
TEL 03-5347-2464

2F, 3-37-3, Asagaya-Minami, Suginami-ku

Open: 7:00pm-3:00am [Mon-Sat]

  3:00pm-0:00am [Sun]

Cash Only

1. パスタフリット （Deep fried crispy pasta）……………… ￥200
2. えびせんチリソース （Shrimp crackers with Chili sauce） ￥300
3. いろいろ野菜のピクルス （Pickled vegetables）………… ￥300
4. 塩昆布キャベツ （Shio Kombu(Salt Kelp) and Cabbage） ￥300
5. クリームチーズの味噌漬 （Miso Pickled Cream cheese） ￥300
6. トルティーヤチップス～サルサソース添え～ 
（Tortilla chips with Salsa）…………………………………… ￥400

7. とろ～りスパム卵 
（Fluffy and creamy scrambled egg with Spam）…………… ￥500
8. 卵とどっさりや別のお好み焼き 
（Egg and cabbage Savoury pancake）……………………… ￥500

9. 鶏の唐揚げ （Fried chicken）……………………………… ￥500
10. レンコンの挟み揚げ （Deep fried stuffed loutus roots） ￥500
11. ポテトフライ（ノーマル or スパイシー）
 （French Fries (Regular or Spicy)）…………………………… ￥500
12. オニオンリング （Onion rings） ………………………… ￥400

13. たっぷり野菜とムール貝のワイン蒸し
（Wine steamed mussels with vegetables）………………… ￥700
14. ピリ辛タコミートグラタン （Spicy Taco meat gratin） ￥600
15. ポテトととトマトのチーズ焼き 
（Baked potato and tomato with cheese） ………………… ￥600

16. 君のタコライス （Taco Rice (Rice Topped With Cheese, 
Shredded Cabbage and Chopped Tomato)）……………… ￥800
17. サラダペペロンチーノ 
（Salad style Spaghetti aglio e olio (garlic and olive oil) ）…… ￥700
18. 気まぐれおにぎり 2種 （Today's rice balls (2 pcs)）…… ￥300

19. 生ビール （Draft Beer）…………………………………… ￥500
20. 酵素ビール（レモンジンジャー・季節のフルーツ） 
（Enzyme beer (Lemon&Ginger/ Seasonal fruits)）………… ￥600
21. ハイネケン （Heineken） ………………………………… ￥500
22. コロナ （Corona） ………………………………………… ￥600
23. シンハー （Singha Beer ）………………………………… ￥600
24. ギネス （Guinness）………………………………………… ￥600
25. サリトス （Salitos）………………………………………… ￥600
26. ニュートン （Newton）…………………………………… ￥800

27. 豆乳ハイ （Soy-milk High） ……………………………… ￥500
28. ウーロンハイ （Oolong High）…………………………… ￥500
29. 緑茶ハイ （Green tea High）……………………………… ￥500
30. ジャスミンハイ （Jasmin tea High） …………………… ￥500
31. 角ハイボール （Kaku Highball） ………………………… ￥500

32. 残波 （Zanpa）……………………………………………… ￥500
33. 里の曙 （Satonoakebono） ……………………………… ￥500
34. 黒霧島 （Kurokirishima） ………………………………… ￥500
35. 一刻者 （Ikkomon）………………………………………… ￥500
36. 二階堂 （Nikaido）………………………………………… ￥500
37. 毎月おおすすめ焼酎 （This month's Shochu） ………… ￥500

38. ショットガン （Shotgun）………………………………… ￥600
39. テキーラバック （Tequila Buck）………………………… ￥600
40. テキーラサンライズ （Tequila Sunrise）………………… ￥600

41. ウォッカトニック （Vodka tonic） ……………………… ￥600
42. モスコミュール （Moscow Mule） ……………………… ￥600
43. ズブロッカ （Zubrowka）………………………………… ￥600

44. キャプテンモルガン （Captain Morgan） ……………… ￥500
45. キャプテンモルガン プライベートストック
（Captain Morgan Private Stock） …………………………… ￥700
46. ロシサカパ （Ron Zacapa） ……………………………… ￥700
47. マイヤーズ （Myers's） …………………………………… ￥500
48. バカルディホワイト （Bacardi Superior） ……………… ￥500
49. レッドラム （Redrum）…………………………………… ￥600

50. ジントニック （Gin Tonic） ……………………………… ￥600
51. ジンリッキー （Gin Rickey）……………………………… ￥600
52. ジンフィズ （Gin Fizz）…………………………………… ￥600
53. ジンバック （Gin Buck）…………………………………… ￥600

54. ロングアイランドアイスティー （Long Island Iced Tea） ￥1000

55. ライチグレープ （Lychee Grape） ……………………… ￥600
56. ライチオレンジ （Lychee Orange）……………………… ￥600
57. カシスソーダ （Cassis Soda） …………………………… ￥600
58. カシスオレンジ （Cassis Orange） ……………………… ￥600
59. カシスグレープ （Cassis Grape）………………………… ￥600
60. カシスウーロン （Cassis Oolong tea）…………………… ￥600
61. パッソアモーニ （Passoamoni）………………………… ￥600
62. パッソアトマト （Passoa Tomato）……………………… ￥600
63. パッソアグレープ （Passoa Grape）……………………… ￥600
64. オーガスタ―セブン 
（Augusta Seven (Passoa, Pineapple and Lemon juice)） …… ￥600
65. レゲエパンチ 
（Reggae punch (Peach liqueur and oolong tea)）………… ￥600
66. ピーチフィズ （Peach Fizz）……………………………… ￥600

67. ジャックダニエル （Jack Daniel）………………………… ￥500
68. タラモアデュー （Tullamore Dew）……………………… ￥500
69. メーカーズマーク （Maker's Mark）……………………… ￥600

70. ラフロイグ （Laphroaig）………………………………… ￥700
71. バランタイン （Ballantine's）……………………………… ￥600
72. ボウモア （Bowmore） …………………………………… ￥700
73. ※ソーダ割り （Mix with soda） …………………………+￥100

74. チャイナブルー （China Blue）…………………………… ￥700
75. サザンカンフォート スパークル （Southern Comfort Sparkle） ￥700
76. バイオレットフィズ （Violet Fizz）……………………… ￥600

77. ペルノ （Pernod） ………………………………………… ￥600
78. イェガーマイスター （Jägermeister）…………………… ￥600
79. チンザノロッソ （Cinzano Rosso）……………………… ￥600
80. チンザノドライ （Cinzano Dry）………………………… ￥600
81. ハーフ＆ハーフ （Half and Half）………………………… ￥600
82. カンパリソーダ （Campari and Soda） ………………… ￥600

83. ティフィンジンジャー （Tiffin and Ginger ale）………… ￥600
84. ティフィンミルク （Tiffin Milk） ………………………… ￥600
85. フランジェリコミルク （Frangelico Milk）……………… ￥600
86. ベイリーズミルク （Baileys Milk） ……………………… ￥600
87. ベイリーズウーロン （Baileys and Oolong）…………… ￥600
88. アマレット豆乳 （Amaretto and Soymilk）……………… ￥600
89. アマレットジンジャー （Amaretto and Ginger ale）…… ￥600
90. マリブコーラ （Malibu and Cola） ……………………… ￥600
91. マリブミルク （Malibu and Milk） ……………………… ￥600
92. ダージリンクーラ （Darjeeling Cooler）………………… ￥600
93. ストロベリーフェスティバル （Strawberry Festival (Strawberries, 
Milk and Pinapple juice) Non-alcohol cocktail）……………… ￥700
94. ピニャコラーダ （Piña colada）…………………………… ￥700
95. ピュアラブ 
（Pure Love (Gin, Raspberry liquer, Lime and Ginger ale)）… ￥700
96. 季節のフルーツ酵素 （Seansonal fruits enzyme）………￥+100

サンダルキッチン

フードメニュー
（Food Menu）

ドリンクメニュー
（Drink Menu）

とりあえずおつまみ
Quick-fix appetizers

ちょっぴり贅沢おつまみ
Dainty

美味焼酎
Tasty Shochu

ストレートが粋 !!
Go Straight!!

これで寒さをしのげ !!
Beat the cold!!

店長おすすめラム
Manager's special Rums

おなかを満たせ !!
Fill your stomach

とりあえずの一杯 !!
At first…

呑んべえはコレ !!
For Guzzlers!!

間違いない美味しさ !!
This is it!!

人気の揚げ物
Popular Fries <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：

Egg

Chicken Pork

Beef Fish

Seafood Vegetables

Dairy Products

Flour

Spicy

HOTHOT

HOTHOT

HOTHOT

HOTHOT



1. パスタフリット （Deep fried crispy pasta）……………… ￥200
2. えびせんチリソース （Shrimp crackers with Chili sauce） ￥300
3. いろいろ野菜のピクルス （Pickled vegetables）………… ￥300
4. 塩昆布キャベツ （Shio Kombu(Salt Kelp) and Cabbage） ￥300
5. クリームチーズの味噌漬 （Miso Pickled Cream cheese） ￥300
6. トルティーヤチップス～サルサソース添え～ 
（Tortilla chips with Salsa）…………………………………… ￥400

7. とろ～りスパム卵 
（Fluffy and creamy scrambled egg with Spam）…………… ￥500
8. 卵とどっさりや別のお好み焼き 
（Egg and cabbage Savoury pancake）……………………… ￥500

9. 鶏の唐揚げ （Fried chicken）……………………………… ￥500
10. レンコンの挟み揚げ （Deep fried stuffed loutus roots） ￥500
11. ポテトフライ（ノーマル or スパイシー）
 （French Fries (Regular or Spicy)）…………………………… ￥500
12. オニオンリング （Onion rings） ………………………… ￥400

13. たっぷり野菜とムール貝のワイン蒸し
（Wine steamed mussels with vegetables）………………… ￥700
14. ピリ辛タコミートグラタン （Spicy Taco meat gratin） ￥600
15. ポテトととトマトのチーズ焼き 
（Baked potato and tomato with cheese） ………………… ￥600

16. 君のタコライス （Taco Rice (Rice Topped With Cheese, 
Shredded Cabbage and Chopped Tomato)）……………… ￥800
17. サラダペペロンチーノ 
（Salad style Spaghetti aglio e olio (garlic and olive oil) ）…… ￥700
18. 気まぐれおにぎり 2種 （Today's rice balls (2 pcs)）…… ￥300

19. 生ビール （Draft Beer）…………………………………… ￥500
20. 酵素ビール（レモンジンジャー・季節のフルーツ） 
（Enzyme beer (Lemon&Ginger/ Seasonal fruits)）………… ￥600
21. ハイネケン （Heineken） ………………………………… ￥500
22. コロナ （Corona） ………………………………………… ￥600
23. シンハー （Singha Beer ）………………………………… ￥600
24. ギネス （Guinness）………………………………………… ￥600
25. サリトス （Salitos）………………………………………… ￥600
26. ニュートン （Newton）…………………………………… ￥800

27. 豆乳ハイ （Soy-milk High） ……………………………… ￥500
28. ウーロンハイ （Oolong High）…………………………… ￥500
29. 緑茶ハイ （Green tea High）……………………………… ￥500
30. ジャスミンハイ （Jasmin tea High） …………………… ￥500
31. 角ハイボール （Kaku Highball） ………………………… ￥500

32. 残波 （Zanpa）……………………………………………… ￥500
33. 里の曙 （Satonoakebono） ……………………………… ￥500
34. 黒霧島 （Kurokirishima） ………………………………… ￥500
35. 一刻者 （Ikkomon）………………………………………… ￥500
36. 二階堂 （Nikaido）………………………………………… ￥500
37. 毎月おおすすめ焼酎 （This month's Shochu） ………… ￥500

38. ショットガン （Shotgun）………………………………… ￥600
39. テキーラバック （Tequila Buck）………………………… ￥600
40. テキーラサンライズ （Tequila Sunrise）………………… ￥600

41. ウォッカトニック （Vodka tonic） ……………………… ￥600
42. モスコミュール （Moscow Mule） ……………………… ￥600
43. ズブロッカ （Zubrowka）………………………………… ￥600

44. キャプテンモルガン （Captain Morgan） ……………… ￥500
45. キャプテンモルガン プライベートストック
（Captain Morgan Private Stock） …………………………… ￥700
46. ロシサカパ （Ron Zacapa） ……………………………… ￥700
47. マイヤーズ （Myers's） …………………………………… ￥500
48. バカルディホワイト （Bacardi Superior） ……………… ￥500
49. レッドラム （Redrum）…………………………………… ￥600

50. ジントニック （Gin Tonic） ……………………………… ￥600
51. ジンリッキー （Gin Rickey）……………………………… ￥600
52. ジンフィズ （Gin Fizz）…………………………………… ￥600
53. ジンバック （Gin Buck）…………………………………… ￥600

54. ロングアイランドアイスティー （Long Island Iced Tea） ￥1000

55. ライチグレープ （Lychee Grape） ……………………… ￥600
56. ライチオレンジ （Lychee Orange）……………………… ￥600
57. カシスソーダ （Cassis Soda） …………………………… ￥600
58. カシスオレンジ （Cassis Orange） ……………………… ￥600
59. カシスグレープ （Cassis Grape）………………………… ￥600
60. カシスウーロン （Cassis Oolong tea）…………………… ￥600
61. パッソアモーニ （Passoamoni）………………………… ￥600
62. パッソアトマト （Passoa Tomato）……………………… ￥600
63. パッソアグレープ （Passoa Grape）……………………… ￥600
64. オーガスタ―セブン 
（Augusta Seven (Passoa, Pineapple and Lemon juice)） …… ￥600
65. レゲエパンチ 
（Reggae punch (Peach liqueur and oolong tea)）………… ￥600
66. ピーチフィズ （Peach Fizz）……………………………… ￥600

67. ジャックダニエル （Jack Daniel）………………………… ￥500
68. タラモアデュー （Tullamore Dew）……………………… ￥500
69. メーカーズマーク （Maker's Mark）……………………… ￥600

70. ラフロイグ （Laphroaig）………………………………… ￥700
71. バランタイン （Ballantine's）……………………………… ￥600
72. ボウモア （Bowmore） …………………………………… ￥700
73. ※ソーダ割り （Mix with soda） …………………………+￥100

74. チャイナブルー （China Blue）…………………………… ￥700
75. サザンカンフォート スパークル （Southern Comfort Sparkle） ￥700
76. バイオレットフィズ （Violet Fizz）……………………… ￥600

77. ペルノ （Pernod） ………………………………………… ￥600
78. イェガーマイスター （Jägermeister）…………………… ￥600
79. チンザノロッソ （Cinzano Rosso）……………………… ￥600
80. チンザノドライ （Cinzano Dry）………………………… ￥600
81. ハーフ＆ハーフ （Half and Half）………………………… ￥600
82. カンパリソーダ （Campari and Soda） ………………… ￥600

83. ティフィンジンジャー （Tiffin and Ginger ale）………… ￥600
84. ティフィンミルク （Tiffin Milk） ………………………… ￥600
85. フランジェリコミルク （Frangelico Milk）……………… ￥600
86. ベイリーズミルク （Baileys Milk） ……………………… ￥600
87. ベイリーズウーロン （Baileys and Oolong）…………… ￥600
88. アマレット豆乳 （Amaretto and Soymilk）……………… ￥600
89. アマレットジンジャー （Amaretto and Ginger ale）…… ￥600
90. マリブコーラ （Malibu and Cola） ……………………… ￥600
91. マリブミルク （Malibu and Milk） ……………………… ￥600
92. ダージリンクーラ （Darjeeling Cooler）………………… ￥600
93. ストロベリーフェスティバル （Strawberry Festival (Strawberries, 
Milk and Pinapple juice) Non-alcohol cocktail）……………… ￥700
94. ピニャコラーダ （Piña colada）…………………………… ￥700
95. ピュアラブ 
（Pure Love (Gin, Raspberry liquer, Lime and Ginger ale)）… ￥700
96. 季節のフルーツ酵素 （Seansonal fruits enzyme）………￥+100

サッパリ定番メニュー
Basic items

混ぜるな危険
Danger!!

間違いないカクテルメニュー
Popular Cocktails

好きな人は好き薬草系
Herbs

女の子人気のラインナップ
For Girls

ゆったり大人な時間を
For Grown-up

渋くキメろ !!
Macho!!

オシャレに飲みたい人は
Stylish


