
TEL 03-3317-3112
3-58-2 Koenji-minami, Suginami-ku
Open:  6:00pm-12:00am
Close Tuesdays
Cash Only

1. オリーブのマリネ Olive no marine
（Marinated olive）………………………………… ￥300

2. 自家製ピクルス Jikasei pickles
（Homemade pickles）…………………………… ￥300

3. アジのマリネ Aji no marine
（Marinated horse mackerel）…………………… ￥700

4. 蟹とほうれん草のキッシュ Kani to horenso no quiche
（Quiche of crab and spinach） ………………… ￥700

5. 鶏レバーのリエット Tori liver no rilette
（Rillette of chicken liver） ……………………… ￥700

6. 小エビのアヒージョ Koebi no ahijo
（Ajillo of shrimp）………………………………… ￥700

7. 野菜のテリーヌ Yasai no terrine
（Terrine of vegetable）…………………………… ￥700

8. いいだこのトマト煮 Iidako no tomatoni
（Tomato stew of ocellated octopus） ………… ￥700

9. トリッパのトマト煮 Trippa no tomatoni
（Tomato stew of trippa）………………………… ￥800

10. スペアリブのコンフィ Spare rib no confit
（Confit of spare rib）…………………………… ￥1000

11. 田舎風パテ Inakafu pate
（Country style pate） ………………………… ￥1000

12. トマトとモッツァレラチーズのサラダ
 Tomato to mozzarella cheese no salad

（Salad of tomato and mozzarella cheese）…… ￥800

13. チーズたっぷりグリーンサラダ
 Cheese tappuri green salad

（Green salad with a lot of cheese） …………… ￥800

14. あさりとほうれん草 Asari to horenso
（Asari clam and spinach）…………………… ￥1300

15. きのこと生ハム Kinoko to nama ham
（Mushroom and uncured ham） …………… ￥1300

16. 桜エビとちりめんじゃこ Sakuraebi to chirimenjako
（Sakura shrimp and dried young sardines）… ￥1300

17. 茄子といわしのトマトソース
 Nasu to iwashi no tomato cream

（Tomato cream of egg plant and sardine）… ￥1300

18. ずわい蟹のトマトクリーム
 Zuwaigani no tomato cream

（Tomato cream of queen clab ） …………… ￥1600

19. 魚介類のカルボナーラ Gyokairui no carbonara
（Carbonara of seafood）……………………… ￥1400

20. ペンネのゴルゴンゾーラ Penne no gorgonzola
（Penne gorgonzola） ………………………… ￥1300

21. 鶏とほうれん草のカネロニ
 Tori to horenso no cannelloni

（Cannelloni of chicken and spinach）……… ￥1200

22. コルシカ風グリルチキン Corcica fu grill chicken
（Corsican style grilled chicken）……………… ￥1300

23. 若鶏の小悪魔焼き Wakadori no koakuma yaki
（Spicy grilled young chicken）……………… ￥1300

24. 豚ロースと生ハムのサルティンボッカ
 Buta rosu to nama ham no saltimbocca

（Saltimbocca of pork loin and uncured ham）…… ￥1500

25. 牛タンのステーキ Gyutan no steak
（Steak of beef tongue）……………………… ￥1600

26. 仔牛すね肉のトマト煮 オッソブーコ 
Koushi suneniku no tomatoni osso buco

（Osso buco tomato stew of shank of calf）…… ￥1600

27. 仔羊のマスタードソース
 Kohitsuji no mustered sauce

（Lamb with mustered sauce） ……………… ￥1800

28. ハートランド生ビール Heartland nama beer
（Draught heartland beer）……………………… ￥450

29. モレッティ（イタリア産） Moretty
（Moretti (made in Italy)）………………………… ￥600
30. ドレハ―（イタリア産） Doreha
（Dreher (made in Italy)）………………………… ￥600
31. クルスカンポ（スペイン産） Kurusu kampo
（Cluz campo (made in Spain)）………………… ￥600
32. マオウシンコ（スペイン産） Maou sinko
（Maho cinco (made in Spain)）………………… ￥600
33. キリンフリー小瓶 Kirin free
（Non alcohol beer made by Kirin co.）………… ￥400

34. 富士山麓 Fujisanroku（Fujisanroku）……… ￥600
35. マッカラン Macallan（Macallan）………… ￥800

36. 芋焼酎 幻の霧 Imoshochu maboroshi no kiri
(sweet potate based syochu)…………………… ￥650
37. 赤兎馬 Sekitoba ……………………………… ￥700
38. 赤霧島 Akakirishima ………………………… ￥800

39. 吟醸　極上吉乃川 Gokujo kichi no kawa…… ￥600

40. 自家製サングリア Jikasei sangria
（Homemade sangria）…………………………… ￥650
41. 梅酒 Umeshu（Ume liqueur）……………… ￥650
42. サンペレグリノ（Sanpellegrino）………… ￥600

43. コカ・コーラ （Coka cola） ………………… ￥300
44. ジンジャーエール（Ginger ale）…………… ￥300
45. ウーロン茶 （Oolong tea）…………………… ￥300
46. オレンジジュース （Orange juice）………… ￥300
47. コーヒー Coffee（Coffee） ………………… ￥300
48. 紅茶 Ko cha（Tea）…………………………… ￥300

49. ハウスワイン　グラス House wine glass
（House wine glass）……………………………… ￥600
50. ハウスワイン　デキャンタ House wine decanter
（House wine decanter）……………………… ￥1800

51. ヴィラルナウ　カヴァー　ブリュット（スペイン産） 
（Vilarnau cava brut bottle）…………………… ￥3500
52. ヴィラルナウ　カヴァー　ブリュット（スペイン産）グラス 
（Vilarnau cava brut glass）……………………… ￥650

53. センデーロ　ソーヴィニヨンブラン（チリ産） 
（Sendero Sauvignon Blanc (made in Chili) bottle）
………………………………………………… ￥2500
54. センデーロ　ソーヴィニヨンブラン（チリ産） グラス 
（Sendero Sauvignon Blanc (made in Chili) glass）
…………………………………………………… ￥650
55. ティリア　シャルドネ（アルゼンチン産）
（Tilia chardonnay (made in Argentine) bottle）…… ￥3000
56. ティリア　シャルドネ（アルゼンチン産） グラス 
（Tilia chardonnay (made in Argentine) glass）…… ￥680
57. メッツァコロナ　ピノグリージョ（イタリア産） 
（Mezzacorona pinot grigio (made in Italia) bottle）
………………………………………………… ￥3200

58. メッツァコロナ　ピノグリージョ（イタリア産） グラス 
（Mezzacorona pinot grigio (made in Italia) glass）… ￥700
61. オーガニックワン　シャルドネ　‘09 有機ワイン
（オーストラリア産） ボトル
（Organic one chardonnay '09 organic wine (made in 
Australia) bottle）……………………………… ￥4500

62. オーガニックワン　シャルドネ　‘09 有機ワイン
（オーストラリア産）グラス
（Organic one chardonnay '09 organic wine (made in 
Australia) glass） ………………………………… ￥850

63. カミーロモントリ　モンテプルチアーノ
（イタリア産）ボトル
 （Camillo montori montepulchiano (made in Italy) 
bottle） ………………………………………… ￥3000
64. カミーロモントリ　モンテプルチアーノ
（イタリア産）　グラス
（Camillo montori montepulchiano (made in Italy) 
glass）……………………………………………… ￥680
65. ラヤ　ガルナッチャノモナストレル
（スペイン産）ボトル
 （Laya garnacha monastrell (made in Spain) bottle）… ￥3200
66. ラヤ　ガルナッチャノモナストレル
（スペイン産）　グラス
（Laya garnacha monastrell (made in Spain) glass）…… ￥700
67. ロッソ・ピチェーノ（イタリア産）サンジョベー
ゼノモンテプルチアーノ 　ボトル
（Rosso piceno (made in Italy) sangiovese 
montepulciano bottle）……………………… ￥3500
68. ロッソ・ピチェーノ（イタリア産）サンジョベー
ゼノモンテプルチアーノ　グラス
（Rosso piceno (made in Italy) sangiovese 
montepulciano glass）…………………………… ￥720
69. オーガニックワン　シラーズ ‘10 サンジョベーゼ
ノモンテプルチアーノ 　ボトル
（Organic one shiraz '10 sangiovese montepulciano 
bottle） ………………………………………… ￥4500
70. オーガニックワン　シラーズ ‘10 サンジョベーゼ
ノモンテプルチアーノ　グラス
（Organic one shiraz '10 sangiovese montepulciano 
glass）……………………………………………… ￥850

コルシカ
Corsica

フードメニュー
（Food Menu）

Antipasto

Pasta

Carne

<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



1. オリーブのマリネ Olive no marine
（Marinated olive）………………………………… ￥300

2. 自家製ピクルス Jikasei pickles
（Homemade pickles）…………………………… ￥300

3. アジのマリネ Aji no marine
（Marinated horse mackerel）…………………… ￥700

4. 蟹とほうれん草のキッシュ Kani to horenso no quiche
（Quiche of crab and spinach） ………………… ￥700

5. 鶏レバーのリエット Tori liver no rilette
（Rillette of chicken liver） ……………………… ￥700

6. 小エビのアヒージョ Koebi no ahijo
（Ajillo of shrimp）………………………………… ￥700

7. 野菜のテリーヌ Yasai no terrine
（Terrine of vegetable）…………………………… ￥700

8. いいだこのトマト煮 Iidako no tomatoni
（Tomato stew of ocellated octopus） ………… ￥700

9. トリッパのトマト煮 Trippa no tomatoni
（Tomato stew of trippa）………………………… ￥800

10. スペアリブのコンフィ Spare rib no confit
（Confit of spare rib）…………………………… ￥1000

11. 田舎風パテ Inakafu pate
（Country style pate） ………………………… ￥1000

12. トマトとモッツァレラチーズのサラダ
 Tomato to mozzarella cheese no salad

（Salad of tomato and mozzarella cheese）…… ￥800

13. チーズたっぷりグリーンサラダ
 Cheese tappuri green salad

（Green salad with a lot of cheese） …………… ￥800

14. あさりとほうれん草 Asari to horenso
（Asari clam and spinach）…………………… ￥1300

15. きのこと生ハム Kinoko to nama ham
（Mushroom and uncured ham） …………… ￥1300

16. 桜エビとちりめんじゃこ Sakuraebi to chirimenjako
（Sakura shrimp and dried young sardines）… ￥1300

17. 茄子といわしのトマトソース
 Nasu to iwashi no tomato cream

（Tomato cream of egg plant and sardine）… ￥1300

18. ずわい蟹のトマトクリーム
 Zuwaigani no tomato cream

（Tomato cream of queen clab ） …………… ￥1600

19. 魚介類のカルボナーラ Gyokairui no carbonara
（Carbonara of seafood）……………………… ￥1400

20. ペンネのゴルゴンゾーラ Penne no gorgonzola
（Penne gorgonzola） ………………………… ￥1300

21. 鶏とほうれん草のカネロニ
 Tori to horenso no cannelloni

（Cannelloni of chicken and spinach）……… ￥1200

22. コルシカ風グリルチキン Corcica fu grill chicken
（Corsican style grilled chicken）……………… ￥1300

23. 若鶏の小悪魔焼き Wakadori no koakuma yaki
（Spicy grilled young chicken）……………… ￥1300

24. 豚ロースと生ハムのサルティンボッカ
 Buta rosu to nama ham no saltimbocca

（Saltimbocca of pork loin and uncured ham）…… ￥1500

25. 牛タンのステーキ Gyutan no steak
（Steak of beef tongue）……………………… ￥1600

26. 仔牛すね肉のトマト煮 オッソブーコ 
Koushi suneniku no tomatoni osso buco

（Osso buco tomato stew of shank of calf）…… ￥1600

27. 仔羊のマスタードソース
 Kohitsuji no mustered sauce

（Lamb with mustered sauce） ……………… ￥1800

28. ハートランド生ビール Heartland nama beer
（Draught heartland beer）……………………… ￥450

29. モレッティ（イタリア産） Moretty
（Moretti (made in Italy)）………………………… ￥600
30. ドレハ―（イタリア産） Doreha
（Dreher (made in Italy)）………………………… ￥600
31. クルスカンポ（スペイン産） Kurusu kampo
（Cluz campo (made in Spain)）………………… ￥600
32. マオウシンコ（スペイン産） Maou sinko
（Maho cinco (made in Spain)）………………… ￥600
33. キリンフリー小瓶 Kirin free
（Non alcohol beer made by Kirin co.）………… ￥400

34. 富士山麓 Fujisanroku（Fujisanroku）……… ￥600
35. マッカラン Macallan（Macallan）………… ￥800

36. 芋焼酎 幻の霧 Imoshochu maboroshi no kiri
(sweet potate based syochu)…………………… ￥650
37. 赤兎馬 Sekitoba ……………………………… ￥700
38. 赤霧島 Akakirishima ………………………… ￥800

39. 吟醸　極上吉乃川 Gokujo kichi no kawa…… ￥600

40. 自家製サングリア Jikasei sangria
（Homemade sangria）…………………………… ￥650
41. 梅酒 Umeshu（Ume liqueur）……………… ￥650
42. サンペレグリノ（Sanpellegrino）………… ￥600

43. コカ・コーラ （Coka cola） ………………… ￥300
44. ジンジャーエール（Ginger ale）…………… ￥300
45. ウーロン茶 （Oolong tea）…………………… ￥300
46. オレンジジュース （Orange juice）………… ￥300
47. コーヒー Coffee（Coffee） ………………… ￥300
48. 紅茶 Ko cha（Tea）…………………………… ￥300

49. ハウスワイン　グラス House wine glass
（House wine glass）……………………………… ￥600
50. ハウスワイン　デキャンタ House wine decanter
（House wine decanter）……………………… ￥1800

51. ヴィラルナウ　カヴァー　ブリュット（スペイン産） 
（Vilarnau cava brut bottle）…………………… ￥3500
52. ヴィラルナウ　カヴァー　ブリュット（スペイン産）グラス 
（Vilarnau cava brut glass）……………………… ￥650

53. センデーロ　ソーヴィニヨンブラン（チリ産） 
（Sendero Sauvignon Blanc (made in Chili) bottle）
………………………………………………… ￥2500
54. センデーロ　ソーヴィニヨンブラン（チリ産） グラス 
（Sendero Sauvignon Blanc (made in Chili) glass）
…………………………………………………… ￥650
55. ティリア　シャルドネ（アルゼンチン産）
（Tilia chardonnay (made in Argentine) bottle）…… ￥3000
56. ティリア　シャルドネ（アルゼンチン産） グラス 
（Tilia chardonnay (made in Argentine) glass）…… ￥680
57. メッツァコロナ　ピノグリージョ（イタリア産） 
（Mezzacorona pinot grigio (made in Italia) bottle）
………………………………………………… ￥3200

58. メッツァコロナ　ピノグリージョ（イタリア産） グラス 
（Mezzacorona pinot grigio (made in Italia) glass）… ￥700
61. オーガニックワン　シャルドネ　‘09 有機ワイン
（オーストラリア産） ボトル
（Organic one chardonnay '09 organic wine (made in 
Australia) bottle）……………………………… ￥4500

62. オーガニックワン　シャルドネ　‘09 有機ワイン
（オーストラリア産）グラス
（Organic one chardonnay '09 organic wine (made in 
Australia) glass） ………………………………… ￥850

63. カミーロモントリ　モンテプルチアーノ
（イタリア産）ボトル
 （Camillo montori montepulchiano (made in Italy) 
bottle） ………………………………………… ￥3000
64. カミーロモントリ　モンテプルチアーノ
（イタリア産）　グラス
（Camillo montori montepulchiano (made in Italy) 
glass）……………………………………………… ￥680
65. ラヤ　ガルナッチャノモナストレル
（スペイン産）ボトル
 （Laya garnacha monastrell (made in Spain) bottle）… ￥3200
66. ラヤ　ガルナッチャノモナストレル
（スペイン産）　グラス
（Laya garnacha monastrell (made in Spain) glass）…… ￥700
67. ロッソ・ピチェーノ（イタリア産）サンジョベー
ゼノモンテプルチアーノ 　ボトル
（Rosso piceno (made in Italy) sangiovese 
montepulciano bottle）……………………… ￥3500
68. ロッソ・ピチェーノ（イタリア産）サンジョベー
ゼノモンテプルチアーノ　グラス
（Rosso piceno (made in Italy) sangiovese 
montepulciano glass）…………………………… ￥720
69. オーガニックワン　シラーズ ‘10 サンジョベーゼ
ノモンテプルチアーノ 　ボトル
（Organic one shiraz '10 sangiovese montepulciano 
bottle） ………………………………………… ￥4500
70. オーガニックワン　シラーズ ‘10 サンジョベーゼ
ノモンテプルチアーノ　グラス
（Organic one shiraz '10 sangiovese montepulciano 
glass）……………………………………………… ￥850

ドリンクメニュー
（drink Menu）

Beer

瓶ビールBeer bottle

ソフトドリンクSoft drink

Wine

Sparkling Wine

Vino rosso

Vino bianco

Whisky

焼酎Shochu

日本酒Sake

Other


