
※チャージ代+お通り代として 250 円いただきます。
250yen for a charge.

1. モモ （Thigh）…………………………………………… ￥130
2. ネギマ （Chicken and Green Onion）…………………… ¥130
3. み（首） （Neck）…………………………………………… ¥130
4. レバー （Liver）…………………………………………… ¥130
5. ハツ （Heart）……………………………………………… ¥130
6. 皮（首） （Skin）…………………………………………… ¥130
7. ヒザナンコツ （Soft Chicken Cartilage） ……………… ¥130
8. 特製つくね（ナンコツ入り） 
（Minced Chicken Balls(Cartilage in it)）…………………… ¥130
9. スナギモ （Gizzard）……………………………………… ¥130
10. モモバジル （Thigh and Basil）………………………… ¥160
11. テリマヨ （Teriyaki Mayonnais）……………………… ¥160
12. しそまき （Perilla rolls）………………………………… ¥160
13. トリチーズ （Chicken and Cheese）…………………… ¥160
14. トリトマチーズ （Chicken and Tomato Cheese）…… ¥160
15. 手羽先 （Wing） ………………………………………… ¥160
16. ウズラ玉子 （Quail） …………………………………… ¥160
17. ササミ各種（メンタイ・ワサビ・ウメ） 
（Breast (Cod Roe/Wasabi/Plum)）………………………… ¥160

18. マヨトマ（マヨネーズ＆バジル） 
（Mayonnais and Tomato (Mayo&Basil)）………………… ¥160
19. トマト （Tomato）……………………………………… ¥160
20. ピーマン （Pepper） …………………………………… ¥160
21. ししとう （Green Pepper）……………………………… ¥160
22. 白ネギ （White Onion）………………………………… ¥160
23. しいたけ （Shiitake Mushroom）……………………… ¥160
24. ギンナン （Ginko）……………………………………… ¥160
25. ナス（一皿） （Egg plants）……………………………… ¥300
26. 柚子胡椒 （Yuzu Pepper）……………………………… ¥50

27. さっぱりトマトキムチ （Refreshing Tomato Kimchi） ¥380
28. 冷しトマト （Chilled Tomato）………………………… ¥350
29. うめQ （Plum and Cucumber）………………………… ¥280
30. おつけもの 3種 （Three kinds of Pickles）…………… ¥380
31. 冷奴・キム奴 （Chilled Tofu/Chilled Tofu with Kimchi ¥300
32. とりサラダシーザー （Chicken Ceasar Salad） ……… ¥480
33. とりサラダゴマ （Chicken and Sesami Salad）……… ¥480
34. とりのからあげ（4個） （Fried Chicken (4pcs)） …… ¥600
35. からあげハーフ（２個 ) （Half Fried Chicken (2pcs)） ¥300
36. ナンコツからあげ （Deep-fried Cartilage）…………… ¥480
37. 手羽先からあげ (3 本） （Deep-fried Wings (3pcs)） …  ¥480
38. にんにく丸あげ （Deep-fried Garlic）………………… ¥300
39. フライドポテト （French Fries） ……………………… ¥300
40. ホクホクジャガバター
 （Steaming hot Potato with Butter）……………………… ¥300
41. ジャガ明太チーズ 
（Potato with Cod Roe and Cheese）……………………… ¥550
42. ガラ出し湯豆腐 （Boiled Tofu in Chicken Stock）…… ¥480
43. ごはん （Rice）…………………………………………… ¥200
44. ミニごはん （Small Rice）……………………………… ¥150
45. ガラスープ （Chicken Stock） ………………………… ¥100
46. おにぎり（メンタイ or ウメ） 
（Rice Balls (Cod Roe/Plum)）……………………………… ¥200
47. 焼きおにぎり（正油 or チーズ） 
（Grilled Rice Balls (Soy Sauce/Cheese)）………………… ¥250
48. 焼きおにスープ （Grilled Rice Ball and Soup） ……… ¥380

54. 生ビール（アサヒスーパードライ） 
（Draft Beer (Asahi Super Dry)）…………………………… ¥480
55. チビ生 （Small Draft Beer）……………………………… ¥380
56. 黒生ビール（ドライブラック） 
（Black Draft Beer (Dried Black)）…………………………… ¥500
57. ハーフ＆ハーフ （Half & Half）………………………… ¥500
58. ウィルキンソンシャンディ（ジンジャーエール＆ビール）
（Wilkinson Shandygaff (Ginger Ale and Beer)）………… ¥500
59. レッドアイ（トマトジュース＆ビール）
（Red Eye (Tomato Juice and Beer)）……………………… ¥500
60. ノンアルコールビール （Non Alcohol Beer）………… ¥380
61. グラスワイン（赤 or 白） （Glass Wine (Red/White)） ¥380
62. デキャンタ（赤 or 白）500ml 
Decanter (Red/White) 500ml ……………………………… ¥950

63. カステルベッキオ（赤 or 白）イタリア 
（Castelvecchio (Red/White) Italy）……………………… ¥1800
64. タクンレセルヴァ（赤 or 白）チリ 
（ Takun Reserva (Red/White) Chille）…………………… ¥2500

65. レモンサワー （Lemon Sour） ………………………… ¥350
66. ゆずサワー （Yuzu Citrus Sour） ……………………… ¥350
67. ライムサワー （Lime Sour）…………………………… ¥350
68. シークワーサーサワー （Shequasar Sour）…………… ¥350
69. カルピスサワー （Calpis Sour）………………………… ¥350
70. ウーロンハイ （Oolong High）………………………… ¥350
71. 緑茶ハイ （Green Tea High）…………………………… ¥350
72. トマトハイ （Tomato High）…………………………… ¥350
73. 生グレープフルーツサワー （Fresh Grape fruit Sour） ¥480
74. 生レモンサワー （Fresh Lemon Sour）………………… ¥480
75. オレンジサワー （Orange Sour）……………………… ¥480
76. 角ハイボール （Kaku High Ball） ……………………… ¥400
77. カシスソーダ （Cassis Soda）…………………………… ¥450
78. カシスオレンジ （Cassis Orange） …………………… ¥450
79. カシスグレープフルーツ （Cassis Grape fruit）……… ¥450
80. カシスウーロン （Cassis Oolong） …………………… ¥450

81. あらごし梅酒 （Coarsely Strained Plum Wine）……… ¥550
82. 黒糖梅酒 （Brown Sugar Plum Wine）………………… ¥550
83. つぶつぶみかん酒
（Mandarin Orange Liquor with Grains）………………… ¥550
84. アンズ酒 （Apricot Liquor） …………………………… ¥550
85. ラムネ （Soda Pop） …………………………………… ¥250
86. コーラ （Coke） ………………………………………… ¥250
87. ジンジャーエール（辛口） （Ginger Ale (Dry)）……… ¥250
88. ウーロン茶 （Oolong Tea）……………………………… ¥250
89. 緑茶 （Green Tea）……………………………………… ¥250
90. オレンジ （Orange） …………………………………… ¥250
91. トマト （Tomato）……………………………………… ¥250
92. グレープフルーツ （Grape fruit）……………………… ¥250

93. 河童九千坊本流 Kappa Kyu Senbou）………………… ¥400
94. 豪気　初留取り （Gouki Hanadori）…………………… ¥480

95. 角玉 （Kakutama）……………………………………… ¥400
96. 風憚 （Fuutan）…………………………………………… ¥550
97. 島有泉 （Shima Yuusen） ……………………………… ¥550

98. 菊正宗（2合） （Kiku Masamune (2 Glasses)） ……… ¥650

99. 八海山（１合） （Hakkaisan (A glass)）………………… ¥700
100. 苗場山  本醸造 （Naebasan, Pure brewed）………… ¥600
101. 苗場山  純米 （Naebasan, Pure Rice）………………… ¥700
102. 苗場山  純米吟醸 （Naebasan, Pure Rice brewed）… ¥800

炭焼 モッキンバード

TEL   03-6316-6434
5-8-1  Ogikubo, Suginami-ku
Open   17:00~24:00

Mockingbird

<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

49. ガラ出し特製茶漬け（メンタイ・ウメ・のり） 
（Rice in Chicken Stock and Green tea
(CodRoe/Plum/Seaweed)）………………………………… ¥450
50. とりぞうすい （Chicken Rice Porrdge）……………… ¥550
51. キムぞうすい （Kimchi Rice Porridge） ……………… ¥550
52. ヤキトリ丼 （Grilled Chicken Rice Bowl） …………… ¥550
53. ミニヤキトリ丼 （Small Grilled Chicken Rice Bowl） … ¥380

Sumiyaki

Food

Skewers 串焼

野菜串Vegetable Skewers

Side Dishes 一品物
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Drink

Bottle ボトル

酎ハイChu High

Plum Wine 梅酒

麦焼酎Barley Shochu

芋焼酎Potato Shochu

Sake 日本酒

地酒Local Sake


