
TEL 03-3339-2727
2-3-4 Koenji-Kita, Suginami-ku

1. 生ビール（サッポロ黒ラベル） NAMA-BEER

（Live beer(SAPPORO Black-label)） ……………………… ￥500

2. 缶ビール（エビス or エビス黒） KAN-BEER

（Canned beer(YEBISUorYEBISU-black)）………………… ￥600

3. ノンアルコールビール（サッポロスーパークリア瓶 334ml） 

（Non-alcoholic beer(SAPPORO super clear beer)）……… ￥500

4. アーリータイムス （“Early Times”） …………………… ￥650

5. フォアローゼス （“FourRoses”）………………………… ￥650

6.I.W. ハーパー （“I.W.Harper”）…………………………… ￥700

7. ジャックダニエル （“Jack Daniel’ s”） ………………… ￥700

8. ワイルドターキー 8年 （“Wild Turkey” 8 years）……… ￥700

9. サントリー角瓶 （“KAKU-BIN” by SUNTORY）………… ￥550

10. 角瓶ハイボール （“KAKU-BIN” with soda）…………… ￥650

11. シーバスリーガル 12 年 （“CHIVAS REGAL” 12 years） ￥700

12. 麦焼酎（いいちこ or 二階堂） MUGI-SHOCHU

（Barley shochu( “IICHIKO” /NIKAIDOU)）………………… ￥500

13. 芋焼酎（黒霧島 20 度） IMO-SHOCYU

（IMO shochu( “KUROKIRISHIMA” )）……………………… ￥500

14. 黒糖焼酎（里の曙） KOKU-TOU-SHOCYU

（Brown sugar shocyu( “SATO NO AKEBONO” )）……… ￥500

15. 泡盛（久米仙） （AWAMORI( “KUMESEN” )）………… ￥500

16. チューハイ CHU-HIGH（SHOCHU with soda）……… ￥550

17. ウーロンハイ UURON-HIGH（Oolong tea with shochu） ￥550

18. レモンハイ LEMON-HIGH（Lemon with shochu）… ￥550

19. グレープフルーツハイ GRAPEFRUIT-HIGH

（Grapefruit with shochu）………………………………… ￥550

20. ライムハイ LIME-HIGH（Lime with shochu） ……… ￥550

21. トマトハイ TOMATO-HIGH（Tomato with shochu）… ￥550

22. 梅酒 UME-SHU（UME liquor）………………………… ￥550

23. 菊姫（石川県） （“KIKU-HIME” from Ishikawa）……… ￥550

24. にごり （“NIGORI”）……………………………………… ￥550

25. にごりソーダ （“NIGORI” with soda）………………… ￥650

26. ジンロック （Gin on the rock）………………………… ￥550

27. ジンソーダ （Gin and soda）…………………………… ￥650

28. ジントニック （Gin and tonic）………………………… ￥650

29. ジンバック （Gin buck）………………………………… ￥650

30. ジンリッキー （Gin Rickey）…………………………… ￥650

31. ウォッカロック （Vodka on the rock）………………… ￥550

32. ウォッカソーダ （Vodka）……………………………… ￥650

33. ウォッカトニック （Vodka and tonic） ……………… ￥650

34. ブルドッグ （Vodka bulldog）………………………… ￥650

35. モスコーミュール （Moscow Mule） ………………… ￥650

36. スクリュードライバー （Screw driver）……………… ￥650

37. ブラッディーマリー （Bloody Mary）………………… ￥650

38. バカルディーホワイトロック 

（BACARDI white on the rock） …………………………… ￥550

39. バカルディーソーダ （BACARDI and soda） ………… ￥650

40. マイヤーズロック （Myers on the rock）……………… ￥550

41. マイヤーズソーダ （Myers and soda）………………… ￥650

42. キューバリブレ （Cuba libre）………………………… ￥650

43. ラムコーク （Rum and coke） ………………………… ￥650

44. クエルボゴールドロック （Cuervo gold on the rock） ￥650

45. メキシコーラ （Mexicola）……………………………… ￥750

46. テキーラサンライズ （Tequila sunrise）……………… ￥850

47. カシスソーダ （Cassis and soda）

48. カシスウーロン （Cassis and oolong tea）

49. カシスオレンジ （Cassis and orange）

50. カシスグレープフルーツ （Cassis and grapefruit）

51. カンパリソーダ （Campari and soda）

52. スプモーニ （Spumoni）

53. カンパリオレンジ （Campari and orange）

54. カンパリグレープフルーツ （Campari and grapefruit）

55. ディタソーダ （Dita and soda）

56. ディタオレンジ （Dita and orange）

57. ディタモーニ （Ditamoni）

58. カルアミルク （Kahlua and milk）

59. ファジーネーブル （Fuzzy navel）

60. ピーチソーダ （Peach liquor and soda）

61. アマレットソーダ （Amaretto and soda）

62. アマレットジンジャーエール （Amaretto and ginger ale）

63. アマレットオレンジ （Amaretto and orange）

64. アマレットミルク （Amaretto and milk）

65. マリブオレンジ （Malibu and orange）

66. マリブミルク （Malibu and milk）

67. マリブコーク （Malibu and cola）

68. レッドアイ Red Eye （Beer and Tomato）

69. シャンディーガフ Shandy Gaff （Beer and ginger ale）

70. カシスビア Cassis Beer （Beer and cassis）

71. ラブレ・ロワ　ピノ・ノワール・ヴァン・ド・フランス（赤） 

（Labure-roi Pinot Noir Vin de France(red)）

72. ラブレ・ロワ　シャルドネ・ヴァン・ド・フランス（白） 

（Labure-roi Chardonnay Vin de France(white)）

73. フルボトル （with full bottle）…………………………￥2800

74. ハーフボトル （with half bottle）………………………￥1600

75. グラス （with glass）…………………………………… ￥600

76. 樽詰スパークリングワイン　グラス 

TARU-ZUME-SPARKLING-WINE

（Sparkling wine with glass）……………………………… ￥500

77. チンザノ（ドライ or ロッソ） （“Cinzano” (dry/rosso)） ￥550

78. チンザノハーフ＆ハーフ （“Cinzano” half&half）…… ￥850

79. ティオペペ （“TIO PEPE”）……………………………… ￥550

80. ウーロン茶 （Oolong tea）

81. コーラ （Coca cola）

82. ジンジャーエール （Ginger ale）

83. レモンスカッシュ （Lemon squash）

84. トニックウォーター （Tonic water）

85. オレンジジュース （Orange juice）

86. グレープフルーツジュース （Grapefruit juice）

87. トマトジュース （Tomato juice）

88. コーヒー （Coffee）

89. 紅茶 KOCHA（Red tea）

90. しょうが茶 SHOUGA-CHA（Ginger tea）

91. ゆず茶 YUZU-CHA（YUZU tea）

92. ウーロン茶 （Oolong tea）

93. ミックスナッツ （mixed nuts）………………………… ￥380

94. ポテトチップス （Potato chips）……………………… ￥380

95. キスチョコ （KISS chocolate）………………………… ￥380

96. 柿の種 KAKI-NO-TANE（Chili Fravored Rice Snack）…… ￥380

97. 殻つきヘーゼルナッツ （Hazelnut with shell）……… ￥380

98. えいひれ EI-HIRE（Fillet of ray）……………………… ￥580

99. チーズ揚げ CHEESE-AGE（Fried cheese）…………… ￥580

100. フライドポテト FRIED-POTATO（Fried potato）…… ￥580

101. ガーリックポテト GARLIC-POTATO（Potato with garlic） ￥730

102. ボイルドウィンナー BOILED-WIENER（Boiled wiener） ￥630

103. チョリソー （Chorizo）………………………………… ￥730

104. オイルサーディン （Oil sardine） …………………… ￥730

105. ポテトのチーズ焼き POTATO-NO-CHEESE-YAKI

（Fried cheese potato）……………………………………… ￥730

106. きゅうりみそ KYU-RI-MISO（Cucumber with MISO flavor） ￥400

107. 冷やしトマト HIYASHI-TOMATO（Cold Tomato）… ￥400

108. 野菜スティック YASAI-STICK（Stick of vegetables） ￥550

109. ドライフルーツ盛り合わせ DRY-FRUITS-MORIAWASE

（assorted of dry fruits） …………………………………… ￥450

110. いちじくのクリームチーズ＆バターのせ 

ICHIJIKU-NO-CREAM-CHEESE-NOSE（Fig with cream 

cheese&butter） …………………………………………… ￥600

111. チーズ盛り合わせ CHEESE-MORIAWASE

（assorted of cheese）……………………………………… ￥700

（ハーフサイズ￥500） HALF-SIZE（half size ¥500）

112. 鶏のから揚げ　1～ 2人前 TORI-NO-KARA-AGE-NININ-MAE

（Fried chicken for 1 or 2 persons）………………………… ￥700

113.3 ～ 4 人前 YONIN-MAE（For 3 or 4 persons）………￥1000

114. タンドリーチキン （Tandoori chicken） …………… ￥700

115. チキンのマスタード焼き CHICKEN-NO-MUSTARD-YAKI

（Fried chicken with mustard） …………………………… ￥700

116. チーズオムレツ （Cheese omelette）………………… ￥680

117. ベーコンオムレツ （Bacon omelette）……………… ￥680

118. きのこオムレツ KINOKO-OMELET

（Mushroom Omelet）……………………………………… ￥680

119. ミックスピザ （Mixed pizza）………………………… ￥800

120. ベーコンピザ （Bacon pizza）………………………… ￥800

121. シーフードピザ （Seafood pizza）…………………… ￥800

122. きのこのピザ （Mushrrom pizza）…………………… ￥800

123. 豚肉キムチ BUTANIKU-KIMCHI（Pork kimchi）…… ￥600

124. ライス付き￥730 RICE-TSUKI（with rice ¥730）

125. チャーハン CHA-HAN（Fried rice）………………… ￥730

126. 焼きそば YAKI-SOBA（Fried SOBA）………………… ￥730

127. 焼うどん YAKI-UDON（Fried UDON）……………… ￥730

128. ネギバターライスのチーズ焼き 

NEGI-BATA-RAICE-NO-CHEESE-YAKI

（Fried onion butter rice with cheese）…………………… ￥730

JIROKICHI
LIVE MUSIC

Drink
Beer

焼酎 SHOCHUs

サワー Sours

日本酒 SAKEs

Gin

Rum

Tequila

Cocktail all\650

Beer Cocktail all\650

Vodka

Whisky ソーダ割等 +￥100
Whisky with soda is plus \100

Doors 6:30pm/Show 7:30pm
Cash Only
Music Charge ＋ One Drink Minimum



1. 生ビール（サッポロ黒ラベル） NAMA-BEER

（Live beer(SAPPORO Black-label)） ……………………… ￥500

2. 缶ビール（エビス or エビス黒） KAN-BEER

（Canned beer(YEBISUorYEBISU-black)）………………… ￥600

3. ノンアルコールビール（サッポロスーパークリア瓶 334ml） 

（Non-alcoholic beer(SAPPORO super clear beer)）……… ￥500

4. アーリータイムス （“Early Times”） …………………… ￥650

5. フォアローゼス （“FourRoses”）………………………… ￥650

6.I.W. ハーパー （“I.W.Harper”）…………………………… ￥700

7. ジャックダニエル （“Jack Daniel’ s”） ………………… ￥700

8. ワイルドターキー 8年 （“Wild Turkey” 8 years）……… ￥700

9. サントリー角瓶 （“KAKU-BIN” by SUNTORY）………… ￥550

10. 角瓶ハイボール （“KAKU-BIN” with soda）…………… ￥650

11. シーバスリーガル 12 年 （“CHIVAS REGAL” 12 years） ￥700

12. 麦焼酎（いいちこ or 二階堂） MUGI-SHOCHU

（Barley shochu( “IICHIKO” /NIKAIDOU)）………………… ￥500

13. 芋焼酎（黒霧島 20 度） IMO-SHOCYU

（IMO shochu( “KUROKIRISHIMA” )）……………………… ￥500

14. 黒糖焼酎（里の曙） KOKU-TOU-SHOCYU

（Brown sugar shocyu( “SATO NO AKEBONO” )）……… ￥500

15. 泡盛（久米仙） （AWAMORI( “KUMESEN” )）………… ￥500

16. チューハイ CHU-HIGH（SHOCHU with soda）……… ￥550

17. ウーロンハイ UURON-HIGH（Oolong tea with shochu） ￥550

18. レモンハイ LEMON-HIGH（Lemon with shochu）… ￥550

19. グレープフルーツハイ GRAPEFRUIT-HIGH

（Grapefruit with shochu）………………………………… ￥550

20. ライムハイ LIME-HIGH（Lime with shochu） ……… ￥550

21. トマトハイ TOMATO-HIGH（Tomato with shochu）… ￥550

22. 梅酒 UME-SHU（UME liquor）………………………… ￥550

23. 菊姫（石川県） （“KIKU-HIME” from Ishikawa）……… ￥550

24. にごり （“NIGORI”）……………………………………… ￥550

25. にごりソーダ （“NIGORI” with soda）………………… ￥650

26. ジンロック （Gin on the rock）………………………… ￥550

27. ジンソーダ （Gin and soda）…………………………… ￥650

28. ジントニック （Gin and tonic）………………………… ￥650

29. ジンバック （Gin buck）………………………………… ￥650

30. ジンリッキー （Gin Rickey）…………………………… ￥650

31. ウォッカロック （Vodka on the rock）………………… ￥550

32. ウォッカソーダ （Vodka）……………………………… ￥650

33. ウォッカトニック （Vodka and tonic） ……………… ￥650

34. ブルドッグ （Vodka bulldog）………………………… ￥650

35. モスコーミュール （Moscow Mule） ………………… ￥650

36. スクリュードライバー （Screw driver）……………… ￥650

37. ブラッディーマリー （Bloody Mary）………………… ￥650

38. バカルディーホワイトロック 

（BACARDI white on the rock） …………………………… ￥550

39. バカルディーソーダ （BACARDI and soda） ………… ￥650

40. マイヤーズロック （Myers on the rock）……………… ￥550

41. マイヤーズソーダ （Myers and soda）………………… ￥650

42. キューバリブレ （Cuba libre）………………………… ￥650

43. ラムコーク （Rum and coke） ………………………… ￥650

44. クエルボゴールドロック （Cuervo gold on the rock） ￥650

45. メキシコーラ （Mexicola）……………………………… ￥750

46. テキーラサンライズ （Tequila sunrise）……………… ￥850

47. カシスソーダ （Cassis and soda）

48. カシスウーロン （Cassis and oolong tea）

49. カシスオレンジ （Cassis and orange）

50. カシスグレープフルーツ （Cassis and grapefruit）

51. カンパリソーダ （Campari and soda）

52. スプモーニ （Spumoni）

53. カンパリオレンジ （Campari and orange）

54. カンパリグレープフルーツ （Campari and grapefruit）

55. ディタソーダ （Dita and soda）

56. ディタオレンジ （Dita and orange）

57. ディタモーニ （Ditamoni）

58. カルアミルク （Kahlua and milk）

59. ファジーネーブル （Fuzzy navel）

60. ピーチソーダ （Peach liquor and soda）

61. アマレットソーダ （Amaretto and soda）

62. アマレットジンジャーエール （Amaretto and ginger ale）

63. アマレットオレンジ （Amaretto and orange）

64. アマレットミルク （Amaretto and milk）

65. マリブオレンジ （Malibu and orange）

66. マリブミルク （Malibu and milk）

67. マリブコーク （Malibu and cola）

68. レッドアイ Red Eye （Beer and Tomato）

69. シャンディーガフ Shandy Gaff （Beer and ginger ale）

70. カシスビア Cassis Beer （Beer and cassis）

71. ラブレ・ロワ　ピノ・ノワール・ヴァン・ド・フランス（赤） 

（Labure-roi Pinot Noir Vin de France(red)）

72. ラブレ・ロワ　シャルドネ・ヴァン・ド・フランス（白） 

（Labure-roi Chardonnay Vin de France(white)）

73. フルボトル （with full bottle）…………………………￥2800

74. ハーフボトル （with half bottle）………………………￥1600

75. グラス （with glass）…………………………………… ￥600

76. 樽詰スパークリングワイン　グラス 

TARU-ZUME-SPARKLING-WINE

（Sparkling wine with glass）……………………………… ￥500

77. チンザノ（ドライ or ロッソ） （“Cinzano” (dry/rosso)） ￥550

78. チンザノハーフ＆ハーフ （“Cinzano” half&half）…… ￥850

79. ティオペペ （“TIO PEPE”）……………………………… ￥550

80. ウーロン茶 （Oolong tea）

81. コーラ （Coca cola）

82. ジンジャーエール （Ginger ale）

83. レモンスカッシュ （Lemon squash）

84. トニックウォーター （Tonic water）

85. オレンジジュース （Orange juice）

86. グレープフルーツジュース （Grapefruit juice）

87. トマトジュース （Tomato juice）

88. コーヒー （Coffee）

89. 紅茶 KOCHA（Red tea）

90. しょうが茶 SHOUGA-CHA（Ginger tea）

91. ゆず茶 YUZU-CHA（YUZU tea）

92. ウーロン茶 （Oolong tea）

93. ミックスナッツ （mixed nuts）………………………… ￥380

94. ポテトチップス （Potato chips）……………………… ￥380

95. キスチョコ （KISS chocolate）………………………… ￥380

96. 柿の種 KAKI-NO-TANE（Chili Fravored Rice Snack）…… ￥380

97. 殻つきヘーゼルナッツ （Hazelnut with shell）……… ￥380

98. えいひれ EI-HIRE（Fillet of ray）……………………… ￥580

99. チーズ揚げ CHEESE-AGE（Fried cheese）…………… ￥580

100. フライドポテト FRIED-POTATO（Fried potato）…… ￥580

101. ガーリックポテト GARLIC-POTATO（Potato with garlic） ￥730

102. ボイルドウィンナー BOILED-WIENER（Boiled wiener） ￥630

103. チョリソー （Chorizo）………………………………… ￥730

104. オイルサーディン （Oil sardine） …………………… ￥730

105. ポテトのチーズ焼き POTATO-NO-CHEESE-YAKI

（Fried cheese potato）……………………………………… ￥730

106. きゅうりみそ KYU-RI-MISO（Cucumber with MISO flavor） ￥400

107. 冷やしトマト HIYASHI-TOMATO（Cold Tomato）… ￥400

108. 野菜スティック YASAI-STICK（Stick of vegetables） ￥550

109. ドライフルーツ盛り合わせ DRY-FRUITS-MORIAWASE

（assorted of dry fruits） …………………………………… ￥450

110. いちじくのクリームチーズ＆バターのせ 

ICHIJIKU-NO-CREAM-CHEESE-NOSE（Fig with cream 

cheese&butter） …………………………………………… ￥600

111. チーズ盛り合わせ CHEESE-MORIAWASE

（assorted of cheese）……………………………………… ￥700

（ハーフサイズ￥500） HALF-SIZE（half size ¥500）

112. 鶏のから揚げ　1～ 2人前 TORI-NO-KARA-AGE-NININ-MAE

（Fried chicken for 1 or 2 persons）………………………… ￥700

113.3 ～ 4 人前 YONIN-MAE（For 3 or 4 persons）………￥1000

114. タンドリーチキン （Tandoori chicken） …………… ￥700

115. チキンのマスタード焼き CHICKEN-NO-MUSTARD-YAKI

（Fried chicken with mustard） …………………………… ￥700

116. チーズオムレツ （Cheese omelette）………………… ￥680

117. ベーコンオムレツ （Bacon omelette）……………… ￥680

118. きのこオムレツ KINOKO-OMELET

（Mushroom Omelet）……………………………………… ￥680

119. ミックスピザ （Mixed pizza）………………………… ￥800

120. ベーコンピザ （Bacon pizza）………………………… ￥800

121. シーフードピザ （Seafood pizza）…………………… ￥800

122. きのこのピザ （Mushrrom pizza）…………………… ￥800

123. 豚肉キムチ BUTANIKU-KIMCHI（Pork kimchi）…… ￥600

124. ライス付き￥730 RICE-TSUKI（with rice ¥730）

125. チャーハン CHA-HAN（Fried rice）………………… ￥730

126. 焼きそば YAKI-SOBA（Fried SOBA）………………… ￥730

127. 焼うどん YAKI-UDON（Fried UDON）……………… ￥730

128. ネギバターライスのチーズ焼き 

NEGI-BATA-RAICE-NO-CHEESE-YAKI

（Fried onion butter rice with cheese）…………………… ￥730

Food
スナック Snack foods

おつまみ Hors d'oeuvres

さっぱりお野菜 Fresh vegetables

人気 Popular

オムレツ 3 種 3kinds of omelettes

ピザ 4 種 4kinds of pizza

ごはんもの Rices

ワインのおともに why don’t you eat with wine?

Wines

SoftDrink all\500

HotDrink all\500

<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


