
TEL 03-3223-6034
 3-67-1 Koenji-minami, Suginami-ku
Open:  8:00pm-2:00am
Close Irregular

1. チョリソ  １本（Chorizo x1）…………… ￥250
2. ウィンナー盛り合せ WIENER-MORIAWASE
（Assorted wiener sausage） ………………￥1200
3. ウィンナー盛り合せ（小盛） 
WIENER-MORIAWASE-KOMORI
（Assorted wiener sausage mini）………… ￥500
4. シュウマイ　６個（Shumai x6） ……… ￥300
5. シュウマイ　12 個 （Shumai x12）……… ￥500
6. 焼きそば （YAKISOBA）…………………… ￥650
7. たこやき　６個 （TAKOYAKI x6） ……… ￥300
8. ミニピザ （Mini pizza）…………………… ￥650
9. オイルサーディン（ノーマル・大辛）
（Oil sardine(normal/spicy)） ……………… ￥800
10. ベーコンエッグ　卵３個
（Bacon egg x3） …………………………… ￥500
11. 明太子（Mentaiko）…………………… ￥400
12. おでん （Oden）………………………… ￥500

13. チーズ盛り合せ CHEESE-MORIAWASE
（Assorted cheese）………………………… ￥700
14. チーズ盛り合せ（ハーフ） 
CHEESE-MORIAWASE-HALF
（Assorted cheese half） …………………… ￥400
15. オリーブ （Olive） ……………………… ￥400
16. サラダ（Salad）………………………… ￥500
17. ナッツ （Nuts）…………………………… ￥300
18. ポテトチップ（Potato chips）………… ￥300
19. ドンタコス（チリソース添） DONTAKOSU
（Toltilla chips with chili sauce）…………… ￥300
20. ★麦チョコ MUGI-CHOCO
（Wheat chocolate）………………………… ￥300
21. チョコレート（Chocolate）…………… ￥300
22. 板わさ ITAWASA（Sliced kamaboko） ￥500
23. 冷や奴 HIYAYAKKO（Cold tofu）……… ￥500
24. お漬け物 OTSTUKEMONO（Pickles）…… ￥400
25. 梅干し　１個（Umeboshi x1）……………￥50
26. キザワカレー（辛口）
（KIZAWA spicy curry）……………………… ￥700
27. チャーハン CHA-HAN（Fried rice）…… ￥600
28. チャーハン　大  CHA-HAN-DAI
（Fried rice big）………………………………￥1000
29. ハイカラチャーハン（中辛・大辛・極辛） 
（HAIKARA fried rice(spicy/very spicy/special 
spicy)） ……………………………………… ￥650
30. ハイカラチャーハン　大 
HAIKARA-CHA-HAN(DAI)
（HAIKARA fried rice big）……………………￥1100

31. アサヒスーパードライ 
（ASAHI super dry） ………………………… ￥450
32. サッポロ黒ラベル 
（SAPPORO Black label）…………………… ￥450
33. キリンラガー（KIRIN Lager） ………… ￥450
34. エビス（YEBISU） ……………………… ￥500
35. ハイネケン （Heineken） ……………… ￥500
36. バドワイザー （Budweiser）…………… ￥500
37. ギネス （GUINNESS）…………………… ￥600
38. コロナ（Corona）……………………… ￥650

39. 一の倉 （ICHINOKURA）………………… ￥500
40. 浦霞（URAGASUMI）…………………… ￥600

41. ロック Rock（on the rock）………… ￥400～
42. 水割り Mizuwari（watered） ………… ￥400
43. 炭酸割り Tansan wari（with soda）…… ￥450
44. ウーロンハイ（Oolong high）………… ￥400
45. 緑茶ハイ（Green tea high）…………… ￥400

46. 梅ハイ（水割り） （Ume high(watered)）… ￥450
47. 梅ハイ（炭酸割り）（Ume high(with soda)）… ￥500
48. レモンサワー （Lemon sour） ………… ￥500
49. ライムサワー （Lime sour） …………… ￥500
50. カルピスサワー（Calpis sour）………… ￥500
51. ジンジャーエールハイ（Ginger ale high）… ￥500
52. グレープフルーツハイ （Grapefruit high）… ￥500
53. オレンジハイ （Orange high）………… ￥500
54. コーヒー酎 （Coffee Shochu）………… ￥500
55. トマトハイ （Tomato high）…………… ￥600
56. ヨーグルト酎（Yoghurt Shochu）…… ￥600
57. ゴジラスペシャル （Godzilla special）…… ￥600
58. モスラスペシャル （Mothra special）…… ￥600
59. 梅干し　１個 （Umeboshi x1）……………￥50

60. ジムビームホワイト（Jim beam white）… ￥300
61. I・Wハーパー（I.W. harper）………… ￥500
62. ワイルドターキー12年
（Wild Turkey 12years）……………………… ￥800
63. ワイルドターキー８年 
（Wild Turkey 8years）……………………… ￥600
64. ジャックダニエル（Jack Daniel’ s）…… ￥500
65. フォアローゼス（Four roses）………… ￥500
66. ホワイトホース （White horse） ……… ￥500
67. モルト・グレーンラフロイク
（Laphroaig）………………………………… ￥800
68. モルト・グレーンラフロイク炭酸割り 
（Laphroaig with soda） …………………… ￥850

69. レミーマルタン （Remy martin）……… ￥800

70. マイヤーズ（Myers）…………………… ￥500
71. ラムコーク （Rum coke） ……………… ￥600
72. ホワイトマイヤーズ（White myers）…… ￥600
73. ロンリコ Ronrico（Ronrico） ………… ￥600
74. ロンサカパ（Ron Zacapa）…………… ￥800

75. ジントニック（Gin tonic） …………… ￥600
76. ジンライム （Gin lime）………………… ￥600

77. スミノフブルー （Smirnoff blue）……… ￥600
78. ブラディマリー（Bloody mary）……… ￥600

79. シャルトリュース（Chartreuse）……… ￥600

80. カミーノ（Camino）…………………… ￥500

81. カニコススペシャル（バーボンベース） 
（KANIKOSU special(bourbon)）…………… ￥450
82. カルアミルク（Kahlua milk） ………… ￥600
83. カンパリソーダ（Campari soda） …… ￥600
84. カンパリオレンジ （Campari orange）… ￥600
85. カンパリグレープフルーツ
（Campari Grapefruit）……………………… ￥600
86. カシスソーダ（Cassis soda） ………… ￥600
87. カシスウーロン（Cassis oolong） …… ￥600
88. カシスミルク （Cassis milk）…………… ￥600
89. マリブミルク （Malibu milk）…………… ￥600
90. マリブウーロン （Malibu oolong）…… ￥600

キングギドラススペシャル 
（King gidora special）………………………￥1200

91. ウーロン茶・緑茶 
（Oolong tea/green tea）…………………… ￥300
92. コーラ （Cola）…………………………… ￥400
93. ジンジャーエール （Ginger ale）……… ￥400
94. オレンジジュース （Orange juice）…… ￥400
95. グレープフルーツ （Grapefruit Juice）… ￥400
96. トマトジュース（Tomato juice）……… ￥500

ゴジラや 2
GODZILLA -YA 2

フードメニュー
（Food Menu）

ドリンクメニュー
（Drink Menu）

ビール Beer

日本酒Sake

焼酎（いいちこ）Sake

<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

HOTHOT

HOTHOT

HOTHOT

HOTHOT


