
TEL 03-3313-3688
 3-45-9 -Koenji-Minami, Suginami-ku
Opem:3:00pm-22:00pm
Close: every Monday & 2nd,4th Sunday

1. ハム＆チーズ （Ham&Cheese）………… ￥500
2. オイルサーディン＋ドライトマト＆チーズ 
（Oil sardine&Dry tomato&Cheese）……… ￥550

3. 豆腐とカカオのケーキ 
TOFU-TO-CACAO-NO-CAKE
（Cake of TOFU&cacao）…………………… ￥500
4. NY チーズケーキ 
（NY cheese cake）…………………………… ￥500

5. ブレンドコーヒー（中煎り）
 （Blend coffee(medium parched)） ……… ￥450
6. ブレンドコーヒー（深入り）
 （Blend coffee(deep parched)）…………… ￥450
7. ミルクコーヒー 
（Coffee and milk）…………………………… ￥600
8. 3 年番茶  ホット／アイス
 （3 years coarse tea(hot/iced)）…………… ￥500
9. 穀物コーヒー（ノンカフェイン）
 （Grain coffee(caffeine-free)）……………… ￥500
10. リンゴ番茶  ホット／アイス 
（Apple coarse tea(hot/iced)）……………… ￥500
11. グレープフルーツジュース
 （Grape fruit juice）………………………… ￥500
12. 自家製ジンジャーエール
 （Homemade ginger ale） ………………… ￥550
13. ジンジャーミルク  ホット／アイス 
（Ginger milk(hot/iced)）…………………… ￥600

14. ハム＆チーズ 
（Ham&Cheese） …………………………… ￥500
15. オイルサーディン＋ドライトマト＆チーズ 
（Oil sardine&Dry tomato&Cheese）……… ￥550
16. ミックスナッツ
 （Mixed nuts） ……………………………… ￥300
17. クリームチーズ＆クラッカー 
（Cream cheese&Cracker）………………… ￥350
18. 自家製ピクルス 
（Homemade pickles）……………………… ￥300
19. 自家製ドライトマト
 （Homemade dry tomato）………………… ￥300

20. 豆腐とカカオのケーキ
 （Cake of TOFU&cacao）…………………… ￥500
21. NY チーズケーキ
（NY cheese cake）…………………………… ￥500

22. ブレンドコーヒー（中煎り） 
（Blend coffee(medium parched)）………… ￥450
23. ブレンドコーヒー（深入り）
 （Blend coffee(deep parched)）…………… ￥450
24. ミルクコーヒー
 （Coffee and milk） ………………………… ￥600
25. 3 年番茶  ホット／アイス 
（3 years coarse tea(hot/iced)）…………… ￥500
26. 穀物コーヒー（ノンカフェイン） 
（Grain coffee(caffeine-free)）……………… ￥500
27. リンゴ番茶  ホット／アイス
 （Apple coarse tea(hot/iced)） …………… ￥500
28. グレープフルーツジュース 
（Grape fruit juice） ………………………… ￥500
29. 自家製ジンジャーエール
 （Homemade ginger ale） ………………… ￥550
30. ジンジャーミルクホット／アイス 
（Ginger milk(hot/iced)）…………………… ￥600
31. ビール  ヨーロピアンケルシュ
 （Beer(EUROPEAN KOLSCH)）……………… ￥700
32. ビール  ハートランド
 （Beer(HeartLand)）………………………… ￥600
33. ラム （Rum）……………………………… ￥500
34. ジン （Gin）……………………………… ￥500
35. バーボン （Bourbon）…………………… ￥500
36. ソーダ割り （with soda）……………… ￥100
37. ワイン（赤）　グラス　テーブルワイン 
（Wine(red) glass table win）……………… ￥500
38. ワイン（赤）　ボトル
 （Wine(red) bottle organic） ……………￥4000～

Gallery Cafe 3
昼のメニュウ （Lunch food）

ホットサンド（Hot sandwich）

百甘味のケーキ（Cakes of “Hyakkanmi”）

昼のメニュウ （Lunch drink）

<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



1. ハム＆チーズ （Ham&Cheese）………… ￥500
2. オイルサーディン＋ドライトマト＆チーズ 
（Oil sardine&Dry tomato&Cheese）……… ￥550

3. 豆腐とカカオのケーキ 
TOFU-TO-CACAO-NO-CAKE
（Cake of TOFU&cacao）…………………… ￥500
4. NY チーズケーキ 
（NY cheese cake）…………………………… ￥500

5. ブレンドコーヒー（中煎り）
 （Blend coffee(medium parched)） ……… ￥450
6. ブレンドコーヒー（深入り）
 （Blend coffee(deep parched)）…………… ￥450
7. ミルクコーヒー 
（Coffee and milk）…………………………… ￥600
8. 3 年番茶  ホット／アイス
 （3 years coarse tea(hot/iced)）…………… ￥500
9. 穀物コーヒー（ノンカフェイン）
 （Grain coffee(caffeine-free)）……………… ￥500
10. リンゴ番茶  ホット／アイス 
（Apple coarse tea(hot/iced)）……………… ￥500
11. グレープフルーツジュース
 （Grape fruit juice）………………………… ￥500
12. 自家製ジンジャーエール
 （Homemade ginger ale） ………………… ￥550
13. ジンジャーミルク  ホット／アイス 
（Ginger milk(hot/iced)）…………………… ￥600

14. ハム＆チーズ 
（Ham&Cheese） …………………………… ￥500
15. オイルサーディン＋ドライトマト＆チーズ 
（Oil sardine&Dry tomato&Cheese）……… ￥550
16. ミックスナッツ
 （Mixed nuts） ……………………………… ￥300
17. クリームチーズ＆クラッカー 
（Cream cheese&Cracker）………………… ￥350
18. 自家製ピクルス 
（Homemade pickles）……………………… ￥300
19. 自家製ドライトマト
 （Homemade dry tomato）………………… ￥300

20. 豆腐とカカオのケーキ
 （Cake of TOFU&cacao）…………………… ￥500
21. NY チーズケーキ
（NY cheese cake）…………………………… ￥500

22. ブレンドコーヒー（中煎り） 
（Blend coffee(medium parched)）………… ￥450
23. ブレンドコーヒー（深入り）
 （Blend coffee(deep parched)）…………… ￥450
24. ミルクコーヒー
 （Coffee and milk） ………………………… ￥600
25. 3 年番茶  ホット／アイス 
（3 years coarse tea(hot/iced)）…………… ￥500
26. 穀物コーヒー（ノンカフェイン） 
（Grain coffee(caffeine-free)）……………… ￥500
27. リンゴ番茶  ホット／アイス
 （Apple coarse tea(hot/iced)） …………… ￥500
28. グレープフルーツジュース 
（Grape fruit juice） ………………………… ￥500
29. 自家製ジンジャーエール
 （Homemade ginger ale） ………………… ￥550
30. ジンジャーミルクホット／アイス 
（Ginger milk(hot/iced)）…………………… ￥600
31. ビール  ヨーロピアンケルシュ
 （Beer(EUROPEAN KOLSCH)）……………… ￥700
32. ビール  ハートランド
 （Beer(HeartLand)）………………………… ￥600
33. ラム （Rum）……………………………… ￥500
34. ジン （Gin）……………………………… ￥500
35. バーボン （Bourbon）…………………… ￥500
36. ソーダ割り （with soda）……………… ￥100
37. ワイン（赤）　グラス　テーブルワイン 
（Wine(red) glass table win）……………… ￥500
38. ワイン（赤）　ボトル
 （Wine(red) bottle organic） ……………￥4000～

夜のメニュウ（Dinner food） 夜のメニュウ（Dinner drink）

ホットサンド+サラダ＋ピクルス
（Hot sandwich + Salad + Pickles）

百甘味のケーキ（Cakes of “Hyakkanmi”）

<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


