
TEL 03-6304-9304
2-50-10 Koenji-Minami, Suginami-ku

Open: 5:00pm-3:00am
Cash Only

Cover charge 500yen

1. 10 種類野菜のミネストローネ 
（10 kinds of vegetables minestrone）…………………… ￥600
2. あさりのクラムチャウダー 
（clam chowder of Japanese littleneck） ………………… ￥600
3. 高橋農園バーニャカウダ 
（Mr.TAKAHASHI’ s farm bagna cauda） ………………… ￥100
4. グラッパとイチジクとゴルゴンゾーラのケークサレ 
（cake salé of grappa&Ficus carica&Gorgonzola cheese） ￥400
5. トマトとタコのジェノバ風マリネ 
（Marinated tomato&octopus Jenova style） …………… ￥500
6. アボカドとモッツラレラのマリネ 
（Marinated avocado&mozzarella cheese）……………… ￥500
7. 20 種彩り野菜のサラダ
 （20 kinds of vegetables salad）……………………………￥1000
8. アボカドとズワイガニのサラダ 
（Avocado&Snow crab salad）……………………………… ￥800
9. ゴルゴンゾーラとたっぷり野菜のグラタン 
（Much vegetables&Gorgonzola cheese gratin）………… ￥800
10. エリンギと海老のアーリオオーリオ 
（Aglio olio with shrimp&king trumpet mushroom）…… ￥700
11. 4 種のキノコと牡蠣のアーリオオーリオ 
（Aglio olio with 4 kinds of mushroom&oyster）………… ￥800
12. セロリとアサリのワイン蒸し 
（Celery&Japanese littleneck steamed in wine）………… ￥600

13. 魚介の地中海ワイン蒸し　サラダ仕立て 
（Seafoods steamed in wine(salad style)）…………………￥1000
14. ハーブたっぷり自家製ソーセージ
 （Homemade sausage with lots of Herb） ……………… ￥700
15. チーズ    １種類 （A cheese）…………………………… ￥300
16. 　　　 　3種類 （3 kinds of cheese）………………… ￥600
17. 　　　 　5種類 （5 kinds of cheese）…………………￥1000
18. バゲット （Baguette）…………………………………… ￥200
19. オリーブのマリネ （Marinated olive）………………… ￥300
20. 自家製ピクルス （Homemade pickles）……………… ￥400
21. ハモンセラーノ （Jamon serrano）…………………… ￥500
22. アンティパストの盛り合わせ （assorted Anti past）……￥1000

23. ゴルゴンゾーラ　蜂蜜添え
 （Gorgonzola cheese with honey） ………………………￥1000

24. アマトリチャーナ
（玉ねぎとベーコンの自家製トマトソース） 
（Amatriciana(Tomato source with onion&bacon)）………￥1000
25. ブロッコリーのボンゴレビアンコ
（Vongole bianco with broccoli） …………………………￥1000
26. ほうれん草とスモークサーモンのクリームソース
（Cream sauced spinach&smoked salmon）………………￥1000

27. グラッパ風味のチョコレート 
（Chocolate Grappa flavor）………………………………… ￥300
28. ピッツァ・メーラ（林檎のピッツァ）
 （Pizza mailer(Apple pizza)）………………………………￥1000

29. Wine Glass （Wine glass）……………………………… ￥500
30. ハートランド（生ビール） （HeartLand(Draft beer)）…… ￥500
31. グラッパ （Grappa） …………………………………… ￥800
32. デザートワイン （Dessert wine）……………………… ￥800
33. カンパリ （Campari）…………………………………… ￥700
34. リモンチェロ （Limoncello）…………………………… ￥700
35. アマレット （Amaretto） ……………………………… ￥700
36. サンペレグリノ （San Pellegrino）…………………… ￥500
37. ホットコーヒー （hot coffee）………………………… ￥500

 

38. マルヴァジア・セッコ （Malvasia secco）……………￥3000
39. プロセッコ （Prosecco）…………………………………￥4500
40. メトドクラシコ・ミレジマート 
（Metodo Classica Millesimato）……………………………￥7000
41. ロゼ （Rose） ……………………………………………￥4500
42. コルレート （Corleto） …………………………………￥5000
43. アルパーナ 白 （Albana white）…………………………￥3000
44. チーマ・ビアンカ 白 （Cima Bianca white）…………￥3500
45. ヴェルメンティーノ 白 （Vermentino white） ………￥4000
46. トラリヴィオ 白 （Tralivio white） ……………………￥4500
47. タマルディ 白 （Tanardi white） ………………………￥5000
48. ソーヴィニヨンモック白 
（Sauvignon Mock white） …………………………………￥5000
49. ダル 白 （Dal white）……………………………………￥9000
50. コルネロ・ゲヴュルツ 白 
（Colnero Gewurz white）………………………………… ￥10000
51. ルネラ 赤 （Lunera red）…………………………………￥3000
52. マイロ 赤 （MAYRO red）………………………………￥4000
53. ベリーザ 赤 （Belliza red）………………………………￥4000
54. イル・パッソ 赤 （il passo red） ………………………￥4000
55. ビノ・ネロ 赤 （Pinot nero red）………………………￥5000
56. キャンティクラシコ 赤 （Chianti classica red）………￥6000
57. チェッロレ 赤 （Cellole red）……………………………￥9000
58. タウラージ’ 99 赤 （Taurasi’ 99 red）……………… ￥10000
59. ディチョット 赤 （Diciotto red）…………………… ￥10000
60. アマローネ 赤 （Amarone red）……………………… ￥10000
61. バローロ 赤 （Barolo red）…………………………… ￥10000
62. タッフェタ 赤 （Taffeta red）………………………… ￥20000
63. スイサッシ '05 赤 （Suisassi’ 05 red）……………… ￥25000
64. メッソリオ’ 03 赤 （Messorio’ 03 red）…………… ￥48000

高円寺アッカ
Koenji Akka

アラカルト （ala carte）

ドルチェ （Dolce）

ワインリスト （Wine List）

ドリンクメニュー （Drink Menu）

ピザ （Pizza）

パスタ （Pasta）

<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


