
メニューの中からお好きな Sweets+Coffe、Tea、Juice
（One sweets and coffee, tea or juice(Choose from Menu)）
セットにできるお飲み物 （Set Drink）
●スイーツの価格+200 （Sweets+200Yen）
ブレンドコーヒー（スタンダード） （Blend Coffee(Standard)）
ブレンドコーヒー（ライト） （Blend Coffee(Light)）
アイスコーヒー （Iced Coffee）
ダージリン（ホットのみ） （Darjeeling tea(Only Hot)）
アッサム（ホットのみ） （Assam Tea(Only Hot)）
ウバ（ホットのみ） （Uva Tea(Only Hot)）
烏龍茶（ホット／アイス） （Oolong Tea(Hot/Cold)）
ジャスミン茶（ホット／アイス） （Jasmin Tea(Hot/ Cold)）
焙じ茶ブレンド（ホット／アイス） Hojicha Blend（Roasted Green tea 
Blend(hot/Cold)）
煎茶（ホット／アイス） Sencha（Green Tea(Hot/Cold)）
コーラ （Coke）
ジンジャーエール （Ginger Ale）
ホットミルク （Hot Milk）
●スイーツの価格+250 （Sweets +250Yen）
カフェラテ（ホット／アイス） （Café Latte(hot/Cold)）
アールグレイ （Earl Grey）
アイスティー（アールグレイ） （Iced Tea(earl grey)）

セパレートティー （Separate Tea）
千日紅（工芸茶 ホットのみ） Sennichiko（Globe amaranth tea(Hot)）
オレンジジュース （Orange Juice）
グレープフルーツジュース （Grapefruits juice）
●スイーツの価格+300 （Sweets+300yen）
ヘーゼルナッツラテ（ホット／アイス） （Hazelnut latte(Hot/Cold)）
メープルラテ（ホット／アイス） （Maple Latte(hot/Cold)）

サラダ、ドリンク、メインの 3つで ………………………… ￥1,000
●メインの食事は以下の 3つからお選び下さい
 （Choose a meal from the list blow）
・白いビーフストロガノフ Shiroi Beef Stroganoff（White Beef Stroganoff）
・今週のパスタ Konshu No Pasta（Weekly Pasta）
・キッシュと選べるおかずのプレート （Quiche plate）
●ドリンクをお選び下さい
ブレンドコーヒー（スタンダード） （Blend Coffee(Standard)）
ブレンドコーヒー（ライト） （Blend Coffee(Light)）
アイスコーヒー （Ice Coffee）
ダージリン（ホットのみ） （Darjeeling tea(Only Hot)）
アッサム（ホットのみ） （Assam Tea(Only Hot)）
ウバ（ホットのみ） （Uva Tea(only Hot)）
烏龍茶（ホット／アイス） （Oolong Tea(Hot/Cold)）
ジャスミン茶（ホット／アイス） （Jasmin Tea(Hot/ Cold)）
焙じ茶ブレンド（ホット／アイス） Hojicha Blend（Roasted Green tea 
Blend(hot/Cold)）
煎茶（ホット／アイス） Sencha（Green Tea(Hot/Cold)）
コーラ （Coke）
ジンジャーエール （Ginger Ale）
ホットミルク （Hot Milk）
●+50Yen
カフェラテ（ホット／アイス） （Café Latte(hot/Cold)）
アールグレイ （Earl Grey）
アイスティー（アールグレイ） （Iced Tea( earl grey)）
セパレートティー （Separate Tea）
千日紅（工芸茶 ホットのみ） Sennichiko（globe amaranth tea(Hot)）
オレンジジュース （Orange Juice）
グレープフルーツジュース （Grapefruits juice）
●+100Yen
ヘーゼルナッツラテ（ホット／アイス） （Hazelnut latte( Hot/Cold)）
メープルラテ（ホット／アイス） （Maple Latte(hot/Cold)）
●+400Yen
プレミアムモルツ（Premium Malt's）
カクテル（Cocktail ￥600）各種

●+450Yen
カクテル（Cocktail ￥650）各種
18：00 ～平日限定！ハッピーアワーセットのアルコールが￥200 引
きとさらにお得！

プレミアムモルツ （Premium Malt's） …………………………… ￥600
ヒューガルデン　ホワイト （Hoegaarden White）……………… ￥750
デリリウム　トレメンス （Delirium Tremens） ………………… ￥900
ラ・ギロチン （La Guillotine）……………………………………… ￥900
ヴェデット・エクストラ　ホワイト （VEDETT EXTRA WHITE）… ￥750
シメイ　レッド・ラベル （Chi may red Label） ………………… ￥750
シメイ　ホワイト・ラベル （Chi may white Label）…………… ￥800
シメイ　ブルー・ラベル （Chi may Blue Label）………………… ￥800
モルトガット　デュベル （Duvel Moortga）……………………… ￥900
バランタイン （Ballantine's）……………………………………… ￥600
ジョニーウォーカー （Johnnie Walker） ………………………… ￥600
タリスカー　10 年 （Talisker 10 years）…………………………… ￥800
ラフロイグ　10 年 （Laphroaig 10 years） ……………………… ￥800
マッカラン　12 年 （Macallan 12 years）………………………… ￥900
ワイルドターキー （WILD TURKEY）……………………………… ￥800
ジャックダニエル （Jack Daniel's）………………………………… ￥700
山崎　10 年 （Yamazaki 10 Years）………………………………… ￥900
ハイボール （High Ball） …………………………………………… ￥700
ハウスワイン（赤） （House Wine (Red)）………………………… ￥650
ハウスワイン（白） （House Wine (White)）……………………… ￥650
梅酒 Umeshu（Plum Wine）……………………………………… ￥500
カシスオレンジ （Cassis Orange）………………………………… ￥600
カシスグレープフルーツ （Cassis Grapefruits ）………………… ￥600
カシスソーダ （Cassis soda）……………………………………… ￥600
ライチオレンジ （Lychee Orange）………………………………… ￥650
ライチグレープフルーツ （Lychee Grapefruits）………………… ￥650
ライチトニック （Lychee Tonic） ………………………………… ￥650
チャイナブルー （Chine Blue） …………………………………… ￥650
カンパリオレンジ （Campari Orange）…………………………… ￥600
カンパリグレープフルーツ （Campari Grapefruits） …………… ￥600
カンパリソーダ （Campari Soda）………………………………… ￥600
カンパリトニック （Campari Tonic）……………………………… ￥600
シトラスクーラー （Citrus Cooler）………………………………… ￥650
スプモーニ （Spumoni）…………………………………………… ￥600
ネグローニ （Negroni）……………………………………………… ￥650
ラムバック （Rum Buck）…………………………………………… ￥650
キューバリバー （Cuba libre）……………………………………… ￥650
ソルクバーノ （Sol Cubano）……………………………………… ￥600

ジントニック （Gin Tonic）………………………………………… ￥600
ウォッカトニック （Vodka Tonic）………………………………… ￥600
モスコミュール （Moscow Mule）………………………………… ￥600
スクリュードライバー （Screw driver）…………………………… ￥600

サラダ、メイン、ドリンク、ミニデザートの 4つで ……… ￥1,000
●メインの食事は以下の 3つからお選び下さい
 （Choose a meal from the list blow）
・白いビーフストロガノフ Shiroi Beef Stroganoff（White Beef Stroganoff）
・今週のパスタ Konshu No Pasta（Weekly Pasta）
・キッシュと選べるおかずのプレート （Quiche plate）
●ドリンクをお選び下さい
ブレンドコーヒー（スタンダード） （Blend Coffee(Standard)）
ブレンドコーヒー（ライト） （Blend Coffee(Light)）
アイスコーヒー （Iced Coffee）
ダージリン（ホットのみ） （Darjeeling tea(Only Hot)）
アッサム（ホットのみ） （Assam Tea(Only Hot)）
ウバ（ホットのみ） （Uva Tea(only Hot)）
烏龍茶（ホット／アイス） （Oolong Tea(Hot/Cold)）
ジャスミン茶（ホット／アイス） （Jasmin Tea(Hot/ Cold)）
焙じ茶ブレンド（ホット／アイス） Hojicha Blend（Roasted Green tea 
Blend(hot/Cold)）
煎茶（ホット／アイス） Sencha（Green Tea(Hot/Cold)）
コーラ （Coke）
ジンジャーエール （Ginger Ale）
ホットミルク （Hot Milk）
●+50Yen
カフェラテ（ホット／アイス） （Café Latte(hot/Cold)）
アールグレイ （Earl Grey）
アイスティー（アールグレイ） （Iced Tea( earl grey)）
セパレートティー （Separate Tea）
千日紅（工芸茶　ホットのみ） Sennichiko（globe amaranth tea(Hot)）
オレンジジュース （Orange Juice）
グレープフルーツジュース （Grapefruits juice）
●+100Yen
ヘーゼルナッツラテ（ホット／アイス） （Hazelnut latte( Hot/Cold)）
メープルラテ（ホット／アイス） （Maple Latte(hot/Cold)）

白いビーフストロガノフ Shiroi Beef Stroganoff
（White Beef Stroganoff）…………………………………………… ￥750
ミニサラダ付き （with small salad）……………………………… ￥850

今週のパスタ Konshu No Pasta（Weekly Pasta） ……………… ￥750
ミニサラダ付き （with small salad）……………………………… ￥850
キッシュと選べるおかずのプレート （Quiche plate）…………… ￥800
自家製トマトソースのピザトースト Jikasei Tomato sauce Pizza Toast
（Homemade Tomato sauce Pizza Toast）………………………… ￥700
アボカドとサーモンのサンドイッチ
 （Avocado and Salmon Sandwich）……………………………… ￥750
鮭の二種茶漬け Shake no Ni shu chazuke
（2 kinds Salmon Chazuke(a bowl of rice soaked in hot green tea)）…… ￥600
シフォンケーキ （Chiffon cake）…………………………………… ￥450
ベイクドチーズケーキ （baked cheesecake ）…………………… ￥450
プリンアラモード （Le Pudding a la mode）……………………… ￥450
抹茶のババロア （Green tea Bavarois）…………………………… ￥450
イチジクのコンポート Ichijiku no Compote（Fig Compote）   ￥400
アフォガート （affogato） ………………………………………… ￥350

チョコチップクッキー（3枚） （3 Chocolate Cookies）………… ￥150
ドライフルーツの盛り合わせ （Assorted Dry Fruits）…………… ￥450
ミックスナッツ （Mix Nuts） ……………………………………… ￥450
ピスタチオ （Pistachio）…………………………………………… ￥450
3 種のチーズの盛り合わせ San shu no cheese no moriawase 
（Assorted cheese）………………………………………………… ￥500
サラミの盛り合わせ Sarami no moriawase （Assorted Salami） ￥450
ソーセージの盛り合わせ Sausage no moriawase
（Assorted Sausage）………………………………………………… ￥550
生ハムの盛り合わせ Namaham no moriawase（Assorted Uncured 
ham）………………………………………………………………… ￥500
キッシュ（1/4 ピース） （Quiche( Quarter)）……………………… ￥500

ブレンドコーヒー（スタンダード） （Blend Coffee(Standered)） ￥450
ブレンドコーヒー（ライト） （Blend Coffee(Light)）…………… ￥450
アイスコーヒー （Iced Coffee）…………………………………… ￥450
エスプレッソ （Espresso） ………………………………………… ￥300
カフェラテ（ホット／アイス） （Café Latte(hot/Cold)）………… ￥500
ヘーゼルナッツラテ（ホット／アイス）
 （Hazelnut latte( Hot/Cold)）……………………………………… ￥550
メープルラテ（ホット／アイス） （Maple Latte(hot/Cold)）…… ￥550

ダージリン（ホットのみ） （Darjeeling tea(Only Hot)）………… ￥450

アッサム（ホットのみ） （Assam Tea(Only Hot)） ……………… ￥450
ウバ（ホットのみ） （Uva Tea(only Hot)）………………………… ￥450
アールグレイ （Earl grey） ………………………………………… ￥500
アイスティー（アールグレイ） （Iced Tea）……………………… ￥500
セパレートティー （Separate Tea(hot/Cold)）…………………… ￥500
烏龍茶（ホット／アイス） （Oolong Tea(Hot/Cold)）…………… ￥450
ジャスミン茶（ホット／アイス） （Jasmin Tea(Hot/ Cold)）…… ￥450
千日紅（工芸茶　ホットのみ） Sennichiko
（Globe amaranth tea(Hot)） ……………………………………… ￥500
焙じ茶ブレンド（ホット／アイス） Hojicha Blend（Roasted Green 
tea(Hot/Cold)）……………………………………………………… ￥450
煎茶（ホット／アイス） Sencha（Green tea(Hot/Cold)）……… ￥450

オレンジジュース （Orange Juice） ……………………………… ￥500
グレープフルーツジュース （Grapefruits Juice）………………… ￥500
コーラ （Coke）……………………………………………………… ￥450
ジンジャーエール （Ginger Ale）…………………………………… ￥450
ホットミルク （Hot Milk）…………………………………………… ￥450

12.00am-10.30pm/12.00am-9.30pm(Sat,Sun)
Closed Mon / 1st and 3rd Tuesdays

Cafe
Cross Point

Sweets Set

15:00～ Set
Alcohol

TEL 03-5356-7407
3-11-1 Koenji-Kita, Suginami-ku



メニューの中からお好きな Sweets+Coffe、Tea、Juice
（One sweets and coffee, tea or juice(Choose from Menu)）
セットにできるお飲み物 （Set Drink）
●スイーツの価格+200 （Sweets+200Yen）
ブレンドコーヒー（スタンダード） （Blend Coffee(Standard)）
ブレンドコーヒー（ライト） （Blend Coffee(Light)）
アイスコーヒー （Iced Coffee）
ダージリン（ホットのみ） （Darjeeling tea(Only Hot)）
アッサム（ホットのみ） （Assam Tea(Only Hot)）
ウバ（ホットのみ） （Uva Tea(Only Hot)）
烏龍茶（ホット／アイス） （Oolong Tea(Hot/Cold)）
ジャスミン茶（ホット／アイス） （Jasmin Tea(Hot/ Cold)）
焙じ茶ブレンド（ホット／アイス） Hojicha Blend（Roasted Green tea 
Blend(hot/Cold)）
煎茶（ホット／アイス） Sencha（Green Tea(Hot/Cold)）
コーラ （Coke）
ジンジャーエール （Ginger Ale）
ホットミルク （Hot Milk）
●スイーツの価格+250 （Sweets +250Yen）
カフェラテ（ホット／アイス） （Café Latte(hot/Cold)）
アールグレイ （Earl Grey）
アイスティー（アールグレイ） （Iced Tea(earl grey)）

セパレートティー （Separate Tea）
千日紅（工芸茶 ホットのみ） Sennichiko（Globe amaranth tea(Hot)）
オレンジジュース （Orange Juice）
グレープフルーツジュース （Grapefruits juice）
●スイーツの価格+300 （Sweets+300yen）
ヘーゼルナッツラテ（ホット／アイス） （Hazelnut latte(Hot/Cold)）
メープルラテ（ホット／アイス） （Maple Latte(hot/Cold)）

サラダ、ドリンク、メインの 3つで ………………………… ￥1,000
●メインの食事は以下の 3つからお選び下さい
 （Choose a meal from the list blow）
・白いビーフストロガノフ Shiroi Beef Stroganoff（White Beef Stroganoff）
・今週のパスタ Konshu No Pasta（Weekly Pasta）
・キッシュと選べるおかずのプレート （Quiche plate）
●ドリンクをお選び下さい
ブレンドコーヒー（スタンダード） （Blend Coffee(Standard)）
ブレンドコーヒー（ライト） （Blend Coffee(Light)）
アイスコーヒー （Ice Coffee）
ダージリン（ホットのみ） （Darjeeling tea(Only Hot)）
アッサム（ホットのみ） （Assam Tea(Only Hot)）
ウバ（ホットのみ） （Uva Tea(only Hot)）
烏龍茶（ホット／アイス） （Oolong Tea(Hot/Cold)）
ジャスミン茶（ホット／アイス） （Jasmin Tea(Hot/ Cold)）
焙じ茶ブレンド（ホット／アイス） Hojicha Blend（Roasted Green tea 
Blend(hot/Cold)）
煎茶（ホット／アイス） Sencha（Green Tea(Hot/Cold)）
コーラ （Coke）
ジンジャーエール （Ginger Ale）
ホットミルク （Hot Milk）
●+50Yen
カフェラテ（ホット／アイス） （Café Latte(hot/Cold)）
アールグレイ （Earl Grey）
アイスティー（アールグレイ） （Iced Tea( earl grey)）
セパレートティー （Separate Tea）
千日紅（工芸茶 ホットのみ） Sennichiko（globe amaranth tea(Hot)）
オレンジジュース （Orange Juice）
グレープフルーツジュース （Grapefruits juice）
●+100Yen
ヘーゼルナッツラテ（ホット／アイス） （Hazelnut latte( Hot/Cold)）
メープルラテ（ホット／アイス） （Maple Latte(hot/Cold)）
●+400Yen
プレミアムモルツ（Premium Malt's）
カクテル（Cocktail ￥600）各種

●+450Yen
カクテル（Cocktail ￥650）各種
18：00 ～平日限定！ハッピーアワーセットのアルコールが￥200 引
きとさらにお得！

プレミアムモルツ （Premium Malt's） …………………………… ￥600
ヒューガルデン　ホワイト （Hoegaarden White）……………… ￥750
デリリウム　トレメンス （Delirium Tremens） ………………… ￥900
ラ・ギロチン （La Guillotine）……………………………………… ￥900
ヴェデット・エクストラ　ホワイト （VEDETT EXTRA WHITE）… ￥750
シメイ　レッド・ラベル （Chi may red Label） ………………… ￥750
シメイ　ホワイト・ラベル （Chi may white Label）…………… ￥800
シメイ　ブルー・ラベル （Chi may Blue Label）………………… ￥800
モルトガット　デュベル （Duvel Moortga）……………………… ￥900
バランタイン （Ballantine's）……………………………………… ￥600
ジョニーウォーカー （Johnnie Walker） ………………………… ￥600
タリスカー　10 年 （Talisker 10 years）…………………………… ￥800
ラフロイグ　10 年 （Laphroaig 10 years） ……………………… ￥800
マッカラン　12 年 （Macallan 12 years）………………………… ￥900
ワイルドターキー （WILD TURKEY）……………………………… ￥800
ジャックダニエル （Jack Daniel's）………………………………… ￥700
山崎　10 年 （Yamazaki 10 Years）………………………………… ￥900
ハイボール （High Ball） …………………………………………… ￥700
ハウスワイン（赤） （House Wine (Red)）………………………… ￥650
ハウスワイン（白） （House Wine (White)）……………………… ￥650
梅酒 Umeshu（Plum Wine）……………………………………… ￥500
カシスオレンジ （Cassis Orange）………………………………… ￥600
カシスグレープフルーツ （Cassis Grapefruits ）………………… ￥600
カシスソーダ （Cassis soda）……………………………………… ￥600
ライチオレンジ （Lychee Orange）………………………………… ￥650
ライチグレープフルーツ （Lychee Grapefruits）………………… ￥650
ライチトニック （Lychee Tonic） ………………………………… ￥650
チャイナブルー （Chine Blue） …………………………………… ￥650
カンパリオレンジ （Campari Orange）…………………………… ￥600
カンパリグレープフルーツ （Campari Grapefruits） …………… ￥600
カンパリソーダ （Campari Soda）………………………………… ￥600
カンパリトニック （Campari Tonic）……………………………… ￥600
シトラスクーラー （Citrus Cooler）………………………………… ￥650
スプモーニ （Spumoni）…………………………………………… ￥600
ネグローニ （Negroni）……………………………………………… ￥650
ラムバック （Rum Buck）…………………………………………… ￥650
キューバリバー （Cuba libre）……………………………………… ￥650
ソルクバーノ （Sol Cubano）……………………………………… ￥600

ジントニック （Gin Tonic）………………………………………… ￥600
ウォッカトニック （Vodka Tonic）………………………………… ￥600
モスコミュール （Moscow Mule）………………………………… ￥600
スクリュードライバー （Screw driver）…………………………… ￥600

サラダ、メイン、ドリンク、ミニデザートの 4つで ……… ￥1,000
●メインの食事は以下の 3つからお選び下さい
 （Choose a meal from the list blow）
・白いビーフストロガノフ Shiroi Beef Stroganoff（White Beef Stroganoff）
・今週のパスタ Konshu No Pasta（Weekly Pasta）
・キッシュと選べるおかずのプレート （Quiche plate）
●ドリンクをお選び下さい
ブレンドコーヒー（スタンダード） （Blend Coffee(Standard)）
ブレンドコーヒー（ライト） （Blend Coffee(Light)）
アイスコーヒー （Iced Coffee）
ダージリン（ホットのみ） （Darjeeling tea(Only Hot)）
アッサム（ホットのみ） （Assam Tea(Only Hot)）
ウバ（ホットのみ） （Uva Tea(only Hot)）
烏龍茶（ホット／アイス） （Oolong Tea(Hot/Cold)）
ジャスミン茶（ホット／アイス） （Jasmin Tea(Hot/ Cold)）
焙じ茶ブレンド（ホット／アイス） Hojicha Blend（Roasted Green tea 
Blend(hot/Cold)）
煎茶（ホット／アイス） Sencha（Green Tea(Hot/Cold)）
コーラ （Coke）
ジンジャーエール （Ginger Ale）
ホットミルク （Hot Milk）
●+50Yen
カフェラテ（ホット／アイス） （Café Latte(hot/Cold)）
アールグレイ （Earl Grey）
アイスティー（アールグレイ） （Iced Tea( earl grey)）
セパレートティー （Separate Tea）
千日紅（工芸茶　ホットのみ） Sennichiko（globe amaranth tea(Hot)）
オレンジジュース （Orange Juice）
グレープフルーツジュース （Grapefruits juice）
●+100Yen
ヘーゼルナッツラテ（ホット／アイス） （Hazelnut latte( Hot/Cold)）
メープルラテ（ホット／アイス） （Maple Latte(hot/Cold)）

白いビーフストロガノフ Shiroi Beef Stroganoff
（White Beef Stroganoff）…………………………………………… ￥750
ミニサラダ付き （with small salad）……………………………… ￥850

今週のパスタ Konshu No Pasta（Weekly Pasta） ……………… ￥750
ミニサラダ付き （with small salad）……………………………… ￥850
キッシュと選べるおかずのプレート （Quiche plate）…………… ￥800
自家製トマトソースのピザトースト Jikasei Tomato sauce Pizza Toast
（Homemade Tomato sauce Pizza Toast）………………………… ￥700
アボカドとサーモンのサンドイッチ
 （Avocado and Salmon Sandwich）……………………………… ￥750
鮭の二種茶漬け Shake no Ni shu chazuke
（2 kinds Salmon Chazuke(a bowl of rice soaked in hot green tea)）…… ￥600
シフォンケーキ （Chiffon cake）…………………………………… ￥450
ベイクドチーズケーキ （baked cheesecake ）…………………… ￥450
プリンアラモード （Le Pudding a la mode）……………………… ￥450
抹茶のババロア （Green tea Bavarois）…………………………… ￥450
イチジクのコンポート Ichijiku no Compote（Fig Compote）   ￥400
アフォガート （affogato） ………………………………………… ￥350

チョコチップクッキー（3枚） （3 Chocolate Cookies）………… ￥150
ドライフルーツの盛り合わせ （Assorted Dry Fruits）…………… ￥450
ミックスナッツ （Mix Nuts） ……………………………………… ￥450
ピスタチオ （Pistachio）…………………………………………… ￥450
3 種のチーズの盛り合わせ San shu no cheese no moriawase 
（Assorted cheese）………………………………………………… ￥500
サラミの盛り合わせ Sarami no moriawase （Assorted Salami） ￥450
ソーセージの盛り合わせ Sausage no moriawase
（Assorted Sausage）………………………………………………… ￥550
生ハムの盛り合わせ Namaham no moriawase（Assorted Uncured 
ham）………………………………………………………………… ￥500
キッシュ（1/4 ピース） （Quiche( Quarter)）……………………… ￥500

ブレンドコーヒー（スタンダード） （Blend Coffee(Standered)） ￥450
ブレンドコーヒー（ライト） （Blend Coffee(Light)）…………… ￥450
アイスコーヒー （Iced Coffee）…………………………………… ￥450
エスプレッソ （Espresso） ………………………………………… ￥300
カフェラテ（ホット／アイス） （Café Latte(hot/Cold)）………… ￥500
ヘーゼルナッツラテ（ホット／アイス）
 （Hazelnut latte( Hot/Cold)）……………………………………… ￥550
メープルラテ（ホット／アイス） （Maple Latte(hot/Cold)）…… ￥550

ダージリン（ホットのみ） （Darjeeling tea(Only Hot)）………… ￥450

アッサム（ホットのみ） （Assam Tea(Only Hot)） ……………… ￥450
ウバ（ホットのみ） （Uva Tea(only Hot)）………………………… ￥450
アールグレイ （Earl grey） ………………………………………… ￥500
アイスティー（アールグレイ） （Iced Tea）……………………… ￥500
セパレートティー （Separate Tea(hot/Cold)）…………………… ￥500
烏龍茶（ホット／アイス） （Oolong Tea(Hot/Cold)）…………… ￥450
ジャスミン茶（ホット／アイス） （Jasmin Tea(Hot/ Cold)）…… ￥450
千日紅（工芸茶　ホットのみ） Sennichiko
（Globe amaranth tea(Hot)） ……………………………………… ￥500
焙じ茶ブレンド（ホット／アイス） Hojicha Blend（Roasted Green 
tea(Hot/Cold)）……………………………………………………… ￥450
煎茶（ホット／アイス） Sencha（Green tea(Hot/Cold)）……… ￥450

オレンジジュース （Orange Juice） ……………………………… ￥500
グレープフルーツジュース （Grapefruits Juice）………………… ￥500
コーラ （Coke）……………………………………………………… ￥450
ジンジャーエール （Ginger Ale）…………………………………… ￥450
ホットミルク （Hot Milk）…………………………………………… ￥450

Lunch Set

MENU

Snack

Coffee

Tea

Juice

<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


