （Spicy Chicken Bar） ………………………………… ￥400

33. ガーリックシュリンプ （Garlic Shrimp） ………………………………… ￥400

34. 骨付きフランク（２本） (Bone-in Sausage (2Pcs))　 …………………… ￥450

35. チーズ & サラミ （Cheese & Salami） …………………………………… ￥450

36. チーズオムレツ （Cheese Omelette） …………………………………… ￥450

37. 季節の果物 （Seasonal Fruit） ………………………………………… ￥450

38. あんこうフリット （Monkfish Frit） ……………………………………… ￥400

39. フエカリダ ( 白カビ付ソフトサラミ )

(Fuet Calidad (Bloomy Rind Soft Salami)) ………………………………… ￥450

40. トリュフサラミ （Truffle Salami） ………………………………………… ￥500

41. ソーセージ盛合せ （Sausage Platter） ………………………………… ￥800

WHISKY ウィスキー
68. ハイボール ( ウイスキー + ソーダ ) (Highball (Whisky+Soda）) ……… ￥500

69. コークハイボール（ウイスキー + ソーダ + コーラ）

(Coke Highball (Whisky+Soda+Coke)) …………………………………… ￥500

70. ジンジャーハイボール（ウイスキー + ジンジャーエール） 

(Ginger Highball (Whisky+Ginger Ale)) …………………………………… ￥500

71. ウイスキー　ロック (Whisky on the Rock)    ￥500/600/700/800/1,000

BRANDY ブランデー
72. ブランデーカクテル （Brandy Cocktail）……………………………￥650/850

73. バロンオタール VSOP （Baron Otard VSOP） ………………………… ￥650

74. レミーマルタン VSOP （Remy Martin VSOP）…………………………… ￥900

75. バロンオタール XO （Baron Otard XO）……………………………… ￥1,300

76. カミュ （Camus） ……………………………………………………… ￥2,650

77. コルドンブルー （Cordon　Bleu） ……………………………………… ￥2,800

Shochu/Sour 焼酎・サワー
78. 焼酎 ( ロック ・ お湯割り ) (Shochu (on the Rock / with Hot Water)) ￥400

79. ウーロンハイ （Shochu with Oolong Tea） ……………………………… ￥400

80. 緑茶ハイ （Shochu with Green Tea） …………………………………… ￥400

81. 梅サワー （Plum Sour） ………………………………………………… ￥400

82. ライムサワー （Lime Sour） ……………………………………………… ￥400

83. グレープフルーツサワー （Grapefruit Sour） …………………………… ￥400

84. レモンサワー （Lemon Sour） …………………………………………… ￥400

85. カルピスサワー （Calpis Sour） ………………………………………… ￥400

COCKTAIL カクテル
86. ジントニック （Gin and Tonic） …………………………………………… ￥500

87. ジンバック （Gin Buck） ………………………………………………… ￥500

88. ジンリッキー （Gin Rickey） ……………………………………………… ￥500

89. モスコミュール （Moscow Mule） ………………………………………… ￥500

90. ジングレープフルーツ （Gin Grapefruit） ……………………………… ￥500

91. オレンジブロッサム （Orange Blossom） ……………………………… ￥500

92. ウオッカトニック （Vodka Tonic）………………………………………… ￥500

93. ウオッカリッキー （Vodka Rickey） ……………………………………… ￥500

94. カシスソーダー （Cassis Soda） ………………………………………… ￥500

95. カシスオレンジ （Cassis Orange） ……………………………………… ￥500

96. カシスパイン （Cassis Pineapple） ……………………………………… ￥500

97. カシスウーロン （Cassis Oolong） ……………………………………… ￥500

98. ラムコーク （Rum Coke） ………………………………………………… ￥500

99. ラムトニック （Rum Tonic） ……………………………………………… ￥500

100. ラムジンジャー （Rum Ginger）………………………………………… ￥500

101. マリブミルク （Malibu Milk） …………………………………………… ￥500

102. マリブコーク （Malibu Coke） …………………………………………… ￥500

103. マリブパイン （Malibu Pineapple） ……………………………………… ￥500

104. アメリカンレモネード （American Lemonade） ………………………… ￥580

WINE ワイン
105. グラスワイン　赤 （Red Wine by the Glass） ………………………… ￥500

106. グラスワイン　白 （White Wine by the Glass）………………………… ￥500

107. スパークリングワイン （Sparkling Wine） ……………………………… ￥600

WINE COCKTAIL ワインカクテル
108. キール ( 白ワイン + カシス ) (Kir (White Wine + Cassis)) ………… ￥600

109. キティ ( 赤ワイン + ジンジャーエール ) 

(Kitty (Red Wine + Ginger Ale)) …………………………………………… ￥600

110. キールロワイヤル（シャンパン + カシス） 

(KIR Royal (Champagne + Cassis))………………………………………… ￥650

111. ミモザ（シャンパン + オレンジジュース） 

(Mimosa (Champagne + Orange Juice)) …………………………………… ￥650

BOTTLE
Shochu 焼酎
112. 黒霧島 （Kurokirishima） …………………………………………… ￥3,000

WINE ワイン
113. ワインハーフボトル (Wine (Half Bottle)) …………………………… ￥1,500

114. ワインフルボトル (Wine (Full Bottle)) ……………… ￥3,000/5,500/7,000

115. スパークリングワイン （Sparkling Wine） …………… ￥3,000/5,000/7,000

WHISKY ウィスキー
116. アトーニー （Attorney） …………………………………………… ￥2,100

117. ティーチャーズ （Teacher's） ……………………………………… ￥2,900

118. バランタインズ （Ballantine's） ……………………………………… ￥3,000

119. カナディアンクラブ （Canadian Club） ……………………………… ￥3,000

120. グランツ （Grants） ………………………………………………… ￥3,300

121. アーリータイムズ （Early Times） …………………………………… ￥3,600

122. フォアローゼス （Fore Roses） ……………………………………… ￥3,800

123. シーバスリーガル 12 年 （Chivas Regal 12 Years） ……………… ￥6,600

124. ジャックダニエル （Jack Daniel's） ………………………………… ￥7,000

125. ラフロイグクオーターカスク （Laphroaig Quarter Cask） ………… ￥8,500

126. ラフロイグ　10 年 （Laphroaig 10 Years） ……………………… ￥12,000

127. マッケンドリックス （McKendrick's） ………………………………… ￥2,100

128. ホワイトホース （White Horse） ……………………………………… ￥2,900

129. グレンガノン （Glengannon）　 ……………………………………… ￥3,000

130. ジムビーム （Jim Beam） …………………………………………… ￥3,300

131. ジョニーウォーカー（赤） (Johnnie Walker (Red)) ………………… ￥3,600

132. デュアーズ （Dewar's） ……………………………………………… ￥3,800

133. ベルスコッチ （Bell Scotch） ………………………………………… ￥3,900

134. ジョニーウォーカー（黒） (Johnnie Walker (Black)) ……………… ￥6,900

135. ボウモア　12 年 （Bowmore 12 Years） ………………………… ￥10,000

136. ラフロイグセレクトカスク （Laphroaig Select Cask） ……………… ￥9,000

137. マッカラン　12 年 （Macallan 12 Years） ………………………… ￥13,000

BRANDY ブランデー
138. JP シェネ XO （J.P.Chenet XO） …………………………………… ￥3,600

139. バロンオタール VSOP （Baron Otard VSOP） ……………………… ￥9,500

140. レミーマルタン VSOP （Remy Martin VSOP） …………………… ￥12,000

141. クリエールナポレオン （Courriere Napoleon） ……………………… ￥4,500

142. ヘネシー VS （Hennessy VS） ……………………………………… ￥9,800

143. バロンオタール XO （Baron Otard XO） ………………………… ￥19,000

144. コルドンブルー （Cordon　Bleu） ………………………………… ￥42,000

<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
Coffee コーヒー
42. コーヒー ( アイス or ホット ) (Coffee (Ice or Hot))……………………… ￥450

43. エスプレッソ （Espresso）　 ……………………………………………… ￥400

44. カプチーノ （Cappuccino）　 ……………………………………………… ￥480

45. カフェラテ ( アイス or ホット ) (Latte (Ice or Hot)) …………………… ￥480

46. ココア ( アイス or ホット ) (Cocoa (Ice or Hot))………………………… ￥450

47. コーヒーフロート （Iced Coffee Float）…………………………………… ￥550

48. キャラメルラテ （Caramel Latte） ……………………………………… ￥550

TEA 紅茶
49. 紅茶 （Tea） ……………………………………………………………… ￥450

50. アイスティー （Ice Tea） ………………………………………………… ￥450

51. 烏龍茶 （Oolong Tea） …………………………………………………… ￥400

SOFT DRINK ソフトドリンク
52. コーラ （Coke） ………………………………………………………… ￥400

53. ジンジャーエール （Ginger Ale） ………………………………………… ￥400

54. リンゴジュース （Apple Juice）…………………………………………… ￥400

55. オレンジジュース （Orange Juice） ……………………………………… ￥400

56. トマトジュース （Tomato Juice） ………………………………………… ￥400

57. パインジュース （Pineapple Juice） ……………………………………… ￥400

58. マンゴーミルク （Mango Milk）…………………………………………… ￥450

59. マンゴースカッシュ （Mango Squash） ………………………………… ￥450

60. コーラフロート （Coke Float） …………………………………………… ￥500

Alcoholic アルコール

BEER ビール
61. 生ビール　サッポロ黒ラベル（レギュラー / 大ジョッキ）

(Draft Beer Sapporo Black Label (Regular/Large))　 ………………￥450/980

62. クアーズ （Coors） ……………………………………………………… ￥600

63. コロナエキストラ （Corona Extra） ……………………………………… ￥600

64. ノンアルコール （Non-Alcoholic） ……………………………………… ￥600

BEER COCKTAIL ビアカクテル
65. トマト＋ビール （Tomato+Beer） ………………………………………… ￥600

66. ジンジャーエール＋ビール （Ginger Ale+Beer） ……………………… ￥600

67. カシスリキュール + ビール （Cassis Liqueur+Beer） …………………… ￥600


