サラダ

Salad

11. 生ハムサラダ Nama Ham Salad

PUMP
TEL 03-6383-0921
3-23-5 Koenji-Kita, Suginami-ku

（Prosciutto Salad） ……………………………… ￥500
12. ツナサラダ（Tuna Salad）…………………… ￥500
13. 冷やしトマト Hiyashi Tomato（Cold Tomato）￥300

おつまみ

Appetizer

14. 枝豆 Edamame（Edamame） ……………… ￥300

15. 塩辛 Shiokara（Salted Squid Guts） ……… ￥300

16. 漬物 Tsukemono（Pickled Vegetables）…… ￥300
18. 長久保のしそ巻き Nagakubo No Shisomaki

（Pickled Japanese radish rolled with Shiso basil）… ￥300
19. しらすおろし Shirasu Oroshi

（Young of the sardine with radish grater）…… ￥300
20. 冷奴 Hiyayakko（Cold Tofu） ……………… ￥300
21. ウインナー盛り合わせ Wiener Moriawase

軍鶏焼き

（Assort Wieners）………………………………… ￥500

Skewers

1. ムネ Mune（Breast） ………………………… ￥200

22. ミックスナッツ（Mix nuts）………………… ￥300
23. タコさんウインナぁ Takosan Uinna

（Octopus shaped wiener）……………………… ￥300

2. モモ Momo（Thigh） ………………………… ￥200

24. トマ玉 Tomatama（Tomato with egg）…… ￥500

4. ネギマ Negima（with leek） ………………… ￥200

（Grilled Pork and Kimchi）……………………… ￥400

3. ササミ Sasami（Tenderloin）………………… ￥200

25. 豚キムチ Buta Kimchi

5. 皮 Kawa（Skin） ……………………………… ￥200

26. モツ煮 Motsuni（Innards stew）…………… ￥400

串焼き

ドリンク Drink

Skewers

31. 白セット Shiro Set（White set）…………… ￥400
32. 黒セット Kuro Set（Black set）……………… ￥400
33. 追加ナカ Tsuika Naka（add Shochu）……… ￥250

34. 追加ソト Tsuika Soto（add hoppy） ……… ￥250
●サワー（Sour）

35. レモンサワー（Lemon Sour） ……………… ￥400

17. キムチ Kimuchi（Kim Chee） ……………… ￥300
Open 5.00pm-2.00am
Closed Sun
Cash Only

●ホッピー（Hoppy）

6. しいたけ（Shiitake Mushroom）……………… ￥100

●BEER

8. にんにく Ninniku（Garlic）…………………… ￥100

Draught Beer）…………………………………… ￥450

10. トマトベーコン（Tomato with Bacon）…… ￥200

29. 一番搾り 中瓶（Ichiban Shibori） ………… ￥500

7. ピーマン Piman（Bellpepper）……………… ￥100

27. 生ビール 中ジョッキ Nama chu（Medium Size

9. ズッキーニ Zucchini（Zucchini ） …………… ￥100

28. グラス Nama glass（A glass of beer）……… ￥300
30. サッポロラガー 中瓶（Sapporo LAGER）…… ￥500

36. グレープサワー（Grape sour）……………… ￥400
37. ピーチサワー（Peach Sour）………………… ￥400
38. 梅干しサワー Umeboshi Sawa（Plum sour） ￥450
39. グレープフルーツサワー（Grapefruits sour） ￥450

●焼酎（Shochu）

40. ウーロンハイ Oolong high

（Oolong tea with Shochu）……………………… ￥400
41. 緑茶ハイ Ryokucha high

（Green Tea with Shochu）………………………… ￥400
●ウイスキー（Whisky）
42. トリス

ハイボール（Toris Highball）……… ￥400

43. デュワーズホワイトラベル

ハイボール

（Dewar's white label Highball）………………… ￥500
44. ロック・水割り ……………………………… ￥500
●各種ウイスキー（Whiskys）

45. ロック・水割り・ソーダ割り

（with Rock, water, soda）………………………￥500 〜
●本格焼酎（Rich Shochu）

46. はとむぎ美人 Hatomugi Bijin（Hatomugi Bijin）
ロック・水割り・お湯割り（with Rock, water, hot

water） …………………………………………… ￥600
●ワイン（Wine）

47. 赤 グラス Aka glass（Red glass）…………… ￥500
48. ボトル Bottle ……………………………… ￥3500

49. 白 グラス Shiro glass（White glass） ……… ￥500
50. ボトル Bottle ……………………………… ￥3500
●カクテル（Cocktail）

51. カミカゼ Kamikaze（Kamikaze）…………… ￥500
52. ソルティドッグ（Salty dog）………………… ￥500

53. スクリュードライバー（Screw Driver）…… ￥500

88. ラムコーク（Rum and coke） ……………… ￥500

55. ウォッカリッキー（Vodka Rickey）………… ￥500

90. ラムトニック（Rum tonic） ………………… ￥500

54. モスコミュール（Moscow Mule） ………… ￥500

56. ウォッカトニック（Vodka tonic） ………… ￥500

89. ラムバック（Rum buck） …………………… ￥500

57. カシスリッキー（Casis rickey）……………… ￥500

ノンアルコール non alcohole

59. カシスウーロン（Casis oolong tea） ……… ￥500

92. オレンジジュース（Orange juice）………… ￥300

58. カシスミルク（Casis milk） ………………… ￥500

91. コーラ（Coke） ……………………………… ￥300

60. カシスオレンジ（Casis orange）…………… ￥500

93. ジンジャーエール（Ginger ale） …………… ￥300

61. カシスグレープフルーツ（Casis grapefruits） ￥500

94. グレープフルーツッジュース

62. カシスビール（Casis beer） ………………… ￥500

（Grapefruites juice）……………………………… ￥300

64. ジントニック（Gin tonic）…………………… ￥500

96. パイナップルジュース（Pineapple juice）… ￥300

63. ギムレット（Gimlet）………………………… ￥500
65. ジンバック（Gin buck）……………………… ￥500
66. ジンフィズ（Gin ﬁzz） ……………………… ￥500

67. オレンジブロッサム（Orange blossom）…… ￥500

68. ブラッディサム（Bloody sam）……………… ￥500
69. パッソア（PASSOÃ）………………………… ￥500

70. マンゴーパイン（Mango Pineapple）……… ￥500
71. カルアミルク（Kahlua and Milk）…………… ￥500

72. いちごミルク（Strawberry and milk）……… ￥500

95. カルピス（Calpico） ………………………… ￥300
97. カルピスソーダ（Calpico soda）…………… ￥300
98. パイナップルジュース（Pineapple juice）… ￥300

99. カルピスソーダ（Calpico soda）…………… ￥300
100. マンゴージュース（Mango Juice） ……… ￥300
101. ウーロン茶（Oolong tea） ………………… ￥300

102. 緑茶 Ryokucha（Green tea）……………… ￥300
103. アイスティー（Iced tea）…………………… ￥300

73. バナナミルク（Banana and milk） ………… ￥500

●ノンアルコールカクテル（Non alcohole cocktail）

75. レッドアイ（Red eye） ……………………… ￥500

105. レッドドラゴン（Red Dragon）…………… ￥500

74. マリブパイン（Malibu pineapple）………… ￥500
76. シャンディーガフ（Shandy Gaﬀ） ………… ￥500

77. カンパリコーク（Campari and coke）……… ￥500
78. カンパリジンジャー（Campari and Ginger ale）￥500

79. カンパリソーダ（Campari and soda）……… ￥500
80. カンパリオレンジ（Campari and orange）… ￥500
81. カンパリグレープフルーツ

（Campari and grapefruits） …………………… ￥500
82. スプモーニ（Spumoni）……………………… ￥500
83. オレンジモーニ（Orange and Spumoni）… ￥500

84. ディタトニック（Dita tonic） ……………… ￥500

85. ディタグレープ（Dita grape）……………… ￥500
86. ディタソーダ（Dita soda） ………………… ￥500
87. モヒート（Mojito）…………………………… ￥500

104. 夏娘 Natsumusume（Natsumusume）…… ￥500
106. ブルージーン（Blue jeans）………………… ￥500

107. シンデレラ（Cinderella）…………………… ￥500
108. プッシーキャット（Pussy cat）…………… ￥500

109. シャーリー（Shirley） ……………………… ￥500
<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
<Ingredients/Taste>
Chicken

Pork

Seafood

Vegetables

Beef

Fish

Egg

Dairy Products

協力：

Flour
HOT

Spicy

EXPERIENCE
SUGINAMI TOKYO

