
TEL 03-6794-8619
3-44-17 Koenji-minami, Suginami-ku
Open 6:00pm-12:00am
Close Wednesdays
Cash Only

辛さは０～100倍迄選べます。２倍は中辛。５倍は大辛。
（You can choose spiciness from 0 times to 100 
times(twice is medium and five times is very spicy)）
11～30 倍（from 11 times to 30 times）……￥50
31～60倍（from 31 times to 60 times）…… ￥100
61～100倍（from 61 times to 100 times）…… ￥150
ご飯大盛り（Larger rice） ………………… ￥100
ご飯特盛り（Largest rice）………………… ￥200

1. チキンスープカリー
（Chicken soup curry）………………………￥1050
2. ポークスープカリー
（Pork soup curry）……………………………￥1150
3. シーフードスープカリー
（Seafood soup curry）………………………￥1200
4. トムヤムスープカリー 
（Tom yam soup curry） ……………………￥1200
5. サムゲタンスープカリー（２～３人前） 
（Samgyetang soup curry(for 2 or 3 person)）
………………………………………………￥2200

6. チキンカリー（Chicken curry）………… ￥750
7. ポークカリー （Pork curry）……………… ￥850
8. 焼きチーズチキンカリー
（Fried cheese chicken curry）……………… ￥850
9. 焼きチーズポークカリー YAKI-cheese pork curry
（Fried cheese pork curry）………………… ￥950

10. チーズ（Cheese）……………………… ￥100
11. フライドポテト（Fried potato）……… ￥100
12. 温泉たまご ONSEN-TAMAGO
（Soft boiled egg）…………………………… ￥100
13. 味付きたまご AJITSUKI-TAMAGO
（Egg with flavor）…………………………… ￥100
14. 納豆 （NATTO） ………………………… ￥100
15. 豆腐（スープのみ） 
（Tofu(only soup)） ………………………… ￥100
16. パクチー（スープのみ） PAKUCHI
（Cilantroi (only soup)） …………………… ￥100
17. 野菜セット YASAI-SET
（Vegetables set）…………………………… ￥200
18. フライドセット（オニオン・ベーコン・ガーリック） 
（Fried set(Onion・Bacon・Garlic)）……… ￥200
19. バケット （Baguette）…………………… ￥200
20. カマンベールチーズ 
（Camembert cheese）……………………… ￥200

21. ジャーマンポテトサラダ
（German potato salad）…………………… ￥380
22. ひよこ豆のメキシカンサラダ 
HIYOKO-MAME-NO-MEXICAN-SALAD
（Garbanzo bean Mexican salad）………… ￥380
23. オリーブ＆自家製ピクルス 
（Olive&Homemade pickles）……………… ￥280
24. カマンベールチーズ＆クラッカー
（Camembert cheese&cracker）…………… ￥480
25. 青菜炒め YASAI-ITAME
（Fried Vegetables）………………………… ￥480

26. ピータン豆腐 PI-TAN-TOFU
（Century egg tofu）………………………… ￥480
27. オニオングラタンスープ 
（Onion gratin soup） ……………………… ￥380
28. スパイシーガーリックポテト
（Spicy garlic potato）……………………… ￥380
29. いわしとトマトのチーズオーブン焼き 
IWASHI-TO-TOMATO-NO-CHEESE-OVEN-YAKI
（Oven Grilled Sardine&Tomato with cheese）…… ￥380
30. エビとアボガドのマヨネーズあえ 
EBI-TO-AVOCADO-NO-MAYONNAISE-AE
（Shrimp&Avocado with mayonnaise）…… ￥580
31. 豚の角煮と味付けたまご 
BUTA-NO-KAKUNI-TO-AJITSUKE-TAMAGO
（Pork cooked with soy&egg with flavor）… ￥580
32. ココナッツアイス 
（Coconut ice cream）……………………… ￥380
33. ココナッツケーキ 
（Coconut cake） …………………………… ￥380

SPICY SOUP CURRY BAR TRIP

トリップ 

スープカリー　Soup curry

カリー　curry

トッピング　Topping

アラカルト＆デザート　A la carte&dessert

<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

HOTHOT


