
GON
TEL 03-3336-4481
3-25-26 Koenji-Kita, Suginami-ku

1. プレーンオムライス （Plain omelet rice）………… ￥520

2. 大盛り Oomori（Plain omelet rice large） ……… ￥620

プレーンオムライス専用サイドメニュー Side-Menu

（menu for Plain omelet rice）

3. 味噌汁 Miso-Shiru（MISO soup）………………… ￥100

4. コーヒー or 紅茶 Coffee/Tea（Coffee/tea）……… ￥180

5. ウーロン茶（アイス） Oolong-Cha（Iced oolong tea） ￥180

●オムライス　全品サラダ付き Omelet Rice
（omelet rice with salad）

6. カレーオムライス （Curry omelet rice）…………… ￥800

7. タラコオムライス （Tarako omelet rice）………… ￥800

8. ハッシュドビーフオムライス 

（Hashed beef omelet rice）…………………………… ￥850

9. クリームオムライス （Cream omelet rice）……… ￥800

10. カニ風味のトマトソースオムライス Kani-Tomato-Omelet 

Rice（Crab taste tomato omelet rice）……………… ￥850

11. チーズクリームオムライス 

（Cheese cream omelet rice）………………………… ￥850

12. ヤキオムライス Yaki-Omelet Rice

（Fried omelet rice）…………………………………… ￥800

13. あさりスープのオムライス （Asari soup omelet rice） ￥800

14. チーズオムライス （Cheese omelet rice）……… ￥850

お膳セット （OZEN-set）

15. ハーブチキン （Hurb chicken）…………………… ￥930

16. コーヒー or ティ付 （with Coffee/tea） ……… ￥1030

ランチ（PM2：30 迄） （Lunch time is until 14:30）

17. ハーブチキン（みそ汁 コーヒー or ティ付）

 （Herb chicken(MISO soup and coffee/tea)）……… ￥850

●ワンプレート （One plate）
18. オムライス＋生姜焼き Omelet Rice+Shoga-Yaki

（Omelet rice+Fried pork with ginger）……………… ￥880

19. オムライス＋牛焼き肉 Omelet Rice+Gyu-Yakiniku

（Omelet rice+Fried beef ）…………………………… ￥880

20. オムライス＋ハンバーグ （Omelet rice+Hamburg） ￥880

21. カレーライス＋生姜焼き Curry-Rice+Shogayaki

（Curry rice+Fried pork with ginger）………………… ￥880

22. カレーライス＋牛焼き肉 Curry-Rice+Gyu-Yakiniku

（Curry rice+Fried beef）……………………………… ￥880

23. カレーライス＋ハンバーグ （Curry rice+Hamburg） ￥880

24. 味噌汁付き （with MISO soup）…………………… ￥950

25. コーヒー or 紅茶付き （with Coffee/tea） …… ￥1000

26. 味噌汁＋コーヒー or 紅茶付き 

（with MISO soup and Coffee/tea）………………… ￥1050

●お膳セット （OZEN-set）
27. ハンバーグ （Hamburg Steak）…………………… ￥880

28. 生姜焼き Sho-Ga-Yaki（Fried pork with ginger） ￥880

29. オムレツ （Omelete）……………………………… ￥880

30. 牛焼き肉 Gyu-Yakiniku（Sauteed beef） ……… ￥880

31. コーヒー or 紅茶 or ウーロン茶付き

 （with Coffee/Tea/Oolong tea）……………………… ￥980

32. コカ・コーラ or スパイシージンジャーエール付き 

（with Coca cola/spicy ginger ale）………………… ￥1060

33. 生ビール　グラス付き Nama-Beer Glass

（Draught beer glass）……………………………… ￥1100

34. 生ビール　ジョッキ付き Nama-Beer-Jocki

（Draught beer mug）……………………………… ￥1200

35. 薬膳カレー Yakuzen-Curry（Medicinal Herb Curry） ￥950

36. コーヒー or 紅茶 or ウーロン茶付き （with Coffee/Red 

Tea/Oolong tea）…………………………………… ￥1080

37. チーズカレー Cheese-Curry（Cheese curry）…… ￥850

38. カレーライス Curry-Rice（Curry rice） ………… ￥700

39. スープピラフ （Soup pilaf）……………………… ￥780

40. ハヤシライス （Hayashi rice(Hashed beef)）…… ￥750

41. みそぞうすい Miso-Zousui（MISO rice） ……… ￥690

42. ミルクぞうすい Milk-Zousui（Milk rice）……… ￥690

43. コンソメぞうすい Consomme-Zousui

（Consomme rice） …………………………………… ￥690

44. 豆乳ぞうすい Tounyu-Zousui（tofu sauce rice） ￥730

45. キーマカレー Keema-Curry（Keema curry）…… ￥750

46. ピラフ （Pilaf）……………………………………… ￥600

47. カレーピラフ （Curry pilaf）……………………… ￥650

48. 野菜サラダ （Salad） ……………………………… ￥500

49. 開化丼 Kaika-Don（Kaika rice） ………………… ￥700

50. 玉子丼 Tamago-Don（Egg rice）………………… ￥600

51. 中華丼 Chuka-Don（Chuka rice） ……………… ￥750

52. あんかけ焼きそば Ankake-Yakisoba

（Fried SOBA with ANKAKE） ………………………… ￥700

53. そばめし Sobameshi（Fried SOBA and Rice）…… ￥680

54. ソース焼きそば Yakisoba（Fried SOBA with Sauce） ￥600

55. シナモントースト （Cinnamon toast）…………… ￥400

56. チーズトースト （Cheese toast）………………… ￥450

57. フレンチトースト （French toast）……………… ￥500

58. ジャムトースト （Jam toast） …………………… ￥350

●ドリンク （Softdrinks）
59. コーヒー （Coffee）………………………………… ￥380

60. アメリカンコーヒー （American coffee） ……… ￥380

61. アイスコーヒー （Iced coffee）…………………… ￥380

62. アイスコーヒー（大） （Iced coffee(large)） …… ￥450

63. カフェオレ （Cafe au lait）………………………… ￥400

64. アイスカフェオレ （Iced cafe au lait）…………… ￥450

65. 紅茶（レモン・ミルク） Kocha(Lemon/Milk)

（Tea(lemon/milk)）…………………………………… ￥380

66. アイスティ Ice-Tea（Iced Tea） ………………… ￥380

67. ロイヤルミルクティ （Royal milk tea） ………… ￥450

68. アイスロイヤルミルクティ （Iced royal milk tea） ￥450

69. ウーロン茶 （Oolong tea）………………………… ￥380

70. ミルク（ホット・アイス） （Milk(hot/iced)）…… ￥380

71. ココア （Cocoa）…………………………………… ￥450

72. アイスココア （Iced cocoa）……………………… ￥450

73. ヨーグルトシェイク（メロン・オレンジ・ブルーベリー） 

（Yogurt shake(melon/orange/blueberry)）………… ￥500

74. アーモンドオレ （Almond au lait）……………… ￥400

75. アイスアーモンドオレ （Iced almond au lait）… ￥500

76. ソーダ水 （Soda） ………………………………… ￥380

77. コーラ （Coca cola） ……………………………… ￥380

78. カルピス （Calpis）………………………………… ￥380

79. グリーンティ （Green tea） ……………………… ￥400

80. カルピスソーダ （Calpis soda）…………………… ￥400

81. コーヒーフロート Coffee-Float

（Coffee with ice cream）……………………………… ￥450

82. クリームソーダ（メロン・オレンジ） 

（Cream soda(melon/orange)）……………………… ￥450

83. グリーンティフロート （Green tea float）……… ￥500

84. モカフロスティ （Moca Frosty） ………………… ￥500

85. レモンスカッシュ （Lemon squash）…………… ￥450

86. レモンジュース （Lemon juice）………………… ￥450

87. オレンジジュース （Orange juice）……………… ￥450

88. グレープフルーツジュース （Grape fruit juice）… ￥450

89. トマトジュース （Tomato juice）………………… ￥450

90. スパイシージンジャーエール （Spicy ginger ale） ￥380

91. 生ビール （Draught beer）………………………… ￥500

92. グラス （with glass）……………………………… ￥380

93. アイスクリーム （Ice cream） …………………… ￥500

●ケーキ類 （Cakes）
94. ケーキ各種（単品） Tanpin（only）……………… ￥380

95. コーヒー or 紅茶付セット （with coffee/tea）…… ￥580

96. ホットケーキ （Hot cake）………………………… ￥480

97. コーヒー or 紅茶セット （with coffee/tea） …… ￥680

●ランチセット　飲み物付き（コーヒー or 紅茶 or ウーロ
ン茶） （Lunch set (with beverage(coffee/tea/oolong tea)）
98. 生姜焼き Syo-Ga-Yaki（Fried pork with ginger） ￥800

99. オムレツ （Omelette） …………………………… ￥800

100. ハンバーグ （Hamburg Steak）………………… ￥800

101. そばめし SOBA-MESHI（Fried Soba an Rice）… ￥800

102. 牛焼き肉 Gyu-Yakiniku（Fried beef） ………… ￥800

103. ハヤシライス （Hayashi rice(Hashed beef)）…… ￥850

104. 焼きそば Yakisoba（Fried SOBA）……………… ￥800

105. あんかけ焼きそば Ankake-Yakisoba

（Fried SOBA with ANKAKE） ………………………… ￥850

●ランチセット　サラダ・飲み物付き 
（Lunch set with salad/beverage）
106. カレー・オムライス （Curry and omelet rice）… ￥950

107. クリームオムライス （Cream omelet rice）…… ￥950

108. ハッシュドビーフオムライス

 （Hashed beef omelet rice） ………………………… ￥980

109. チーズクリームオムライス

 （Cheese cream omelet rice）………………………… ￥980

110. タラコオムライス （Tarako omelet rice）……… ￥950

111. アサリスープのオムライス （Asari soup omelet rice） ￥950

112. かに風味のトマトソースオムライス Kani-Tomato-Omelet 

Rice（Crab taste tomato omelet rice）……………… ￥980

113. オムライス Omelet Rice（omelet rice）……… ￥900

114. ヤキオムライス Yaki-Omelet Rice

（Fried omelet rice）…………………………………… ￥950

115. スープピラフ （Soup Pilaf）……………………… ￥950

116. カレーライス （Curry rice）……………………… ￥800

Open 12.00pm-Midnight
Closed Sun

カフェテラス

ご  ん

プレーンオムライス



1. プレーンオムライス （Plain omelet rice）………… ￥520

2. 大盛り Oomori（Plain omelet rice large） ……… ￥620

プレーンオムライス専用サイドメニュー Side-Menu

（menu for Plain omelet rice）

3. 味噌汁 Miso-Shiru（MISO soup）………………… ￥100

4. コーヒー or 紅茶 Coffee/Tea（Coffee/tea）……… ￥180

5. ウーロン茶（アイス） Oolong-Cha（Iced oolong tea） ￥180

●オムライス　全品サラダ付き Omelet Rice
（omelet rice with salad）

6. カレーオムライス （Curry omelet rice）…………… ￥800

7. タラコオムライス （Tarako omelet rice）………… ￥800

8. ハッシュドビーフオムライス 

（Hashed beef omelet rice）…………………………… ￥850

9. クリームオムライス （Cream omelet rice）……… ￥800

10. カニ風味のトマトソースオムライス Kani-Tomato-Omelet 

Rice（Crab taste tomato omelet rice）……………… ￥850

11. チーズクリームオムライス 

（Cheese cream omelet rice）………………………… ￥850

12. ヤキオムライス Yaki-Omelet Rice

（Fried omelet rice）…………………………………… ￥800

13. あさりスープのオムライス （Asari soup omelet rice） ￥800

14. チーズオムライス （Cheese omelet rice）……… ￥850

お膳セット （OZEN-set）

15. ハーブチキン （Hurb chicken）…………………… ￥930

16. コーヒー or ティ付 （with Coffee/tea） ……… ￥1030

ランチ（PM2：30 迄） （Lunch time is until 14:30）

17. ハーブチキン（みそ汁 コーヒー or ティ付）

 （Herb chicken(MISO soup and coffee/tea)）……… ￥850

●ワンプレート （One plate）
18. オムライス＋生姜焼き Omelet Rice+Shoga-Yaki

（Omelet rice+Fried pork with ginger）……………… ￥880

19. オムライス＋牛焼き肉 Omelet Rice+Gyu-Yakiniku

（Omelet rice+Fried beef ）…………………………… ￥880

20. オムライス＋ハンバーグ （Omelet rice+Hamburg） ￥880

21. カレーライス＋生姜焼き Curry-Rice+Shogayaki

（Curry rice+Fried pork with ginger）………………… ￥880

22. カレーライス＋牛焼き肉 Curry-Rice+Gyu-Yakiniku

（Curry rice+Fried beef）……………………………… ￥880

23. カレーライス＋ハンバーグ （Curry rice+Hamburg） ￥880

24. 味噌汁付き （with MISO soup）…………………… ￥950

25. コーヒー or 紅茶付き （with Coffee/tea） …… ￥1000

26. 味噌汁＋コーヒー or 紅茶付き 

（with MISO soup and Coffee/tea）………………… ￥1050

●お膳セット （OZEN-set）
27. ハンバーグ （Hamburg Steak）…………………… ￥880

28. 生姜焼き Sho-Ga-Yaki（Fried pork with ginger） ￥880

29. オムレツ （Omelete）……………………………… ￥880

30. 牛焼き肉 Gyu-Yakiniku（Sauteed beef） ……… ￥880

31. コーヒー or 紅茶 or ウーロン茶付き

 （with Coffee/Tea/Oolong tea）……………………… ￥980

32. コカ・コーラ or スパイシージンジャーエール付き 

（with Coca cola/spicy ginger ale）………………… ￥1060

33. 生ビール　グラス付き Nama-Beer Glass

（Draught beer glass）……………………………… ￥1100

34. 生ビール　ジョッキ付き Nama-Beer-Jocki

（Draught beer mug）……………………………… ￥1200

35. 薬膳カレー Yakuzen-Curry（Medicinal Herb Curry） ￥950

36. コーヒー or 紅茶 or ウーロン茶付き （with Coffee/Red 

Tea/Oolong tea）…………………………………… ￥1080

37. チーズカレー Cheese-Curry（Cheese curry）…… ￥850

38. カレーライス Curry-Rice（Curry rice） ………… ￥700

39. スープピラフ （Soup pilaf）……………………… ￥780

40. ハヤシライス （Hayashi rice(Hashed beef)）…… ￥750

41. みそぞうすい Miso-Zousui（MISO rice） ……… ￥690

42. ミルクぞうすい Milk-Zousui（Milk rice）……… ￥690

43. コンソメぞうすい Consomme-Zousui

（Consomme rice） …………………………………… ￥690

44. 豆乳ぞうすい Tounyu-Zousui（tofu sauce rice） ￥730

45. キーマカレー Keema-Curry（Keema curry）…… ￥750

46. ピラフ （Pilaf）……………………………………… ￥600

47. カレーピラフ （Curry pilaf）……………………… ￥650

48. 野菜サラダ （Salad） ……………………………… ￥500

49. 開化丼 Kaika-Don（Kaika rice） ………………… ￥700

50. 玉子丼 Tamago-Don（Egg rice）………………… ￥600

51. 中華丼 Chuka-Don（Chuka rice） ……………… ￥750

52. あんかけ焼きそば Ankake-Yakisoba

（Fried SOBA with ANKAKE） ………………………… ￥700

53. そばめし Sobameshi（Fried SOBA and Rice）…… ￥680

54. ソース焼きそば Yakisoba（Fried SOBA with Sauce） ￥600

55. シナモントースト （Cinnamon toast）…………… ￥400

56. チーズトースト （Cheese toast）………………… ￥450

57. フレンチトースト （French toast）……………… ￥500

58. ジャムトースト （Jam toast） …………………… ￥350

●ドリンク （Softdrinks）
59. コーヒー （Coffee）………………………………… ￥380

60. アメリカンコーヒー （American coffee） ……… ￥380

61. アイスコーヒー （Iced coffee）…………………… ￥380

62. アイスコーヒー（大） （Iced coffee(large)） …… ￥450

63. カフェオレ （Cafe au lait）………………………… ￥400

64. アイスカフェオレ （Iced cafe au lait）…………… ￥450

65. 紅茶（レモン・ミルク） Kocha(Lemon/Milk)

（Tea(lemon/milk)）…………………………………… ￥380

66. アイスティ Ice-Tea（Iced Tea） ………………… ￥380

67. ロイヤルミルクティ （Royal milk tea） ………… ￥450

68. アイスロイヤルミルクティ （Iced royal milk tea） ￥450

69. ウーロン茶 （Oolong tea）………………………… ￥380

70. ミルク（ホット・アイス） （Milk(hot/iced)）…… ￥380

71. ココア （Cocoa）…………………………………… ￥450

72. アイスココア （Iced cocoa）……………………… ￥450

73. ヨーグルトシェイク（メロン・オレンジ・ブルーベリー） 

（Yogurt shake(melon/orange/blueberry)）………… ￥500

74. アーモンドオレ （Almond au lait）……………… ￥400

75. アイスアーモンドオレ （Iced almond au lait）… ￥500

76. ソーダ水 （Soda） ………………………………… ￥380

77. コーラ （Coca cola） ……………………………… ￥380

78. カルピス （Calpis）………………………………… ￥380

79. グリーンティ （Green tea） ……………………… ￥400

80. カルピスソーダ （Calpis soda）…………………… ￥400

81. コーヒーフロート Coffee-Float

（Coffee with ice cream）……………………………… ￥450

82. クリームソーダ（メロン・オレンジ） 

（Cream soda(melon/orange)）……………………… ￥450

83. グリーンティフロート （Green tea float）……… ￥500

84. モカフロスティ （Moca Frosty） ………………… ￥500

85. レモンスカッシュ （Lemon squash）…………… ￥450

86. レモンジュース （Lemon juice）………………… ￥450

87. オレンジジュース （Orange juice）……………… ￥450

88. グレープフルーツジュース （Grape fruit juice）… ￥450

89. トマトジュース （Tomato juice）………………… ￥450

90. スパイシージンジャーエール （Spicy ginger ale） ￥380

91. 生ビール （Draught beer）………………………… ￥500

92. グラス （with glass）……………………………… ￥380

93. アイスクリーム （Ice cream） …………………… ￥500

●ケーキ類 （Cakes）
94. ケーキ各種（単品） Tanpin（only）……………… ￥380

95. コーヒー or 紅茶付セット （with coffee/tea）…… ￥580

96. ホットケーキ （Hot cake）………………………… ￥480

97. コーヒー or 紅茶セット （with coffee/tea） …… ￥680

●ランチセット　飲み物付き（コーヒー or 紅茶 or ウーロ
ン茶） （Lunch set (with beverage(coffee/tea/oolong tea)）
98. 生姜焼き Syo-Ga-Yaki（Fried pork with ginger） ￥800

99. オムレツ （Omelette） …………………………… ￥800

100. ハンバーグ （Hamburg Steak）………………… ￥800

101. そばめし SOBA-MESHI（Fried Soba an Rice）… ￥800

102. 牛焼き肉 Gyu-Yakiniku（Fried beef） ………… ￥800

103. ハヤシライス （Hayashi rice(Hashed beef)）…… ￥850

104. 焼きそば Yakisoba（Fried SOBA）……………… ￥800

105. あんかけ焼きそば Ankake-Yakisoba

（Fried SOBA with ANKAKE） ………………………… ￥850

●ランチセット　サラダ・飲み物付き 
（Lunch set with salad/beverage）
106. カレー・オムライス （Curry and omelet rice）… ￥950

107. クリームオムライス （Cream omelet rice）…… ￥950

108. ハッシュドビーフオムライス

 （Hashed beef omelet rice） ………………………… ￥980

109. チーズクリームオムライス

 （Cheese cream omelet rice）………………………… ￥980

110. タラコオムライス （Tarako omelet rice）……… ￥950

111. アサリスープのオムライス （Asari soup omelet rice） ￥950

112. かに風味のトマトソースオムライス Kani-Tomato-Omelet 

Rice（Crab taste tomato omelet rice）……………… ￥980

113. オムライス Omelet Rice（omelet rice）……… ￥900

114. ヤキオムライス Yaki-Omelet Rice

（Fried omelet rice）…………………………………… ￥950

115. スープピラフ （Soup Pilaf）……………………… ￥950

116. カレーライス （Curry rice）……………………… ￥800

<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


