
TEL 03-3316-8866
4-25-4 Koenji-Minami, Suginami-ku

1. 野菜のり巻き Yasai Norimaki（Vegetable NORIMAKI） ￥750（ハーフ￥400）

2. プルゴギのり巻き Purugogi Norimaki

（Barbecued Beef NORIMAKI）…………………………… ￥750（ハーフ￥400）

3. ツナのり巻き （Tuna NORIMAKI）…………………… ￥750（ハーフ￥400）

4. チーズのり巻き （Cheese NORIMAKI）……………… ￥750（ハーフ￥400）

5. キムチのり巻き （Kimchi NORIMAKI） ……………… ￥750（ハーフ￥400）

6. ヌードのり巻き （Nude NORIMAKI）………………… ￥750（ハーフ￥400）

7. 黒米のり巻き Kokumai Norimaki（Black rice NORIMAKI） ￥750（ハーフ￥400）

8. のりまき盛り合わせ Norimaki Moriawase（NORIMAKI assort）…… ￥1100

9. 海鮮チヂミ Kaisennchijimi（Seafood CHIJIMI）……… 中￥880、大￥1280

10. ニラチヂミ Nirachijimi（Leek CHIJIMI ）……………… 中￥780、大￥1180

11. チーズ餅チヂミ Cheese Mochi Chijimi

（Cheese Rice cake CHIJIMI ）………………………………… 中￥680、大￥880

12. キムチチヂミ （Kimchi CHIJIMI）……………………………………… ￥1280

13. チーズキムチチヂミ （Cheese Kimchi CHIJIMI）……………………… ￥1480

14. イイタコ炒め丼 Iitako Itame Don（Ocellated octopus fried rice bowl） ￥1080

15. イカ炒め丼 Ika Itame Don（Squid fried rice bowl）………………… ￥980

16. プルゴギ丼 Purugogi Don（Barbecued Beef  rice bowl） ………… ￥980

17. 豚肉炒め丼 Butanikuitame Don（Fried pork  rice bowl） ………… ￥980

18. チャプチェ丼 Chapuche Don（Japchae  rice bowl） ……………… ￥980

追加 （Add to）

19. ライス大盛り Rice Omori（Rice piled high）…………………………… ￥50

20. 特盛り Tokumori（Special prime rice）……………………………… ￥200

21. チーズ （Cheese） ……………………………………………………… ￥150

22. プルゴギ Purugogi （Barbecued Beef） ……………………………… ￥200

23. イカ Ika（Squid） ……………………………………………………… ￥200

24. ツナ （Tuna） …………………………………………………………… ￥150

25. 豚肉 Butaniku（Pork）………………………………………………… ￥200

26. イイタコ Iitako（Ocellated octopus）………………………………… ￥300

27. 生玉子 Namatamago（Raw egg）……………………………………… ￥50

28. 目玉焼き Medamayaki（Fried egg）………………………………… ￥100

29. 参鶏湯 （Samgyetang）………………………………………………… ￥1700

30. 半鶏湯 （Hamgyetang）………………………………………………… ￥1100

31. 手作り餃子 Tezukuri-Gyoza（Handmade dumplings）…………… ￥500

32. 餃子スープ Gyoza Soup（Dumpling soup）…………… 中￥750、大￥980

33. ラーメン （Ramen）……………………………………………………… ￥500

34. キムチラーメン （Kimchi ramen）……………………………………… ￥700

35. 春雨ラーメン Harusame Ramen（Bean vermicelli ramen） ……… ￥700

36. 餃子ラーメン Gyoza Ramen（Dumpling ramen） ………………… ￥750

37. 餅ラーメン Mochi Ramen（Rice cake ramen）……………………… ￥750

38. チーズ餅ラーメン Cheese Mochi Ramen（Cheese rice cake ramen） ￥850

39. 水冷麺 Sui Reimen（Korean cold noodle） ………………………… ￥980

40. ビビン冷麺 Bibin Reimen（Cold noodles with assorted mixtures） ￥1180

41. ビビン素麺 Bibin Sumen（Noodles with assorted mixtures） …… ￥1000

42. じゃじゃ麺 Jajamen（Jaja-men） …………………………………… ￥980

43. 海鮮カルックス Kaisen Karukkusu（Korean seafood noodle）…… ￥980

44. トッポキ Toppoki（Korean rice cake）………………… 中￥680、大￥980

45. チーズトッポキ Cheese Toppoki（Cheese Korean rice cake） 中￥780、大￥1080

46. ラポッキ Rapokki（Ramen Korean rice cake）……… 中￥780、大￥1080

47. チーズ　ラポッキ Cheese Rapokki

（Cheese Korean rice cake ramen）…………………………… 中￥880、大 1180

48. サムギョプサルセット Samugyopusaru Set（Korean Bacon set）… ￥980

49. サムギョプサル定食 Samugyopusaru Teishoku（Korean Bacon set meal） ￥1100

※追加メニュー 

50. 野菜セット Yasai Set（Vegetables set）……………………………… ￥280

51. 玉子チム Tamago Chimu（Korean steamed egg）………………… ￥280

52. キムチ焼き Kimchi Yaki（Kimchi grilled）…………………………… ￥280

53. ニンニク焼き Ninniku Yaki（Garlic grilled）………………………… ￥280

54. チョレギサラダ Choregi Salad（Korean style Chinese cabbage salad） ￥580

55. ツナサラダ （Tuna salad）………………………………… 中￥580、大￥780

56. 純豆腐サラダ Sundubu Salad（Korean tofu salad）……… 中￥350、大￥580

57. ナムル盛り合わせ Namuru Moriawase（Namuru assortment）…… ￥580

58. 純豆腐チゲ Sundubu Chige（Korean style hot pot with tofu）…… ￥880

59. チーズ純豆腐チゲ Cheese Sundubu Chige

（Korean style hot pot with tofu abd cheese）…………………………… ￥980

60. キムチチゲ Kimchi Chige（Korean style hot pot with kimchi）…… ￥880

61. チーズキムチチゲ Cheese Kimchi Chige

（Korean style hot pot with kimchi and cheese）………………………… ￥980

62. ツナキムチチゲ Tuna Kimchi Chige

（Korean style hot pot with kimchi and tuna）…………………………… ￥980

63. 味噌チゲ Miso Chige（Korean style hot pot with miso）…………… ￥880

64. ユッケジャン Yukkejan（Beef and vegetable spicy soup）………… ￥980

65. ユッケジャンクッパ Yukkejan Kuppa

（Beef and vegetable spicy soup with rice）……………………………… ￥1130

66. ソルロンタン Sorurontan（Korean Cattle of stew soup）………… ￥980

67. ソルロンタンクッパ Sorurontan Kuppa

（Korean Cattle of stew soup with rice） ………………………………… ￥1130

68. ブデチゲ Budechige（Korean style hot pot with ramen）……… 中￥1280

69. チャプチェ Chapuche

（Fried Korean-style vegetables and vermicelli）……………… 中￥880、大￥1280

70. イカ炒め Ikaitame（Squid fried）……………………… 中￥980、大￥1380

71. イイタコ炒め Iitakoitame（Fried ocellated octopus） 中￥1080、大￥1480

72. つぶ貝の和え物 Tsubugai No Aemono（Dihydrate whelk） 中￥1080、大￥1580

73. 鉄板プルゴギ Teppann Purugogi

（Barbecued Beef that is placed on an iron plate）………中￥1080、大￥1480

74. 鉄板豚肉炒め Teppann Butaniku Itame

（Fried pork was put on iron plate） ………………………中￥1080、大￥1480

75. ブルダック Burudakku（Spicy chicken fried）……………………… ￥980

76. ビビンバ （Bibimbap ）………………………………………………… ￥980

77. ツナビビンバ （Tuna bibimbap）……………………………………… ￥1130

78. プルゴギビビンバ Purugogi Bibimbap

（Barbecued Beef has entered bibimbap） ……………………………… ￥1180

79. 豚肉ビビンバ Butaniku Bibimbap（Bibimbap that pork has entered） ￥1180

80. イカビビンバ Ika Bibimbap（Bibimbap that squid has entered）… ￥1180

81. イイタコビビンバ Iitako Bibimbap

（Ocellated octopus has entered bibimbap）…………………………… ￥1280

82. 石焼ビビンバ Ishiyaki Bibimbap（Stone scorch Bibimbap）……… ￥1180

83. チーズ石焼きビビンバ Cheese Ishiyaki Bibimbap

（Cheese Stone scorch Bibimbap）………………………………………… ￥1280

84. プルゴギ石焼飯 Pirugogi Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice Barbecued Beef）……………………………………… ￥1280

85. プルゴギチーズ石焼飯 Purugogi Cheese Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that　Barbecued Beef and cheese ） ……………… ￥1380

86. 豚肉石焼飯 Butaniku Ishiyaki Meshi（Stone scorch rice that pork has entered） ￥1280

87. チーズ豚肉石焼飯 Cheese Butaniku Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that contains pork and cheese）…………………… ￥1380

88. イイタコ石焼飯 Iitako Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that ocellated octopus）……………………………… ￥1380

89. チーズイイタコ石焼飯 Cheese Iitako Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that ocellated octopus and cheese） ……………… ￥1480

90. イカ石焼飯 Ika Ishiyaki Meshi（Stone scorch rice that squid）…… ￥1280

91. チーズイカ石焼飯 Cheese Ika Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that squid cheese）…………………………………… ￥1380

92. キムチ炒飯 Kimchi Chahan（Kimchi fried rice） …………………… ￥980

93. おつまみ Otsumami（Snack）

94. キムチ盛り合わせ Kimchi Moriawase（Kimchi Assorted）………… ￥580

95. 白菜キムチ Hakusai Kimchi（Chinese cabbage kimchi）…………… ￥280

96. カクテギ Kakutegi（Radish kimchi）………………………………… ￥280

97. キュリキムチ Kyurikimchi（Cucumber kimchi）…………………… ￥280

98. イカ和えもの Ika Aemono（Marinated squid）……………………… ￥780

99. チャンジャ Chanja（Visceral Kimchi of cod） ……………………… ￥480

100. 韓国のり Kankoku Nori（Korean laver）…………………………… ￥280

101. 玉子チム Tamago Chimu（Korean steamed egg）………………… ￥580

102. 野菜玉子巻き Yasai Tamago Maki（Vegetables egg winding）…… ￥580

103. チーズ玉子巻き Cheese Tamagomaki（Cheese egg winding）…… ￥680

ビール （Beer）
104. ザ・プレミアム・モルツ　ジョッキ （The Premium Malt Mug）… ￥420

105. ザ・プレミアム・モルツ　グラス （The Premium Malt Glass）…… ￥320

106. ザ・プレミアム・モルツ　中瓶 （The Premium Malt Medium bottle） ￥480

107. オールフリー （Alcohol-free beer） ………………………………… ￥280

カクテル （Cocktail）
108. モヒート （Mojito）…………………………………………………… ￥380

109. ジンジャーモヒート （Ginger Mojito）……………………………… ￥430

110. オレンジモヒート （Orange Mojito）………………………………… ￥430

111. ウーロンモヒート （Oolong Mojito）………………………………… ￥430

112. カシスソーダ （Cassis soda）………………………………………… ￥380

113. カシスオレンジ （Cassis Orange）…………………………………… ￥380

114. カシスウーロン （Cassis Oolong）…………………………………… ￥380

115. 赤酢マッコリ （Honcho Makgeolli）………………………………… ￥380

116. ざくろマッコリ Zakuro Makgeolli（Pomegranate Makgeolli）… ￥380

117. 巨峰マッコリ （Kyoho grape Makgeolli）…………………………… ￥380

118. 梅マッコリ Ume Makgeolli（Plum Makgeolli）…………………… ￥380

119. カルピスマッコリ （Calpis Makgeolli）……………………………… ￥380

120. マッコリジンジャーエール （Makgeolli ginger ale）……………… ￥480

121. 梅酒 Umeshu（Plum wine）

122. 南高梅酒 Nanko Umeshu（NANKOU Plum wine）………………… ￥380

123. ハイボール （Highball）

124. 角ハイボール （KAKU Highball）……………………………………… ￥380

125. コーラハイボール （Coke highball）………………………………… ￥430

126. ジンジャーハイボール （Ginger highball）………………………… ￥430

サワー （Sour）
127. ジンジャーサワー （Ginger Sour）…………………………………… ￥380

128. ダブルジンジャー （Double Ginger Sour） ………………………… ￥430

129. オレンジジンジャー （Orange Ginger Sour） ……………………… ￥430

130. ウーロンジンジャー （Oolong Ginger Sour）……………………… ￥430

131. モヒートサワー （Mojito sour）……………………………………… ￥380

132. 生レモンサワー Nama Lemon Sour（Raw lemon sour）………… ￥480

133. レモンサワー （lemon sour）………………………………………… ￥380

134. グレープフルーツサワー （Grapefruit sour） ……………………… ￥380

135. 蜂蜜ゆずサワー Hachimitsu-Yuzu Sour（Honey citron sour）…… ￥480

136. 巨峰サワー （Kyoho grape sour）…………………………………… ￥380

137. 梅サワー Ume Sour（Plum sour）…………………………………… ￥380

138. ざくろサワー Zakuro Sour（Pomegranate sour）………………… ￥380

マッコリ （Makgeolli）
139. マッコリ　一杯 （Makgeolli One cup）……………………………… ￥330

140. マッコリ　ボトル （Makgeolli Bottle）……………………………… ￥1280

141. 生マッコリ　一杯 （Raw　Makgeolli One cup）…………………… ￥380

142. 生マッコリ　ボトル （Raw　Makgeolli Bottle）…………………… ￥1480

143. 黒豆マッコリ　一杯 （Black bean Makgeolli One cup）…………… ￥330

144. 黒豆マッコリ　ボトル （Black bean Makgeolli Bottle）…………… ￥1280

145. おこげマッコリ　一杯 （Burnt rice Makgeolli One cup）………… ￥380

146. おこげマッコリ　ボトル （Burnt rice Makgeolli Bottle） ………… ￥1280

韓国焼酎 （Korean Shochu）
147. ふんわり鏡月アセロラ グラス （Acerola Shochu Glass） ………… ￥380

148. ふんわり鏡月アセロラ ボトル （Acerola Shochu Bottle）………… ￥1780

149. チョウムチョロム　グラス （CHOUMUCHOROMU Glass） ……… ￥330

150. チョウムチョロム　ボトル （CHOUMUCHOROMU Bottle）……… ￥880

151. チャミスル　グラス （CHAMISURU Glass）………………………… ￥330

152. チャミスル　ボトル （CHAMISURU Bottle）………………………… ￥880

153. ジョウンデー　グラス （JOUNDE Glass）…………………………… ￥330

154. ジョウンデー　ボトル （JOUNDE Bottle） ………………………… ￥880

酎ハイ （CHU HAI）
155. 緑茶ハイ（ホット・アイス） （RYOKUCHA High（Hot・Ice））…… ￥380

156. ウーロンハイ（ホット・アイス） （Oolong High（Hot・Ice））… ￥380

157. トウモロコシのひげ茶ハイ（ホット・アイス） Toumorokoshi No Higecha 

High （Shochu beard tea of corn（Hot・Ice）） ………………………… ￥380

158. 紅酢割り （Honcho Wari） …………………………………………… ￥380

ホッピー （Hoppy）
159. ホッピー（白・黒） （HOPPY Set (white or black)）………………… ￥380

160. ナカ Naka（Shochu）………………………………………………… ￥250

161. ソト Soto（HOPPY） ………………………………………………… ￥250

ソフトドリンク （Soft Drink）
162. ウーロン茶 Oolong Cha（Oolong tea） …………………………… ￥280

163. 緑茶 Ryoku Cha （Green tea）………………………………………… ￥280

164. トウモロコシのひげ茶 Toumorokoshi No Higecha（Beard of corn tea） ￥280

165. 蜂蜜ゆず茶 Hachimitsu Yuzu Cha （Honey citron tea）…………… ￥280

166. コカ・コーラ （Coca cola）…………………………………………… ￥280

167. ジンジャーエール （Ginger ale）……………………………………… ￥280

168. サイダー （Cider）……………………………………………………… ￥280

169. カルピスウォーター （Calpis Water）………………………………… ￥280

170. オレンジジュース （Orange juice） ………………………………… ￥280

オススメドリンク （Recommended drink）
171. 白いサワー Shiroi Sour（White sour）……………………………… ￥380

172. アイスティーサワー （Ice tea sour）………………………………… ￥380

173. サングリア（レッド・ホワイト） （Sangria(Red or White)）……… ￥430

Open 11.00am-5.00am

明洞のり巻
Myeong-dong Norimaki

チヂミ CHIJIMI

軽食類 Snacks

参鶏湯 Samgyetang

サラダ類 Salad

一品料理 A la Carte dish

ビビンバ類 Bibimbap

石焼飯 Stone scorch rice

のり巻き Norimaki

韓国丼 Korea Don



1. 野菜のり巻き Yasai Norimaki（Vegetable NORIMAKI） ￥750（ハーフ￥400）

2. プルゴギのり巻き Purugogi Norimaki

（Barbecued Beef NORIMAKI）…………………………… ￥750（ハーフ￥400）

3. ツナのり巻き （Tuna NORIMAKI）…………………… ￥750（ハーフ￥400）

4. チーズのり巻き （Cheese NORIMAKI）……………… ￥750（ハーフ￥400）

5. キムチのり巻き （Kimchi NORIMAKI） ……………… ￥750（ハーフ￥400）

6. ヌードのり巻き （Nude NORIMAKI）………………… ￥750（ハーフ￥400）

7. 黒米のり巻き Kokumai Norimaki（Black rice NORIMAKI） ￥750（ハーフ￥400）

8. のりまき盛り合わせ Norimaki Moriawase（NORIMAKI assort）…… ￥1100

9. 海鮮チヂミ Kaisennchijimi（Seafood CHIJIMI）……… 中￥880、大￥1280

10. ニラチヂミ Nirachijimi（Leek CHIJIMI ）……………… 中￥780、大￥1180

11. チーズ餅チヂミ Cheese Mochi Chijimi

（Cheese Rice cake CHIJIMI ）………………………………… 中￥680、大￥880

12. キムチチヂミ （Kimchi CHIJIMI）……………………………………… ￥1280

13. チーズキムチチヂミ （Cheese Kimchi CHIJIMI）……………………… ￥1480

14. イイタコ炒め丼 Iitako Itame Don（Ocellated octopus fried rice bowl） ￥1080

15. イカ炒め丼 Ika Itame Don（Squid fried rice bowl）………………… ￥980

16. プルゴギ丼 Purugogi Don（Barbecued Beef  rice bowl） ………… ￥980

17. 豚肉炒め丼 Butanikuitame Don（Fried pork  rice bowl） ………… ￥980

18. チャプチェ丼 Chapuche Don（Japchae  rice bowl） ……………… ￥980

追加 （Add to）

19. ライス大盛り Rice Omori（Rice piled high）…………………………… ￥50

20. 特盛り Tokumori（Special prime rice）……………………………… ￥200

21. チーズ （Cheese） ……………………………………………………… ￥150

22. プルゴギ Purugogi （Barbecued Beef） ……………………………… ￥200

23. イカ Ika（Squid） ……………………………………………………… ￥200

24. ツナ （Tuna） …………………………………………………………… ￥150

25. 豚肉 Butaniku（Pork）………………………………………………… ￥200

26. イイタコ Iitako（Ocellated octopus）………………………………… ￥300

27. 生玉子 Namatamago（Raw egg）……………………………………… ￥50

28. 目玉焼き Medamayaki（Fried egg）………………………………… ￥100

29. 参鶏湯 （Samgyetang）………………………………………………… ￥1700

30. 半鶏湯 （Hamgyetang）………………………………………………… ￥1100

31. 手作り餃子 Tezukuri-Gyoza（Handmade dumplings）…………… ￥500

32. 餃子スープ Gyoza Soup（Dumpling soup）…………… 中￥750、大￥980

33. ラーメン （Ramen）……………………………………………………… ￥500

34. キムチラーメン （Kimchi ramen）……………………………………… ￥700

35. 春雨ラーメン Harusame Ramen（Bean vermicelli ramen） ……… ￥700

36. 餃子ラーメン Gyoza Ramen（Dumpling ramen） ………………… ￥750

37. 餅ラーメン Mochi Ramen（Rice cake ramen）……………………… ￥750

38. チーズ餅ラーメン Cheese Mochi Ramen（Cheese rice cake ramen） ￥850

39. 水冷麺 Sui Reimen（Korean cold noodle） ………………………… ￥980

40. ビビン冷麺 Bibin Reimen（Cold noodles with assorted mixtures） ￥1180

41. ビビン素麺 Bibin Sumen（Noodles with assorted mixtures） …… ￥1000

42. じゃじゃ麺 Jajamen（Jaja-men） …………………………………… ￥980

43. 海鮮カルックス Kaisen Karukkusu（Korean seafood noodle）…… ￥980

44. トッポキ Toppoki（Korean rice cake）………………… 中￥680、大￥980

45. チーズトッポキ Cheese Toppoki（Cheese Korean rice cake） 中￥780、大￥1080

46. ラポッキ Rapokki（Ramen Korean rice cake）……… 中￥780、大￥1080

47. チーズ　ラポッキ Cheese Rapokki

（Cheese Korean rice cake ramen）…………………………… 中￥880、大 1180

48. サムギョプサルセット Samugyopusaru Set（Korean Bacon set）… ￥980

49. サムギョプサル定食 Samugyopusaru Teishoku（Korean Bacon set meal） ￥1100

※追加メニュー 

50. 野菜セット Yasai Set（Vegetables set）……………………………… ￥280

51. 玉子チム Tamago Chimu（Korean steamed egg）………………… ￥280

52. キムチ焼き Kimchi Yaki（Kimchi grilled）…………………………… ￥280

53. ニンニク焼き Ninniku Yaki（Garlic grilled）………………………… ￥280

54. チョレギサラダ Choregi Salad（Korean style Chinese cabbage salad） ￥580

55. ツナサラダ （Tuna salad）………………………………… 中￥580、大￥780

56. 純豆腐サラダ Sundubu Salad（Korean tofu salad）……… 中￥350、大￥580

57. ナムル盛り合わせ Namuru Moriawase（Namuru assortment）…… ￥580

58. 純豆腐チゲ Sundubu Chige（Korean style hot pot with tofu）…… ￥880

59. チーズ純豆腐チゲ Cheese Sundubu Chige

（Korean style hot pot with tofu abd cheese）…………………………… ￥980

60. キムチチゲ Kimchi Chige（Korean style hot pot with kimchi）…… ￥880

61. チーズキムチチゲ Cheese Kimchi Chige

（Korean style hot pot with kimchi and cheese）………………………… ￥980

62. ツナキムチチゲ Tuna Kimchi Chige

（Korean style hot pot with kimchi and tuna）…………………………… ￥980

63. 味噌チゲ Miso Chige（Korean style hot pot with miso）…………… ￥880

64. ユッケジャン Yukkejan（Beef and vegetable spicy soup）………… ￥980

65. ユッケジャンクッパ Yukkejan Kuppa

（Beef and vegetable spicy soup with rice）……………………………… ￥1130

66. ソルロンタン Sorurontan（Korean Cattle of stew soup）………… ￥980

67. ソルロンタンクッパ Sorurontan Kuppa

（Korean Cattle of stew soup with rice） ………………………………… ￥1130

68. ブデチゲ Budechige（Korean style hot pot with ramen）……… 中￥1280

69. チャプチェ Chapuche

（Fried Korean-style vegetables and vermicelli）……………… 中￥880、大￥1280

70. イカ炒め Ikaitame（Squid fried）……………………… 中￥980、大￥1380

71. イイタコ炒め Iitakoitame（Fried ocellated octopus） 中￥1080、大￥1480

72. つぶ貝の和え物 Tsubugai No Aemono（Dihydrate whelk） 中￥1080、大￥1580

73. 鉄板プルゴギ Teppann Purugogi

（Barbecued Beef that is placed on an iron plate）………中￥1080、大￥1480

74. 鉄板豚肉炒め Teppann Butaniku Itame

（Fried pork was put on iron plate） ………………………中￥1080、大￥1480

75. ブルダック Burudakku（Spicy chicken fried）……………………… ￥980

76. ビビンバ （Bibimbap ）………………………………………………… ￥980

77. ツナビビンバ （Tuna bibimbap）……………………………………… ￥1130

78. プルゴギビビンバ Purugogi Bibimbap

（Barbecued Beef has entered bibimbap） ……………………………… ￥1180

79. 豚肉ビビンバ Butaniku Bibimbap（Bibimbap that pork has entered） ￥1180

80. イカビビンバ Ika Bibimbap（Bibimbap that squid has entered）… ￥1180

81. イイタコビビンバ Iitako Bibimbap

（Ocellated octopus has entered bibimbap）…………………………… ￥1280

82. 石焼ビビンバ Ishiyaki Bibimbap（Stone scorch Bibimbap）……… ￥1180

83. チーズ石焼きビビンバ Cheese Ishiyaki Bibimbap

（Cheese Stone scorch Bibimbap）………………………………………… ￥1280

84. プルゴギ石焼飯 Pirugogi Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice Barbecued Beef）……………………………………… ￥1280

85. プルゴギチーズ石焼飯 Purugogi Cheese Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that　Barbecued Beef and cheese ） ……………… ￥1380

86. 豚肉石焼飯 Butaniku Ishiyaki Meshi（Stone scorch rice that pork has entered） ￥1280

87. チーズ豚肉石焼飯 Cheese Butaniku Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that contains pork and cheese）…………………… ￥1380

88. イイタコ石焼飯 Iitako Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that ocellated octopus）……………………………… ￥1380

89. チーズイイタコ石焼飯 Cheese Iitako Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that ocellated octopus and cheese） ……………… ￥1480

90. イカ石焼飯 Ika Ishiyaki Meshi（Stone scorch rice that squid）…… ￥1280

91. チーズイカ石焼飯 Cheese Ika Ishiyaki Meshi

（Stone scorch rice that squid cheese）…………………………………… ￥1380

92. キムチ炒飯 Kimchi Chahan（Kimchi fried rice） …………………… ￥980

93. おつまみ Otsumami（Snack）

94. キムチ盛り合わせ Kimchi Moriawase（Kimchi Assorted）………… ￥580

95. 白菜キムチ Hakusai Kimchi（Chinese cabbage kimchi）…………… ￥280

96. カクテギ Kakutegi（Radish kimchi）………………………………… ￥280

97. キュリキムチ Kyurikimchi（Cucumber kimchi）…………………… ￥280

98. イカ和えもの Ika Aemono（Marinated squid）……………………… ￥780

99. チャンジャ Chanja（Visceral Kimchi of cod） ……………………… ￥480

100. 韓国のり Kankoku Nori（Korean laver）…………………………… ￥280

101. 玉子チム Tamago Chimu（Korean steamed egg）………………… ￥580

102. 野菜玉子巻き Yasai Tamago Maki（Vegetables egg winding）…… ￥580

103. チーズ玉子巻き Cheese Tamagomaki（Cheese egg winding）…… ￥680

ビール （Beer）
104. ザ・プレミアム・モルツ　ジョッキ （The Premium Malt Mug）… ￥420

105. ザ・プレミアム・モルツ　グラス （The Premium Malt Glass）…… ￥320

106. ザ・プレミアム・モルツ　中瓶 （The Premium Malt Medium bottle） ￥480

107. オールフリー （Alcohol-free beer） ………………………………… ￥280

カクテル （Cocktail）
108. モヒート （Mojito）…………………………………………………… ￥380

109. ジンジャーモヒート （Ginger Mojito）……………………………… ￥430

110. オレンジモヒート （Orange Mojito）………………………………… ￥430

111. ウーロンモヒート （Oolong Mojito）………………………………… ￥430

112. カシスソーダ （Cassis soda）………………………………………… ￥380

113. カシスオレンジ （Cassis Orange）…………………………………… ￥380

114. カシスウーロン （Cassis Oolong）…………………………………… ￥380

115. 赤酢マッコリ （Honcho Makgeolli）………………………………… ￥380

116. ざくろマッコリ Zakuro Makgeolli（Pomegranate Makgeolli）… ￥380

117. 巨峰マッコリ （Kyoho grape Makgeolli）…………………………… ￥380

118. 梅マッコリ Ume Makgeolli（Plum Makgeolli）…………………… ￥380

119. カルピスマッコリ （Calpis Makgeolli）……………………………… ￥380

120. マッコリジンジャーエール （Makgeolli ginger ale）……………… ￥480

121. 梅酒 Umeshu（Plum wine）

122. 南高梅酒 Nanko Umeshu（NANKOU Plum wine）………………… ￥380

123. ハイボール （Highball）

124. 角ハイボール （KAKU Highball）……………………………………… ￥380

125. コーラハイボール （Coke highball）………………………………… ￥430

126. ジンジャーハイボール （Ginger highball）………………………… ￥430

サワー （Sour）
127. ジンジャーサワー （Ginger Sour）…………………………………… ￥380

128. ダブルジンジャー （Double Ginger Sour） ………………………… ￥430

129. オレンジジンジャー （Orange Ginger Sour） ……………………… ￥430

130. ウーロンジンジャー （Oolong Ginger Sour）……………………… ￥430

131. モヒートサワー （Mojito sour）……………………………………… ￥380

132. 生レモンサワー Nama Lemon Sour（Raw lemon sour）………… ￥480

133. レモンサワー （lemon sour）………………………………………… ￥380

134. グレープフルーツサワー （Grapefruit sour） ……………………… ￥380

135. 蜂蜜ゆずサワー Hachimitsu-Yuzu Sour（Honey citron sour）…… ￥480

136. 巨峰サワー （Kyoho grape sour）…………………………………… ￥380

137. 梅サワー Ume Sour（Plum sour）…………………………………… ￥380

138. ざくろサワー Zakuro Sour（Pomegranate sour）………………… ￥380

マッコリ （Makgeolli）
139. マッコリ　一杯 （Makgeolli One cup）……………………………… ￥330

140. マッコリ　ボトル （Makgeolli Bottle）……………………………… ￥1280

141. 生マッコリ　一杯 （Raw　Makgeolli One cup）…………………… ￥380

142. 生マッコリ　ボトル （Raw　Makgeolli Bottle）…………………… ￥1480

143. 黒豆マッコリ　一杯 （Black bean Makgeolli One cup）…………… ￥330

144. 黒豆マッコリ　ボトル （Black bean Makgeolli Bottle）…………… ￥1280

145. おこげマッコリ　一杯 （Burnt rice Makgeolli One cup）………… ￥380

146. おこげマッコリ　ボトル （Burnt rice Makgeolli Bottle） ………… ￥1280

韓国焼酎 （Korean Shochu）
147. ふんわり鏡月アセロラ グラス （Acerola Shochu Glass） ………… ￥380

148. ふんわり鏡月アセロラ ボトル （Acerola Shochu Bottle）………… ￥1780

149. チョウムチョロム　グラス （CHOUMUCHOROMU Glass） ……… ￥330

150. チョウムチョロム　ボトル （CHOUMUCHOROMU Bottle）……… ￥880

151. チャミスル　グラス （CHAMISURU Glass）………………………… ￥330

152. チャミスル　ボトル （CHAMISURU Bottle）………………………… ￥880

153. ジョウンデー　グラス （JOUNDE Glass）…………………………… ￥330

154. ジョウンデー　ボトル （JOUNDE Bottle） ………………………… ￥880

酎ハイ （CHU HAI）
155. 緑茶ハイ（ホット・アイス） （RYOKUCHA High（Hot・Ice））…… ￥380

156. ウーロンハイ（ホット・アイス） （Oolong High（Hot・Ice））… ￥380

157. トウモロコシのひげ茶ハイ（ホット・アイス） Toumorokoshi No Higecha 

High （Shochu beard tea of corn（Hot・Ice）） ………………………… ￥380

158. 紅酢割り （Honcho Wari） …………………………………………… ￥380

ホッピー （Hoppy）
159. ホッピー（白・黒） （HOPPY Set (white or black)）………………… ￥380

160. ナカ Naka（Shochu）………………………………………………… ￥250

161. ソト Soto（HOPPY） ………………………………………………… ￥250

ソフトドリンク （Soft Drink）
162. ウーロン茶 Oolong Cha（Oolong tea） …………………………… ￥280

163. 緑茶 Ryoku Cha （Green tea）………………………………………… ￥280

164. トウモロコシのひげ茶 Toumorokoshi No Higecha（Beard of corn tea） ￥280

165. 蜂蜜ゆず茶 Hachimitsu Yuzu Cha （Honey citron tea）…………… ￥280

166. コカ・コーラ （Coca cola）…………………………………………… ￥280

167. ジンジャーエール （Ginger ale）……………………………………… ￥280

168. サイダー （Cider）……………………………………………………… ￥280

169. カルピスウォーター （Calpis Water）………………………………… ￥280

170. オレンジジュース （Orange juice） ………………………………… ￥280

オススメドリンク （Recommended drink）
171. 白いサワー Shiroi Sour（White sour）……………………………… ￥380

172. アイスティーサワー （Ice tea sour）………………………………… ￥380

173. サングリア（レッド・ホワイト） （Sangria(Red or White)）……… ￥430

ドリンク 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


