
TEL 03-5306-1300
4-34-12, Narita-Higashi, Suginami-ku
11.30am-2.00am
Close Irregular

Enoken

1. みそラーメン miso ramen
（Ramen MISO flavor ） ………………………………￥730
2. 塩ラーメン shio ramen
（Ramen salt flavor） …………………………………￥680
3. 醤油ラーメン shoyu ramen
（Ramen Soy Sauce flavor） …………………………￥680
4. つけ麺 tsuke men
（Dipping Noodles）……………………………………￥700
5. チャーシューメン chashu men
（Roasted Pork Fillet Ramen）………………………￥900
6. 味噌チャーシューメン miso chashu men
（Roasted Pork Fillet Miso Ramen）…………………￥950
7. スタミナラーメン stamina ramen
（Stamina Ramen）……………………………………￥880
8. スタミナ丼 stamina don
（Stamina Rice Bowl）…………………………………￥880
9. 冷やし中華 hiyashi chuka
（Cold Ramen）…………………………………………￥880

10. ギョーザ（6個） gyoza 6
（Gyoza Dumpling 6P）………………………………… ￥480
11. ギョーザ（4個） gyoza 4
（Gyoza Dumpling 4P）………………………………… ￥320
12. ギョーザ定食 gyoza teishoku
（Gyoza Dumplings meals set）……………………… ￥750

13. えのけんライスカレー enoken rice curry
（Enoken Curry and Rice） …………………………… ￥650
14. えのけんライスカレー（小） enoken rice curry
（Enoken Curry and Rice, Small）……………………… ￥330

15. 各種大盛り oomori（large Size）……………… +￥100

16. ライス（中）おしんこ付 rice chu
（Rice with Pickled Vegetables）……………………… ￥220
17. ライス（小） rice sho（Small Rice）………………… ￥110

18. バター（トッピング） （Butter (Topping)）……… ￥100
19. コーン（トッピング）（Corn (Topping)）………… ￥100
20. わかめ（トッピング） （Wakame (Topping)）…… ￥100

21. ビンビール（中） bin beer（Bottled Beer） ……… ￥550
22. 生ビール（中） nama beer chu
（Draft Beer Midium） ………………………………… ￥550
23. 生ビール（小） nama beer sho（Draft Beer Small） ￥300
24. お酒 osake（Sake）………………………………… ￥400
25. ウーロンハイ oolong high（Oolong High） …… ￥400
26. ウーロン茶 oolong cha（Oolong tea）…………… ￥200
27. コーラ coke（Coke） ……………………………… ￥200

28. おつまみチャーシュー（6枚） otsumami chashu 6
（Roasted Pork Fillet 6P）……………………………… ￥550
29. おつまみチャーシュー（3枚） otsumami chashu 3
（Roasted Pork Fillet 3P）……………………………… ￥300
30. おつまみキムチ otsumami kimchi（Kimchi）…… ￥200
31. おつまみメンマ otsumami memma
（Bamboo Shoots） …………………………………… ￥200
32. おつまみおしんこ otsumami oshinko
（Pickled Vegetables）………………………………… ￥150

えのけん

ラーメン　Ramen

ギョーザ Gyoza ドリンク Drink

おつまみ Side Dishカレー Curry

ライスRice

トッピングTopping

<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


