
TEL 03-6304-9451

2F, 3-46-3 Koenji-minami, Suginami-ku

Open:  -12:00am

Close Tuesdays

1. セビッチェ Ceviche
（Marinated seafood）…………………………… ￥680
2. サルサ＆チップス Salsa&chips
（Salsa&chips）…………………………………… ￥300
3. グアカモレ＆チップス
（Guacamole&chips） …………………………… ￥300
4. ハラペーニョ丸ごとフライ Jalapeño marugoto fry
（Whole fried jalapeño）………………………… ￥300
5. ハラペーニョピクルス Jalapeño pickles
（Pickled jalapeño）……………………………… ￥200
6. エスキーテス Esquites
（Spicy corn, sauce, mayonnaise and etc） …… ￥390
7. フリホーレススープ Frijoles soup
（Soup of kidney bean） ………………………… ￥580
8. フライドポテト（Fried potato） …………… ￥300
9. ティファナサラダ Tifana salad
（Caesar salad）…………………………………… ￥880
10. サンフェイスサラダ Sun face salad
（Sun face salad）……………………………… ￥1470

11. 自家製ピクルスもりあわせ Jikasei pickles moriawase
（Assorted homemade pickles）………………… ￥500
12. オリーブ５種盛り Olive goshu mori
（Assorted 5types of olive）……………………… ￥200
13. トマトスライス Tomato slice
（Sliced tomato） ………………………………… ￥300
14. ジャイアントコーン （Giant corn）………… ￥200
15. スナイダース （Snyder's）…………………… ￥200
16. アスパラのオーブン焼き Aspara no oven yaki
（Grilled asparagus）……………………………… ￥530
17. オリーブと焼き野菜 Olive to yaki yasai
（Olive and grilled vegetables）……………… ￥1470
18. オリーブと焼き野菜（ハーフ） Olive to yaki yasai 
（Olive and grilled vegetables (half)）…………… ￥880
19. ナチョス（Nachos）………………………… ￥530
20. ビーンナチョス Bean nachos
（Bean nachos）…………………………………… ￥530
21. チーズナチョス（Cheese nachos）………… ￥530
22. タコス （Tacos）……………………………… ￥600
23. トスターダス Tostadas（Toasted tortilla） ￥880
24. ケサディーヤ Quesadilla（Quesadilla fast food of 
Mexican food）…………………………………… ￥530
25. ウエボス・ランチュロス Huevos Lancheros
（Spicy stew of egg and tortilla）………………… ￥680
26. 有頭エビのグリル Yuto ebi no grill
（Grilled whole prawn） ………………………… ￥420
27. チョリソー （Chorizo）……………………… ￥680
28. ハニー・バター・ウイング 
（Honey butter wing）…………………………… ￥500
29. チチャロン Chicharon（Fried pork skin）…… ￥300

30. カルネアサダブリトー Carne asada burrito
（Tortilla roll of grilled meat）………………… ￥1260
31. アメリカーノブリトー
（American tortilla roll） ……………………… ￥1260
32. チミチャンガ Chimichanga
（Fried tortilla roll） …………………………… ￥1100
33. シュリンプブリトー Shrimp burrito
（Tortilla roll of shrimp）……………………… ￥1100

34. モーレシュリンプブリトー More shrimp burrito
（Tortilla roll of spicy cacao sauce and shrimp）…… ￥1100
35. アンヘルシュリンプブリトー Angel shrimp burrito
（Tortilla roll of angel shrimp）………………… ￥1050
36. サンタフェシュリンプブリトー Santafe shrimp burrito
（Tortilla roll of shrimp, Mexican rice and salsa ）…… ￥1260
37. フィッシュブリトー Fish burrito
（Tortilla roll of fish）…………………………… ￥1050
38. グリルドフィッシュブリトー Grilled fish burrito
（Tortilla roll of grilled fish）…………………… ￥1050
39. サンタフェフィッシュブリトー Santafe fish burrito
（Tortilla roll of fish, mexican rice or lettuce
 and salsa）……………………………………… ￥1260
40. ベジタリアンブリトー Vegetarian burrito
（Vegetarian tortilla roll）………………………… ￥950
41. ビーンマニアブリトー Bean mania burrito
（Bean tortilla roll） …………………………… ￥1050
42. ブレックファストブリトー Breakfast burrito
（Tortilla roll of breakfast） ……………………… ￥950

43. ピスタチオ（Pistachio） …………………… ￥450
44. カラメル（Caramel）………………………… ￥450
45. コーン＆クッキー （Corn cookie） ………… ￥450
46. バニラ（Vanilla） …………………………… ￥450

47. パローマ（テキーラ＋ライム＆グレープフルーツソーダ） 
（Paroma (tequila＋lime&grapefruit)）……………… ￥500
48. メキシココーク（テキーラ＋＆ライム） 
（Mexico coke (tequila＋＆lime)）…………………… ￥500
49. ファンテキーラ（テキーラ＋ファンタグレープ）
（Fan tequila (tequila&fanta grape)）………………… ￥500
50. テキーラトニック（テキーラ＋ライム＆トニックウォーター） 
（Tequila tonic (tequila＋lime&tonic water)）……… ￥500
51. テキーラハイボール（テキーラ＋ライム＆ソーダ） 
（Tequila high ball (tequila＋lime&soda)） ………… ￥500
52. テキーラロホ（テキーラ＋ライム＆トマトジュース） 
（Tequila rojo (tequila＋lime&tomato juice)）……… ￥500
53. テキリンド（テキーラ＋タマリンドジュース） 
（Tequirindo (tequila＋tamarindo juice)）…………… ￥500
54. テキーラサンライズ（テキーラ＋オレンジジュース＆
グレナデン） （Tequila sunrise (tequila＋orange juice& 
grenadine)）…………………………………………… ￥500
55. テキーラカイピ（テキーラ＋ライム） 
（Tequila caipi (tequila＋lime)）……………………… ￥700
56. メヒート（テキーラ＋ライム＆ミント）
（Mexito (tequila＋lime&mint)）……………………… ￥700
57. マタドール（テキーラ＋ライム＆パインジュース ) 
（Matador (tequila＋cointreau&pineapple juice)）… ￥700
58. マルガリータ（テキーラ＋コアントロー＆ライム） 
（Margarita (tequila＋cointreau&lime)） …………… ￥800
59. フローズンマルガリータ
（Frozen margarita）…………………………………… ￥900
60. クエルボ１８００（Cuervo 1800）……………… ￥500
61. カサ・デ・ルナ （Casa・de・luna） …………… ￥500
62. アガヴァレス （Agavales）………………………… ￥500
ストレートやロックの場合、ダブルのご注文は 100off 
（If you order double (straight or rock), you can have ¥100 
discount）
63. ホットテキーラオレンジ （Hot tequila orange）…… ￥500
64. ホットハイビスカステキーラ 

（Hot hibiscus tequila）………………………………… ￥500
65. ホットカヘタミルク（ヤギのミルクキャラメル「カヘタ」） 
（Hot Cajeta milk (milk chramel of goat 「Cajeta」)）…… ￥700
66. ホットテキーラゆず（Hot tequila japanese citrus）… ￥500
67. ホットトゥナオレンジ（サボテンの実「トゥナ」）
（Hot tuna orange(fruit of cactus「Tuna」)）……… ￥500

68. プレミアムモルツ（生）
（Premium malt's (draught)）………………………… ￥490
69. 生ビールwith テキーラ 
（Draught beer and tequila）………………………… ￥600
70. コロナ（Corona）………………………………… ￥530
71. テカテ（Tecate） ………………………………… ￥600
72. ネグラ　モデロ （Negra modero）……………… ￥650
73. モデロ　エスペシアル （Modero especial）…… ￥700
74. ポーター （Porter）………………………………… ￥800
75. ヘーフェヴァイツェン（Hefeweizen）………… ￥800
76. IPA ………………………………………………… ￥800

77. トロンハトニック （Toronja tonic）……………… ￥480
78. トロンハソーダ （Toronja soda）………………… ￥480
79. ナランハトニック（Naranja tonic） …………… ￥480
80. ナランハソーダ （Naranja soda）………………… ￥480
81. ピーニャトニック（Piña tonic）………………… ￥480
82. ピーニャソーダ （Piña soda） …………………… ￥480

83. グラス （Glass） …………………………………… ￥420
84. デカンタ（Decanter）………………………… ￥1470
85. ボトル（チリ）（Bottle (Chile)）……………… ￥2400
86. ボトル（メキシコ）（Bottle (Mexico)）…… ￥2860～

87. ウィルキンソンジンジャーエール
辛口orジンジャーたっぷり
（Wilkinson ginger ale dry or a lot of ginger ）……… ￥350
88. ルートビア（Root beer）………………………… ￥250
89. コカコーラ（Coca・cola） ……………………… ￥250
90. リボンオレンジ （Ribbon orange）……………… ￥250

91. アグァデハマイカ （Agua de jamaica）………… ￥390
92. アグァデハマイカ　ライム＆ミント 
（Agua de jamaica lime&mint）……………………… ￥500
93. 100%オレンジ （100% orange）………………… ￥390
94. 100%パイナップル（100% pineapple）……… ￥390
95. 100%グレープフルーツ（100% grapefruit）…… ￥390
96. グァバ（Guava）…………………………………… ￥390
97. ウーロン茶 Oolong cha（Oolong tea）………… ￥390
98. タマリンド （Tamarind） ………………………… ￥390
99. リッチミルク（Rich milk） ……………………… ￥390
100. ホットチョコラテ（Hot chocolate） ………… ￥480

101. エラドゥーラ　アニェホ（Eradura añejo）… ￥1200
102. レポサド（Eradura  reposado）………………… ￥800
103. シルバー （Eradura silver）……………………… ￥600

104. レポサド （Cuervo Reposado）………………… ￥700
105. シルバー（Cuervo silver）……………………… ￥500
106. ミルオチョシエント・アニェホ 
（Mil ocho ciento・añejo）………………………… ￥1200

107. アルベスト（Arbest）…………………………… ￥800
108. アニェホ （Añejo） …………………………… ￥1000

109. ブランコ・ストロング・シルバー
（Blanco・strong・silver）…………………………… ￥900
110. レポサド （Reposado）…………………………… ￥900

111. エル・テソロ・ドン・フェリペ・ブランコ 
（El・tesoro・don・felipe・blanco）………………… ￥800
112. エル・テソロ・プラティヌン・デ・ドン・フェリペ 
（El・tesoro・platinum・de・don・felipe） …… ￥1000

ロホ アミーゴキッチン
ROJO Amigo Kitchen

フードメニュー
（Food Menu）

a la carte

ブリトーBurrito

エラードHelado
(Ice cream(2flavor is ¥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

HOTHOT

HOTHOT



1. セビッチェ Ceviche
（Marinated seafood）…………………………… ￥680
2. サルサ＆チップス Salsa&chips
（Salsa&chips）…………………………………… ￥300
3. グアカモレ＆チップス
（Guacamole&chips） …………………………… ￥300
4. ハラペーニョ丸ごとフライ Jalapeño marugoto fry
（Whole fried jalapeño）………………………… ￥300
5. ハラペーニョピクルス Jalapeño pickles
（Pickled jalapeño）……………………………… ￥200
6. エスキーテス Esquites
（Spicy corn, sauce, mayonnaise and etc） …… ￥390
7. フリホーレススープ Frijoles soup
（Soup of kidney bean） ………………………… ￥580
8. フライドポテト（Fried potato） …………… ￥300
9. ティファナサラダ Tifana salad
（Caesar salad）…………………………………… ￥880
10. サンフェイスサラダ Sun face salad
（Sun face salad）……………………………… ￥1470

11. 自家製ピクルスもりあわせ Jikasei pickles moriawase
（Assorted homemade pickles）………………… ￥500
12. オリーブ５種盛り Olive goshu mori
（Assorted 5types of olive）……………………… ￥200
13. トマトスライス Tomato slice
（Sliced tomato） ………………………………… ￥300
14. ジャイアントコーン （Giant corn）………… ￥200
15. スナイダース （Snyder's）…………………… ￥200
16. アスパラのオーブン焼き Aspara no oven yaki
（Grilled asparagus）……………………………… ￥530
17. オリーブと焼き野菜 Olive to yaki yasai
（Olive and grilled vegetables）……………… ￥1470
18. オリーブと焼き野菜（ハーフ） Olive to yaki yasai 
（Olive and grilled vegetables (half)）…………… ￥880
19. ナチョス（Nachos）………………………… ￥530
20. ビーンナチョス Bean nachos
（Bean nachos）…………………………………… ￥530
21. チーズナチョス（Cheese nachos）………… ￥530
22. タコス （Tacos）……………………………… ￥600
23. トスターダス Tostadas（Toasted tortilla） ￥880
24. ケサディーヤ Quesadilla（Quesadilla fast food of 
Mexican food）…………………………………… ￥530
25. ウエボス・ランチュロス Huevos Lancheros
（Spicy stew of egg and tortilla）………………… ￥680
26. 有頭エビのグリル Yuto ebi no grill
（Grilled whole prawn） ………………………… ￥420
27. チョリソー （Chorizo）……………………… ￥680
28. ハニー・バター・ウイング 
（Honey butter wing）…………………………… ￥500
29. チチャロン Chicharon（Fried pork skin）…… ￥300

30. カルネアサダブリトー Carne asada burrito
（Tortilla roll of grilled meat）………………… ￥1260
31. アメリカーノブリトー
（American tortilla roll） ……………………… ￥1260
32. チミチャンガ Chimichanga
（Fried tortilla roll） …………………………… ￥1100
33. シュリンプブリトー Shrimp burrito
（Tortilla roll of shrimp）……………………… ￥1100

34. モーレシュリンプブリトー More shrimp burrito
（Tortilla roll of spicy cacao sauce and shrimp）…… ￥1100
35. アンヘルシュリンプブリトー Angel shrimp burrito
（Tortilla roll of angel shrimp）………………… ￥1050
36. サンタフェシュリンプブリトー Santafe shrimp burrito
（Tortilla roll of shrimp, Mexican rice and salsa ）…… ￥1260
37. フィッシュブリトー Fish burrito
（Tortilla roll of fish）…………………………… ￥1050
38. グリルドフィッシュブリトー Grilled fish burrito
（Tortilla roll of grilled fish）…………………… ￥1050
39. サンタフェフィッシュブリトー Santafe fish burrito
（Tortilla roll of fish, mexican rice or lettuce
 and salsa）……………………………………… ￥1260
40. ベジタリアンブリトー Vegetarian burrito
（Vegetarian tortilla roll）………………………… ￥950
41. ビーンマニアブリトー Bean mania burrito
（Bean tortilla roll） …………………………… ￥1050
42. ブレックファストブリトー Breakfast burrito
（Tortilla roll of breakfast） ……………………… ￥950

43. ピスタチオ（Pistachio） …………………… ￥450
44. カラメル（Caramel）………………………… ￥450
45. コーン＆クッキー （Corn cookie） ………… ￥450
46. バニラ（Vanilla） …………………………… ￥450

47. パローマ（テキーラ＋ライム＆グレープフルーツソーダ） 
（Paroma (tequila＋lime&grapefruit)）……………… ￥500
48. メキシココーク（テキーラ＋＆ライム） 
（Mexico coke (tequila＋＆lime)）…………………… ￥500
49. ファンテキーラ（テキーラ＋ファンタグレープ）
（Fan tequila (tequila&fanta grape)）………………… ￥500
50. テキーラトニック（テキーラ＋ライム＆トニックウォーター） 
（Tequila tonic (tequila＋lime&tonic water)）……… ￥500
51. テキーラハイボール（テキーラ＋ライム＆ソーダ） 
（Tequila high ball (tequila＋lime&soda)） ………… ￥500
52. テキーラロホ（テキーラ＋ライム＆トマトジュース） 
（Tequila rojo (tequila＋lime&tomato juice)）……… ￥500
53. テキリンド（テキーラ＋タマリンドジュース） 
（Tequirindo (tequila＋tamarindo juice)）…………… ￥500
54. テキーラサンライズ（テキーラ＋オレンジジュース＆
グレナデン） （Tequila sunrise (tequila＋orange juice& 
grenadine)）…………………………………………… ￥500
55. テキーラカイピ（テキーラ＋ライム） 
（Tequila caipi (tequila＋lime)）……………………… ￥700
56. メヒート（テキーラ＋ライム＆ミント）
（Mexito (tequila＋lime&mint)）……………………… ￥700
57. マタドール（テキーラ＋ライム＆パインジュース ) 
（Matador (tequila＋cointreau&pineapple juice)）… ￥700
58. マルガリータ（テキーラ＋コアントロー＆ライム） 
（Margarita (tequila＋cointreau&lime)） …………… ￥800
59. フローズンマルガリータ
（Frozen margarita）…………………………………… ￥900
60. クエルボ１８００（Cuervo 1800）……………… ￥500
61. カサ・デ・ルナ （Casa・de・luna） …………… ￥500
62. アガヴァレス （Agavales）………………………… ￥500
ストレートやロックの場合、ダブルのご注文は 100off 
（If you order double (straight or rock), you can have ¥100 
discount）
63. ホットテキーラオレンジ （Hot tequila orange）…… ￥500
64. ホットハイビスカステキーラ 

（Hot hibiscus tequila）………………………………… ￥500
65. ホットカヘタミルク（ヤギのミルクキャラメル「カヘタ」） 
（Hot Cajeta milk (milk chramel of goat 「Cajeta」)）…… ￥700
66. ホットテキーラゆず（Hot tequila japanese citrus）… ￥500
67. ホットトゥナオレンジ（サボテンの実「トゥナ」）
（Hot tuna orange(fruit of cactus「Tuna」)）……… ￥500

68. プレミアムモルツ（生）
（Premium malt's (draught)）………………………… ￥490
69. 生ビールwith テキーラ 
（Draught beer and tequila）………………………… ￥600
70. コロナ（Corona）………………………………… ￥530
71. テカテ（Tecate） ………………………………… ￥600
72. ネグラ　モデロ （Negra modero）……………… ￥650
73. モデロ　エスペシアル （Modero especial）…… ￥700
74. ポーター （Porter）………………………………… ￥800
75. ヘーフェヴァイツェン（Hefeweizen）………… ￥800
76. IPA ………………………………………………… ￥800

77. トロンハトニック （Toronja tonic）……………… ￥480
78. トロンハソーダ （Toronja soda）………………… ￥480
79. ナランハトニック（Naranja tonic） …………… ￥480
80. ナランハソーダ （Naranja soda）………………… ￥480
81. ピーニャトニック（Piña tonic）………………… ￥480
82. ピーニャソーダ （Piña soda） …………………… ￥480

83. グラス （Glass） …………………………………… ￥420
84. デカンタ（Decanter）………………………… ￥1470
85. ボトル（チリ）（Bottle (Chile)）……………… ￥2400
86. ボトル（メキシコ）（Bottle (Mexico)）…… ￥2860～

87. ウィルキンソンジンジャーエール
辛口orジンジャーたっぷり
（Wilkinson ginger ale dry or a lot of ginger ）……… ￥350
88. ルートビア（Root beer）………………………… ￥250
89. コカコーラ（Coca・cola） ……………………… ￥250
90. リボンオレンジ （Ribbon orange）……………… ￥250

91. アグァデハマイカ （Agua de jamaica）………… ￥390
92. アグァデハマイカ　ライム＆ミント 
（Agua de jamaica lime&mint）……………………… ￥500
93. 100%オレンジ （100% orange）………………… ￥390
94. 100%パイナップル（100% pineapple）……… ￥390
95. 100%グレープフルーツ（100% grapefruit）…… ￥390
96. グァバ（Guava）…………………………………… ￥390
97. ウーロン茶 Oolong cha（Oolong tea）………… ￥390
98. タマリンド （Tamarind） ………………………… ￥390
99. リッチミルク（Rich milk） ……………………… ￥390
100. ホットチョコラテ（Hot chocolate） ………… ￥480

101. エラドゥーラ　アニェホ（Eradura añejo）… ￥1200
102. レポサド（Eradura  reposado）………………… ￥800
103. シルバー （Eradura silver）……………………… ￥600

104. レポサド （Cuervo Reposado）………………… ￥700
105. シルバー（Cuervo silver）……………………… ￥500
106. ミルオチョシエント・アニェホ 
（Mil ocho ciento・añejo）………………………… ￥1200

107. アルベスト（Arbest）…………………………… ￥800
108. アニェホ （Añejo） …………………………… ￥1000

109. ブランコ・ストロング・シルバー
（Blanco・strong・silver）…………………………… ￥900
110. レポサド （Reposado）…………………………… ￥900

111. エル・テソロ・ドン・フェリペ・ブランコ 
（El・tesoro・don・felipe・blanco）………………… ￥800
112. エル・テソロ・プラティヌン・デ・ドン・フェリペ 
（El・tesoro・platinum・de・don・felipe） …… ￥1000

ドリンクメニュー
（drink Menu）

カクテル＜テキーラ＞Coctail<tequila>

ビールBeer

ノンアルコールビールNon Alcohol beer

ワイン赤・白Wine Red/White

ソフトドリンクSoft drink

テキーラTequila

クエルボ1800　Cuervo1800

ポルフィディオPorfidio

ドンフラノDonflano

テキーラーTequila


