
TEL 03-5307-7055
3-58-29 Koenji-minami, Suginami-ku

1. 塩ゆでえだまめ （Salty young soybeans in the pod）…… ￥390

2. 自家製ピクルス （Homemade pickles cucumbers）…… ￥390

3. クリームチーズの味噌漬け （Cream cheese and MISO） ￥390

4. アボカドの刺身 （SASHIMI of avocado）……………… ￥390

5. ピリ辛食べラー豆腐 （Red hot TOFU）………………… ￥390

6. ポテトサラダ （Potato salad）…………………………… ￥390

7. スライストマト （Sliced Tomato）……………………… ￥390

8. スモークサーモンとアボカドの冷製 

（Cold smoke salmon&avocado） ………………………… ￥690

9. ミニチーズドック （Hot dog with cheese mini）……… ￥390

10. ヤゲン軟骨揚げ （Fried soft chicken bone）………… ￥390

11. えだまめのカリカリ揚げ 

（Fried young soybeans in the pod）……………………… ￥390

12. チキンナゲット （Chicken nugget）…………………… ￥390

13. 揚げたて豚カツ （Fried pork cutlet） ………………… ￥590

14. フレンチフライポテト （French fried potato）……… ￥390

●＋￥60で選べるフレーバー （↑you can choose flavor for ¥60↓）

 15. バター醤油 （butter and shoyu）

 16. チーズ＆ペッパー （cheese & pepper）

 17. 明太子バター

 （MENTAIKO(salted cod’ s roe spiced hot red peper)&butter）

18. グリルソーセージ （Grilled sausage）………………… ￥390

19. チーズ焼き豆腐 （Grilled Tofu with cheese）………… ￥390

20. 厚切りベーコングリル （Grilled thick beacon ）……… ￥590

21. 揚げたてえびせん （Fried shrimp chips） …………… ￥390

22. 熱々ポップコーン （Hotty pop corn）………………… ￥390

23. ナチョスチップス （Nachos chips）…………………… ￥390

24. 若鶏のからあげ （Fried young chicken）……………… ￥590

25. チキン＆チップス （Chicken&Chips）………………… ￥690

26. ナチョスのチーズ焼き （Grilled Nachos with cheese） ￥590

27. グリーンサラダ　ミニ （Green salad mini）………… ￥290

28. レギュラー （Green salad regular）…………………… ￥580

29. ポテト＆グリーンサラダ　ミニ 

（Potato&Green salad mini） ……………………………… ￥390

30. レギュラー （Potato&Green salad regular） ………… ￥680

31. シーザーサラダ　ミニ （Caesar salad mini）………… ￥390

32. レギュラー （Caesar salad regular）…………………… ￥680

33. お豆腐＆トマトサラダ （Tofu*Tomato salad）……… ￥790

34. 生マッシュルーム＆トマトサラダ

 （Raw mushroom&Tomato salad）………………………… ￥790

35. エビ＆アボカドサラダ （Shrimp&Avocado salad）…… ￥890

36. スモークサーモンサラダ （Smoke salmon salad）…… ￥890

37. 特製牛タンハンバーグサンド　2ピース （Homemade ox 

tongue hamburg sandwich(2 pieces)）…………………… ￥790

38. 特製牛タンハンバーグ＆アボカドサンド　2ピース

 （Homemade ox tongue hamburg&avocado sandwich

(2 pieces)）…………………………………………………… ￥890

39. えびアボカドサンド　2ピース 

（Shrimp&Avocado sandwich(2 pieces)）………………… ￥690

40. サーモンアボカドクリームチーズサンド　2ピース 

（Salmon&Avocado cream cheese sandwich(2 pieces)） …… ￥690

41. 納豆クリームチーズサンド　2ピース 

（NATTOU cream cheese sandwich(2 pieces)）…………… ￥590

42. ボリューム満点！豚カツサンド　2ピース 

（BIG! pork cutlet sandwich(2 pieces)）…………………… ￥790

43. BLT サンド　2ピース 

（BLT sandwich(2 pieces)）………………………………… ￥690

44. ウニ明太ポテトサンド　2ピース 

（Urchin&MENTAIKO potato sandwich(2 pieces)）……… ￥690

45. BBQ ソーセージサンド　2ピース 

（BBQ sausage sandwich(2 pieces)）……………………… ￥690

46. アボカドチーズサンド　2ピース

 （Avocado&Cheese sandwich(2 pieces)）………………… ￥590

47. カレー＆チーズサンド　2ピース 

（Curry&Cheese sandwich(2 pieces)） …………………… ￥590

48. タイ風ガパオサンド　2ピース

 （Gaprao sandwich(2 pieces)）…………………………… ￥680

49. わさびチキンアボカドサンド　2ピース

 （WASABI chicken&avocado sandwich(2 pieces)）……… ￥690

50. チーズオムレツサンド　2ピース 

（Cheese omelette sandwich(2 pieces)）………………… ￥490

●TOPPING　1品 60 円 （Toppings (one for ¥60)）

 51. とろけるチーズ （Melting cheese）

 52. ソーセージ （Sausage）

 53. ピクルス （Pickled cucumbers）

 54. 目玉焼き （Egg fried sunny-side up）

 55. 納豆 （NATTOU）

 56. ツナマヨ （Tuna&mayonnaise）

 57. フライドガーリック （Fried garlic）

 58. フライドオニオン （Fried onion）

 59. フレッシュレタス （Flesh lettuce）

 60. フレッシュトマト （Flesh tomato）

 61. フレッシュライム （Flesh lime）

62. エビとマッシュルームのアヒージョ　バゲット付き 

（Ahijo of shrimp and mushroom with a baguette）…… ￥790

63. ガーリックとベーコンのアヒージョ　バゲット付き

 （Ahijo of garlic and beacon with a baguette） ………… ￥680

64. 追加バゲット（4枚） （add a baguettes(x4)） ……… ￥190

65. 10 種の野菜のグリーンカレー 

（Green curry with 10 kinds of vegetables）……………… ￥890

66. きのこクリームパスタ

 （Cream pasta with mushroom pasta）…………………… ￥890

67. 野菜たっぷりラーメン 

（Chinese noodles with a lot of vegetables ）…………… ￥690

 

ディナーセット （Dinner set）……………………………… ￥490

 68. コーヒー（ホット /アイス） （Coffee(hot/ice)）

 69. 紅茶（ホット /アイス） （Red tea(hot/ice)）

 70. コカコーラ （Coca cola）

 71. ジンジャーエール （Ginger ale）

 72. ウーロン茶 （Oolong tea）

 73. オレンジジュース （Orange juice）

 74. パイナップルジュース （Pineapple juice）

 75. グレープフルーツジュース （grape fruit juice）

 乾杯セット （“drink a toast” set）………………………… ￥590

 76. グラス生ビール （Live beer with glass）

 77. ジントニック （Gin tonic）

 78. モスコミュール （Moscow mule）

 79. ラムコーク （Rum cola）

 80. ウーロンハイ （Oolong tea and syocyu）

 81. 梅酒（ロック /ソーダ / 水割）

  （UME liquor(on the rock/with soda/watered)）

 82. 巨峰酒サワー （OHO liquor sour）

 83. 津軽りんご酒サワー （“TSUGARU” apple liquor sour）

 84. マンゴー酒サワー （Mango liquor sour）

 85. 贅沢ゆず酒サワー （Rich YUZU liquor sour）

 86. ライチサワー （Litchi sour）

87. バニラアイスサンド　2ピース
 （Vanilla ice cream sandwich(2 pieces)）………………… ￥490
88. 濃厚バニラアイス （Rich vanilla ice cream）………… ￥390

89. サプライズプレート（要予約）

 （surprise plate(you NEED reservation)）……………… ￥1,090

MUSTANG
TOKYO

とりあえず（Tentatively things）

焼きもの（Grilled things）

サラダ（Salads）

Hot Sandwiches

さっぱり (Refreshed things)

揚げ物（Fried things）

HOTHOT

Open 6:00pm-2:00am(sat,sun 3:00pm-2:00am)
Close Thursday
Cash Only

<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
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SweetsDINNER SET
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