
TEL 03-6383-2330
3-59-9 Koenji-minami, Suginami-ku
Open:  8:00pm-4:00am
Cover charge 1000yen

MT-Kichi

ＭＴ基地
階級がUPするたびに、

飲めるドリンクが増えていく ！

飲み放題

１時間3000円
延長3 0 分1 5 0 0 円

MISSION
１ヶ月以内に帰還せよ！

１ヶ月内の帰還（来店）数で

階級がUP、またはDOWNします。

※ルール説明

1回/月・・・・一等兵

2回/月・・・・兵長

3回/月・・・・伍長

4回/月・・・・軍曹

6回/月～・・・・少尉～

イベント参加やオプションオーダー等

隠れポイントで階級UPのチャンスあり！

階級が上がれば上がるほどドリンク以外

でも特典がつきます◎

・おつまみ、コスプレリクエスト券、

イベント参加券などなど・・・★

大将目指して訓練に励むべし！

健闘を祈る！！

・３時間パック 8000円

・４時間パック 10000円

・ソフトドリンクのみの訓練兵は

下記のプランも選べます。

→チャージ１時間10 00 円

＋ドリンク料金

・全てのコースにサービス料としてお会計額

＋10 ％を頂いております。ご了承下さ い。

・クレジットカードでお支払の場合は

＋15 ％となります。

Every time you're promoted, 
a drinkable drink is increasing!

All you can drink

3000 yen an hour
Extension 30 minutes 1500yen

MISSION
Return within 1 month!

You wi l l  promot ion or  demot ion
 by the number of  return (  v is i t  )

 w i th in one month .

※The rule explanation

1 visit in 1 month/Private E2

2 visit in 1 month/Senior

3 visit in 1 month/Corporal

4 visit in 1 month/Sergeant

6 or more visit in 1 month/beyond Ensign

There is a chance of promotion by join in
an event and an option order, etc.!

You can get more benefits by more promotion.

・Appetizers , cosplay request tickets, event tickets, etc.

Let's train to become a general!

Good luck!

・3hours pack 8000yen

・4hours pack 10000yen

A practice soldier only of a soft drink
can also choose the following plan.

→Charging, 1000 yen for 1 hour
       + drink charge.

・We have the total amount +10% as the service
 charge in all courses.

・When paying with a credit card, it'll be +15%.

<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：



階級 割りもの
※前の階級の飲み物も飲めます！

新兵
二等兵

一等兵

兵長 兵長

伍長

軍曹

少尉

中尉

大尉

少佐

中佐

大佐

少将

中将

大将

配給酒

新兵(初めての方)は
カラオケ&シューティング

無料！！

ここから毎回
ビール１杯無料！

おつまみは
柿の種・ハッピータ ーンから

選べます！

軍支給品（フード）
無料券プレゼント！

昇級チャレンジ対決！

ここから毎回
ビール２杯無料！

おつまみは
柿の種・ハッピーターン

チョコレートから選べます！

オプション

★ブラックニッカ

★ハウス焼酎

★オールドクロー

★二階堂

★戦闘員

オリジナルカクテル

階級UPで追加

さ れていきます！

★ジョニーウォーカー

★コーヒー焼酎

★中々 ★ラム

★ジャックダニエル ★龍雲

★メーカーズマーク

★グレンリベット ★赤兎馬

★ラフロイグ 10年 ★吉四六

★山崎
★ラガヴーリン 16年

★ザ マッカラン 12年

★Ｉ．Ｗ．ハーパー
★閻魔

★アニメカクテル①
・ルパン
・ラムちゃん
・ガンダム

★アニメカクテル②

・進撃の巨人

・ジョジョ

★カナディアンクラブ

★鍛高譚 梅酒

★バランタ イン

★黒霧島

★残波 ★ジン ★ウォッカ

☆水

☆炭酸

☆緑茶

☆ウーロン茶

☆ジャスミ ン茶

☆グレープフルーツ

☆オレンジ

☆トマト
☆ジンジャーエール

☆トニックウォータ ー

☆パイン
☆アセロラ

☆コーラ

☆牛乳

☆ピーチ

Rank Drink mixer

Recruit
Privare E1

Privare E2

Senior 兵長

Corporai

Sergeant

Ensign

Lieutenant

Captain

Lieutenant
commander

Commander

Colnel

General
officer

Lieutenant
general

General

Ration Liqueur

Private(first-time customer) is
Karaoke & Shooting game

 for free!

A glass of beer is 
free from this promotion!

Choices of snacks from 
Kaki No Tane,Happy Turn.

Free miritaly food ticket gift!

Promotion challenge showdown!

2 g lasses of beer is
free from this promotion!

Choices of snacks from 
Kaki No Tane,Happy Turn, Chocolate.

Option

★Black Nikka

★House Shochu

★Old Crow

★Nikaido

★Combatant's
    original Cocktail

Added in rank up!

★Johnny Walker

★Coffee Shochu

★Naka Naka(Shochu) ★Rum

★Jack Daniel ★Ryu Un(Shochu)

★Maker ' s  Mark

★Grenlivet ★Sekitoba(Shochu)

★Laphroaig 10y ★Kicchomu(Shochu)

★Yamazaki（Japanese Whiskey）
★Lagavu l in  16ｙ

★Macallan 12ｙ

★I.W.Herper
★Emma(Shochu)

★Anime Cocktail 1
・Lupin
・Lum
・Gundam

★Anime Cocktail2

・Attack on Titan

・JoJo

★Canadian Club

★Plum Wine(Perilla Shochu Based)

★Ballantine

★Kurokirishima

★Zanpa(Shochu) ★Gin
★Vodka

☆Water

☆Soda

☆Green Tea

☆Oolong Tea

☆Jasmine Tea

☆Grapefruit Juice

☆Orange Juice

☆Tomato Juice
☆Ginger Ale

☆Tonic Water

☆Pineapple Juice
☆Acerola Juice

☆Cola

☆Milk

☆Peach Juice


