
TEL 03-6383-1298

2-20-4, Asagaya-Minami, Suginami-ku

Open: 11:30am-2:30pm / 5:30pm-10:00pm [Tue-Fri]

                1:00pm-3:00pm / 5:30pm-10:00pm [Sat-Sun]

Closed: Mondays

Credit Cards Accepted

1. オックステールスープ and ライス
（Oxtail soup and rice）…………………………………………￥1250

ハワイのローカルフード No.1 当店自慢のロコフードです。生姜醤油でお肉を頂き
ながらご飯を食べ、後にご飯をスープの中へ！！ハワイ中が魅了された絶品スープ
です。
 （No,1 Local food in Hawaii. Our special Hawaiian food. Eat meat with ginger soy sauce 
and rice together, then put rice into the soup! This soup charmed Hawaiians.）

2. ガーリックシュリンプ　with ライス
（Garlic Shrimps with Rice）……………………………………￥1300

香ばしくガーリックバターで炒めたハワイで最も食されるエビ料理。かの有名店
の味・・・？
 （Shrimps cooked with roasted garlic butter. This is the most popular shrimp 
dish in Hawaii. Taste is like that famous restaurant…?）

3. ポケ丼 Poke Don（Poke Bowl）……………………………￥1050

ハワイでは近海でマグロが捕れるので、マグロ料理はたくさんあります。一番日本
人に良く馴染む醤油とゴマ油で漬けたハワイ風マグロ丼！
 （There are many Tuna fish dishes in Hawaii, because Tuna fishes are caught in the 
sea around. This soy sauce and sesame oil flavored Hawaiian tuna bowl is familiar 
flavor for Japanese.）

4. ポークのハーブソテー with サラダ Pork No Herb Saute

（Pork Grilled with Herb）………………………………………￥1150

ハーブオイルでマリネしたポークをグリルしてあります。そのお肉の上にサラダ
をトッピング。熱々のお肉をルッコラとバルサミコ酢の効いたサラダを一緒に頬
張ると抜群の美味しいハーモニー。
 （Grill marinated pork with herb oil,  salad on top. Grilled hot meat and arugula 
with balsamic vinegar have greatful flavor.）

5. スパム＆エッグ定食 Spam and Egg Teishoku

（Spam and Egg Plate）…………………………………………￥1050

ハワイで最も食されているハムのスパム。グリルして目玉焼きと一緒に !! モーニ
ングのようなワンプレートランチです。
 （Spam is the most popular ham (Luncheon meat) in Hawaii. Grilled Spam and 
egg is just like a breakfast plate.）

6. タコライス（Taco Rice）…………………………………… ￥950

メキシカンのタコスもハワイではご飯と一緒のメニューに変身 !! ご飯の上にタコ
ス・・・・？　少しスパイシーで辛めの一品。
 （This is not regular Mexican Taco. Rice Topped With Cheese, Shredded Cabbage 
and Chopped Tomato, a Little hot and spicy.）

7. ロコモコプレート（Locomoco Plate）……………………￥1200

王道ハワイ料理。当店では現地と同じグレイビーソースでビーフ 100% のハンバ
ーグをワンプレートランチにしてしまいました。
 （This is the king of Hawaiian dishes. We serve 100% beef Salisbury steak with 
Hawaiian gravy sauce. ）

上記にいずれもミニジェラートが付きます。

ミニジェラートをアサイーボウルに変更プラス５００円！

（All avobe menus come with small size of Gelato. +500 yen if you 

change to acai bowl.）

お急ぎの方はスタッフにお申し出下さいませ♪

（Please let us know if you are in a hurry.）

下記からセットのドリンクをお選び下さい

（Please choose a drink for a set menu from below.）

8. コーヒー（HOT・ICE） （Coffee (Hot/Iced)）……………… ￥100

9. アイスアールグレイティー（Iced Earl Gray Tea）……… ￥100

10. ジャスミンティー（ICE）（Jasmine Tea (Iced)）……… ￥100

11. ウーロンティー（ICE）（Oolong Tea (Iced)） ………… ￥100

12. オレンジジュース （Orange Juice）……………………… ￥100

13. HOT 紅茶（アッサム・アールグレイ） 
（Hot tea (Assam and Earl Gray)） …………………………… ￥100

お急ぎの方は HOT 紅茶をご遠慮下さい。 

（It will take a while to serve hot tea.）

14. コーヒー（HOT・ICE） （Coffee (Hot/Iced)）…………… ￥380

15. ココア（HOT・ICE）（Cocoa (Hot/Iced)）……………… ￥500

16. アイスバナナフラッペ（Iced Banana Frappe）………… ￥500

その他　ココア・キャラメルフラッペあります。

 （We also have Cocoa and Caramel frappe as well.）

17. コーラ（Cola ）…………………………………………… ￥300

18. ジンジャーエール（Ginger ale）………………………… ￥300

19. ジャスミンティー（Jasmine Tea (Iced)）……………… ￥300

20. ウーロンティー（Oolong Tea (Iced)） ………………… ￥300

21. ランチビール（Lunch Beer） …………………………… ￥300

22. ランチワイン（赤・白） （Lunch Wine (Red/White)）…… ￥300

23. アサイーボウル（Acai Bowl）…………………………… ￥650

YO-HO's cafe Lanai

フードメニュー
（Food Menu）

ドリンクメニュー
（Drink Menu）

Drinks and Sweets

Lunch Set Meals

Set Drinks

<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


