
TEL    03-3393-0339　
1-4-4 Kamiogi,Suginami-ku
Open  6:00pm-6:00am

欧風大衆酒場 ISEJI

※お会計はテーブルにてお願い致します。お通し 280 円とさせて頂きます。
当店は 2時間制でお願いしております。
Please pay at the table. All the tables available for two hours.
280yen for a Cover Charge

Recommended ISEJI Chicken Dishes 

こだわり ISEJI の鶏料理
1. 鶏のロースト（1/2 羽） （Chicken Roast (1/2 Chicken)） ￥980
※焼き上げるのにお時間頂きます。 *Takes a little time to be cooked.
2. 鶏の素揚げ (1/2 羽）

（Deep-fried Chicken without batter. (1/2 Birds)）…… ￥980
3. 鶏のカルパッチョ （Chicken Carpaccio）……………… ￥980

Deep-fried・Warm Vegetable Dishes
揚げ物・温菜
4. 揚げピッツァ２個（トマトとモッツァレラチーズ） 

（Deep-fried Pizza, 2pcs (Tomato and Mozzarella Cheese)） ￥480
5. 山盛りムール貝の白ワイン蒸し 
（Steamed Mussels with White Wine ）………………… ￥880
6. 本日のパスタ（Today's Pasta）………………………… ￥880
7. フライドポテト（チェダーチーズソース +￥100） 
（French Fries (￥100 Cheddar Cheese Sauce)）……… ￥380
8. ライスコロッケ 4 個 （Rice Croquette 4pcs） ………… ￥480
9. イベリコ豚のミニコロッケ 4 個

Croquettes（Iberian Pork Croquettes 4pcs）…………… ￥480
10. ソーセージ 5 本盛り（Assorted Sausage 5pcs） …… ￥680

ISEJI Specialties ISEJI 名物

11. 本日の厳選牛ステーキ（ステックフリット）200g 

（Today's Selected Of Beef Steak (Stick Frit) ）………… ￥880
12. 本日の厳選牛ステーキ（ステックフリット）400g 
（Today's Selected Of Beef Steak (Stick Frit)） …………￥1680

Appetizers 前菜

13. 酒盗とクリームチーズ 
（Pickled Bonito Guts and Cream Cheese）…………… ￥380
14. 彩り野菜のピクルス（Colorful Vegetable Pickles）　 ￥380
15. クリーミーレバーパテ （Creamy Liver Pate）………… ￥480
16. 砂肝のガーリックコンフィ （Gizzards and Garlic Confit） ￥480
17. 野菜たっぷりラタトゥイユ 
（Plenty of Vegetables Ratatouille） …………………… ￥480
18. スモークサーモンのマリネ 

（Marinated Smoked Salmon） ………………………… ￥680
19. 生ハム ・ サラミ盛り合わせ

（Prociutto and Salami Assortment）…………………… ￥680
20. チーズ 3 種盛り （Three kinds of Cheese Assortment） ￥880
21. 冷製ローストビーフ

～バルサミコソース or わさびクリームソース～ 
（Cold Roast Beef - Balsamic Sauce or Wasabi Cream Sauce -）￥880
22. おすすめ！前菜３種盛り 
（Recommended! Assorted Three kinds of Appetizers ） ￥980

Saladサラダ

23. モッツァレラとプチトマトサラダ 

（Mozzarella and Cherry Tomato Salad）……………… ￥480
24. スモークポテトサラダ （Smoked Potato Salad）…… ￥480
25. 具沢山の山盛りサラダ （Hearty Salad）……………… ￥680

Othersその他

26. バケット 2 枚 （Baguette 2pcs）……………………… ￥280
27. 気まぐれアイスクリーム （Capricious Ice Cream）　 ￥380

Drinks お飲み物

Beerビール

28. エビス生ビール （Yebisu Draft Beer） ……………… ￥380
29. ギネスビール （Guinness Beer） …………………… ￥680

Beer Cocktailビアカクテル

30. シャンディガフ（エビス × ジンジャーエール）

（Shandygaff (Yebisu × Ginger Ale)） ………………… ￥380
31. レッドアイ（エビス × トマトジュース） 

（Red Eye (Yebisu × Tomato Juice)）…………………… ￥380

Oufu Taishu Sakaba 

ISEJI

Food  Menu

32. カシスビア（エビス × カシス） 
（Cassis Beer (Ebisu × Cassis)）………………………… ￥380
33. ディーゼル（エビス × コーラ） 
（Diesel (Yebisu × Cola)）………………………………… ￥380

Whiskyウイスキー

34. デュワーズ （Dewar'S） ……………………………… ￥480
35. ジョニーウォーカー黒 （Johnny Walker Black）……… ￥480
36. ワイルドターキー （Wild Turkey） …………………… ￥480
37. フォアローゼス （Four Roses） ……………………… ￥480
38. デュワーズ 12 年 （Dewar's 12 Years old） ………… ￥680
39. マッカラン （Macallan） ……………………………… ￥680
40. 山崎 （Yamazaki） …………………………………… ￥680

Sake (Hot・Cold) 日本酒（温・冷）
41. 獺祭～純米大吟醸～ （Dassai） ……………………… ￥680
42. 出羽桜～純米吟醸～ （Dewa Sakura） ……………… ￥680
43. 新政～純米大吟醸～ （Aramasa） …………………… ￥680
44. 八海山～特別本吟醸～ （Hakkaisan） ……………… ￥680
45. 醸し人九平次～純米大吟醸～ （Kamoshibito Kuheiji） ￥680

Spilitz × Liqueur　All￥480
スピリッツ × リキュール

Spilitz スピリッツ
46. カシス （Cassis）
47. ピーチ （Peach）
48. アマレット （Amaretto）
49. カルーア （Kahlua）
50. カンパリ （Campari）
51. テキーラ （Tequila）
52. リモンチェッロ （Limoncello）
53. ボンベイ ドライジン （Bombay Dry Gin）
54. エリストフ ウォッカ （Eristoff Vodka）
55.  バカルディモヒート (Bacardi Mojito）
56. バカルディ ラム （Bacardi Rum）
　　　　　　×
Liqueur リキュール

57. ソーダ （Soda）
58. トニックウォーター （Tonic Water）
59. コーラ（Cola）
60. ジンジャーエール （Ginger Ale）
61. グレープフルーツジュース (Grapefruit Juice)
62. オレンジジュース （Orange Juice）
63. ミルク (Milk)
64. ウーロン茶 （Oolong Tea）
65. トマトジュース （Tomato Juice）

Sour サワー

66. レモンサワー （Lemon Sour）………………………… ￥380
67. グレープフルーツサワー (Grapefruit Sour) ………… ￥380
68. トマトハイ (Tomato High) …………………………… ￥380
69. ウーロンハイ (Oolong High) ………………………… ￥380
70. 緑茶ハイ （Green Tea High）………………………… ￥380

Fruit Liquors果実酒

71. 赤梅酒 （Red Plum Wine）…………………………… ￥380
72. 白梅酒 （White Plum Wine）………………………… ￥380

Shochu焼酎

Potato 芋
73. からり芋 (Karari Imo) ………………………………… ￥380
74. 黒霧島 (Kurokirishima) ……………………………… ￥380
75. 富乃宝山 (Tomino Hozan) ………………………… ￥480
76. 佐藤黒 (Sato Kuro)…………………………………… ￥880

Barley 麦
77. 和ら麦 (Yawara Mugi) ……………………………… ￥380
78. 中々 (Nakanaka) …………………………………… ￥380
79. 百年の孤独 (Hyakunen No Kodoku) ……………… ￥880

Rice 米
80. 鳥飼 (Torikai) ………………………………………… ￥680

Wine ワイン

81. こぼれデキャンタ （Kobore Decanter）………………￥1480
82. 樽詰スパークリングワインボールスター 
（Sparkling Wine Ball Star）……………………………… ￥380
83. グラスワイン　赤 / 白 （Glass Wine Red/White）…… ￥380

Bottle Wine ボトルワイン

84. アユソ　アバディア ・ デ ・ ロブレ　アイレン

（白 / スペイン / アイレン種） 
（Ayuso Abadia De Roble'S Eye
 (White / Spain /'S Eye Species)） ………………………￥1800
85. アユソ　アバディア ・ デ ・ ロブレ　テンプラニーリョ

（赤 / スペイン / テンプラニーリョ種） 
（Ayuso Abadia De Roble Tempranillo
 (Red / Spain / Tempranillo)）……………………………￥1800
86. ル ・ヴァル　シャルドネ（白 / フランス / シャルドネ種） 

（Le Val Chardonnay (White / France / Chardonnay)） ￥3800
87. ル ・ヴァル　カベルネ ・ ソーヴィニヨン

（赤 / フランス / カベルネ ・ ソーヴィニヨン種） 
（Le Val Cabernet Sauvignon
 (Red / France / Cabernet Sauvignon)）…………………￥3800
88. ルイ ・ ジャド　マコン ・ヴィラージュ ・ ブラン

（白 / ブルゴーニュ / マコンヴィラージュ ・ ブラン種） 
（Louis Judd Macon Villages Blanc 
(White / Burgundy / Macon Villages Blanc Species)）… ￥4800
89. ギィ・サジェ　ミュスカデ・ド・セーブル・エ・メーヌ・シュールリー

（白 / ロワール / ミュスカテ種） 

（Guy Saget Muscadet De Sevres Et Maine Sur Lie
 (White / Loire / Muscadet)）……………………………￥4800
90. ラブレ ・ ロワ　ビノ ・ ノワール

（赤 / ブルゴーニュ / ビノ ・ ノワール種） 

（Labouré-Roi Vino Noir (Red / Burgundy / Vino Noir)） ￥4800
91. リステル　グリ ・ グランド ・ グリ

（ロゼ / モンベリエ / グルナッシュ種、サンソー種、カリニャン種） 
（Listel Gris Grand Gris 
(Rose / Monberie / Grenache, Cinsault, Carignan)）     ￥4800
92. メッツァコロナ　カステル　フィルミャン　シャルドネ

（白 / イタリア / シャルドネ種） 
（Mezzacorona Castel Firmian Chardonnay
 (White / Italy / Chardonnay)） …………………………￥6800
93. メッツァコロナ　カステル　フィルミャン　メルロー

（赤 / イタリア / メルロー種）

（Mezzacorona Castel Firmian Merlot (Red / Italy / Merlot)） ￥6800
94. ヒューゲル ・ エ ・ フィス　リースリング

（白 / アルザス / リースリング種）

（Hugel & Fils Riesling (White / Alsace / Riesling)）…… ￥6800
95. トリンバック　ビノ ・ ブラン（白 / アルザス / ビノ ・ ブラン種） 
（Trinh Back Vino Blanc (White / Alsace / Vino Blanc )） ￥6800
96. コーディア　シャトー・アンドロン（赤 / ボルドー / メルロー種、

カベルネソーヴィニヨン種、カベルネフラン種） 

（Cordia Chateau Andoron (Red / Bordeaux / Merlot, Cabernet 
Sauvignon , Cabernet Franc)） …………………………￥6800

97. カーブ・サン・ピエール　コート・デュ・ローヌ（赤 / コートデュ

ローヌ / グルナッシュ種、シラー種、カリニャン種） 

（Curve-Saint-Pierre Cotes Du Rhone 
(Red / Coat Du Rhone / Grenache, Syrah, Carignan)） ￥6800
98. メダヤ ・ レアル　ソーヴィニヨン ・ ブラン

（白 / チリ / ソーヴィニヨン ・ ブラン種） 
（Medaya Real Sauvignon Blanc 
(White / Chile / Sauvignon Blanc)） ……………………￥9800
99. メダヤ ・ レアル　カベルネ ・ ソーヴィニヨン

（赤 / チリ / カベルネ ・ ソーヴィニヨン種） 
（Medaya Real Cabernet Sauvignon
 (Red / Chile / Cabernet Sauvignon)） …………………￥9800
100. 自家製サングリア （Homemade Sangria）………… ￥480
101. ワインカクテル Wine Cocktail ……………………… ￥480

Soft Drinkソフトドリンク

102. ウーロン茶 （Oolong Tea） ………………………… ￥280
103. 緑茶 （Green Tea）…………………………………… ￥280
104. コーラ (Coke) ……………………………………… ￥280
105. オレンジジュース (Orange Juice) ………………… ￥280
106. グレープフルーツジュース (Grapefruit Juice) …… ￥280
107. ジンジャーエール (Ginger Ale) …………………… ￥280



※お会計はテーブルにてお願い致します。お通し 280 円とさせて頂きます。
当店は 2時間制でお願いしております。
Please pay at the table. All the tables available for two hours.
280yen for a Cover Charge

Recommended ISEJI Chicken Dishes 

こだわり ISEJI の鶏料理
1. 鶏のロースト（1/2 羽） （Chicken Roast (1/2 Chicken)） ￥980
※焼き上げるのにお時間頂きます。 *Takes a little time to be cooked.
2. 鶏の素揚げ (1/2 羽）

（Deep-fried Chicken without batter. (1/2 Birds)）…… ￥980
3. 鶏のカルパッチョ （Chicken Carpaccio）……………… ￥980

Deep-fried・Warm Vegetable Dishes
揚げ物・温菜
4. 揚げピッツァ２個（トマトとモッツァレラチーズ） 

（Deep-fried Pizza, 2pcs (Tomato and Mozzarella Cheese)） ￥480
5. 山盛りムール貝の白ワイン蒸し 
（Steamed Mussels with White Wine ）………………… ￥880
6. 本日のパスタ（Today's Pasta）………………………… ￥880
7. フライドポテト（チェダーチーズソース +￥100） 
（French Fries (￥100 Cheddar Cheese Sauce)）……… ￥380
8. ライスコロッケ 4 個 （Rice Croquette 4pcs） ………… ￥480
9. イベリコ豚のミニコロッケ 4 個

Croquettes（Iberian Pork Croquettes 4pcs）…………… ￥480
10. ソーセージ 5 本盛り（Assorted Sausage 5pcs） …… ￥680

ISEJI Specialties ISEJI 名物

11. 本日の厳選牛ステーキ（ステックフリット）200g 

（Today's Selected Of Beef Steak (Stick Frit) ）………… ￥880
12. 本日の厳選牛ステーキ（ステックフリット）400g 
（Today's Selected Of Beef Steak (Stick Frit)） …………￥1680

Appetizers 前菜

13. 酒盗とクリームチーズ 
（Pickled Bonito Guts and Cream Cheese）…………… ￥380
14. 彩り野菜のピクルス（Colorful Vegetable Pickles）　 ￥380
15. クリーミーレバーパテ （Creamy Liver Pate）………… ￥480
16. 砂肝のガーリックコンフィ （Gizzards and Garlic Confit） ￥480
17. 野菜たっぷりラタトゥイユ 
（Plenty of Vegetables Ratatouille） …………………… ￥480
18. スモークサーモンのマリネ 

（Marinated Smoked Salmon） ………………………… ￥680
19. 生ハム ・ サラミ盛り合わせ

（Prociutto and Salami Assortment）…………………… ￥680
20. チーズ 3 種盛り （Three kinds of Cheese Assortment） ￥880
21. 冷製ローストビーフ

～バルサミコソース or わさびクリームソース～ 
（Cold Roast Beef - Balsamic Sauce or Wasabi Cream Sauce -）￥880
22. おすすめ！前菜３種盛り 
（Recommended! Assorted Three kinds of Appetizers ） ￥980

Saladサラダ

23. モッツァレラとプチトマトサラダ 

（Mozzarella and Cherry Tomato Salad）……………… ￥480
24. スモークポテトサラダ （Smoked Potato Salad）…… ￥480
25. 具沢山の山盛りサラダ （Hearty Salad）……………… ￥680

Othersその他

26. バケット 2 枚 （Baguette 2pcs）……………………… ￥280
27. 気まぐれアイスクリーム （Capricious Ice Cream）　 ￥380

Drinks お飲み物

Beerビール

28. エビス生ビール （Yebisu Draft Beer） ……………… ￥380
29. ギネスビール （Guinness Beer） …………………… ￥680

Beer Cocktailビアカクテル

30. シャンディガフ（エビス × ジンジャーエール）

（Shandygaff (Yebisu × Ginger Ale)） ………………… ￥380
31. レッドアイ（エビス × トマトジュース） 

（Red Eye (Yebisu × Tomato Juice)）…………………… ￥380

<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

32. カシスビア（エビス × カシス） 
（Cassis Beer (Ebisu × Cassis)）………………………… ￥380
33. ディーゼル（エビス × コーラ） 
（Diesel (Yebisu × Cola)）………………………………… ￥380

Whiskyウイスキー

34. デュワーズ （Dewar'S） ……………………………… ￥480
35. ジョニーウォーカー黒 （Johnny Walker Black）……… ￥480
36. ワイルドターキー （Wild Turkey） …………………… ￥480
37. フォアローゼス （Four Roses） ……………………… ￥480
38. デュワーズ 12 年 （Dewar's 12 Years old） ………… ￥680
39. マッカラン （Macallan） ……………………………… ￥680
40. 山崎 （Yamazaki） …………………………………… ￥680

Sake (Hot・Cold) 日本酒（温・冷）
41. 獺祭～純米大吟醸～ （Dassai） ……………………… ￥680
42. 出羽桜～純米吟醸～ （Dewa Sakura） ……………… ￥680
43. 新政～純米大吟醸～ （Aramasa） …………………… ￥680
44. 八海山～特別本吟醸～ （Hakkaisan） ……………… ￥680
45. 醸し人九平次～純米大吟醸～ （Kamoshibito Kuheiji） ￥680

Spilitz × Liqueur　All￥480
スピリッツ × リキュール

Spilitz スピリッツ
46. カシス （Cassis）
47. ピーチ （Peach）
48. アマレット （Amaretto）
49. カルーア （Kahlua）
50. カンパリ （Campari）
51. テキーラ （Tequila）
52. リモンチェッロ （Limoncello）
53. ボンベイ ドライジン （Bombay Dry Gin）
54. エリストフ ウォッカ （Eristoff Vodka）
55.  バカルディモヒート (Bacardi Mojito）
56. バカルディ ラム （Bacardi Rum）
　　　　　　×
Liqueur リキュール

57. ソーダ （Soda）
58. トニックウォーター （Tonic Water）
59. コーラ（Cola）
60. ジンジャーエール （Ginger Ale）
61. グレープフルーツジュース (Grapefruit Juice)
62. オレンジジュース （Orange Juice）
63. ミルク (Milk)
64. ウーロン茶 （Oolong Tea）
65. トマトジュース （Tomato Juice）

Sour サワー

66. レモンサワー （Lemon Sour）………………………… ￥380
67. グレープフルーツサワー (Grapefruit Sour) ………… ￥380
68. トマトハイ (Tomato High) …………………………… ￥380
69. ウーロンハイ (Oolong High) ………………………… ￥380
70. 緑茶ハイ （Green Tea High）………………………… ￥380

Fruit Liquors果実酒

71. 赤梅酒 （Red Plum Wine）…………………………… ￥380
72. 白梅酒 （White Plum Wine）………………………… ￥380

Shochu焼酎

Potato 芋
73. からり芋 (Karari Imo) ………………………………… ￥380
74. 黒霧島 (Kurokirishima) ……………………………… ￥380
75. 富乃宝山 (Tomino Hozan) ………………………… ￥480
76. 佐藤黒 (Sato Kuro)…………………………………… ￥880

Barley 麦
77. 和ら麦 (Yawara Mugi) ……………………………… ￥380
78. 中々 (Nakanaka) …………………………………… ￥380
79. 百年の孤独 (Hyakunen No Kodoku) ……………… ￥880

Rice 米
80. 鳥飼 (Torikai) ………………………………………… ￥680

Wine ワイン

81. こぼれデキャンタ （Kobore Decanter）………………￥1480
82. 樽詰スパークリングワインボールスター 
（Sparkling Wine Ball Star）……………………………… ￥380
83. グラスワイン　赤 / 白 （Glass Wine Red/White）…… ￥380

Bottle Wine ボトルワイン

84. アユソ　アバディア ・ デ ・ ロブレ　アイレン

（白 / スペイン / アイレン種） 
（Ayuso Abadia De Roble'S Eye
 (White / Spain /'S Eye Species)） ………………………￥1800
85. アユソ　アバディア ・ デ ・ ロブレ　テンプラニーリョ

（赤 / スペイン / テンプラニーリョ種） 
（Ayuso Abadia De Roble Tempranillo
 (Red / Spain / Tempranillo)）……………………………￥1800
86. ル ・ヴァル　シャルドネ（白 / フランス / シャルドネ種） 

（Le Val Chardonnay (White / France / Chardonnay)） ￥3800
87. ル ・ヴァル　カベルネ ・ ソーヴィニヨン

（赤 / フランス / カベルネ ・ ソーヴィニヨン種） 
（Le Val Cabernet Sauvignon
 (Red / France / Cabernet Sauvignon)）…………………￥3800
88. ルイ ・ ジャド　マコン ・ヴィラージュ ・ ブラン

（白 / ブルゴーニュ / マコンヴィラージュ ・ ブラン種） 
（Louis Judd Macon Villages Blanc 
(White / Burgundy / Macon Villages Blanc Species)）… ￥4800
89. ギィ・サジェ　ミュスカデ・ド・セーブル・エ・メーヌ・シュールリー

（白 / ロワール / ミュスカテ種） 

（Guy Saget Muscadet De Sevres Et Maine Sur Lie
 (White / Loire / Muscadet)）……………………………￥4800
90. ラブレ ・ ロワ　ビノ ・ ノワール

（赤 / ブルゴーニュ / ビノ ・ ノワール種） 

（Labouré-Roi Vino Noir (Red / Burgundy / Vino Noir)） ￥4800
91. リステル　グリ ・ グランド ・ グリ

（ロゼ / モンベリエ / グルナッシュ種、サンソー種、カリニャン種） 
（Listel Gris Grand Gris 
(Rose / Monberie / Grenache, Cinsault, Carignan)）     ￥4800
92. メッツァコロナ　カステル　フィルミャン　シャルドネ

（白 / イタリア / シャルドネ種） 
（Mezzacorona Castel Firmian Chardonnay
 (White / Italy / Chardonnay)） …………………………￥6800
93. メッツァコロナ　カステル　フィルミャン　メルロー

（赤 / イタリア / メルロー種）

（Mezzacorona Castel Firmian Merlot (Red / Italy / Merlot)） ￥6800
94. ヒューゲル ・ エ ・ フィス　リースリング

（白 / アルザス / リースリング種）

（Hugel & Fils Riesling (White / Alsace / Riesling)）…… ￥6800
95. トリンバック　ビノ ・ ブラン（白 / アルザス / ビノ ・ ブラン種） 
（Trinh Back Vino Blanc (White / Alsace / Vino Blanc )） ￥6800
96. コーディア　シャトー・アンドロン（赤 / ボルドー / メルロー種、

カベルネソーヴィニヨン種、カベルネフラン種） 

（Cordia Chateau Andoron (Red / Bordeaux / Merlot, Cabernet 
Sauvignon , Cabernet Franc)） …………………………￥6800

97. カーブ・サン・ピエール　コート・デュ・ローヌ（赤 / コートデュ

ローヌ / グルナッシュ種、シラー種、カリニャン種） 

（Curve-Saint-Pierre Cotes Du Rhone 
(Red / Coat Du Rhone / Grenache, Syrah, Carignan)） ￥6800
98. メダヤ ・ レアル　ソーヴィニヨン ・ ブラン

（白 / チリ / ソーヴィニヨン ・ ブラン種） 
（Medaya Real Sauvignon Blanc 
(White / Chile / Sauvignon Blanc)） ……………………￥9800
99. メダヤ ・ レアル　カベルネ ・ ソーヴィニヨン

（赤 / チリ / カベルネ ・ ソーヴィニヨン種） 
（Medaya Real Cabernet Sauvignon
 (Red / Chile / Cabernet Sauvignon)） …………………￥9800
100. 自家製サングリア （Homemade Sangria）………… ￥480
101. ワインカクテル Wine Cocktail ……………………… ￥480

Soft Drinkソフトドリンク

102. ウーロン茶 （Oolong Tea） ………………………… ￥280
103. 緑茶 （Green Tea）…………………………………… ￥280
104. コーラ (Coke) ……………………………………… ￥280
105. オレンジジュース (Orange Juice) ………………… ￥280
106. グレープフルーツジュース (Grapefruit Juice) …… ￥280
107. ジンジャーエール (Ginger Ale) …………………… ￥280


