
TEL 03-3398-1129

Lumine 5F,1-7-1 Kamiogi, Suginami-ku

Open　11:00am-10:00pm L.O.9:30pm

Irregular Holidays 

NagoyaCochin 

Torishige

Nagoya Cochin Chicken
名古屋コーチン

Recommendationo おつまみ逸品
1. 鳥屋の茶碗蒸し （Japanese Steamed Egg Custard）…… ￥420
2. 鶏もつ入りどて煮 （Chicken Giblet Stewed in Miso）…… ￥580
3. たたき胡瓜 （Seared Cucumber）………………………… ￥480
4. たたき胡瓜と塩昆布の明太子和え

（Seared Cucumber, Salted Kalp and Cod Roe）…………… ￥550
5. 手造り豆富（Homemade Tofu） ………………………… ￥480
6. いぶりがっこ （Smoked Radish Pickles） ………………… ￥580
7. トマトスライス （Tomato Slice） …………………………… ￥480
8. トマトスライス ( ハーフ ) （Tomato Slice (Half)）………… ￥350
9. 手造り豆富とアボカドサラダ

（Homemade Tofu and Avocado Salad）…………………… ￥720
10. 手造り豆富とアボガドサラダ ( ハーフ )

（Homemade Tofu and Avocado Salad (Half)）……………… ￥500

Deep-fried Food 揚げ物
11. 天使の唐揚げ (2 個 )

（Fluffy Angel's Fried Chicken (2pcs)） ……………………… ￥290
12. 天使の唐揚げ (5 個 )(Fluffy Angel's Fried Chicken (5pcs))￥700
13. 男前の唐揚げ (2 個 ) （Men's Fried Chicken (2pcs)）     ￥320
14. 男前の唐揚げ (5 個 ) （Men's Fried Chicken (5pcs)）   … ￥770
15. 鶏カツ （特製味噌 or おろしポン酢）

(Chicken Cutlets (Special Miso or Ponzu Sauce)) ………… ￥680

16. チキン南蛮 （自家製タルタルソース） 
（Chicken namban (Homemade Tartare Sauce)）…………… ￥680
17. 手羽先の唐揚げ (2 本 ) （Fried Chicken Wings (2pcs)） ￥430

Rice ご飯もの
Chicken and Egg Rice Bowl
名古屋コーチン親子丼
18. 極上親子丼 （Premium Chicken and Egg Bowl）  ………￥2100
19. 上親子丼（Special Chicken and Egg Bowl）　…………￥1580
20. 親子丼（Chicken and Egg Bowl）………………………￥1280
●ご飯の量　大 ・ 並 ・ 小よりお選び下さい。 (Rice Large/Medium/Small)

●サラダ ・ スープ ・ 香の物付 (Salada, Soup and Pickles)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Nagoya Cochin Chicken Kama Pot
名古屋コーチン釜飯
21. 釜飯 （Mixed rice in a small iron pot）………………………￥1500
22. 季節の釜飯 （Seasonal Mixed rice in a small iron pot）   …￥1500
23. 釜飯御膳

( 天使の唐揚げ 2 個 ・ 名古屋コーチン串 2 本 ・ 茶碗蒸し付）

(Anggel’ s deep-fried Chicken, Nagoya Cochin Skewers)￥2680
●ご注文をいただいてから炊き上げますので、 提供に 20 分程かかります。

(Takes 20 mins to serve since we start grilling after taking an order)

●サラダ ・ スープ ・ 香の物付 (Salad, Soup and Pickles)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Nagoya Rice 名古屋めし
24. 名古屋コーチンひつまぶし 
（Chopped Nagoya Cochin Rice Bowl) ………………………￥1850
●とろろ ・ スープ ・ 香の物 ・ サラダ ・ 薬味三種付

(Grated Yam, Soup, Pickles, Salad and three kinds of Seasonings)

●ご飯の量　大 ・ 並 ・ 小よりお選び下さい。 (Rice Large/Medium/Small)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

☆ご飯を四等分し、 一杯目はそのまま　二杯目は薬味、 三杯目はとろろを

添え、 最後はコーチンの出汁をかけてお召し上がり下さい。

(We recommend you to divide rice into four. have one of them as the way 

you want, Second one with seasonings, third one with grated yam and the 

last one with Cochin soup stock.)

25. 名古屋コーチンきしめん （Nagoya Cochin Noodle）    …￥1080
26. 海老天むす (1 個より）（Tempura Rice Ball (1pcs)）     ￥190
27. 名古屋コーチン玉子かけ御飯

（Nagoya Cochin and Egg over rice）………………………… ￥530
●コラーゲンスープ ・ 香の物 ・ 特選あおさ醤油

(Collagen Soup, Pickles and Selected Aosa Soy Sauce)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Skewers 名古屋コーチン焼き
28. おまかせ串 3 種盛り （Recommended three skewers） ￥1000
29. おまかせ串 5 種盛り（Recommended five skewers） ￥1480
30. 照り焼きステーキ 120g （Teriyaki Steak 120g）…………￥1380

kids  Meal お子様セット ( 小学生以下のお客様）

31. きしめんセット （Flat Noodles meal） …………………… ￥700
32. 親子丼セット （Chicken and Egg bowl meal） ………… ￥700
33. チキンライスセット （Chicken Rice meal）……………… ￥700
●唐揚げ ・ フライドポテト ・ オレンジジュース付

(Fried Chicken, French Fries and Orenge Juice)

34. ご飯セット ( ご飯 ・ 香の物 ・ スープ ) 

（Rice Combo (Rice, Pickles and Soup)） …………………… ￥320
35. ご飯単品 （Rice） ………………………………………… ￥200
36. 名古屋コーチン玉子 （Cochin Egg） …………………… ￥210
37. コラーゲンスープ （Collagen Soup）…………………… ￥180

Dessert デザート
38. 西尾抹茶アイス （Nishio Matcha Iced cream） ……… ￥520
39. 名古屋コーチンプリン（Nagoya Cochin Pudding）…… ￥600
40. 季節のわらび餅（Seasonal Bracken-starch Dumplings） ￥500
41. 季節のシャーベット（Seasonal Shorbet）……………… ￥500
42. コーチンカステラ ( バニラアイス添え )

（Cochin Castella Vanilla Iced cream） ……………………… ￥650

Nagoya Cochin Hot  Pot
名古屋コーチン鍋
43. 水炊き (1 人前 )（Chicken Hotpot (one serving)）……￥2480
44. 味噌すき焼き ひきずり (1 人前 )

（Miso Sukiyaki (one serving)） ………………………………￥2480
45. 名古屋コーチン玉子 (1 個 )（Cochin Egg）…………… ￥210

Ripe Chicken
名古屋コーチン完熟鶏
☆完熟鶏とは ・ ・ ・ 新鮮な名古屋コーチンを専用貯蔵庫にて温度 ・ 湿度を

調整し、 「熟成」 させた鶏肉。 より柔らかくなり、 旨味とコクが一段と増し、

まろやかな味わい。 今まで出会ったことのない 「究極の鶏肉」 です。

(☆Ripe Chicken … Fresh Nagoya Cochin Chicken aged in the special fridge.

Softness and Richness in taste are on the next level. The premium Chicken 

that you have never had before.)

46. 水炊き (1 人前 )

（Ripe Chicken Hotpot (one serving)）………………………￥3680
47. 味噌すき焼き ひきずり (1 人前 )

（Miso Sukiyaki (one serving)） ………………………………￥3680
48. 名古屋コーチン玉子 (1 個 )（Cochin Egg）…………… ￥210

Steak 完熟鶏ステーキ
49. 溶岩石焼き (1 人前 )

（Lava-grilled Ripe Chichen (one serving)）…………………￥3880

Dinner Menu
ディナー限定メニュー 17:00-21:30

Meal セット ・ 御膳

親子丼 ・ 釜飯 ・ きしめんをご注文された方

Meal Sets for Chicken and Egg Bowl/Mixed rice in a small iron pot/nagoya 

Cochin Noodles

50. 贅沢セット（Special Meal）…………………………… +￥1180
☆おまかせコーチン串 2 本 ・ 手造り豆富 or 茶碗蒸し

・ 季節のデザート （わらび餅 or シャーベット）

☆Recommend Skewers (2 Skewers) Homemade Tofu or Steamed Egg 

Custard and Seasonal Dessert (bracken-starch dumpling or Shobet)

51. コーチン彩り御膳（Cochin various Meal）………………￥2980
☆ハーフ親子丼 ・ ハーフきしめん ・ おまかせコーチン串 2 本 ・ サラダ

・ 唐揚げ ・ 香の物 ・ 西尾抹茶アイス

☆Half Chicken and Egg Bowl, Half Cochin Noodles, Recommend Skewers

(2 Skewers), Salad, Fried Chicken, Pickles and Nishio Matcha Ice cream.

Appetizers 前菜 ・ 一品

52. 漬物盛り合せ（Pickles Assortment）…………………… ￥680
53. ささみと梅わさび和え

（Chicken breast with Pium and Wasabi）   ………………… ￥680
54. ささみとアボカドのわさび醤油和え

（Chicken breast with Avocado and Wasabi Soy sauce）     ￥690
55. 砂肝ガーリック（Gizzard and Garlic）…………………… ￥680
56. なんこつの唐揚げ（Deep-fried Cartilage） …………… ￥580
57. セセリピリ辛炒め（Stie-fried spicy Chicken neck）…… ￥680

Salad サラダ

58. 根菜きんぴらサラダ

（Root Vegetables Salad with a sweet soy flavor）………… ￥700
59. 根菜きんぴらサラダ ハーフ

（Root Vegetables Salad with a sweet soy flavor (Half)）…… ￥500
60. チキンと 7 種野菜のサラダ

（Chicken and 7 kinds of vegetables Salad）………………… ￥780
61. チキンと 7 種野菜のサラダ ハーフ

（Chicken and 7 kinds of vegetables Salad (Half)）………… ￥550
62. 白菜と塩昆布のじゃこサラダ

（Chinese Cabbage, Salted Kelp and Whitebaits Salad）…… ￥680
63. 白菜と塩昆布のじゃこサラダ ハーフ

（Chinese Cabbage, Salted Kelp and Whitebaits Salad(Half)） ￥500

Nagoya Cochin Chicken 
Recommendationo 名古屋コーチン逸品

64. 月見つくね（Meat Ball with Egg）……………………… ￥730
65. もも肉１枚焼き 200g（Grilled Chicken Thigh）…………￥2480
66. むね肉の塩こしょう焼き

（Grilled Chicken breast with Salt and Pepper）……………￥1980
67. 焼きたて出汁巻き玉子（Japanese Omelette）………… ￥780
68. コーチンたたき（Seared Cochin Chicken） ……………￥1080

Nagoya Cochin Chicken Skewers
名古屋コーチン串焼き
69. もも（Thigh）……………………………………………… ￥380
70. ねぎま（Chicken and Green Onion）…………………… ￥360
71. 肝（Liver）………………………………………………… ￥350
72. 砂肝（Gizzard）…………………………………………… ￥330
73. セセリ（Neck Meat）……………………………………… ￥350
74. 皮（Skin） ………………………………………………… ￥330
75. ぼんじり（Chicken tail）…………………………………… ￥330
76. ソリレス（Hip Joint）……………………………………… ￥380
77. 手羽先（Wings） ………………………………………… ￥380
78. コーチンウインナー（Cochin Sausage）………………… ￥320
79. ささみ （刻みわさび）（Chicken breast (Grated Wasabi） ￥350
80. ささみ （梅肉）（Chicken breast (Plum)）…………… ￥350

Vegetable Skewers 野菜串

82. ししとう（Green Pepper）………………………………… ￥190
83. 椎茸（Shiitake Mushroom）……………………………… ￥200
84. エリンギ（Eringi Mushroom）…………………………… ￥200
85. トマト（Tomato）…………………………………………… ￥200
86. 白ネギ（White spring Onion） ………………………… ￥180

名古屋コーチン 鳥しげ

Drinks お飲み物

Draft  Beer 生ビール
87. キリン一番搾り生 （Kirin Draft Beer）…………………… ￥620
88. グラス生 （Draft Beer (Glass)）…………………………… ￥450

Bottle  Beer びんビール
89. クラシックラガー （中瓶） （Classic Lager）……………… ￥680
90. ノンアルコール ・ ビールテイスト飲料 キリンフリー ( 小瓶 ) 
（Non Alcohol Beer Taste, Kirin Free (Small Bottle)）    …… ￥550

Sour サワー
91. 上品な生搾りレモンサワー

（Elegant Fresh Lemon Sour）………………………………… ￥600
92. 黒ウーロンハイ （Black Oolong Tea High）……………… ￥550
93. 緑茶ハイ （Green Tea High）……………………………… ￥550

Whiskey ウイスキー
富士山麓 樽熟 50°Fujisanroku

94. 富士山麓樽熟 50°五合目ハイボール （通常） 
（Fujisanroku Half way High Ball ( Normal)）………………… ￥600
95. 富士山麓樽熟 50°山頂ハイボール （濃い目）

（Fujisanroku Mountaintop High Ball (Strong)）…………… ￥750

Plum Wine 梅酒
【ロック ・ 水割り ・ お湯割り ・ ソーダ割り】 On the Rock/Water/Tea

96. 完熟あらごし梅酒 梅まっこい 
（Ripe Rough Strainer Plum Wine, Ume Makkoi）…………… ￥550
97. 鶴梅にごり酒 （Tsuruume, Unfiltered Sake）…………… ￥680
98. すっぱい梅酒 （Sour Plum Wine） ……………………… ￥680
99. 青谷梅酒 （Aodani Plum Wine）………………………… ￥700

Aichi  Local  Sake 愛知の地酒
ねのひ 淡麗 辛口 ( 愛知県常滑市古場町 ) （Nenohi Dry）

雪解けの自然水仕込み。 爽やかなのどごしと滑らかでコクのある風味を

お楽しみいただけます。

Brewed with Natural Melt-Snow-water

100. ねのひ淡麗辛口 ( 小徳利 ) （Nenohi Dry Small）…… ￥550
101. ねのひ淡麗辛口 ( 大徳利 ) （Nenohi Dry Large）…… ￥980
102. 勲碧 純米吟醸 山田錦 55% （Kunpeki）……………… ￥780
103. 鷹の夢 純米吟醸 （Takano yume）…………………… ￥820
104. 義侠 純米吟醸 （Gikyou）………………………………￥1000

105. 長珍 特別純米酒 （Chochin）…………………………… ￥720
106. 徳川家康 大吟醸 （Tokugawa Ieyasu）…………………￥1200
その他日本全国の厳選酒もございます。 スタッフまでお尋ねください。 

We have more sakes from all over Japan. Please Ask us.

Aichi  Selected Shochu
愛知県厳選焼酎
【ロック ・ 水割り ・ お湯割り】 On the Rock/Water/Tea

107. 麦 名城白壁 グラス （Barley, Menjo Shirakaba Glass）      ￥660
108. 芋 名城白壁 グラス （Potato, Meijo Shirakaba Glass） ￥660

Selected Shochu 厳選焼酎
109. 富乃宝山 ボトル 720ml （Tomino houzan Bottle）………￥4980
110. グラス （Glass）…………………………………………… ￥740
111. 中々 ボトル 720ml （Nakanaka Bottle）…………………￥4700
112. グラス （Glass）…………………………………………… ￥700
113. 兼八 ボトル 720ml （Kanehachi Bottle）…………………￥4800
114. グラス （Glass）…………………………………………… ￥720

With Bottle ボトルのお供に
115. ウーロンカラフェ （Oolong Tea Carafe） ……………… ￥500
116. 緑茶カラフェ （Green Tea Carafe）……………………… ￥500
117. レモン （Lemon）………………………………………… ￥150
118. 梅干 （Pickled Plum）…………………………………… ￥150
119. 水割りセット （水＋氷） （Water and Ice）…………………… ￥0

Red Wine 【赤ワイン】
鳥しげおすすめのピノ ・ ノワール 

Torishige Recommended Pinot Noir

ピエール & レミー ・ ゴーティエ （Pierre & Rémy Gauthier）

 [ ミディアムボディー ]  （Medium Bodu）

地域…フランス ・ ラングドック ・ ルーシヨン 赤いフルーツを思わせる繊細な

果実香とエレガントな味わいが特徴。 

Languedoc-Roussillon, France. Dedicated and Elegant taste of Red Fruits.

120. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < ボトル > 
（Pierre & Rémy Gauthier（Bottle））…………………………￥3580
121. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < カラフェ > 
（Pierre & Rémy Gauthier（Carafe））…………………………￥1800
123. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < グラス > 

（Pierre & Rémy Gauthier（Glass）） ………………………… ￥650

Wｈite  Wine 【白ワイン】
カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン Canon du Marechal Blanc

地域…フランス ・ ラングドック ・ ルーシヨン 余韻の良い、

フレッシュでフルーティー、 心地よいミネラル感にあふれたワインです。 

Languedoc-Roussillon, France. Fresh and Fruity, Pleasant taste.

124. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < ボトル > 
（Canon du Marechal Blanc（Bottle））………………………￥3580
125. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < カラフェ > 
（Canon du Marechal Blanc（Carafe））………………………￥1800
126. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < グラス >

（Canon du Marechal Blanc （Glass））………………………… ￥650

Sparkling Wine
スパーリングワイン 
コドーニュ クラシコ ・ セコ Codorniu Clasico Seco

[ やや辛口 ]  （Medium Dry）

生産者…コドーニュ 地域…スペイン王室御用達ワイナリーとなっている

コドーニュ社の style を表現するのがクラシコ。

 （Spanish Royal Warrant holders Winery）

127. コドーニュ クラシコ ・ セコ < ハーフボトル > 
（Codorniu Clasico Seco（Half Bottle）） ……………………￥2180
128. コドーニュ クラシコ ・ セコ < グラス > 
（Codorniu Clasico Seco（Glass））…………………………… ￥650

Soft  Drink ソフトドリンク
129. オレンジジュース （Orange Juice） …………………… ￥380
130. グレープフルーツジュース （Grape Fruit Juice）　　   ￥380
131. アップルジュース （Apple Juice）……………………… ￥380
132. コーラ （Coke）…………………………………………… ￥380
133. ジンジャーエール （Ginger Ale） ……………………… ￥380
134. 緑茶 （Green Tea） ……………………………………… ￥380
135. 黒ウーロン茶 （Black Oolong Tea） …………………… ￥400

表示価格は税込みです。  All the prices are inclusive of Tax.

Lunch Menu
ランチ限定メニュー 11:00-17:00
136. 天使の唐揚げ御膳

（Feminine Deep-fried Chicken Meal）………………………￥1150
137. 男前の唐揚げ御膳 

（Masculine Deep-fried Chicken Meal）………………………￥1280
138. 唐揚げ食べ比べ御膳

（Deep-fried Chicken taste comparison Meal）………………￥1200
139. 鶏カツ御膳 ( 特製味噌 or おろしポン酢 )

（Chicken Cutlets Meal 
(Special Miso or Grated Gradish and Ponzu Sause）   ………￥1250
140. チキン南蛮御膳 ( 自家製タルタルソース）

（Marinated fried Chicken with Homemade Tartare Sause） ￥1280
●茶碗蒸し ・ スープ ・ 香の物付●スープのお代わり無料です。

Steamed Egg Custard, Soup and Pickles. *Free Soup Refille.

●ご飯の量 大 ・ 並 ・ 小よりお選びください。

Choose your Rice Large/Medium/Small

141. 名古屋コーチン親子丼

（Nagoya Cochin Chicken and Egg Bowl）……………………￥1280
142. 三河鶏親子丼（Mikawa Chicken and Egg Bowl）…… ￥990
143. 三河鶏照り焼き丼 （Mikawa Chicken Teriyaki Bowl）…￥1180
144. 海老むすびセット 3 個 （Shrimp Rice Bowl (3pcs)）   … ￥600
●丼物はサラダ ・ スープ ・ 香の物付●スープのお代わり無料です。

Bowls comes with Salad, Soup and Pickles. *Free Soup refills.

●丼物はご飯の量 大 ・ 並 ・ 小よりお選びください。

Choose your Rice Large/Medium/Small

Additional  Dishes
もう一品いかがですか？
145. 天使の唐揚げ 2 個 

（Feminine Deep-fried Chicken (2pcs)）……………………… ￥290
146. 男前の唐揚げ 2 個

（Masculine Deep-fried Chicken (2pcs)）…………………… ￥320
147. 名古屋コーチンきしめん ( ハーフ ) 

（Nagoya Cochin Noodles (Half)）…………………………… ￥680
148. 名古屋コーチン玉子 (1 個 ) （Cochin Egg）…………… ￥210

Half & Half Meal ハーフ & ハーフセット
149. きしめん & 親子丼 

（Cochin Noodles & Chicken and Egg Bowl） ………………￥1120
150. きしめん & 照り焼き丼 

（Cochin Noodles & Teriyaki Bowl） …………………………￥1120
151. きしめん & 海老天むす 2 ケ 

（Cochin Noodles & Shrimp Tempura Rice Balls (2pcs)）……￥1120
●サラダ ・ 香の物付 Salad and Pickles

Lunch Special Drink
ランチサービスドリンク
152. グラスビール（Glass Beer） …………………………… ￥400
153. ねのひ淡麗辛口 ( 小徳利 ) （Nenohi Dry）…………… ￥450
154. グラスワイン ( 赤 ・ 白 ) （Glass Wine (Red/White)）…… ￥550
155. ウーロン茶 （Oolong Tea）……………………………… ￥150
156. 冷たい緑茶 （Cold Green tea）………………………… ￥150
157. アップルジュース （Apple Juice）……………………… ￥150
158. オレンジジュース （Orange Juice） …………………… ￥150
159. グレープフルーツジュース （Grape fruit Juice）   …… ￥150
160. アイスコーヒー（Iced Coffee）………………………… ￥150
161. ホットコーヒー （Hot Coffee）…………………………… ￥150



Nagoya Cochin Chicken
名古屋コーチン

Recommendationo おつまみ逸品
1. 鳥屋の茶碗蒸し （Japanese Steamed Egg Custard）…… ￥420
2. 鶏もつ入りどて煮 （Chicken Giblet Stewed in Miso）…… ￥580
3. たたき胡瓜 （Seared Cucumber）………………………… ￥480
4. たたき胡瓜と塩昆布の明太子和え

（Seared Cucumber, Salted Kalp and Cod Roe）…………… ￥550
5. 手造り豆富（Homemade Tofu） ………………………… ￥480
6. いぶりがっこ （Smoked Radish Pickles） ………………… ￥580
7. トマトスライス （Tomato Slice） …………………………… ￥480
8. トマトスライス ( ハーフ ) （Tomato Slice (Half)）………… ￥350
9. 手造り豆富とアボカドサラダ

（Homemade Tofu and Avocado Salad）…………………… ￥720
10. 手造り豆富とアボガドサラダ ( ハーフ )

（Homemade Tofu and Avocado Salad (Half)）……………… ￥500

Deep-fried Food 揚げ物
11. 天使の唐揚げ (2 個 )

（Fluffy Angel's Fried Chicken (2pcs)） ……………………… ￥290
12. 天使の唐揚げ (5 個 )(Fluffy Angel's Fried Chicken (5pcs))￥700
13. 男前の唐揚げ (2 個 ) （Men's Fried Chicken (2pcs)）     ￥320
14. 男前の唐揚げ (5 個 ) （Men's Fried Chicken (5pcs)）   … ￥770
15. 鶏カツ （特製味噌 or おろしポン酢）

(Chicken Cutlets (Special Miso or Ponzu Sauce)) ………… ￥680

16. チキン南蛮 （自家製タルタルソース） 
（Chicken namban (Homemade Tartare Sauce)）…………… ￥680
17. 手羽先の唐揚げ (2 本 ) （Fried Chicken Wings (2pcs)） ￥430

Rice ご飯もの
Chicken and Egg Rice Bowl
名古屋コーチン親子丼
18. 極上親子丼 （Premium Chicken and Egg Bowl）  ………￥2100
19. 上親子丼（Special Chicken and Egg Bowl）　…………￥1580
20. 親子丼（Chicken and Egg Bowl）………………………￥1280
●ご飯の量　大 ・ 並 ・ 小よりお選び下さい。 (Rice Large/Medium/Small)

●サラダ ・ スープ ・ 香の物付 (Salada, Soup and Pickles)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Nagoya Cochin Chicken Kama Pot
名古屋コーチン釜飯
21. 釜飯 （Mixed rice in a small iron pot）………………………￥1500
22. 季節の釜飯 （Seasonal Mixed rice in a small iron pot）   …￥1500
23. 釜飯御膳

( 天使の唐揚げ 2 個 ・ 名古屋コーチン串 2 本 ・ 茶碗蒸し付）

(Anggel’ s deep-fried Chicken, Nagoya Cochin Skewers)￥2680
●ご注文をいただいてから炊き上げますので、 提供に 20 分程かかります。

(Takes 20 mins to serve since we start grilling after taking an order)

●サラダ ・ スープ ・ 香の物付 (Salad, Soup and Pickles)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Nagoya Rice 名古屋めし
24. 名古屋コーチンひつまぶし 
（Chopped Nagoya Cochin Rice Bowl) ………………………￥1850
●とろろ ・ スープ ・ 香の物 ・ サラダ ・ 薬味三種付

(Grated Yam, Soup, Pickles, Salad and three kinds of Seasonings)

●ご飯の量　大 ・ 並 ・ 小よりお選び下さい。 (Rice Large/Medium/Small)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

☆ご飯を四等分し、 一杯目はそのまま　二杯目は薬味、 三杯目はとろろを

添え、 最後はコーチンの出汁をかけてお召し上がり下さい。

(We recommend you to divide rice into four. have one of them as the way 

you want, Second one with seasonings, third one with grated yam and the 

last one with Cochin soup stock.)

25. 名古屋コーチンきしめん （Nagoya Cochin Noodle）    …￥1080
26. 海老天むす (1 個より）（Tempura Rice Ball (1pcs)）     ￥190
27. 名古屋コーチン玉子かけ御飯

（Nagoya Cochin and Egg over rice）………………………… ￥530
●コラーゲンスープ ・ 香の物 ・ 特選あおさ醤油

(Collagen Soup, Pickles and Selected Aosa Soy Sauce)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Skewers 名古屋コーチン焼き
28. おまかせ串 3 種盛り （Recommended three skewers） ￥1000
29. おまかせ串 5 種盛り（Recommended five skewers） ￥1480
30. 照り焼きステーキ 120g （Teriyaki Steak 120g）…………￥1380

kids  Meal お子様セット ( 小学生以下のお客様）

31. きしめんセット （Flat Noodles meal） …………………… ￥700
32. 親子丼セット （Chicken and Egg bowl meal） ………… ￥700
33. チキンライスセット （Chicken Rice meal）……………… ￥700
●唐揚げ ・ フライドポテト ・ オレンジジュース付

(Fried Chicken, French Fries and Orenge Juice)

34. ご飯セット ( ご飯 ・ 香の物 ・ スープ ) 

（Rice Combo (Rice, Pickles and Soup)） …………………… ￥320
35. ご飯単品 （Rice） ………………………………………… ￥200
36. 名古屋コーチン玉子 （Cochin Egg） …………………… ￥210
37. コラーゲンスープ （Collagen Soup）…………………… ￥180

Dessert デザート
38. 西尾抹茶アイス （Nishio Matcha Iced cream） ……… ￥520
39. 名古屋コーチンプリン（Nagoya Cochin Pudding）…… ￥600
40. 季節のわらび餅（Seasonal Bracken-starch Dumplings） ￥500
41. 季節のシャーベット（Seasonal Shorbet）……………… ￥500
42. コーチンカステラ ( バニラアイス添え )

（Cochin Castella Vanilla Iced cream） ……………………… ￥650

Nagoya Cochin Hot  Pot
名古屋コーチン鍋
43. 水炊き (1 人前 )（Chicken Hotpot (one serving)）……￥2480
44. 味噌すき焼き ひきずり (1 人前 )

（Miso Sukiyaki (one serving)） ………………………………￥2480
45. 名古屋コーチン玉子 (1 個 )（Cochin Egg）…………… ￥210

Ripe Chicken
名古屋コーチン完熟鶏
☆完熟鶏とは ・ ・ ・ 新鮮な名古屋コーチンを専用貯蔵庫にて温度 ・ 湿度を

調整し、 「熟成」 させた鶏肉。 より柔らかくなり、 旨味とコクが一段と増し、

まろやかな味わい。 今まで出会ったことのない 「究極の鶏肉」 です。

(☆Ripe Chicken … Fresh Nagoya Cochin Chicken aged in the special fridge.

Softness and Richness in taste are on the next level. The premium Chicken 

that you have never had before.)

46. 水炊き (1 人前 )

（Ripe Chicken Hotpot (one serving)）………………………￥3680
47. 味噌すき焼き ひきずり (1 人前 )

（Miso Sukiyaki (one serving)） ………………………………￥3680
48. 名古屋コーチン玉子 (1 個 )（Cochin Egg）…………… ￥210

Steak 完熟鶏ステーキ
49. 溶岩石焼き (1 人前 )

（Lava-grilled Ripe Chichen (one serving)）…………………￥3880

Dinner Menu
ディナー限定メニュー 17:00-21:30

Meal セット ・ 御膳

親子丼 ・ 釜飯 ・ きしめんをご注文された方

Meal Sets for Chicken and Egg Bowl/Mixed rice in a small iron pot/nagoya 

Cochin Noodles

50. 贅沢セット（Special Meal）…………………………… +￥1180
☆おまかせコーチン串 2 本 ・ 手造り豆富 or 茶碗蒸し

・ 季節のデザート （わらび餅 or シャーベット）

☆Recommend Skewers (2 Skewers) Homemade Tofu or Steamed Egg 

Custard and Seasonal Dessert (bracken-starch dumpling or Shobet)

51. コーチン彩り御膳（Cochin various Meal）………………￥2980
☆ハーフ親子丼 ・ ハーフきしめん ・ おまかせコーチン串 2 本 ・ サラダ

・ 唐揚げ ・ 香の物 ・ 西尾抹茶アイス

☆Half Chicken and Egg Bowl, Half Cochin Noodles, Recommend Skewers

(2 Skewers), Salad, Fried Chicken, Pickles and Nishio Matcha Ice cream.

Appetizers 前菜 ・ 一品

52. 漬物盛り合せ（Pickles Assortment）…………………… ￥680
53. ささみと梅わさび和え

（Chicken breast with Pium and Wasabi）   ………………… ￥680
54. ささみとアボカドのわさび醤油和え

（Chicken breast with Avocado and Wasabi Soy sauce）     ￥690
55. 砂肝ガーリック（Gizzard and Garlic）…………………… ￥680
56. なんこつの唐揚げ（Deep-fried Cartilage） …………… ￥580
57. セセリピリ辛炒め（Stie-fried spicy Chicken neck）…… ￥680

Salad サラダ

58. 根菜きんぴらサラダ

（Root Vegetables Salad with a sweet soy flavor）………… ￥700
59. 根菜きんぴらサラダ ハーフ

（Root Vegetables Salad with a sweet soy flavor (Half)）…… ￥500
60. チキンと 7 種野菜のサラダ

（Chicken and 7 kinds of vegetables Salad）………………… ￥780
61. チキンと 7 種野菜のサラダ ハーフ

（Chicken and 7 kinds of vegetables Salad (Half)）………… ￥550
62. 白菜と塩昆布のじゃこサラダ

（Chinese Cabbage, Salted Kelp and Whitebaits Salad）…… ￥680
63. 白菜と塩昆布のじゃこサラダ ハーフ

（Chinese Cabbage, Salted Kelp and Whitebaits Salad(Half)） ￥500

Nagoya Cochin Chicken 
Recommendationo 名古屋コーチン逸品

64. 月見つくね（Meat Ball with Egg）……………………… ￥730
65. もも肉１枚焼き 200g（Grilled Chicken Thigh）…………￥2480
66. むね肉の塩こしょう焼き

（Grilled Chicken breast with Salt and Pepper）……………￥1980
67. 焼きたて出汁巻き玉子（Japanese Omelette）………… ￥780
68. コーチンたたき（Seared Cochin Chicken） ……………￥1080

Nagoya Cochin Chicken Skewers
名古屋コーチン串焼き
69. もも（Thigh）……………………………………………… ￥380
70. ねぎま（Chicken and Green Onion）…………………… ￥360
71. 肝（Liver）………………………………………………… ￥350
72. 砂肝（Gizzard）…………………………………………… ￥330
73. セセリ（Neck Meat）……………………………………… ￥350
74. 皮（Skin） ………………………………………………… ￥330
75. ぼんじり（Chicken tail）…………………………………… ￥330
76. ソリレス（Hip Joint）……………………………………… ￥380
77. 手羽先（Wings） ………………………………………… ￥380
78. コーチンウインナー（Cochin Sausage）………………… ￥320
79. ささみ （刻みわさび）（Chicken breast (Grated Wasabi） ￥350
80. ささみ （梅肉）（Chicken breast (Plum)）…………… ￥350

Vegetable Skewers 野菜串

82. ししとう（Green Pepper）………………………………… ￥190
83. 椎茸（Shiitake Mushroom）……………………………… ￥200
84. エリンギ（Eringi Mushroom）…………………………… ￥200
85. トマト（Tomato）…………………………………………… ￥200
86. 白ネギ（White spring Onion） ………………………… ￥180

<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

Drinks お飲み物

Draft  Beer 生ビール
87. キリン一番搾り生 （Kirin Draft Beer）…………………… ￥620
88. グラス生 （Draft Beer (Glass)）…………………………… ￥450

Bottle  Beer びんビール
89. クラシックラガー （中瓶） （Classic Lager）……………… ￥680
90. ノンアルコール ・ ビールテイスト飲料 キリンフリー ( 小瓶 ) 
（Non Alcohol Beer Taste, Kirin Free (Small Bottle)）    …… ￥550

Sour サワー
91. 上品な生搾りレモンサワー

（Elegant Fresh Lemon Sour）………………………………… ￥600
92. 黒ウーロンハイ （Black Oolong Tea High）……………… ￥550
93. 緑茶ハイ （Green Tea High）……………………………… ￥550

Whiskey ウイスキー
富士山麓 樽熟 50°Fujisanroku

94. 富士山麓樽熟 50°五合目ハイボール （通常） 
（Fujisanroku Half way High Ball ( Normal)）………………… ￥600
95. 富士山麓樽熟 50°山頂ハイボール （濃い目）

（Fujisanroku Mountaintop High Ball (Strong)）…………… ￥750

Plum Wine 梅酒
【ロック ・ 水割り ・ お湯割り ・ ソーダ割り】 On the Rock/Water/Tea

96. 完熟あらごし梅酒 梅まっこい 
（Ripe Rough Strainer Plum Wine, Ume Makkoi）…………… ￥550
97. 鶴梅にごり酒 （Tsuruume, Unfiltered Sake）…………… ￥680
98. すっぱい梅酒 （Sour Plum Wine） ……………………… ￥680
99. 青谷梅酒 （Aodani Plum Wine）………………………… ￥700

Aichi  Local  Sake 愛知の地酒
ねのひ 淡麗 辛口 ( 愛知県常滑市古場町 ) （Nenohi Dry）

雪解けの自然水仕込み。 爽やかなのどごしと滑らかでコクのある風味を

お楽しみいただけます。

Brewed with Natural Melt-Snow-water

100. ねのひ淡麗辛口 ( 小徳利 ) （Nenohi Dry Small）…… ￥550
101. ねのひ淡麗辛口 ( 大徳利 ) （Nenohi Dry Large）…… ￥980
102. 勲碧 純米吟醸 山田錦 55% （Kunpeki）……………… ￥780
103. 鷹の夢 純米吟醸 （Takano yume）…………………… ￥820
104. 義侠 純米吟醸 （Gikyou）………………………………￥1000

105. 長珍 特別純米酒 （Chochin）…………………………… ￥720
106. 徳川家康 大吟醸 （Tokugawa Ieyasu）…………………￥1200
その他日本全国の厳選酒もございます。 スタッフまでお尋ねください。 

We have more sakes from all over Japan. Please Ask us.

Aichi  Selected Shochu
愛知県厳選焼酎
【ロック ・ 水割り ・ お湯割り】 On the Rock/Water/Tea

107. 麦 名城白壁 グラス （Barley, Menjo Shirakaba Glass）      ￥660
108. 芋 名城白壁 グラス （Potato, Meijo Shirakaba Glass） ￥660

Selected Shochu 厳選焼酎
109. 富乃宝山 ボトル 720ml （Tomino houzan Bottle）………￥4980
110. グラス （Glass）…………………………………………… ￥740
111. 中々 ボトル 720ml （Nakanaka Bottle）…………………￥4700
112. グラス （Glass）…………………………………………… ￥700
113. 兼八 ボトル 720ml （Kanehachi Bottle）…………………￥4800
114. グラス （Glass）…………………………………………… ￥720

With Bottle ボトルのお供に
115. ウーロンカラフェ （Oolong Tea Carafe） ……………… ￥500
116. 緑茶カラフェ （Green Tea Carafe）……………………… ￥500
117. レモン （Lemon）………………………………………… ￥150
118. 梅干 （Pickled Plum）…………………………………… ￥150
119. 水割りセット （水＋氷） （Water and Ice）…………………… ￥0

Red Wine 【赤ワイン】
鳥しげおすすめのピノ ・ ノワール 

Torishige Recommended Pinot Noir

ピエール & レミー ・ ゴーティエ （Pierre & Rémy Gauthier）

 [ ミディアムボディー ]  （Medium Bodu）

地域…フランス ・ ラングドック ・ ルーシヨン 赤いフルーツを思わせる繊細な

果実香とエレガントな味わいが特徴。 

Languedoc-Roussillon, France. Dedicated and Elegant taste of Red Fruits.

120. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < ボトル > 
（Pierre & Rémy Gauthier（Bottle））…………………………￥3580
121. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < カラフェ > 
（Pierre & Rémy Gauthier（Carafe））…………………………￥1800
123. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < グラス > 

（Pierre & Rémy Gauthier（Glass）） ………………………… ￥650

Wｈite  Wine 【白ワイン】
カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン Canon du Marechal Blanc

地域…フランス ・ ラングドック ・ ルーシヨン 余韻の良い、

フレッシュでフルーティー、 心地よいミネラル感にあふれたワインです。 

Languedoc-Roussillon, France. Fresh and Fruity, Pleasant taste.

124. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < ボトル > 
（Canon du Marechal Blanc（Bottle））………………………￥3580
125. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < カラフェ > 
（Canon du Marechal Blanc（Carafe））………………………￥1800
126. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < グラス >

（Canon du Marechal Blanc （Glass））………………………… ￥650

Sparkling Wine
スパーリングワイン 
コドーニュ クラシコ ・ セコ Codorniu Clasico Seco

[ やや辛口 ]  （Medium Dry）

生産者…コドーニュ 地域…スペイン王室御用達ワイナリーとなっている

コドーニュ社の style を表現するのがクラシコ。

 （Spanish Royal Warrant holders Winery）

127. コドーニュ クラシコ ・ セコ < ハーフボトル > 
（Codorniu Clasico Seco（Half Bottle）） ……………………￥2180
128. コドーニュ クラシコ ・ セコ < グラス > 
（Codorniu Clasico Seco（Glass））…………………………… ￥650

Soft  Drink ソフトドリンク
129. オレンジジュース （Orange Juice） …………………… ￥380
130. グレープフルーツジュース （Grape Fruit Juice）　　   ￥380
131. アップルジュース （Apple Juice）……………………… ￥380
132. コーラ （Coke）…………………………………………… ￥380
133. ジンジャーエール （Ginger Ale） ……………………… ￥380
134. 緑茶 （Green Tea） ……………………………………… ￥380
135. 黒ウーロン茶 （Black Oolong Tea） …………………… ￥400

Lunch Menu
ランチ限定メニュー 11:00-17:00
136. 天使の唐揚げ御膳

（Feminine Deep-fried Chicken Meal）………………………￥1150
137. 男前の唐揚げ御膳 

（Masculine Deep-fried Chicken Meal）………………………￥1280
138. 唐揚げ食べ比べ御膳

（Deep-fried Chicken taste comparison Meal）………………￥1200
139. 鶏カツ御膳 ( 特製味噌 or おろしポン酢 )

（Chicken Cutlets Meal 
(Special Miso or Grated Gradish and Ponzu Sause）   ………￥1250
140. チキン南蛮御膳 ( 自家製タルタルソース）

（Marinated fried Chicken with Homemade Tartare Sause） ￥1280
●茶碗蒸し ・ スープ ・ 香の物付●スープのお代わり無料です。

Steamed Egg Custard, Soup and Pickles. *Free Soup Refille.

●ご飯の量 大 ・ 並 ・ 小よりお選びください。

Choose your Rice Large/Medium/Small

141. 名古屋コーチン親子丼

（Nagoya Cochin Chicken and Egg Bowl）……………………￥1280
142. 三河鶏親子丼（Mikawa Chicken and Egg Bowl）…… ￥990
143. 三河鶏照り焼き丼 （Mikawa Chicken Teriyaki Bowl）…￥1180
144. 海老むすびセット 3 個 （Shrimp Rice Bowl (3pcs)）   … ￥600
●丼物はサラダ ・ スープ ・ 香の物付●スープのお代わり無料です。

Bowls comes with Salad, Soup and Pickles. *Free Soup refills.

●丼物はご飯の量 大 ・ 並 ・ 小よりお選びください。

Choose your Rice Large/Medium/Small

Additional  Dishes
もう一品いかがですか？
145. 天使の唐揚げ 2 個 

（Feminine Deep-fried Chicken (2pcs)）……………………… ￥290
146. 男前の唐揚げ 2 個

（Masculine Deep-fried Chicken (2pcs)）…………………… ￥320
147. 名古屋コーチンきしめん ( ハーフ ) 

（Nagoya Cochin Noodles (Half)）…………………………… ￥680
148. 名古屋コーチン玉子 (1 個 ) （Cochin Egg）…………… ￥210

Half & Half Meal ハーフ & ハーフセット
149. きしめん & 親子丼 

（Cochin Noodles & Chicken and Egg Bowl） ………………￥1120
150. きしめん & 照り焼き丼 

（Cochin Noodles & Teriyaki Bowl） …………………………￥1120
151. きしめん & 海老天むす 2 ケ 

（Cochin Noodles & Shrimp Tempura Rice Balls (2pcs)）……￥1120
●サラダ ・ 香の物付 Salad and Pickles

Lunch Special Drink
ランチサービスドリンク
152. グラスビール（Glass Beer） …………………………… ￥400
153. ねのひ淡麗辛口 ( 小徳利 ) （Nenohi Dry）…………… ￥450
154. グラスワイン ( 赤 ・ 白 ) （Glass Wine (Red/White)）…… ￥550
155. ウーロン茶 （Oolong Tea）……………………………… ￥150
156. 冷たい緑茶 （Cold Green tea）………………………… ￥150
157. アップルジュース （Apple Juice）……………………… ￥150
158. オレンジジュース （Orange Juice） …………………… ￥150
159. グレープフルーツジュース （Grape fruit Juice）   …… ￥150
160. アイスコーヒー（Iced Coffee）………………………… ￥150
161. ホットコーヒー （Hot Coffee）…………………………… ￥150



Nagoya Cochin Chicken
名古屋コーチン

Recommendationo おつまみ逸品
1. 鳥屋の茶碗蒸し （Japanese Steamed Egg Custard）…… ￥420
2. 鶏もつ入りどて煮 （Chicken Giblet Stewed in Miso）…… ￥580
3. たたき胡瓜 （Seared Cucumber）………………………… ￥480
4. たたき胡瓜と塩昆布の明太子和え

（Seared Cucumber, Salted Kalp and Cod Roe）…………… ￥550
5. 手造り豆富（Homemade Tofu） ………………………… ￥480
6. いぶりがっこ （Smoked Radish Pickles） ………………… ￥580
7. トマトスライス （Tomato Slice） …………………………… ￥480
8. トマトスライス ( ハーフ ) （Tomato Slice (Half)）………… ￥350
9. 手造り豆富とアボカドサラダ

（Homemade Tofu and Avocado Salad）…………………… ￥720
10. 手造り豆富とアボガドサラダ ( ハーフ )

（Homemade Tofu and Avocado Salad (Half)）……………… ￥500

Deep-fried Food 揚げ物
11. 天使の唐揚げ (2 個 )

（Fluffy Angel's Fried Chicken (2pcs)） ……………………… ￥290
12. 天使の唐揚げ (5 個 )(Fluffy Angel's Fried Chicken (5pcs))￥700
13. 男前の唐揚げ (2 個 ) （Men's Fried Chicken (2pcs)）     ￥320
14. 男前の唐揚げ (5 個 ) （Men's Fried Chicken (5pcs)）   … ￥770
15. 鶏カツ （特製味噌 or おろしポン酢）

(Chicken Cutlets (Special Miso or Ponzu Sauce)) ………… ￥680

16. チキン南蛮 （自家製タルタルソース） 
（Chicken namban (Homemade Tartare Sauce)）…………… ￥680
17. 手羽先の唐揚げ (2 本 ) （Fried Chicken Wings (2pcs)） ￥430

Rice ご飯もの
Chicken and Egg Rice Bowl
名古屋コーチン親子丼
18. 極上親子丼 （Premium Chicken and Egg Bowl）  ………￥2100
19. 上親子丼（Special Chicken and Egg Bowl）　…………￥1580
20. 親子丼（Chicken and Egg Bowl）………………………￥1280
●ご飯の量　大 ・ 並 ・ 小よりお選び下さい。 (Rice Large/Medium/Small)

●サラダ ・ スープ ・ 香の物付 (Salada, Soup and Pickles)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Nagoya Cochin Chicken Kama Pot
名古屋コーチン釜飯
21. 釜飯 （Mixed rice in a small iron pot）………………………￥1500
22. 季節の釜飯 （Seasonal Mixed rice in a small iron pot）   …￥1500
23. 釜飯御膳

( 天使の唐揚げ 2 個 ・ 名古屋コーチン串 2 本 ・ 茶碗蒸し付）

(Anggel’ s deep-fried Chicken, Nagoya Cochin Skewers)￥2680
●ご注文をいただいてから炊き上げますので、 提供に 20 分程かかります。

(Takes 20 mins to serve since we start grilling after taking an order)

●サラダ ・ スープ ・ 香の物付 (Salad, Soup and Pickles)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Nagoya Rice 名古屋めし
24. 名古屋コーチンひつまぶし 
（Chopped Nagoya Cochin Rice Bowl) ………………………￥1850
●とろろ ・ スープ ・ 香の物 ・ サラダ ・ 薬味三種付

(Grated Yam, Soup, Pickles, Salad and three kinds of Seasonings)

●ご飯の量　大 ・ 並 ・ 小よりお選び下さい。 (Rice Large/Medium/Small)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

☆ご飯を四等分し、 一杯目はそのまま　二杯目は薬味、 三杯目はとろろを

添え、 最後はコーチンの出汁をかけてお召し上がり下さい。

(We recommend you to divide rice into four. have one of them as the way 

you want, Second one with seasonings, third one with grated yam and the 

last one with Cochin soup stock.)

25. 名古屋コーチンきしめん （Nagoya Cochin Noodle）    …￥1080
26. 海老天むす (1 個より）（Tempura Rice Ball (1pcs)）     ￥190
27. 名古屋コーチン玉子かけ御飯

（Nagoya Cochin and Egg over rice）………………………… ￥530
●コラーゲンスープ ・ 香の物 ・ 特選あおさ醤油

(Collagen Soup, Pickles and Selected Aosa Soy Sauce)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Skewers 名古屋コーチン焼き
28. おまかせ串 3 種盛り （Recommended three skewers） ￥1000
29. おまかせ串 5 種盛り（Recommended five skewers） ￥1480
30. 照り焼きステーキ 120g （Teriyaki Steak 120g）…………￥1380

kids  Meal お子様セット ( 小学生以下のお客様）

31. きしめんセット （Flat Noodles meal） …………………… ￥700
32. 親子丼セット （Chicken and Egg bowl meal） ………… ￥700
33. チキンライスセット （Chicken Rice meal）……………… ￥700
●唐揚げ ・ フライドポテト ・ オレンジジュース付

(Fried Chicken, French Fries and Orenge Juice)

34. ご飯セット ( ご飯 ・ 香の物 ・ スープ ) 

（Rice Combo (Rice, Pickles and Soup)） …………………… ￥320
35. ご飯単品 （Rice） ………………………………………… ￥200
36. 名古屋コーチン玉子 （Cochin Egg） …………………… ￥210
37. コラーゲンスープ （Collagen Soup）…………………… ￥180

Dessert デザート
38. 西尾抹茶アイス （Nishio Matcha Iced cream） ……… ￥520
39. 名古屋コーチンプリン（Nagoya Cochin Pudding）…… ￥600
40. 季節のわらび餅（Seasonal Bracken-starch Dumplings） ￥500
41. 季節のシャーベット（Seasonal Shorbet）……………… ￥500
42. コーチンカステラ ( バニラアイス添え )

（Cochin Castella Vanilla Iced cream） ……………………… ￥650

Nagoya Cochin Hot  Pot
名古屋コーチン鍋
43. 水炊き (1 人前 )（Chicken Hotpot (one serving)）……￥2480
44. 味噌すき焼き ひきずり (1 人前 )

（Miso Sukiyaki (one serving)） ………………………………￥2480
45. 名古屋コーチン玉子 (1 個 )（Cochin Egg）…………… ￥210

Ripe Chicken
名古屋コーチン完熟鶏
☆完熟鶏とは ・ ・ ・ 新鮮な名古屋コーチンを専用貯蔵庫にて温度 ・ 湿度を

調整し、 「熟成」 させた鶏肉。 より柔らかくなり、 旨味とコクが一段と増し、

まろやかな味わい。 今まで出会ったことのない 「究極の鶏肉」 です。

(☆Ripe Chicken … Fresh Nagoya Cochin Chicken aged in the special fridge.

Softness and Richness in taste are on the next level. The premium Chicken 

that you have never had before.)

46. 水炊き (1 人前 )

（Ripe Chicken Hotpot (one serving)）………………………￥3680
47. 味噌すき焼き ひきずり (1 人前 )

（Miso Sukiyaki (one serving)） ………………………………￥3680
48. 名古屋コーチン玉子 (1 個 )（Cochin Egg）…………… ￥210

Steak 完熟鶏ステーキ
49. 溶岩石焼き (1 人前 )

（Lava-grilled Ripe Chichen (one serving)）…………………￥3880

Dinner Menu
ディナー限定メニュー 17:00-21:30

Meal セット ・ 御膳

親子丼 ・ 釜飯 ・ きしめんをご注文された方

Meal Sets for Chicken and Egg Bowl/Mixed rice in a small iron pot/nagoya 

Cochin Noodles

50. 贅沢セット（Special Meal）…………………………… +￥1180
☆おまかせコーチン串 2 本 ・ 手造り豆富 or 茶碗蒸し

・ 季節のデザート （わらび餅 or シャーベット）

☆Recommend Skewers (2 Skewers) Homemade Tofu or Steamed Egg 

Custard and Seasonal Dessert (bracken-starch dumpling or Shobet)

51. コーチン彩り御膳（Cochin various Meal）………………￥2980
☆ハーフ親子丼 ・ ハーフきしめん ・ おまかせコーチン串 2 本 ・ サラダ

・ 唐揚げ ・ 香の物 ・ 西尾抹茶アイス

☆Half Chicken and Egg Bowl, Half Cochin Noodles, Recommend Skewers

(2 Skewers), Salad, Fried Chicken, Pickles and Nishio Matcha Ice cream.

Appetizers 前菜 ・ 一品

52. 漬物盛り合せ（Pickles Assortment）…………………… ￥680
53. ささみと梅わさび和え

（Chicken breast with Pium and Wasabi）   ………………… ￥680
54. ささみとアボカドのわさび醤油和え

（Chicken breast with Avocado and Wasabi Soy sauce）     ￥690
55. 砂肝ガーリック（Gizzard and Garlic）…………………… ￥680
56. なんこつの唐揚げ（Deep-fried Cartilage） …………… ￥580
57. セセリピリ辛炒め（Stie-fried spicy Chicken neck）…… ￥680

Salad サラダ

58. 根菜きんぴらサラダ

（Root Vegetables Salad with a sweet soy flavor）………… ￥700
59. 根菜きんぴらサラダ ハーフ

（Root Vegetables Salad with a sweet soy flavor (Half)）…… ￥500
60. チキンと 7 種野菜のサラダ

（Chicken and 7 kinds of vegetables Salad）………………… ￥780
61. チキンと 7 種野菜のサラダ ハーフ

（Chicken and 7 kinds of vegetables Salad (Half)）………… ￥550
62. 白菜と塩昆布のじゃこサラダ

（Chinese Cabbage, Salted Kelp and Whitebaits Salad）…… ￥680
63. 白菜と塩昆布のじゃこサラダ ハーフ

（Chinese Cabbage, Salted Kelp and Whitebaits Salad(Half)） ￥500

Nagoya Cochin Chicken 
Recommendationo 名古屋コーチン逸品

64. 月見つくね（Meat Ball with Egg）……………………… ￥730
65. もも肉１枚焼き 200g（Grilled Chicken Thigh）…………￥2480
66. むね肉の塩こしょう焼き

（Grilled Chicken breast with Salt and Pepper）……………￥1980
67. 焼きたて出汁巻き玉子（Japanese Omelette）………… ￥780
68. コーチンたたき（Seared Cochin Chicken） ……………￥1080

Nagoya Cochin Chicken Skewers
名古屋コーチン串焼き
69. もも（Thigh）……………………………………………… ￥380
70. ねぎま（Chicken and Green Onion）…………………… ￥360
71. 肝（Liver）………………………………………………… ￥350
72. 砂肝（Gizzard）…………………………………………… ￥330
73. セセリ（Neck Meat）……………………………………… ￥350
74. 皮（Skin） ………………………………………………… ￥330
75. ぼんじり（Chicken tail）…………………………………… ￥330
76. ソリレス（Hip Joint）……………………………………… ￥380
77. 手羽先（Wings） ………………………………………… ￥380
78. コーチンウインナー（Cochin Sausage）………………… ￥320
79. ささみ （刻みわさび）（Chicken breast (Grated Wasabi） ￥350
80. ささみ （梅肉）（Chicken breast (Plum)）…………… ￥350

Vegetable Skewers 野菜串

82. ししとう（Green Pepper）………………………………… ￥190
83. 椎茸（Shiitake Mushroom）……………………………… ￥200
84. エリンギ（Eringi Mushroom）…………………………… ￥200
85. トマト（Tomato）…………………………………………… ￥200
86. 白ネギ（White spring Onion） ………………………… ￥180

Drinks お飲み物

Draft  Beer 生ビール
87. キリン一番搾り生 （Kirin Draft Beer）…………………… ￥620
88. グラス生 （Draft Beer (Glass)）…………………………… ￥450

Bottle  Beer びんビール
89. クラシックラガー （中瓶） （Classic Lager）……………… ￥680
90. ノンアルコール ・ ビールテイスト飲料 キリンフリー ( 小瓶 ) 
（Non Alcohol Beer Taste, Kirin Free (Small Bottle)）    …… ￥550

Sour サワー
91. 上品な生搾りレモンサワー

（Elegant Fresh Lemon Sour）………………………………… ￥600
92. 黒ウーロンハイ （Black Oolong Tea High）……………… ￥550
93. 緑茶ハイ （Green Tea High）……………………………… ￥550

Whiskey ウイスキー
富士山麓 樽熟 50°Fujisanroku

94. 富士山麓樽熟 50°五合目ハイボール （通常） 
（Fujisanroku Half way High Ball ( Normal)）………………… ￥600
95. 富士山麓樽熟 50°山頂ハイボール （濃い目）

（Fujisanroku Mountaintop High Ball (Strong)）…………… ￥750

Plum Wine 梅酒
【ロック ・ 水割り ・ お湯割り ・ ソーダ割り】 On the Rock/Water/Tea

96. 完熟あらごし梅酒 梅まっこい 
（Ripe Rough Strainer Plum Wine, Ume Makkoi）…………… ￥550
97. 鶴梅にごり酒 （Tsuruume, Unfiltered Sake）…………… ￥680
98. すっぱい梅酒 （Sour Plum Wine） ……………………… ￥680
99. 青谷梅酒 （Aodani Plum Wine）………………………… ￥700

Aichi  Local  Sake 愛知の地酒
ねのひ 淡麗 辛口 ( 愛知県常滑市古場町 ) （Nenohi Dry）

雪解けの自然水仕込み。 爽やかなのどごしと滑らかでコクのある風味を

お楽しみいただけます。

Brewed with Natural Melt-Snow-water

100. ねのひ淡麗辛口 ( 小徳利 ) （Nenohi Dry Small）…… ￥550
101. ねのひ淡麗辛口 ( 大徳利 ) （Nenohi Dry Large）…… ￥980
102. 勲碧 純米吟醸 山田錦 55% （Kunpeki）……………… ￥780
103. 鷹の夢 純米吟醸 （Takano yume）…………………… ￥820
104. 義侠 純米吟醸 （Gikyou）………………………………￥1000

105. 長珍 特別純米酒 （Chochin）…………………………… ￥720
106. 徳川家康 大吟醸 （Tokugawa Ieyasu）…………………￥1200
その他日本全国の厳選酒もございます。 スタッフまでお尋ねください。 

We have more sakes from all over Japan. Please Ask us.

Aichi  Selected Shochu
愛知県厳選焼酎
【ロック ・ 水割り ・ お湯割り】 On the Rock/Water/Tea

107. 麦 名城白壁 グラス （Barley, Menjo Shirakaba Glass）      ￥660
108. 芋 名城白壁 グラス （Potato, Meijo Shirakaba Glass） ￥660

Selected Shochu 厳選焼酎
109. 富乃宝山 ボトル 720ml （Tomino houzan Bottle）………￥4980
110. グラス （Glass）…………………………………………… ￥740
111. 中々 ボトル 720ml （Nakanaka Bottle）…………………￥4700
112. グラス （Glass）…………………………………………… ￥700
113. 兼八 ボトル 720ml （Kanehachi Bottle）…………………￥4800
114. グラス （Glass）…………………………………………… ￥720

With Bottle ボトルのお供に
115. ウーロンカラフェ （Oolong Tea Carafe） ……………… ￥500
116. 緑茶カラフェ （Green Tea Carafe）……………………… ￥500
117. レモン （Lemon）………………………………………… ￥150
118. 梅干 （Pickled Plum）…………………………………… ￥150
119. 水割りセット （水＋氷） （Water and Ice）…………………… ￥0

Red Wine 【赤ワイン】
鳥しげおすすめのピノ ・ ノワール 

Torishige Recommended Pinot Noir

ピエール & レミー ・ ゴーティエ （Pierre & Rémy Gauthier）

 [ ミディアムボディー ]  （Medium Bodu）

地域…フランス ・ ラングドック ・ ルーシヨン 赤いフルーツを思わせる繊細な

果実香とエレガントな味わいが特徴。 

Languedoc-Roussillon, France. Dedicated and Elegant taste of Red Fruits.

120. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < ボトル > 
（Pierre & Rémy Gauthier（Bottle））…………………………￥3580
121. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < カラフェ > 
（Pierre & Rémy Gauthier（Carafe））…………………………￥1800
123. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < グラス > 

（Pierre & Rémy Gauthier（Glass）） ………………………… ￥650

Wｈite  Wine 【白ワイン】
カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン Canon du Marechal Blanc

地域…フランス ・ ラングドック ・ ルーシヨン 余韻の良い、

フレッシュでフルーティー、 心地よいミネラル感にあふれたワインです。 

Languedoc-Roussillon, France. Fresh and Fruity, Pleasant taste.

124. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < ボトル > 
（Canon du Marechal Blanc（Bottle））………………………￥3580
125. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < カラフェ > 
（Canon du Marechal Blanc（Carafe））………………………￥1800
126. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < グラス >

（Canon du Marechal Blanc （Glass））………………………… ￥650

Sparkling Wine
スパーリングワイン 
コドーニュ クラシコ ・ セコ Codorniu Clasico Seco

[ やや辛口 ]  （Medium Dry）

生産者…コドーニュ 地域…スペイン王室御用達ワイナリーとなっている

コドーニュ社の style を表現するのがクラシコ。

 （Spanish Royal Warrant holders Winery）

127. コドーニュ クラシコ ・ セコ < ハーフボトル > 
（Codorniu Clasico Seco（Half Bottle）） ……………………￥2180
128. コドーニュ クラシコ ・ セコ < グラス > 
（Codorniu Clasico Seco（Glass））…………………………… ￥650

Soft  Drink ソフトドリンク
129. オレンジジュース （Orange Juice） …………………… ￥380
130. グレープフルーツジュース （Grape Fruit Juice）　　   ￥380
131. アップルジュース （Apple Juice）……………………… ￥380
132. コーラ （Coke）…………………………………………… ￥380
133. ジンジャーエール （Ginger Ale） ……………………… ￥380
134. 緑茶 （Green Tea） ……………………………………… ￥380
135. 黒ウーロン茶 （Black Oolong Tea） …………………… ￥400

Lunch Menu
ランチ限定メニュー 11:00-17:00
136. 天使の唐揚げ御膳

（Feminine Deep-fried Chicken Meal）………………………￥1150
137. 男前の唐揚げ御膳 

（Masculine Deep-fried Chicken Meal）………………………￥1280
138. 唐揚げ食べ比べ御膳

（Deep-fried Chicken taste comparison Meal）………………￥1200
139. 鶏カツ御膳 ( 特製味噌 or おろしポン酢 )

（Chicken Cutlets Meal 
(Special Miso or Grated Gradish and Ponzu Sause）   ………￥1250
140. チキン南蛮御膳 ( 自家製タルタルソース）

（Marinated fried Chicken with Homemade Tartare Sause） ￥1280
●茶碗蒸し ・ スープ ・ 香の物付●スープのお代わり無料です。

Steamed Egg Custard, Soup and Pickles. *Free Soup Refille.

●ご飯の量 大 ・ 並 ・ 小よりお選びください。

Choose your Rice Large/Medium/Small

141. 名古屋コーチン親子丼

（Nagoya Cochin Chicken and Egg Bowl）……………………￥1280
142. 三河鶏親子丼（Mikawa Chicken and Egg Bowl）…… ￥990
143. 三河鶏照り焼き丼 （Mikawa Chicken Teriyaki Bowl）…￥1180
144. 海老むすびセット 3 個 （Shrimp Rice Bowl (3pcs)）   … ￥600
●丼物はサラダ ・ スープ ・ 香の物付●スープのお代わり無料です。

Bowls comes with Salad, Soup and Pickles. *Free Soup refills.

●丼物はご飯の量 大 ・ 並 ・ 小よりお選びください。

Choose your Rice Large/Medium/Small

Additional  Dishes
もう一品いかがですか？
145. 天使の唐揚げ 2 個 

（Feminine Deep-fried Chicken (2pcs)）……………………… ￥290
146. 男前の唐揚げ 2 個

（Masculine Deep-fried Chicken (2pcs)）…………………… ￥320
147. 名古屋コーチンきしめん ( ハーフ ) 

（Nagoya Cochin Noodles (Half)）…………………………… ￥680
148. 名古屋コーチン玉子 (1 個 ) （Cochin Egg）…………… ￥210

Half & Half Meal ハーフ & ハーフセット
149. きしめん & 親子丼 

（Cochin Noodles & Chicken and Egg Bowl） ………………￥1120
150. きしめん & 照り焼き丼 

（Cochin Noodles & Teriyaki Bowl） …………………………￥1120
151. きしめん & 海老天むす 2 ケ 

（Cochin Noodles & Shrimp Tempura Rice Balls (2pcs)）……￥1120
●サラダ ・ 香の物付 Salad and Pickles

Lunch Special Drink
ランチサービスドリンク
152. グラスビール（Glass Beer） …………………………… ￥400
153. ねのひ淡麗辛口 ( 小徳利 ) （Nenohi Dry）…………… ￥450
154. グラスワイン ( 赤 ・ 白 ) （Glass Wine (Red/White)）…… ￥550
155. ウーロン茶 （Oolong Tea）……………………………… ￥150
156. 冷たい緑茶 （Cold Green tea）………………………… ￥150
157. アップルジュース （Apple Juice）……………………… ￥150
158. オレンジジュース （Orange Juice） …………………… ￥150
159. グレープフルーツジュース （Grape fruit Juice）   …… ￥150
160. アイスコーヒー（Iced Coffee）………………………… ￥150
161. ホットコーヒー （Hot Coffee）…………………………… ￥150



Nagoya Cochin Chicken
名古屋コーチン

Recommendationo おつまみ逸品
1. 鳥屋の茶碗蒸し （Japanese Steamed Egg Custard）…… ￥420
2. 鶏もつ入りどて煮 （Chicken Giblet Stewed in Miso）…… ￥580
3. たたき胡瓜 （Seared Cucumber）………………………… ￥480
4. たたき胡瓜と塩昆布の明太子和え

（Seared Cucumber, Salted Kalp and Cod Roe）…………… ￥550
5. 手造り豆富（Homemade Tofu） ………………………… ￥480
6. いぶりがっこ （Smoked Radish Pickles） ………………… ￥580
7. トマトスライス （Tomato Slice） …………………………… ￥480
8. トマトスライス ( ハーフ ) （Tomato Slice (Half)）………… ￥350
9. 手造り豆富とアボカドサラダ

（Homemade Tofu and Avocado Salad）…………………… ￥720
10. 手造り豆富とアボガドサラダ ( ハーフ )

（Homemade Tofu and Avocado Salad (Half)）……………… ￥500

Deep-fried Food 揚げ物
11. 天使の唐揚げ (2 個 )

（Fluffy Angel's Fried Chicken (2pcs)） ……………………… ￥290
12. 天使の唐揚げ (5 個 )(Fluffy Angel's Fried Chicken (5pcs))￥700
13. 男前の唐揚げ (2 個 ) （Men's Fried Chicken (2pcs)）     ￥320
14. 男前の唐揚げ (5 個 ) （Men's Fried Chicken (5pcs)）   … ￥770
15. 鶏カツ （特製味噌 or おろしポン酢）

(Chicken Cutlets (Special Miso or Ponzu Sauce)) ………… ￥680

16. チキン南蛮 （自家製タルタルソース） 
（Chicken namban (Homemade Tartare Sauce)）…………… ￥680
17. 手羽先の唐揚げ (2 本 ) （Fried Chicken Wings (2pcs)） ￥430

Rice ご飯もの
Chicken and Egg Rice Bowl
名古屋コーチン親子丼
18. 極上親子丼 （Premium Chicken and Egg Bowl）  ………￥2100
19. 上親子丼（Special Chicken and Egg Bowl）　…………￥1580
20. 親子丼（Chicken and Egg Bowl）………………………￥1280
●ご飯の量　大 ・ 並 ・ 小よりお選び下さい。 (Rice Large/Medium/Small)

●サラダ ・ スープ ・ 香の物付 (Salada, Soup and Pickles)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Nagoya Cochin Chicken Kama Pot
名古屋コーチン釜飯
21. 釜飯 （Mixed rice in a small iron pot）………………………￥1500
22. 季節の釜飯 （Seasonal Mixed rice in a small iron pot）   …￥1500
23. 釜飯御膳

( 天使の唐揚げ 2 個 ・ 名古屋コーチン串 2 本 ・ 茶碗蒸し付）

(Anggel’ s deep-fried Chicken, Nagoya Cochin Skewers)￥2680
●ご注文をいただいてから炊き上げますので、 提供に 20 分程かかります。

(Takes 20 mins to serve since we start grilling after taking an order)

●サラダ ・ スープ ・ 香の物付 (Salad, Soup and Pickles)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Nagoya Rice 名古屋めし
24. 名古屋コーチンひつまぶし 
（Chopped Nagoya Cochin Rice Bowl) ………………………￥1850
●とろろ ・ スープ ・ 香の物 ・ サラダ ・ 薬味三種付

(Grated Yam, Soup, Pickles, Salad and three kinds of Seasonings)

●ご飯の量　大 ・ 並 ・ 小よりお選び下さい。 (Rice Large/Medium/Small)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

☆ご飯を四等分し、 一杯目はそのまま　二杯目は薬味、 三杯目はとろろを

添え、 最後はコーチンの出汁をかけてお召し上がり下さい。

(We recommend you to divide rice into four. have one of them as the way 

you want, Second one with seasonings, third one with grated yam and the 

last one with Cochin soup stock.)

25. 名古屋コーチンきしめん （Nagoya Cochin Noodle）    …￥1080
26. 海老天むす (1 個より）（Tempura Rice Ball (1pcs)）     ￥190
27. 名古屋コーチン玉子かけ御飯

（Nagoya Cochin and Egg over rice）………………………… ￥530
●コラーゲンスープ ・ 香の物 ・ 特選あおさ醤油

(Collagen Soup, Pickles and Selected Aosa Soy Sauce)

●スープのお代わり無料です。 (Free Soup Refills)

Skewers 名古屋コーチン焼き
28. おまかせ串 3 種盛り （Recommended three skewers） ￥1000
29. おまかせ串 5 種盛り（Recommended five skewers） ￥1480
30. 照り焼きステーキ 120g （Teriyaki Steak 120g）…………￥1380

kids  Meal お子様セット ( 小学生以下のお客様）

31. きしめんセット （Flat Noodles meal） …………………… ￥700
32. 親子丼セット （Chicken and Egg bowl meal） ………… ￥700
33. チキンライスセット （Chicken Rice meal）……………… ￥700
●唐揚げ ・ フライドポテト ・ オレンジジュース付

(Fried Chicken, French Fries and Orenge Juice)

34. ご飯セット ( ご飯 ・ 香の物 ・ スープ ) 

（Rice Combo (Rice, Pickles and Soup)） …………………… ￥320
35. ご飯単品 （Rice） ………………………………………… ￥200
36. 名古屋コーチン玉子 （Cochin Egg） …………………… ￥210
37. コラーゲンスープ （Collagen Soup）…………………… ￥180

Dessert デザート
38. 西尾抹茶アイス （Nishio Matcha Iced cream） ……… ￥520
39. 名古屋コーチンプリン（Nagoya Cochin Pudding）…… ￥600
40. 季節のわらび餅（Seasonal Bracken-starch Dumplings） ￥500
41. 季節のシャーベット（Seasonal Shorbet）……………… ￥500
42. コーチンカステラ ( バニラアイス添え )

（Cochin Castella Vanilla Iced cream） ……………………… ￥650

Nagoya Cochin Hot  Pot
名古屋コーチン鍋
43. 水炊き (1 人前 )（Chicken Hotpot (one serving)）……￥2480
44. 味噌すき焼き ひきずり (1 人前 )

（Miso Sukiyaki (one serving)） ………………………………￥2480
45. 名古屋コーチン玉子 (1 個 )（Cochin Egg）…………… ￥210

Ripe Chicken
名古屋コーチン完熟鶏
☆完熟鶏とは ・ ・ ・ 新鮮な名古屋コーチンを専用貯蔵庫にて温度 ・ 湿度を

調整し、 「熟成」 させた鶏肉。 より柔らかくなり、 旨味とコクが一段と増し、

まろやかな味わい。 今まで出会ったことのない 「究極の鶏肉」 です。

(☆Ripe Chicken … Fresh Nagoya Cochin Chicken aged in the special fridge.

Softness and Richness in taste are on the next level. The premium Chicken 

that you have never had before.)

46. 水炊き (1 人前 )

（Ripe Chicken Hotpot (one serving)）………………………￥3680
47. 味噌すき焼き ひきずり (1 人前 )

（Miso Sukiyaki (one serving)） ………………………………￥3680
48. 名古屋コーチン玉子 (1 個 )（Cochin Egg）…………… ￥210

Steak 完熟鶏ステーキ
49. 溶岩石焼き (1 人前 )

（Lava-grilled Ripe Chichen (one serving)）…………………￥3880

Dinner Menu
ディナー限定メニュー 17:00-21:30

Meal セット ・ 御膳

親子丼 ・ 釜飯 ・ きしめんをご注文された方

Meal Sets for Chicken and Egg Bowl/Mixed rice in a small iron pot/nagoya 

Cochin Noodles

50. 贅沢セット（Special Meal）…………………………… +￥1180
☆おまかせコーチン串 2 本 ・ 手造り豆富 or 茶碗蒸し

・ 季節のデザート （わらび餅 or シャーベット）

☆Recommend Skewers (2 Skewers) Homemade Tofu or Steamed Egg 

Custard and Seasonal Dessert (bracken-starch dumpling or Shobet)

51. コーチン彩り御膳（Cochin various Meal）………………￥2980
☆ハーフ親子丼 ・ ハーフきしめん ・ おまかせコーチン串 2 本 ・ サラダ

・ 唐揚げ ・ 香の物 ・ 西尾抹茶アイス

☆Half Chicken and Egg Bowl, Half Cochin Noodles, Recommend Skewers

(2 Skewers), Salad, Fried Chicken, Pickles and Nishio Matcha Ice cream.

Appetizers 前菜 ・ 一品

52. 漬物盛り合せ（Pickles Assortment）…………………… ￥680
53. ささみと梅わさび和え

（Chicken breast with Pium and Wasabi）   ………………… ￥680
54. ささみとアボカドのわさび醤油和え

（Chicken breast with Avocado and Wasabi Soy sauce）     ￥690
55. 砂肝ガーリック（Gizzard and Garlic）…………………… ￥680
56. なんこつの唐揚げ（Deep-fried Cartilage） …………… ￥580
57. セセリピリ辛炒め（Stie-fried spicy Chicken neck）…… ￥680

Salad サラダ

58. 根菜きんぴらサラダ

（Root Vegetables Salad with a sweet soy flavor）………… ￥700
59. 根菜きんぴらサラダ ハーフ

（Root Vegetables Salad with a sweet soy flavor (Half)）…… ￥500
60. チキンと 7 種野菜のサラダ

（Chicken and 7 kinds of vegetables Salad）………………… ￥780
61. チキンと 7 種野菜のサラダ ハーフ

（Chicken and 7 kinds of vegetables Salad (Half)）………… ￥550
62. 白菜と塩昆布のじゃこサラダ

（Chinese Cabbage, Salted Kelp and Whitebaits Salad）…… ￥680
63. 白菜と塩昆布のじゃこサラダ ハーフ

（Chinese Cabbage, Salted Kelp and Whitebaits Salad(Half)） ￥500

Nagoya Cochin Chicken 
Recommendationo 名古屋コーチン逸品

64. 月見つくね（Meat Ball with Egg）……………………… ￥730
65. もも肉１枚焼き 200g（Grilled Chicken Thigh）…………￥2480
66. むね肉の塩こしょう焼き

（Grilled Chicken breast with Salt and Pepper）……………￥1980
67. 焼きたて出汁巻き玉子（Japanese Omelette）………… ￥780
68. コーチンたたき（Seared Cochin Chicken） ……………￥1080

Nagoya Cochin Chicken Skewers
名古屋コーチン串焼き
69. もも（Thigh）……………………………………………… ￥380
70. ねぎま（Chicken and Green Onion）…………………… ￥360
71. 肝（Liver）………………………………………………… ￥350
72. 砂肝（Gizzard）…………………………………………… ￥330
73. セセリ（Neck Meat）……………………………………… ￥350
74. 皮（Skin） ………………………………………………… ￥330
75. ぼんじり（Chicken tail）…………………………………… ￥330
76. ソリレス（Hip Joint）……………………………………… ￥380
77. 手羽先（Wings） ………………………………………… ￥380
78. コーチンウインナー（Cochin Sausage）………………… ￥320
79. ささみ （刻みわさび）（Chicken breast (Grated Wasabi） ￥350
80. ささみ （梅肉）（Chicken breast (Plum)）…………… ￥350

Vegetable Skewers 野菜串

82. ししとう（Green Pepper）………………………………… ￥190
83. 椎茸（Shiitake Mushroom）……………………………… ￥200
84. エリンギ（Eringi Mushroom）…………………………… ￥200
85. トマト（Tomato）…………………………………………… ￥200
86. 白ネギ（White spring Onion） ………………………… ￥180

<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

Drinks お飲み物

Draft  Beer 生ビール
87. キリン一番搾り生 （Kirin Draft Beer）…………………… ￥620
88. グラス生 （Draft Beer (Glass)）…………………………… ￥450

Bottle  Beer びんビール
89. クラシックラガー （中瓶） （Classic Lager）……………… ￥680
90. ノンアルコール ・ ビールテイスト飲料 キリンフリー ( 小瓶 ) 
（Non Alcohol Beer Taste, Kirin Free (Small Bottle)）    …… ￥550

Sour サワー
91. 上品な生搾りレモンサワー

（Elegant Fresh Lemon Sour）………………………………… ￥600
92. 黒ウーロンハイ （Black Oolong Tea High）……………… ￥550
93. 緑茶ハイ （Green Tea High）……………………………… ￥550

Whiskey ウイスキー
富士山麓 樽熟 50°Fujisanroku

94. 富士山麓樽熟 50°五合目ハイボール （通常） 
（Fujisanroku Half way High Ball ( Normal)）………………… ￥600
95. 富士山麓樽熟 50°山頂ハイボール （濃い目）

（Fujisanroku Mountaintop High Ball (Strong)）…………… ￥750

Plum Wine 梅酒
【ロック ・ 水割り ・ お湯割り ・ ソーダ割り】 On the Rock/Water/Tea

96. 完熟あらごし梅酒 梅まっこい 
（Ripe Rough Strainer Plum Wine, Ume Makkoi）…………… ￥550
97. 鶴梅にごり酒 （Tsuruume, Unfiltered Sake）…………… ￥680
98. すっぱい梅酒 （Sour Plum Wine） ……………………… ￥680
99. 青谷梅酒 （Aodani Plum Wine）………………………… ￥700

Aichi  Local  Sake 愛知の地酒
ねのひ 淡麗 辛口 ( 愛知県常滑市古場町 ) （Nenohi Dry）

雪解けの自然水仕込み。 爽やかなのどごしと滑らかでコクのある風味を

お楽しみいただけます。

Brewed with Natural Melt-Snow-water

100. ねのひ淡麗辛口 ( 小徳利 ) （Nenohi Dry Small）…… ￥550
101. ねのひ淡麗辛口 ( 大徳利 ) （Nenohi Dry Large）…… ￥980
102. 勲碧 純米吟醸 山田錦 55% （Kunpeki）……………… ￥780
103. 鷹の夢 純米吟醸 （Takano yume）…………………… ￥820
104. 義侠 純米吟醸 （Gikyou）………………………………￥1000

105. 長珍 特別純米酒 （Chochin）…………………………… ￥720
106. 徳川家康 大吟醸 （Tokugawa Ieyasu）…………………￥1200
その他日本全国の厳選酒もございます。 スタッフまでお尋ねください。 

We have more sakes from all over Japan. Please Ask us.

Aichi  Selected Shochu
愛知県厳選焼酎
【ロック ・ 水割り ・ お湯割り】 On the Rock/Water/Tea

107. 麦 名城白壁 グラス （Barley, Menjo Shirakaba Glass）      ￥660
108. 芋 名城白壁 グラス （Potato, Meijo Shirakaba Glass） ￥660

Selected Shochu 厳選焼酎
109. 富乃宝山 ボトル 720ml （Tomino houzan Bottle）………￥4980
110. グラス （Glass）…………………………………………… ￥740
111. 中々 ボトル 720ml （Nakanaka Bottle）…………………￥4700
112. グラス （Glass）…………………………………………… ￥700
113. 兼八 ボトル 720ml （Kanehachi Bottle）…………………￥4800
114. グラス （Glass）…………………………………………… ￥720

With Bottle ボトルのお供に
115. ウーロンカラフェ （Oolong Tea Carafe） ……………… ￥500
116. 緑茶カラフェ （Green Tea Carafe）……………………… ￥500
117. レモン （Lemon）………………………………………… ￥150
118. 梅干 （Pickled Plum）…………………………………… ￥150
119. 水割りセット （水＋氷） （Water and Ice）…………………… ￥0

Red Wine 【赤ワイン】
鳥しげおすすめのピノ ・ ノワール 

Torishige Recommended Pinot Noir

ピエール & レミー ・ ゴーティエ （Pierre & Rémy Gauthier）

 [ ミディアムボディー ]  （Medium Bodu）

地域…フランス ・ ラングドック ・ ルーシヨン 赤いフルーツを思わせる繊細な

果実香とエレガントな味わいが特徴。 

Languedoc-Roussillon, France. Dedicated and Elegant taste of Red Fruits.

120. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < ボトル > 
（Pierre & Rémy Gauthier（Bottle））…………………………￥3580
121. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < カラフェ > 
（Pierre & Rémy Gauthier（Carafe））…………………………￥1800
123. ピエール & レミー ・ ゴーディエ < グラス > 

（Pierre & Rémy Gauthier（Glass）） ………………………… ￥650

Wｈite  Wine 【白ワイン】
カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン Canon du Marechal Blanc

地域…フランス ・ ラングドック ・ ルーシヨン 余韻の良い、

フレッシュでフルーティー、 心地よいミネラル感にあふれたワインです。 

Languedoc-Roussillon, France. Fresh and Fruity, Pleasant taste.

124. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < ボトル > 
（Canon du Marechal Blanc（Bottle））………………………￥3580
125. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < カラフェ > 
（Canon du Marechal Blanc（Carafe））………………………￥1800
126. カノン ・ デュ ・ マレシャル ブラン < グラス >

（Canon du Marechal Blanc （Glass））………………………… ￥650

Sparkling Wine
スパーリングワイン 
コドーニュ クラシコ ・ セコ Codorniu Clasico Seco

[ やや辛口 ]  （Medium Dry）

生産者…コドーニュ 地域…スペイン王室御用達ワイナリーとなっている

コドーニュ社の style を表現するのがクラシコ。

 （Spanish Royal Warrant holders Winery）

127. コドーニュ クラシコ ・ セコ < ハーフボトル > 
（Codorniu Clasico Seco（Half Bottle）） ……………………￥2180
128. コドーニュ クラシコ ・ セコ < グラス > 
（Codorniu Clasico Seco（Glass））…………………………… ￥650

Soft  Drink ソフトドリンク
129. オレンジジュース （Orange Juice） …………………… ￥380
130. グレープフルーツジュース （Grape Fruit Juice）　　   ￥380
131. アップルジュース （Apple Juice）……………………… ￥380
132. コーラ （Coke）…………………………………………… ￥380
133. ジンジャーエール （Ginger Ale） ……………………… ￥380
134. 緑茶 （Green Tea） ……………………………………… ￥380
135. 黒ウーロン茶 （Black Oolong Tea） …………………… ￥400

NagoyaCochin TorishigeLunch Menu
ランチ限定メニュー 11:00-17:00
136. 天使の唐揚げ御膳

（Feminine Deep-fried Chicken Meal）………………………￥1150
137. 男前の唐揚げ御膳 

（Masculine Deep-fried Chicken Meal）………………………￥1280
138. 唐揚げ食べ比べ御膳

（Deep-fried Chicken taste comparison Meal）………………￥1200
139. 鶏カツ御膳 ( 特製味噌 or おろしポン酢 )

（Chicken Cutlets Meal 
(Special Miso or Grated Gradish and Ponzu Sause）   ………￥1250
140. チキン南蛮御膳 ( 自家製タルタルソース）

（Marinated fried Chicken with Homemade Tartare Sause） ￥1280
●茶碗蒸し ・ スープ ・ 香の物付●スープのお代わり無料です。

Steamed Egg Custard, Soup and Pickles. *Free Soup Refille.

●ご飯の量 大 ・ 並 ・ 小よりお選びください。

Choose your Rice Large/Medium/Small

141. 名古屋コーチン親子丼

（Nagoya Cochin Chicken and Egg Bowl）……………………￥1280
142. 三河鶏親子丼（Mikawa Chicken and Egg Bowl）…… ￥990
143. 三河鶏照り焼き丼 （Mikawa Chicken Teriyaki Bowl）…￥1180
144. 海老むすびセット 3 個 （Shrimp Rice Bowl (3pcs)）   … ￥600
●丼物はサラダ ・ スープ ・ 香の物付●スープのお代わり無料です。

Bowls comes with Salad, Soup and Pickles. *Free Soup refills.

●丼物はご飯の量 大 ・ 並 ・ 小よりお選びください。

Choose your Rice Large/Medium/Small

Additional  Dishes
もう一品いかがですか？
145. 天使の唐揚げ 2 個 

（Feminine Deep-fried Chicken (2pcs)）……………………… ￥290
146. 男前の唐揚げ 2 個

（Masculine Deep-fried Chicken (2pcs)）…………………… ￥320
147. 名古屋コーチンきしめん ( ハーフ ) 

（Nagoya Cochin Noodles (Half)）…………………………… ￥680
148. 名古屋コーチン玉子 (1 個 ) （Cochin Egg）…………… ￥210

Half & Half Meal ハーフ & ハーフセット
149. きしめん & 親子丼 

（Cochin Noodles & Chicken and Egg Bowl） ………………￥1120
150. きしめん & 照り焼き丼 

（Cochin Noodles & Teriyaki Bowl） …………………………￥1120
151. きしめん & 海老天むす 2 ケ 

（Cochin Noodles & Shrimp Tempura Rice Balls (2pcs)）……￥1120
●サラダ ・ 香の物付 Salad and Pickles

Lunch Special Drink
ランチサービスドリンク
152. グラスビール（Glass Beer） …………………………… ￥400
153. ねのひ淡麗辛口 ( 小徳利 ) （Nenohi Dry）…………… ￥450
154. グラスワイン ( 赤 ・ 白 ) （Glass Wine (Red/White)）…… ￥550
155. ウーロン茶 （Oolong Tea）……………………………… ￥150
156. 冷たい緑茶 （Cold Green tea）………………………… ￥150
157. アップルジュース （Apple Juice）……………………… ￥150
158. オレンジジュース （Orange Juice） …………………… ￥150
159. グレープフルーツジュース （Grape fruit Juice）   …… ￥150
160. アイスコーヒー（Iced Coffee）………………………… ￥150
161. ホットコーヒー （Hot Coffee）…………………………… ￥150


