
TEL 03-3314-9999
 3-45-16,  Koenji-Kita, Suginami-ku
Open: 5:00pm-5:00am

1. コカ・コーラ （Coca cola）……………………………… ￥400
2. ジンジャーエール （Ginger ale）………………………… ￥400
3. ドクターペッパー （Doctor pepper）…………………… ￥400
4. ウィルキンソンジンジャー （Wilkinson ginger ale）…… ￥400
5. オレンジジュース （Orange juice）……………………… ￥400
6. グレープフルーツジュース （Grape fruit juice）……… ￥400
7. パイナップルジュース （Pineapple juice） …………… ￥400
8. アップルジュース （Apple juice）……………………… ￥400
9. トマトジュース （Tomato juice） ……………………… ￥400
10. カルピス（ソーダ・ミルク） （Calpis(with soda/milk)） ￥400
11. コーヒー（Hot・Cold） （Coffee(hot/cold)）………… ￥400
12. ミルク（Hot・Cold） （Milk(hot/cold)）……………… ￥400
13. カフェオレ（Hot・Cold） （Cafe au lait(hot/cold)）…… ￥400
14. ストレートティー（Hot・Cold）
 （Red tea(without sugar)(hot/cold)）……………………… ￥400
15. ミルクティー（Hot・Cold） （Milk tea(hot/cold)）…… ￥400
16. レモンティー（Hot・Cold） （Lemon tea(hot/cold)） ￥400
17. ココア（Hot・Cold） （Cocoa(hot/cold)）…………… ￥400
18. ウーロン茶（Hot・Cold） （Oolong tea(hot/cold)）…… ￥400
19. 緑茶（Hot・Cold） （Green tea(hot/cold)）…………… ￥400
20. レッドブル （Red bull）………………………………… ￥500
       ※フロートプラス （add ice cream） ………………… ￥200

21. スーパードライ（生） （“Super dry” (Draft beer)）…… ￥500
22. バドワイザー（瓶） （“Budweiser” (bottled beer)）…… ￥500
23. ウォッカトニック （Vodka tonic） …………………… ￥500
24. モスコミュール （Moscow mule） …………………… ￥500
25. スクリュードライバー （Screwdriver） ……………… ￥500
26. ブラッディマリー （Bloody mary）…………………… ￥500
27. ジントニック （Gin tonic）……………………………… ￥500
28. ジンバック （Gin back）………………………………… ￥500
29. オレンジブロッサム （Orange blossom） …………… ￥500
30. ラムコーク （Rum coke） ……………………………… ￥500
31. ラムジンジャー （Rum ginger） ……………………… ￥500
32. ラムトニック （Rum tonic）…………………………… ￥500
33. カシスオレンジ （Cassis orange）……………………… ￥500
34. カシスグレープフルーツ （Cassis grape fruit）……… ￥500
35. カシスウーロン （Cassis oolong tea）………………… ￥500
36. マリブコーク （Malibu coke） ………………………… ￥500
37. マリブミルク （Malibu milk）…………………………… ￥500
38. マリブパイン （Malibu pineapple）…………………… ￥500
39. アマレットコーク （Amaretto coke）………………… ￥500
40. アマレットジンジャー （Amaretto ginger） ………… ￥500
41. アマレットミルク （Amaretto milk） ………………… ￥500
42. ファジーネーブル （Fuzzy navel）……………………… ￥500
43. ピーチツリーミルク （Peachtree milk）……………… ￥500
44. ピーチツリーティー （Peachtree tea）………………… ￥500
45. レゲエパンチ （Reggae punch）……………………… ￥500
46. DITA オレンジ （DITA orange）………………………… ￥500
47. DITA グレープフルーツ （DITA grapefruit） ………… ￥500
48. DITA トニック （DITA tonic）…………………………… ￥500
49. チャイナブルー （China blue）………………………… ￥500
50. カンパリオレンジ （Campari orange）………………… ￥500
51. スプモーニ （Spumoni）………………………………… ￥500
52. サザンジンジャー （Southern ginger） ……………… ￥500
53. サザントニック （Southern tonic）…………………… ￥500
54. カルーアミルク （Kahlua milk）………………………… ￥500
55. ゴディバミルク （Godiva milk） ……………………… ￥500
56. 梅酒（ロック・ストレート・ソーダ）
 （UME liquor(on the rock/with soda/straight)）………… ￥500

57. 焼酎（水割・ロック）
 （SYOCHU(watered/on the rock)）………………………… ￥500
58. ウーロンハイ （Oolong tea and syochu） …………… ￥500
59. 緑茶ハイ （Green tea and syochu）…………………… ￥500
60. コークハイ （Coke and syochu）……………………… ￥500
61. テキーラシルバー （Tequila silver）…………………… ￥500
62. テキーラゴールド （Tequila gold）…………………… ￥500
63. ジャックダニエル （Jack daniel’ s）…………………… ￥500
64. I.W ハーパー （I.W. harper） …………………………… ￥500
65. フォアローゼス （Fourroses） ………………………… ￥500
66. テキーラ・ウイスキーダブル 
（double whisky or tequila）………………………………… ￥800
67. スミノフアイス （Smirnoff ice） ……………………… ￥600
68. ZIMA （ZIMA）…………………………………………… ￥600
69. レッドアイ （Red eye）………………………………… ￥600
70. シャンディガフ （Shandy gaff） ……………………… ￥600
71. カシスビア （Cassis beer）……………………………… ￥600
72. レッドブルウォッカ （Red bull and vodka）………… ￥600
73. レッドブルラム （Red bull and rum）………………… ￥600
74. レッドブルカシス （Red bull and cassis） …………… ￥600
75. ハイボール （Highball）………………………………… ￥500
76. REDRUM （REDRUM）…………………………………… ￥500
77. ヒブノティック （HPNOTIQ） ………………………… ￥500
78. アイリッシュミスト （Irish mist）……………………… ￥500
79. チンザノ・オランチョ （Cinzano orancio） ………… ￥500
80. タンカレー　No.TEN （Tanqueray No.TEN）………… ￥600
81. ロンリコ （Ronrico） ………………………… ￥S800 Ｗ1200
82. コアントロー （Cointreau） …………………………… ￥500
83. ティフィン （Tiffin） …………………………………… ￥500
84. 鏡月（アセロラ・ゆず） 
（KYO-GETSU(acerola or YUZU)） ………………………… ￥500

Berry

ソフトドリンク
（Non-alcoholic drink）

アルコール
（alcoholic drinks）

<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：


